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10 月

1 日 (月) 午前 10:00 決算特別委員会
2 日 (火) 午前 10:00 決算特別委員会
3 日 (水) 午前 10:00 ６者会議（議会改革特別委員会）
4 日 (木) 午前 10:00 決算特別委員会

午後 3:22 会派会議
5 日 (金) 午前 10:00 決算特別委員会
7 日 (日) 午前 10:00 小金井市市制施行60周年記念式典が宮地楽器ホールで行

われ、大和議長が出席
建設環境委員会が滋賀県大津市及び岐阜県大垣市を行政
視察

11 日 (木) 午前 10:00 広報委員会
第80回全国都市問題会議が新潟県長岡市で開かれ、大和
議長が出席

16 日 (火) 午前 10:00 リビルド国立が東京都八王子市を会派視察
午後 2:00 愛知県岩倉市議会厚生文教常任委員会委員７名、議会事

務局職員１名が行政視察に来庁
【視察事項：「国立市女性と男性及び多様な性の平等参
画を推進する条例」について】
交流都市協定締結式が秋田県北秋田市で行われ、大和議
長が出席
総務文教委員会が秋田県北秋田市及び岩手県紫波郡矢巾
町を行政視察

19 日 (金) 午前 10:00 リビルド国立が長野県伊那市を会派視察
22 日 (月) 午前 10:00 議会費検証部会

午後 0:58 議会運営委員会
23 日 (火) 午後 1:00 第29回東京都道路整備事業推進大会が砂防会館で開か

れ、小口副議長、渡辺建設環境委員長が出席
午後 1:30 福井県敦賀市議会議員３名が行政視察に来庁

【視察事項：避難所運営マニュアルについて】
自由民主党・明政会が福岡県久留米市、八女市、朝倉市
及び春日井市を会派視察
公明党が石川県金沢市及び野々市市を会派視察
社民党が地方議員研究会研修に参加

26 日 (金) 午後 2:00 立川・昭島・国立聖苑組合議会の打ち合わせが国立市役
所で開かれ、重松議員が出席

30 日 (火) 午後 1:32 会派会議
午後 1:30 平成30年第２回東京たま広域資源循環組合議会定例会が

東京自治会館で開かれ、大谷議員が出席

18日（木） ～ 19日（金）

市 　議 　会 　日 　誌

9日（火） ～ 10日（水）

11日（木） ～ 12日（金）

18日（木） ～ 19日（金）

23日（火） ～ 26日（金）

25日（木） ～ 26日（金）
25日（木） ～ 26日（金）
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11 月

1 日 (木) 午前 10:00 鳥取県米子市議会議員４名が行政視察に来庁
【視察事項：避難所運営マニュアルについて】

午前 10:30 議会運営委員会
午後 2:00 議員研修会を開催し、大和議長他が出席

2 日 (金) 午前 11:00 ６者会議（議会改革特別委員会）
5 日 (月) 午後 2:00 多摩川衛生組合議会平成30年第２回定例会及び全員協議

会に伴う議会運営委員会（代表者会議）が多摩川衛生組
合で開かれ、青木（健）議員が出席

7 日 (水) 午後 1:30 会派代表者会議
8 日 (木) 午後 2:00 平成30年第３回立川・昭島・国立聖苑組合議会定例会が

立川市役所で開かれ、重松議員、渡辺議員が出席
午後 2:30 埼玉西部環境保全組合議会の議員15名、組合事務局職員

２名が行政視察に来庁
【視察事項：家庭ごみ有料化の取組みについて】
日本共産党が福岡県大牟田市及び熊本県熊本市を会派視
察

10 日 (土) 午後 0:30 国立市議会意見交換会in農業まつり（第１日）を市役所
市民ロビーで開催

午後 3:00 議会改革特別委員会の市民説明会・スーパーバイズを開
催。全議員が出席

11 日 (日) 午前 9:00 国立市議会意見交換会in農業まつり（第２日）を市役所
市民ロビーで開催

12 日 (月) 午前 10:29 三多摩上下水及び道路建設促進協議会第３委員会が東京
自治会館で開かれ、小口議員が出席
福祉保険委員会が兵庫県明石市及び広島県広島市を行政
視察

13 日 (火) 午前 10:10 長野県塩尻市議会議員３名が行政視察に来庁
【視察事項：国立市女性と男性及び多様な性の平等参画
を推進する条例について】

午後 2:00 大阪府柏原市議会議員３名が行政視察に来庁
【視察事項：避難所運営マニュアルついて、その他防災
関連について】

14 日 (水) 午後 1:30 議会費検証部会
午後 3:20 秋田県北秋田市議会総務文教常任委員会委員７名、担当

部局職員１名、議会事務局職員１名が行政視察挨拶に来
庁

午後 3:30 ６者会議（議会改革特別委員会）
午後 4:29 建設環境委員会（陳情継続審査分）

15 日 (木) 午前 9:30 秋田県北秋田市議会総務文教常任委員会委員７名、担当
部局職員１名、議会事務局職員１名が行政視察に来庁
【視察事項：新学習指導要領のプログラミング教育につ
いて（国立第四小学校）】

午後 2:00 岐阜県中津川市議会議員1名が行政視察に来庁
【視察事項：国立市女性と男性及び多様な性の平等参画
を推進する条例について】

16 日 (金) 午前 10:00 議会基本条例点検部会
19 日 (月) 午前 10:00 多摩川衛生組合議会平成30年第２回定例会及び全員協議

会が多摩川衛生組合で開かれ、青木（健）議員、石井
（伸）議員、住友議員が出席

午後 0:30 議会基本条例点検部会

市 　議 　会 　日 　誌

8日（木） ～ 9日（金）

12日（月） ～ 13日（火）
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20 日 (火) 午前 10:00 議会費検証部会
午後 1:00 ６者会議（議会改革特別委員会）
午後 2:35 東京都市議会議長会理事会及び定例総会が東京自治会館

で開かれ、大和議長が出席
21 日 (水) 午前 10:00 議会運営委員会

午後 1:30 議会改革特別委員会
22 日 (木) 午後 0:00 国立市都市計画審議会が開かれ、髙柳議員、大谷議員、

石井（め）議員、尾張議員、小口議員が出席
26 日 (月) 午後 1:40 東京都後期高齢者医療広域連合議会全員協議会及び第２

回定例会が東京区政会館で開かれ、青木（淳）議員が出
席

28 日 (水) 午前 10:00 議会運営委員会
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議  会  の  動  き 

会 派 代 表 者 会 議 

 

 

１．日 時   11月７日（水）  午後１時 30分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）平成３０年度予算（議会費）の補正について 

         （２）新年度予算（議会費）について 

         （３）平成３１年定例会の日程について 

          ※ 安否情報伝達及び参集報告訓練について 

          ※ 自動車税の根幹堅持等を求める要望活動について 

 

 

 

会 派 会 議 

 

 

１．日 時   10月４日（木）  午後３時 22分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）議員の請負禁止について 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   10月 30日（火）  午後１時 32分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）匿名メール等の取り扱い基準について 

        （２）委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準及びインターネット中

継の拡大について 
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議 会 運 営 委 員 会 

 

 

１．日 時   10月 22日（月）  午後０時 58分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）懸案事項について 

        （２）議長の諮問事項について 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   11月１日（木）  午前 10時 30分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）懸案事項について 

        （２）議長の諮問事項について 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   11月 21日（水）  午前 10時 00分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）懸案事項について 

        （２）議長の諮問事項について 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   11月 28日（水）  午前 10時 00分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）第４回定例会の議事運営について 

         （２）平成３１年定例会の日程について 

         （３）議長の諮問事項について 
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議 会 改 革 特 別 委 員 会 

 

 

１．日 時   11月 10日（土）  午後３時 00分 

２．場 所   委員会室 

３．テーマ   議会改革特別委員会の市民説明会・スーパーバイズ 

４．講 師   山梨学院大学大学院研究科長・法学部教授 博士（政治学、中央大学） 

         江藤 俊昭 氏 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   11月 21日（水）  午後 1時 30分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）各部会からの報告について 

        （２）委員会の報告について 

        （３）今後の予定について 
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広 報 委 員 会 

 

 

１．日 時   10月 11日（木）  午前 10時 00分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）議会だより№245の編集内容の確認について 

【平成 30年 11月５日付発行 ８Ｐ立て】 

 

 

 



開催日時 平成３０年１１月１０日（土）　午後０時３０分から午後２時３０分

開催場所 第４１回国立市農業まつり会場（市役所　１階　市民ロビー）

出席議員 望月　健一 藤江　竜三 大谷　俊樹 尾張　美也子

石井　めぐみ 髙柳　貴美代 石井　伸之 住友　珠美

高原　幸雄 関口　博 中川　喜美代 大和　祥郎

青木　健

　―

全出席議員

参加人数 ９名 ４８件

報告内容

国立市議会議長 様

平成３０年 １２ 月 ２１ 日 報告者 広聴委員長　石井めぐみ

【主な意見】

【意見交換会の集約】

水道代や介護保険、固定資産税が高い。
勉強会の開催など、無線クラブの活動を広げるための窓口が欲しい。
国立駅前の公共施設のビジョンがほしい。駅前の開発を早く進めてほしい。
本田家や天満宮に行くのに駐車場がない。大型バスが停まれない。
市役所のトイレが狭くて汚い。
市報よりLINEで情報を見ることが多くなった。
ゴミ袋の値下げをしてほしい。
手ぶらでバーベキューができる公園がほしい。
０歳、１歳児が遊べる場所がない。
体育館の保育室を子育てアプリに載せてほしい。
東地区に公園や児童館を増やしてほしい。
活動状況に比べて、議員報酬が安すぎる。
定数は21人で支障がないように見える。
個人情報の漏えいが著しい。
広聴会の実施はもっと宣伝してほしい。

前回より短い時間での意見交換となりましたが、お一人お一人からじっくりと複数のご
意見を伺う機会をいただきました。
小さなお子様をお持ちの保護者からは、引き続き子どもの遊び場が少ないことや公共施
設の開館状況や保育の情報を手軽に知りたいとのご意見をいただいています。
本田家や谷保天満宮、南部地域に駐車場がないことが不便だというご意見を複数件いた
だいています。
今回も、お茶の提供はたいへん喜ばれました。

来　場　者 意 見 件 数

【意見交換会の概要】

農産物品評会があったため、午後0時30分から開始しました。前回同様、丸テーブルを3
卓置いて、カフェのような雰囲気で市民をお迎えしました。
農業まつりのついでに立ち寄られる方の他、事前に意見を書いたものをお持ちくださる
方もいらっしゃって、意見交換会が浸透しつつあることが伺えました。

意　見　交　換　会　報　告　書

平成３０年１１月１０日、１１日開催　国立市議会意見交換会in農業まつり

代　表　者 石井めぐみ　広聴委員長

報　告　者 石井めぐみ　広聴委員長

司　会　者

記　録　者
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開催日時 平成３０年１１月１１日（日）　午前９時００分から午後２時００分

開催場所 第４１回国立市農業まつり会場（市役所　１階　市民ロビー）

出席議員 上村　和子 渡辺　大祐 藤江　竜三 遠藤　直弘

藤田　貴裕 重松　朋宏 青木　淳子 石井　めぐみ

稗田　美菜子 髙柳　貴美代 高原　幸雄 関口　博

小口　俊明 中川　喜美代 大和　祥郎 青木　健

　―

全出席議員

参加人数 １１名 ４６件

報告内容

国立市議会議長 様

平成３０年１２ 月 ２１ 日 報告者 広聴委員長　石井めぐみ

【主な意見】

【意見交換会の集約】　

学校のトイレの洋式化は100パーセントを目指すべき。
歩道の街灯が街路樹の枝葉で隠れて、歩道が暗い。
さくら通りの自転車道は相互通行が危険。（複数意見）
大学通りの自転車道を相互通行にするのは止めてほしい。（複数意見）
ひらや照らすを知らなかったので、もっと周知したほうがいい。
気楽にお茶を飲める場所がほしい。
依存症の話を聞く窓口がない。
乳幼児健診は、ママの健康状態や心理状態を知るよい機会。
保育士さんなどに同席してもらいたい。
国立市には、「わかちあい」の場所がない。
分かりやすい市政の解説がほしい。
議員ひとりひとりがチラシを撒くのでは多額の金が掛かる。
投票の向上に繋がるのであれば政務活動費から出してよいと思う。
都営に住んでいるが、階段がつらい。

2年目の開催でしたので、市民に周知されていることが分かりました。
あらかじめご意見をお持ちになる方や、ご家族でいらっしゃる方もいました。
昨年につづいて「トイレの洋式化」のご要望をいただいた市民の方の声は陳情に繋がり、
本会議で採択されることとなり、大きな成果と感じています。
この日は、自転車道の双方向通行に関するご意見を多くいただきました。
複数いただいたご意見に関しては、できるだけ審議の対象候補にしたいと個人的には考え
ています。
また、歩道の街路樹の問題など担当課で対処できるものは、速やかに繋げたいと思いま
す。

来　場　者 意 見 件 数

【意見交換会の概要】

農業まつりの開催に合わせて、午前9時から開催しました。
時間が早過ぎたのか、朝はテーブル席にほとんど市民の姿は見られず、無料配布などに並
んでいらっしゃる市民に直接ご意見を伺う方法で多くの声を集めることができました。

意　見　交　換　会　報　告　書

平成３０年１１月１０日、１１日開催　国立市議会意見交換会in農業まつり

代　表　者 石井めぐみ　広聴委員長

報　告　者 石井めぐみ　広聴委員長

司　会　者

記　録　者
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総務文教委員会行政視察報告 
 

平成 30年 11月 8日 

 

総務文教委員長  髙柳貴美代 

副委員長 尾張美也子 

 

１．日時  平成 30年 10月 18日（木）～19日（金） 

 

２．視察先及び視察内容 

（１）10月 18日（木）北秋田市：あきたリフレッシュ学園及び教育留学につい

て 

（２）10月 19日（金）矢 巾 町：フューチャーデザイン手法を取り入れた住民

協働のまちづくり推進について 

 

３．参加者 

 委員長 髙柳貴美代  副委員長 尾張美也子 

 委 員 遠藤直弘  中川喜美代  重松朋宏  藤江竜三  藤田貴裕 

 随 行 若林星宇 

 接遇者 10月 18日（木） 

北秋田市教育委員会教育長           佐藤 昭洋 氏 

北秋田市教育委員会総務課長          金澤 聡志 氏 

秋田県教育庁北教育事務所指導・社会教育班社会教育主事 

                       辻永 佳樹 氏 

北秋田市議会事務局              野呂 康一 氏 

     10月 19日（金） 

岩手県矢巾町議会副議長            米倉 清志 氏 

岩手県矢巾町企画財政課課長補佐兼政策推進室長補佐 

                       吉岡 律司 氏 

岩手県矢巾町議会事務局議事係長        藤原 和久 氏 

 

４．あきたリフレッシュ学園及び教育留学について 

 

（１）視察の目的について 

 国立市と北秋田市は児童交流や防災協定を通じて友好関係を深めてきた。両

市は平成 30年 10月 18日友好交流都市協定を締結した。今後更なる親善と振興

を目指している。今回総務文教委員会ではこれからの両市の教育交流の在り方

と可能性に注目し、「あきたリフレッシュ学園及び教育留学について」行政視察

を行った。 

 

（２）視察の概要について 

 ① 視察市の概要について 

   市制施行：平成 17年３月 22日 
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面積：1152.76平方キロメートル 

人口：３万 2,342人 世帯数：１万 4,097 世帯 

（平成 30年９月末現在） 

 

 ② 視察の流れについて 

 北秋田市教育委員会教育長 佐藤昭洋氏よりあいさつを受けた後、秋田県教

育庁北教育事務所指導・社会教育班社会教育主事 辻永佳樹氏より説明を受け

た。その後、施設の見学を行った。 

 

（３）調査事項について 

・あきたリフレッシュ学園事業の目的、内容、学園の特色。 

・教育留学事業の目的、内容、特色。 

・今後国立市の教育に関する事業と関わることができるかを模索する。 

 

（４）所感 

 あきたリフレッシュ学園事業は学校や日常の生活に悩み、疲れた県内外の

小・中学生に、秋田の大自然の中で心と体のリフレッシュを図る場所として機

能している。そして教育留学の拠点施設としての役割を果たし、子ども一人一

人に合わせる、「オーダーメイド」の受け入れを行っている。また「秋田の探求

型授業」は非常に魅力的である。今後国立市の子ども達が、いろいろな場面で

どのように関わることができるか。あらゆる方向から模索する必要があると感

じた。 

あきたリフレッシュ学園にて 
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５．フューチャーデザ 

イン手法を取り入れた住民協働のまちづくり推進について 

 

（１）視察の概要について 

 ① 視察町の概要について 

   町制施行：昭和 41年４月１日 

面積：67.32 平方キロメートル 

人口：２万 7,283人 世帯数：１万 333 世帯 

（平成 30年９月１日現在） 

 

 ② 視察の流れについて 

 矢巾町議会副議長の米倉氏より歓迎のあいさつを受けた後、国立市議会髙柳

総務文教委員長よりあいさつを行い、その後矢巾町企画財政課課長補佐吉岡氏

より説明を受けた。 

 

（２）調査事項について 

フューチャーデザイン手法を取り入れた住民協働のまちづくり推進について 

 

 水道事業の今後の在り方について、町側が正確な情報を示し、多くの住民の

意見を聞き取ることから始め、水道サポーターという住民参加での水道事業の

方法を構築してきた経緯について、説明を受けた。 

 

① 問題意識 水道事業のビジョンの理解を得ることの困難さ 

・水道は当たり前のもので、市民に意識されていない一方で、耐震化や更新

のような効果の見えない政策は理解されづらい 

・水道料金の値上げの理解も困難ななか、役所の思いだけでは、ビジョンを

達成できない→住民理解が不可欠になる 

 

② 問題の所在 形骸化する住民参加で、住民理解を得ることの困難さ 

・水道の普及拡大の時代は、住民の利益と事業が一致したが、今後人口減少、

高齢化の中、ストック管理に関してはコストの問題もあり、目に見える住民

利益という形にならない。 

・住民参加が必要であるが、アンケート調査やパブコメ、説明会、審議会な

ども参加者が減少し、固定されており、多くの市民の参加、理解に繋がって

いない。 

 

③ 問題の解決方法 アウトリーチで意識を把握し、重層的な住民参加システム

の構築 

・少数の住民参加の意見反映から、声なき多数派の意見の反映を目指して、

ショッピングセンターなどで、1000 件の聞き取り調査を行い 954 名からの回

答を得る 

・多くは水道水の安全性を求める意見だが、そこを担保するには料金改定と

いう市民に対する負担になるという社会的ジレンマを乗り越える必要性が浮
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き彫りになった⇒水道サポーターワークショックで、施設見学や状況が正し

くわかる資料の提示を行い、長期的な公共の利益の視点での議論を行う 

 

④ 水道サポーターで、社会的ジレンマの解消のために行ったこと 

・判断するに足る情報を持つこと 

・水道事業体と双方向コミュニケーションをとること 

・仮想将来世代と現在とに立場を分けて、議論を重ねていくこと（ワークシ

ョップ形式を大切にする） 

⑤ フューチャーデザイン方式の利点 住民参加で真に持続可能なまちづくり

につなげることができる 

 

（３）所感 

 視察では、住民参加のまちづくりをフューチャーデザイン方式で行う意義を

とてもわかりやすく説明していただき、市と市民が協働でまちづくりを行う手

法としての有効性が理解できました。 

 市民の個々の意見は、自分の利益を優先するのは当たり前であるが、サポー

ターの方が、正しい情報を知り、将来も含めた課題などを理解することで、合

意の形成につながるという点は非常に興味深いものがありました。ただ、どん

な情報をどう出すか、という点については十分な検証が必要であると感じまし

た。 

 国立市においても、パブコメや市民説明会などを開いているが、実際には参

加が少なかったり、参加する人が限られて決まっている点も見受けられ、形だ

け市民の意見を聞くことになりかねない状況があるので、今後、市民と協働で、

市民の意見を聞きながら事業や施策を展開していくために、大変参考になるや

り方だと思いました。 

 武蔵野市や三鷹市などでは、既にこの手法の勉強会などに参加しているとの

ことですので、国立市の職員さんにも研修を受けていただきたいと思いました。 

人口減少の時代に矢巾市の人口がどんどん増えていることを知り、大変驚きま

したが、市民参加を大切にして、住民合意を取りながら市政を続けている、こ

れが実際に持続可能なまちに繋がっているのではと感じました。 

矢巾町役場にて 
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建設環境委員会行政視察報告 

 

平成 30年 11月 5日 

建設環境委員長  渡辺 大祐 

                            副委員長 高原 幸雄 

 

１ 日時  平成 30年 10月 9日（火）～10日（水） 

 

２ 視察先及び視察内容 

 (１) 10月 9日（火）：株式会社まちづくり大津 

・シェアサイクル事業について  

・町屋利活用プロジェクトについて  

・大津市中心市街地活性化基本計画と上記２事業について  

 

 

(２) 10月 10日（水）：岐阜県大垣市 

   ・大垣ビジネスサポートセンターについて  

    

３ 参加者 

  委 員 長：渡辺大祐 

副委員長：高原幸雄 

委  員：青木 健、大谷俊樹、小口俊明、関口 博 

随  行：馬場雅人  

  

４ 株式会社まちづくり大津 

   接遇者 

   株式会社まちづくり大津取締役事務局長        元田 栄三 氏 

    大津市未来まちづくり部都市再生課課長        岸本 宏 氏 

     

(１) 視察の目的について 

     

国立市では、2018年 8月よりシェアバイクサービス「メルチャリ」を実証実験として

提供を開始している。実験期間は 2018年 11月末までだが、その終了を待たずに、すでに

導入を開始している先進市の事例を視察し、知見を重ねることは有益だと考える。 

また、メルチャリにとどまらず、シェアリングサービスは社会に浸透し、住民の生活ス

タイルを変える影響力を有している。総称して「シェアリングエコノミー」と呼ばれる本

テーマに関して、その可能性について探ることが本視察の意図である。 

加えて、古くから残る町屋を活用しての地域振興プロジェクトも進行しており、１箇所

で２つのテーマを視察できることから大津市を視察先として選定するに至った。 
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(２) 視察の概要について 

  

① ・株式会社まちづくり大津 

  設立：平成 20年 1月 

  資本金：4,800万円 

従業員数：7名 

   

・大津市概要について 

市制施行：明治 31年 10月 1日 

面積：464.51平方キロメートル 

人口：34万 2,847人 世帯数：14万 7,833世帯（平成 30年 10月 1日現在） 

   

② 視察の流れについて 

      株式会社まちづくり大津取締役事務局長元田氏より挨拶及び市の概要等の

説明を受けた後、大津市都市再生課課長岸本氏よりシェアサイクル事業、町屋

利活用プロジェクト及び大津市中心市街地活性化基本計画と上記２事業につ

いて説明を受けた。その後、さらに詳細（事業形態、住民等の声、今後の取組

等）について質疑応答を交えながら確認した。  

    

③ 調査事項について 

  

i)総論として「平成 30年度大津市まちづくりに係る取組み」と「第２期大津市中心街

地活性化計画の総括について」の説明を受けた。 

→「平成 30年度大津市まちづくりに係る取組み」と「第２期大津市中心街地活性化計画

の総括について」 

・大津百町と琵琶湖を舞台とした暮らしと交流の創造都市へを基本理念に据え、大津駅エ

リアと琵琶湖湖岸エリアを繋ごうとする計画。大津百町の歴史資源の活用と魅力向上、官

民連携による民間活力を活用したにぎわいづくりの促進などが課題として整理された。 

・この計画の中に、実証実験としてのレンタサイクル事業や町屋活用事業が含まれており、

実施事業総数は 47事業に及ぶ。 

・総括として、”町屋等改修事業など民間主体によるにぎわい創出の繋がりに期待できる

事業が実施されたこと”、”官民連携による賑わいの創出や団体の結びつきによるにぎわ

い創出につながった”ことなどが挙げられた。 

ii)そのうちの各論として「シェアサイクル シェアリングシティ OTSU」と「町屋活用

プロジェクト」について説明を受けた。 

→「シェアサイクル事業」 

・住民や観光客の二次交通の課題解消策として採用。シェアリングエコノミーの浸透や環

境負荷の一環としても効果を期待している。 

・事業者「ofo」と提携し、市内 66箇所のポートに 400台の自転車を導入し運営している。

ポートそのものに工事などの必要がないよう、自転車そのものに施錠機能が搭載されてい

る。自転車の運用方法については、国立市で実施しているメルチャリに類似していた。 
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・実際の使用は、スマートフォンでインストールしたアプリを使用して、その場で解錠な

どを行うことができる。 

「町屋活用プロジェクト」 

・戦火を浴びずに生き残ってきた町屋の活用をすすめながら、商店街との一体化をコンセ

プトとして推進。 

・既存の町屋に対し、インセンティブの提供や理解の促進のため、「リノベーションスク

ール」を定期的に開催している。町屋のリノベーション促進による、”宿場町構想”を推

進する取組の一環である。 

・今後は、宿泊施設としての活用だけでなく、カフェなどの事業者も増やしていけるよう

にしたいなど、多角的な展開を視野にいれている。 

 

(３) 所感 

     

まず列挙すべきは、シェアサイクル事業においての気づきである。それは、利用者に自

転車を貸し出す現場である”ポート”についてだ。国立市で実施しているメルチャリで

は、１つの事業者によって運営されているため、１箇所のポートにつき、１事業者分の自

転車が置かれているのみだ。大津市のポートも運用上は同様であったが、ポートに対する

考え方に明確な違いがあった。というのも、”一箇所のポートに複数の事業者の自転車が

あっても良い”、という考え方が、事業者と行政間で共有されていたことだ。一般的に考

えるならば、競合他社と同じポートで競争することは避けそうなものだが、ここに「シェ

アリングエコノミー」という考え方の特徴を見いだせそうだ。 

一義的にはシェアするものは自転車と捉えがちだが、自転車を提供するその空間までシ

ェアの対象とするというものだ。従来のように、モノやサービスだけでなく、空間や機会

なども提供の対象になる時代になっていることを実感する機会となった。 

町屋活用事業では、説明を受けたのち、諸々の都合により実際に町屋のある商店街を散

策するにとどまってしまったが、商店街の一角にある町屋の姿はその雰囲気を醸し出し存

在感を確かに感じた。外観を活かし、中身を改修するリノベーション手法を用いている内

装も観光客の興味を刺激し、にぎわい創出の一助になること請け合いであろう。今後の、

大津市の取組に引き続き注視していきたい。 
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平成 30 年 10 月 9 日（火） 

株式会社まちづくり大津の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

↑国立市議会建設環境委員会 渡辺委員長の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑株式会社まちづくり大津 元田取締役事務局長の説明 

 

 

写真 
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↑国立市議会建設環境委員会 高原副委員長の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑株式会社まちづくり大津のある旧大津公会堂前にて 

 

 

 

 

 

写真 

 

 

 

写真 
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５ 岐阜県大垣市 

   接遇者  

    大垣市経済部産業振興室室長            清水 克人 氏 

    大垣市議会事務局議事調査課調査グループ      残馬 留美子 氏 

 

(１) 視察の目的について 

  

昨年度の委員会視察において、静岡県富士市のエフビズを視察した。当時の視察から得

た影響を更に大きなものにすべく、本年は、昨年度のような運営側の視点ではなく、ビズ

機能を採用した行政サイドの視点からも考察することを主目的とした。 

同一種類の視察とはなるが、視察対象を変えることにより、違った側面から事業を視察

できる機会もそう多くはないと考えていることから、多角的にビズ機能を掘り下げていき

たい。 

 

(２) 視察の概要について 

    

① 大垣市の概要について 

     市制施行：大正 7年 4月 1日 

面積：206.57平方キロメートル 

人口：16万 1,561人 世帯数：6万 5,815世帯（平成 30年 9月 30日現在） 

 

② 視察の流れについて 

     大垣市議会事務局残馬氏から挨拶を受けた後、産業振興室室長清水氏より市の

概要、大垣ビジネスサポートセンターについて詳細な説明を受けた。その後、さ

らに詳細（事業形態、利用者等の声、今後の取組等）について質疑応答を交えな

がら確認した。 

          

③ 調査事項について 

   

・ビズ機能採用の契機のひとつに、社人研などによる人口推計がある。他自治体の例に漏

れず、人口減少の傾向があり、地域の活性化や人口の維持を行っていくためにも産業振興

が鍵と捉えた。 

・ビズ機能の採用・準備にあたっては、「大垣地域経済戦略推進協議会」を産・官・学連

携で設立するなど、多様なアクターとの協働で行われた。 

・そもそものビズ機能の採用にあたっては、商工会議所がビズ機能に目をつけたのが契機

だった。内部で中小企業支援の形を検討していた経緯での発案だった。その後、商工会議

所内で、合意形成、意思決定を行い、行政に提案する、という流れだった。この、”商工

会議所の発案”というところにガキビズの特色が見られる。 

・さらに、ビズ機能の準備にあたっては、行政だけでなく、商工会議所や地元の企業など

の共同出資により進められる。お金だけでなく、準備に係る人材も拠出されるなど、オー

ルオオガキ体制が見て取れた。 
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(３) 所感 

  

全国へのビズ機能の広まりには目を見張るものがある中で、ガキビズには他のビズ機能

にはない大きな特徴があるように思う。それは、いままでのビズ機能の広まりというのは、

行政主導の採用であったものに対し、民間（商工会議所）主導であるという点にあると思

う。民間での考察や意思決定が行政に提案されるというプロセスに、住民自治の機能を垣

間見られるように思う。それだけでなく、ビズ機能が民間の目にとまり注目されるように

なったことも外せない視点のように思う。というのも、エフビズの開設が 2008年である

ことから考えると、実に 10年の積み重ねが、今では、大手新聞やテレビなどのマスメデ

ィアに連日のように取り上げられるようになっていることが、行政関係者の注目にとどま

らず、民間にも広がりを見せていることの証左となりうるからだ。 

ガキビズのケースでは、商工会議所の注目を引きつけただけでなく、その実績とコミッ

トが、商工会議所に”キラリとしたものを魅せつけ、その気にさせた”好例と言えるので

はないだろうか。 

さらに、ガキビズのケースの特殊性は民間発意の側面のみにとどまらない。ビズ機能の

採用を決定したあとのプロセスの中に、産・官・学の３アクターが協働で推進した、とい

うことも挙げられる。そして、その連携が”名ばかり”の連携ではなく、各々が提供でき

るリソースを協働で出し合っていることに本当の意義がある。ビズ機能の運用にあたって

の、お金・人材・知恵を相違に出し合っての準備がなされたことに、本当の産官学連携の

姿を感じた。ガキビズの開設は平成 30年の７月だが、早くも相談件数は 300件を数え、

すでに相談予約が２ヶ月待ちの状態であるという。それを受け、人員などの体制強化など

が、早くも課題になっている盛況ぶりだ。 

ビズ機能が国立市にも良い影響をもたらすことを確信できた視察になったように感じ

る。２カ年にわたって、ビズ機能の運営側とビズ機能の採用側の視点の２つに分けて行え

た収穫は確かにあったと振り返る。 
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平成 30 年 10 月 10 日（水）大垣市視察の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑国立市議会建設環境委員会 渡辺委員長の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑大垣市産業振興室 清水室長の説明 

 

 

 

 

写真 

 

 

 

写真 
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↑大垣ビジネスサポートセンターにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑国立市議会建設環境委員会 高原副委員長の挨拶 

 

 

 

 

写真 

 

 

 

写真 
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６ 最後に 

 
この場をお借りして、改めて、大津市役所担当職員の方々、株式会社まちづくり大津の

方々、大垣市役所担当職員の方々と大垣ビジネスサポートセンターの方々に御礼を申し上

げます。 

大津市の視察では、行政だけで物事をすすめるのではなく、民との連携・協働を具体策

に落とし込んだ施策展開を勉強させていただきました。また、地域資源である町屋をリノ

ベーションしての活用事例を、街中に見るに、その可能性に心が躍ったことを今も忘れま

せん。今後の事業のご成功をこころよりご祈念いたします。 

また、大垣市では、センター開設直後の、大変ご多忙な時期にも関わらず、視察の受け

入れをご快諾いただきましたことに厚く感謝いたします。昨年の視察報告書の「最後に」

でも記したように、”単発的な視察”に終えることなく、年度をまたいで、且つ視点を変

えての視察を実施できたことは、ひとつの評価軸になるものと考えています。 

本視察から得られた示唆は、全委員で共有され、今後の議会活動の一助になることを確

信し、その経過を住民とともに見守っていく所存です。 
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福祉保険委員会行政視察報告 
 
                       平成 30年 11月 30日 

                        福祉保険委員長  望 月 健 一 

                            副委員長 石 井 めぐみ 

 

１．日時 

 平成 30年 11月 12日（月）～ 13日（火） 

 

２．視察先及び視察内容 

（１）11月 12日（月）：兵庫県明石市 

   「こども食堂、あかしこども広場、明石市こども養育支援ネットワーク」について 

   ※「明石市長 泉 房穂 氏」との懇談（情報交換） 

   ※「パピオスあかし」のあかしこども広場、あかし市民図書館等の見学  

（２）11月 13日（火）：広島県広島市 

   「特定非営利活動法人 食べて語ろう会の取り組み」について 

   ※「理事長  中本 忠子 氏」との懇談（情報交換） 

   ※「基町の家」の見学 

 

３．参加者 

 委員長 望月 健一 副委員長 石井 めぐみ 

 委 員 石井 伸之 大和 祥郎 住友 珠美 青木 淳子 上村 和子 

 随 行 波多野 敏一 

 

４．視察先の概要 

（１）兵庫県明石市 

  市制施行：大正 8年（1919年）11月 1日 

  面  積：49.42平方キロメートル 

  人  口：298,123人 世帯数：127,002世帯（平成 30年 11月 1日現在） 

（２）広島県広島市 

  市制施行：明治 22年（1889年）4月 1日 

  面  積：906.68平方キロメートル 

  人  口：1,196,409人 世帯数：564,222世帯（平成 30年 10月 31日現在） 

 

５．兵庫県明石市 

 接遇者（説明者） 

  明石市長          泉  房穂 氏 

  明石市議会議長       穐原 成人 氏 

  明石市福祉局子育て支援室長 永富 秀幸 氏 

  明石市市長室政策法務担当課長・市民相談室課長・域総合支援室更生支援担当課長 

                            弁護士 村山 由希子 氏 

  明石市政策局市民相談室   大内 智裕 氏 

  あかし市民図書館長     志水 千尋 氏 
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  明石市議会議会局総務課長  榎本 雅子 氏 

  明石市議会議会局総務課   本多 弘明 氏 

 

（１）視察の目的について 

   徹底した子育て政策により人口も財政もＶ字回復をさせた明石市の取組みを伺うこ

とにより、国立市でも今後課題となるであろう少子化の流れを止めるための具体的な

施策に繋げることを目的として視察を行ないました。 

 

（２）視察の流れについて 

   視察の 1 日目は明石市役所を訪問し、穐原市議会議長からご挨拶をいただいた後、

泉市長に明石市の具体的な取組みの概要のお話と質疑応答の時間をいただきました。 

 その後、調査事項について担当部局からのご回答をいただき、質疑応答もさせてい

ただきました。 

 市役所を出て明石駅に隣接する再開発ビル「パピオスあかし」に向かい、子育て支

援センターを中心とする子ども関連の施設や中高生世代の交流施設、さらに「あかし

市民図書館」を視察しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

              【泉市長と福祉保険委員】 

 

（３）調査事項について 

  ①「あかしこども財団」について 

・子どもを核としたまちづくりをするために、また市内に増えていたこども食堂を 

子どもの総合支援に繋げる居場所とするために設立されました。 

・こども食堂は、市内 28小学校区すべてに設置されており、すべて子どもを対象と 

しています。さらに、子どもだけではなく地域で暮らすあらゆる世代が繋がる場所 

にもなっています。 

・「あかしこども財団」は、明石市の全額出資で運営され、理事には明石市職員が 
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含まれます。 

  ②子育て施策について 

・第 2子以降の保育料完全無料化や中学生までの子ども医療費完全無料化など、倍 

増させた子ども関連の予算の財源は、下水道や道路などの事業費で急を要しない 

ものを削減したり、省庁から出向してもらうなど職員の構成を変えることや、民間 

をフル活用することで効率のよい事業を行なうなどで捻出されたそうです。 

・無料化だけではなく、子育てを支援する広場作りや「明石での子育ては楽しい」 

と思われる施策で、全ての子どもにサービスが行き届くよう工夫されていました。 

  ③「あかし里親 100％プロジェクト」について 

・「すべてのこどもに家庭の温もりを」という思いで取り組んでいるプロジェクトで 

は、里親フォーラムの開催で出前講座などで先ずは市民への周知を図っているそ 

うです。平成 17年度は一年間で 13名が里親への登録があり、「本気でやれば里親 

は増える」と市長も力強い言葉で語っていらっしゃいました。 

・また週末や夏休み、年末年始などで子どもを受け入れる「ボランティア里親」の 

制度も積極的に進めているそうです。 

  ④離婚後のこども養育支援事業について 

・相談体制の充実化、参考書式と資料の配付、関係機関との連携を軸に、離婚に伴 

う養育費の問題や面会交流などの支援を行なっています。 

・さらに離婚後の子どもの情報を父母間で共有できるよう、「こどもと親の交流ノー 

ト」の配布も行なっています。 

・また、業務委託した保証会社が養育費の不払い分を立て替えて支払い、別居親に 

立て替え分を督促する事業も実施します。 

  ⑤その他 

・「こどもスマイル 100％プロジェクト」や、市報へのこだわり、市の中心部に建設 

予定の児童相談所のお話などを伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           【担当部局の方からの説明・質疑応答】 
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（４）所感（目的の達成度、成果など） 

   たいへんお忙しいなか、泉市長にお時間をいただき「こどもを核としたまちづくり」   

への熱い思いをお話ししていただきました。 

   人口減少から一転、大都市圏からの大量流入で人口増。子育て層の増加による赤ち

ゃんの自然増。税収もＶ字回復で 21億円の増など、驚くことばかりでした。 

   「明石のまちから社会を変える」「市報は市長から市民へのラブレター」「税金を使

わず施設を建てる」「目標は数値化するより、その目標を市民と共有する」などの泉房

穂語録にも感銘を受けました。 

国立市にも参考にすべき施策や事業は数多くあり、福祉保険の分野だけではなく他

の委員会とも情報を共有したいと感じています。 

また、「本・こども・やさしい」をテーマにしたまちづくりでは、日本初の手話フォ

ンの設置や街中の個店にある筆談ボードなど、理念だけではなく目に見える明らかな

形でしょうがいしゃ者のサポートを行なっていたり（市長ご自身も手話検定 2級）、書

店とタッグを組んだ市民が集まる巨大図書館の設置や、赤ちゃんの誕生や成長に合わ

せた本のプレゼントなど、効果の面でも市民に分かりやすい工夫された事業が多いこ

とも参考になりました。 

たいへん実り多い視察となりましたことを報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             【明石市議会玄関前にて】 

 

（５）最後に（視察先への感謝等） 

視察をさせていただいたことで、「日本初」を連発している明石市の本気度を肌で感

じることができました。 

お忙しい中で貴重なお話をいただいた泉市長をはじめ担当課のみなさまや、急なお

願いに快く応じてくださった、あかし市民図書館の志水館長に心からお礼申し上げま

す。 
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              【あかし市民図書館を見学】 

 

 

６．広島県広島市「特定非営利活動法人 食べて語ろう会」 

 接遇者（説明者） 

  理事長  中本 忠子 氏 

  副理事長 平本 憲夫 氏 

  事務局長 定者 吉人 氏 

  理事   小岩 和子 氏 

  他 活動を支えるスタッフの方々 

 

（１）視察の目的について 

①複合的な問題を抱える子どもの支援を食を通じて長年行っている子ども食堂から学 

 ぶ 

②福祉というものを単に制度設計のみならず、支援を必要としている子どもに最も必 

要な心を学ぶ 

 

（２）視察の流れについて 

理事長である中本 忠子氏から、家庭環境に恵まれない子どもや青少年に食事、居

場所を提供しながら 40年以上に渡り支援してきた話を伺った。 

 

（３）調査事項について（適宜丸付き数字をふやす） 

  ①経済的困窮、非行、などさまざまな問題を抱えた子どもへの支援 

  ②国立市においても子ども食堂が増えるなか子どもの支援に成功している事例に学ぶ 

  ③福祉を制度設計に留まらず、支援に必要な“心”を学ぶ 

  ④さまざまな問題を抱える子どもへの対応の仕方を学ぶ 
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  （４）所感（目的の達成度、成果など） 

国立市においても、子どもの貧困ということは問題となっている。 

市民、学生、民生委員などが子ども食堂、習支援事業を立ち上げ活動をはじめている。 

そこで課題になることのひとつが、事業をいかに継続させるかである。また、子ども 

食堂、学習支援事業に来所する子ども達の中には、経済的問題や発達の問題、さらに

は言語の問題など複数の問題を同時に有していることがある。 

    こうした子どもはほとんど素直で真面目であるが、時に思春期特有の反抗期ともあ 

いまって対応に苦慮することもある。 

     また、国立市においても子どもの貧困に対する施策が少しずつ整い始めている。し 

かし、複合的な子どもへの対応で大切なことは、施策の制度設計も、実際に子ども達 

に向き合い福祉に必要な“心”がなければ空理空論で終わってしまうだろう。 

     そこで、40年以上、経済的な問題や非行などさまざまな問題を抱えざるを得なかっ 

た子ども達への支援を食を通じて行ってきた「食べて語ろう会・基町の家」の代表の 

中本忠子氏に、子ども支援に必要な“心”を伺った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          【ばっちゃんと理事の方からのお話を伺って】 

 

①ご飯を食べたら悪さはせん 

（ばっちゃん）中本氏の活動のはじまりは、保護司になったことだった。 

ある時、シンナーがやめられない子どもがいた。 

その理由を尋ねると「お腹が空いているから」とのことだった。 

満足に食べられない。空腹感をごまかすためにシンナーを吸う。そのシンナーを吸う 

ために万引きをする。それが現実だった。 

   シンナーを吸う子どもにご飯を食べさせた。しかし、その子どもは、シンナーを吸 

   っているために、与えたご飯を吐いてしまったそうだ。 

   シンナーが抜けてから、またご飯を食べさせた。 

しばらくすると、子どもはシンナーをやめ万引きもやめたそうだ。 
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「子どもはお腹が空くから悪さをする。ご飯を食べたら悪さはしない。」 

シンプルであるが、シンプルであるからこそ大切なことを学んだ。 

子ども達は、仲間を連れてきた。 

中本氏（以下、ばっちゃん）は、来た子どもはどの子どもにもご飯を食べさせた。 

さまざまな課題を抱える子どもがいた。 

経済的な問題を持った子ども、非行に走った子ども、ネグレクトに会った子ども、外 

国にルーツを持つ子どもどの子どもからも真正面から向き合いご飯を食べさせた。 

   あまりの空腹から、花壇の葉牡丹をキャベツと勘違いし食べてしまう子どももいた。 

当然おいしくはない。おいしくはないから周囲の器物を壊す、そんなこともあったそ 

うだ。 

   このあたりは、ばっちゃんの話を直接聴いてほしい。 

国立市民のみなさまにも聴いていただきたいと考えた。 

   子どもひとりひとりの事例が深刻で、涙なしで話を聴くことはできなかった。 

    気づくと、周囲の福祉保険委員会の委員ほとんどが涙を静かに流していた。 

「ご飯を食べたら悪さはしない」、シンプルではあるが、真理であろう。 

ご飯をともに食べることによって、お腹も満たされ心も満たされる。 

国立市において、経済的な問題で食がままならない子どももいる。 

また、経済的な問題はなくとも、心が満たされていない、心のつながりが乏しい子ど 

も、保護者がいる。 

国立市においても、こども食堂のさらなる展開が必要ではないだろうか。 

②指導してはいけない。まずは共感 

私は、市内の学習支援で子どもに勉強を教えている。思春期特有の反抗期のほか発 

達の問題など同時に抱える子どももいる。 

     対応に苦慮することも時にある。こちらの心が引き裂かれるようなむき出しのナイ 

フのような言葉を投げかけてくることもある。 

  このような子どもの対応方法について、ばっちゃんにうかがった。 

「まず、その子供との信頼関係を築くこと。関係性ができていないのに、指導をし 

てはいけない。」といった趣旨の答えだった。 

「指導よりまず共感が大切！」、あたりまえの言葉にも思えてしまうかもしれない。 

     しかし、「指導よりまず共感」という言葉がうそっぽく聴こえないのは、ばっちゃん 

の子ども達に対する圧倒的な愛情と行動力のためである。 

      非行に走った子どものためには警察にも行く。働く気になった時にはハローワーク 

にも行く。 

      なによりも 40年近くも子ども達のためにご飯を作り続けてきた。 

「辞めたくなったことはないのですか？」と失礼ながら聴いた。 

しかし、ばっちゃんの答は「辞めた！と言ったとしても、子ども達は来ちゃうから 

ね。辞めさせてくれん。」というものだった。 

      そうですよね。すいません。 

      必要とされているから辞められない。崇高な使命感のようなものも感じた。 

  子ども達に対する圧倒的な愛情を強く感じた。 

③孤独はいけない 

いけないことは、空腹と孤独。 

腹いっぱい食べて、孤独にならないようにすれば犯罪はなくなる。 

親から子どもへ引き継がれる負の連鎖もなくなる。 
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生活費を稼ぐために地方に働きに出ざるを得ず、子どもをネグレクトしてしまう 

親の話を伺った。 

  聴いていて大変しんどいつらい話であった。 

空腹とともに愛情に飢えた子どもに対してなにができるのか、考えさせられた。 

行政に対して期待することはなにか、と福祉保険委員会の委員が尋ねた 

ばっちゃんとともに視察にご参加いただいた理事の方が、「空理空論になってはい 

けない。」という趣旨のお答えくださった。 

 私たち、施策をつくる側の人間としては胸に突き刺さる言葉であった。 

子どもの貧困に限らず福祉の分野においては、単に言葉として“寄り添う”など 

美しい言葉だけが先行してしまう場合もある。 

       しかし、ばっちゃんのように問題を抱えた子ども達と日々正面から向き合い行動 

していくことが求められているのではないだろうか。 

  食べて語ろう会の視察においては、日頃子ども達に提供しているカレーライスを 

いただいた。 

       とても家庭的な味、あたりまえの家庭の味のカレーであった。 

しかし、現代の時代、あたりまえと考えていることが“あたりまえに”享受でき

ない時代にさしかかっているのではないか。 

  経済的な問題で、私たちがあたりまえと考える食事が取れない子どもがいる。 

  経済的な問題はなくとも、私たちがあたりまえと考える愛情に飢えている子ども

がいる。 

ばっちゃんの笑顔ともに食べるカレーは、心が満たされるおいしいカレーであっ

た。 

       ご飯の量も愛情もてんこ盛りになったカレー、忘れることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           【子ども達に提供しているカレーライス】 
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（５）最後に（視察先への感謝等） 

今回の視察に関しては、ばっちゃん（中本忠子氏）をはじめ理事のみなさまには大 

変お世話になった。この場をお借りして感謝申し上げたい。 

また、ばっちゃんに関する書籍の編集を行った国立市在住の編集者落合氏に対して 

も感謝申し上げたい。各地への講演活動など多忙なばっちゃんとお会いできたのは、 

落合氏のお名前をお借りできたことが大きい。 

     さらに、議会事務局の波多野次長には大変丁寧に視察先との調整を行っていただい 

た。日頃、議会活動がスムーズに行えるのは議会事務局の職員の力によるところであ 

る。 

     このことも市民にしっかりとお伝えし、今回の視察報告といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【ばっちゃん、理事・スタッフの方々と基町の家の前にて】 
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自由民主党・明政会行政視察報告 
 

 

１．会派名：自由民主党・明政会 

 

２． 視察地：福岡県久留米市議会 

 

３． 視察件名：久米川市議会タブレット端末導入について 

 

４． 説明員：久留米市議会 議会運営委員長 田中 功一 氏 

    議会事務局  総務課     折田 由紀美 氏 

 

５． 視察地の概況： 

久留米市は、九州の北部、福岡県南西部に位置し、九州の中心都市である福岡

市から約 40ｋｍの距離にあります。市域は東西 32.27ｋｍ、南北 15.99ｋｍと東

西に長い形状を示し、行政面積は 229.96平方キロメートル、人口は 305,581人（平

成 30年 4月 1日現在）です。また、県南部の中核都市で、九州自動車道と大分・

長崎自動車道のクロスポイントにも近く、国道3号ほか5つの国道が通っていて、

交通の要衝となっています。地勢は、市の北東部から西部にかけて九州一の大河・

筑後川が貫流し、筑後川に沿って南側を東西に耳納山、高良山、明星山などの山々

が連なっています。全体的に東南の山麓・丘陵地から、西北から西部にかけて緩

やかに傾斜し、筑後川によって形成された広大な沖積平野の平坦地に続いていま

す。 

議員定数は、37人（条例定数 38人）、４つの常任委員会（総務、教育民生、経

済、建設常任委員会）、議会運営委員会、２つの特別委員会（議会制度調査、広域

連携推進調査特別委員会）、及び議会広報委員会となっている。 

 

６． 視察内容： 

１） 導入までの経緯 

平成 26 年 12 月定例会にて「自治体のタブレット端末導入」について、一般

質問にて「コスト削減、利便性の向上、労務改善などの対応ツール」として

行政・議会への提案があり、平成 27年 6月 15日会派代表者会議にて、「会派

控室のパソコン台数」の協議の中で、「議会の ICT化の一つとして、議会活動

のために、タブレット端末の購入」について提案がでた。また、早稲田大学

マニュフェスト研究所「議会改革度」の 2015年度ランキングで、４７中核市

中「４３位」、九州 6 市では、「最下位」との新聞発表があり、協議が始まっ

た。 
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平成 28年 2月 15日 会派代表者会議にて、「議場設備の改修について」協

議の中で議長からタブレット端末の提案があり、議員全員対象に議場でのタ

ブレット端末の研修また、議会事務局の先進地への視察を行った。 

平成 28年 9月 12日会派代表者会議にて「議会の活性化（政務活動費、視

察報告、議会の賛否の情報公開、費用弁償）」について協議する中で、「議場

の改修」「タブレット端末導入」について同時に協議することを決定した。平

成 28年 10月 7日会派代表者会議にてタブレット端末導入について「目的、

活用報告、セキュリティ対策について、会派代表者会議に小委員会（3名）に

て行うことを決定した。 

２） 小委員会の検討事項 

目的の確認（情報の共有化、情報の発信、ペーパーレス化、議員活動の効率

化） 

セキュリティ（議員が共有する情報、各種資料、アクセス範囲、パスワード

管理等） 

３） 導入決定へ 

平成 28年 10月 18日会派代表者会議にて、小委員会の報告を踏まえ、各会

派へ持ち帰り、平成 28年 11月 2日会派代表者会議にて、「各会派とも導入に

賛成。費用についても、私費を入れることはやむを得ない。」と集約された。 

その後平成 28年 11月 16日、12月 16日の会派代表者会議にて、一時的経

費とアプリ使用料を除く恒常的経費を公費：政務活動費：私費を０：１：１

と決定した。 

平成 29年 4月～6月にて、議会運営支援用システムプロポーザルの公募・

契約業者決定を行った。タブレット端末の条件付一般競争入札にて、アプリ

ケーションをサイドブックス及びタブレット端末通信業者として NTT ドコモ

に決定した。 

     平成 29年 12月議会より本格運用となり、議場の改修により大型ディスプ

レイも活用している。 

４） タブレット端末等の仕様 

機種：iPad 

通信方式：Wifi＋Cellularモデル 

ストレージ：３２GB 

    ディスプレイ：9.7インチ 

    台数：48台（議員 38台、議会事務局 8台、予備 2台） 

    納入業者：NTTドコモ 

５） 議会運営支援システム 

契約事業者：東京インタープレイ㈱ 

システム名：SideBooks 
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利用範囲： 

・議案書、予算、決算関連資料 

 ・委員会、協議会資料、行政視察関連資料 

 ・議会関係例規集、市政概要、行政資料 

 ・議長、副議長からの公務報告等 

その他機能：カレンダー機能、チャット機能等 

６）経費 

一時的経費    1,276千円 

恒常的経費    3,540千円（年額） 

 タブレット端末通信費用（45台）  219千円（月額） 

 タブレット端末機器費用（45台）  54千円（月額） 

  議員一人当たりの負担：1,740円／月 端末は無料 

７）運用ルール、禁止事項、順守事項、セキュリティ対策、導入効果の確認 

８）今後の課題： 

・フォローアップ使用頻度やスキルの平準化 

・ペーパーレス化 

・更なる活用方法 

・改選時の機器の取り扱い 

 

７．主な質疑： 

Q1.事務局側の負担について 

Q2.タブレット端末になれるまでの時間について 

Q3.導入についての反対意見について 

Q4.7月 5日の災害時の対応について 

Q5.議場、委員会室、会派控室の Wifi環境について 

Q6.インターネットの閲覧制限について 

他、多くの質問がでた。 

 

８．所感：  

タブレット端末の導入により、改めて利用メリットの重要性と導入後の機能拡充は

検討しなければならないと感じた。先ずは、導入して情報共有を行い、その後コスト

削減、ペーパーレス化が検討される。議会全体と考えた場合は、様々な端末あり、利

用可能ではあるが統一の端末の方が好ましいと思う。 

また、議会においての Wifi環境の充実や議場での大型ディスプレイの導入も検討す

ることにより、傍聴者への情報発信がよりわかりやすくなることと思う。 
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《八女市への視察事項》                      

テーマ：「予約型乗合タクシー（ふる里タクシー）」について 

１．八女市の概要 

  八女市は九州の中心都市「福岡市」から南へ約 50kmに位置し、東は大分県日田

市、西は筑後市、みやま市、南は熊本県山鹿市、和水町、北は広川町、久留米市、

うきは市に面している。県内では北九州市に次ぐ約 482km2の面積を有し、西部は

市街地の周辺に平坦な田園地帯が広がり、南東部から東部にかけては丘陵地から山

地となり八女杉で知られる森林が 65%を占め、津江山系に源を発する矢部川、星野

川など大小の河川が市内を東から西に貫流している。人口 69,057 人（H22 国調）、

高齢化率 30.3%（H25年 3月住基） 

  幹線道路は、本市の西部を国道 3 号が南北に縦断し、これと交差して国道 442

号が東西に走り、西端には九州自動車道八女インターチェンジがある。 

 

☆八女市のおいたち☆ 

八女地方は、古代から発達した地域であり、大陸と往来貿易が盛んであったこと

は「魏志倭人伝」に邪馬台国の一部として位置づけられ、秦の始皇帝にまつわる童

男山の伝説などで知ることができる。 

 八女の名前は、史実として日本書紀に記されています。景行天皇 18 年、筑紫巡

業の時に水沼県主が奏した言葉の中に地名を見ることができる。 

元和 6年（1620）には、有馬氏の治下にはいる。 

 維新後は、明治 4年（1871）廃藩置県により久留米県を経て三潴県となり更に明

治 9 年（1876）福岡県に合併。明治 29 年（1896）八女群に形成され八女地方の中

心都市となる。昭和 26 年（1951）地域住民の強い要望にしたがって、福島町外 4

か村が合併した福島町は拡大発展したが、昭和 29 年（1954）周辺 3 か村と合併し



- 41 - 

て八女市が誕生。 

 その後、平成 18年 10月 1日八女郡上陽町を編入合併し、さらに平成 22年 2月 1

日八女郡黒木町、立花町、矢部村、星野村を吸収合併して現在に至る。 

  

２．「八女市予約型乗合タクシーの概要」 

1）事業の概要 

・事業主体：八女市・八女市地域公共交通協議会 

・事業形態：国土交通省所管事業による実証運行（平成 21～23年度）を経 

て平成 24年度から本格運行へ移行 

・運航方式：電話予約によるドアツードア方式の乗合タクシー 

・運行内容：市内 11エリアのエリア内移動を原則に、平日のみ 8便運行 

・運行台数：12台（10人乗りワゴン型タクシー）金曜日のみ 13台 

・委託業者：予約受付・配車等運行管理業務→八女市商工会 

車両運行業務→大丸タクシー㈱、堀川バス㈱、くろき交通 

㈲川島タクシー、星野タクシー㈲、㈲八女観光バス 

          予約配車システム→西日本電信電話㈱（ＮＴＴ西日本） 

・利用方法：①事前登録②電話で予約③玄関から玄関まで送迎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用料金：片道 300円（一部区間については 400円） 

・利用見込：1日 220人、年間 53,900人（H29年度実績 52,840人） 

2）導入までの経過 

・事業の背景 

八女市は、平成 18年 10月に旧上陽町を編入、更に平成 22年 2月に周辺 

2町 2村（黒木町・立花町・矢部村・星野村）を編入し、人口約 70,500人、

面積 482,44km2の自治体となった。歴史的に、既に日常生活文化圏を構成

していた 2 町 2 村と合併した新八女市は、「定住自立圏構想」に基づく、

安全・安心なまちづくりを目指している。」 
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    ・事業の目的 

     広大な山間地域を抱え、全国平均を大きく上回る高齢化（34.0%：H29.3住

基人口 64,322人 65歳以上 21,901人）が進む中、定住自立圏構想の柱の一

つである地域公共交通の維持・確保を図るため、既存の路線バス、患者輸

送車、福祉バス等の地域生活交通を抜本的に見直し、デマンド交通を導入

した。この新しい交通システムを活用し、市内に点在していた交通空白地

域の解消を図り、安全・安心のまちづくりを支えていくものである。     

3）運行実施のポイント 

・路線バスとの調整 

      幹線系統の確保→旧市町村間の移動は路線バス 

      運行重複を回避→フィーダー系統は朝夕に特化 

    ・交通政策の統一 

      合併前の市町村が実施していた、コミュニティバス等（福祉バス、予約 

バス、患者輸送車）を全廃 

・旧市町村の交通対策費の予算枠内で実施 

      路線バス見直しやコミバス全廃で捻出した予算で導入 

    ・エリアを設定し移動範囲を制限 

      コアな生活圏維持、バスとの調整、1時間 1便確保→旧市町村をベース 

に設定  ※1時間 1便確保のため、更に細分化したエリアも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 当面する課題の解決に向けて 

     ・当面する課題 

*運行経費の抑制 
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*運行経費の抑制 

*安全運転の確保 

*乗合タクシーとその他の公共交通との共存 

     ・解決への糸口 

       *新システム導入 

オペレータの負担軽減で人件費削減 

時間が見える配車システムで無理な配車を予防 

   *エリアごとの運行ルール（市街地と山間部） 

   *地域公共交通協議会での幅広い意見交換 

３．八女市を視察して 

国立市は地域公共交通会議にて

デマンド交通の検討をして実験運

行をしている。これは、採算ベー

スに至らない利用者の少なかった

泉ルートを走るコミュバスを廃止

したために出来る公共交通空白地

域への対応である。国立市の場合

は停留所方式で、車いすにも対応

できるユニバーサルデザインの車

を採用してタクシー会社に委託す

る。 

これに対して先進市である八女市の成功事例を拝見できたことは非常に大きな

意味を持つ視察であった。八女市も合併を切っ掛けにコミュバス等を廃止して公

共交通空白地対策として乗合タクシー事業を展開した。利用者の 87％が 70 歳以

上で乗降場所として52％を占めているのが医療福祉施設、22％が商業施設である。

今までの停留所方式からドアツードア方式になった事で利用しやすくなったとい

う。実に 8 割の人が「暮らしが便利に」なったとアンケートに答えている。予約

センター所長にも伺ったが、当然送迎だけではなく買い物の荷物を運ぶのを手伝

ったり、迷子者を捜したり、行先から帰り

が不明の人の見守り役の一助になっている

という。また、10人乗りの車なので同乗者

の距離感もよく、驚いたのは車いすには対

応していないが、そこは福祉とのすみ分け

をしっかりと行っているとの事だ。また、

九州北部豪雨災害後も、休まず運行したこ

とで信頼は増し、愛されて利用者 10万人を

突破したという。 
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国立市の課題としては、停留所方式からドアツードアに変えるべきであり、福

祉有償サービスとのすみ分けをはっきりさせることが必要である。また、予約す

るときにも地元に精通している人の対応が不可欠であり、高齢者への電話対応が

カギを握ると感じた。 

最後にお忙しい中、対応していただいた職 

  員の方々に御礼を申し上げたい。 

｛視察先の対応職員｝ 

八女市企画振興部地域振興課定住策係 

  主任主事   茅島  亮 氏 

八女市商工会 

八女市乗合タクシー｢ふる里タクシー｣ 

予約センター所長 馬場 信行 氏 

 

以 上 

 

 

朝倉市 行政視察 １０月２５日（木） 

テーマ：「平成２９年集中豪雨災害における災害弱者の避難及び 

被災後の支援状況」について 

 

午前中は朝倉市役所にて、平成 29年７月発生の九州北部豪雨災害における被害状況

及び災害弱者の避難及び被災後の支援状況について説明を受ける。 

 

今回の豪雨では、１時間当たり最大で 140mm を越える降雨があり、９時間で合計

774mmにも達する記録的短時間豪雨であった。 

原因は朝倉市を中心とするエリアに線上降雨帯が形成・維持されたことである。 

この豪雨により、死者 33名、行方不明２名、負傷者 16名、全壊家屋 260件、大規

模半壊 119件、半壊 6,637件、一部損壊 427件が発生した。また、土砂崩れが市内約

450 ヵ所で発生したほか、流木が橋の欄干に詰まり周辺がダム化してしまうなども被

害を大きくした原因とのことであった。 

 

午後は実際の被災地を見て回り、座学では分からなかった被害の状況等もつぶさに

見させて頂き、復興状況についての説明を受けましたが、未だ手付かずの地区も多く

あり、激甚災害の恐ろしさを目の当たりにしました。 
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平成 30年 12月 13日 

 作成者 遠藤 直弘 

 

１．日時  平成 30年 10月 26日（金） 

 

２．視察先及び視察内容 

春日市：西鉄大牟田線連続立体交差事業における西鉄春日原駅周辺整備事業につい

て 

 

３．参加者 

 幹事長 石井伸之  

 議員  青木健 大和祥郎 高柳貴美代 大谷俊樹 遠藤直弘 

 

 接遇者 春日市整備部道路整備課長    渡邉 一雄様 

           道路管理課補佐   岩田 秀昭様 

           道路管理課街路担当 松﨑 裕信様、吉永 雄樹様 

 

（１） 視察の目的について 

国立市は6月の都市計画マスタープランで南武線の一部高架化を目指すことが

明記された。西鉄大牟田線で連続立体交差事業に着手している春日市の春日原

駅周辺整備事業を参考にするため視察する 

 

４.視察の概要について 

 ① 視察市の概要について 

人口 113,000人 面積は 14.15㎢ 人口は国立市の 1.5倍、面積は 1.7倍 

 ② 視察の流れについて 

道路整備課長の渡邉氏より説明を受けた。その後、車両で現地の見学を行った。 

５.調査事項について 

 ① 春日原駅周辺整備事業について 

目的  

賑わいのある空間を形成するための基盤づくり 

 ・交通結節機能の強化→鉄道乗り換えの利便性の向上 

 ・歩行者等の安全性の確保→歩行空間を確保することにより歩行者等の安全性が

向上 

施行者 春日市 

工事期間 

 平成 14年から平成 34年まで 

駅前広場面積 

 東口駅前広場 2,590㎡ 一般車両、タクシーが使用 
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 西口駅前広場 1,860㎡ 路線バス、コミュニティバス、タクシーが使用 

事業費 

 総額 60億１千万円  内国庫補助 28億４千万円 市負担金 31億７千万円 

 春日市負担金の財源 起債 14億９千万円 基金 ３億７千万円 一般財源 13億 

１千万円 

基金について 

春日市連立立体交差事業等整備基金条例 

 ・平成９年度より積立開始 

 ・平成２９年度末で基金残高 12億 1,850万円 

 ・連立事業の地元負担金分と周辺整備事業の財源として基金積み立てを行う 

  事業計画に連動して予算措置が必要 

  交付金の内示率が低く、また予定期間内に事業完了の場合単独費が必要 

  投資的な経費が減少していく中、公共施設の更新などで必要となる予算確保が難

しくなる 

  基金に積み立てることで、県に対して地元の本気度を示せる。 

 ・現時点において両事業に必要な財源分は確保できている 

事業の進捗状況 

平成２９年度末事業進捗率 74.4％ 

平成２９年度用地取得率 75.9％ 

 

事業完了までの動き 

 平成２９年までは春日市が自治会、商店会と個別に交渉していた 

 平成３０年からは西鉄春日原駅周辺まちづくり会議をつくる。 

・構成関係自治会６名、関係商店会６名、春日市商工会２名、春日市道路管理課

４名 

  ・何かを決めるのではなく情報交換や希望を聞く 

  ・それぞれの団体に持ち帰ってもらい共有する 

事業完了後について 

 賑わいのある空間は地元が創っていく 

  ・地元がどのように使っていくのか   

  ・行政主導では継続しない 

  ・行政は側面支援 

  ・地元住民と商店会の意識改革と行政の連携 

  ・行政内の縦割りの弊害をなくす 

 駅利用のためだけでない春日原ではなく、時間を使う空間としての春日原 

 ↓ 

 駅周辺が活気ある、魅力ある空間となる 

 

連立立体事業実施に向けて 
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 連立立体事業は、単に鉄道を高架化する事を目的とするのではなく、どのようなま

ちをつくるかをイメージする事が大切 

 →面整備を行わずに駅前広場を整備した場合、事業に協力した地権者は全く恩恵を

受けないことになる。 

 都市計画マスタープランなどで事業の必要性を明確にすると共に行政、議会、市民、

地元住民で協議する事が大切。 

 

駅周辺整備事業の経緯 

 平成８年６月 アンケート実施 面整備もやるべきという意見もあった 

                バスの遅れ、渋滞緩和、違法駐輪問題などの意見

があった 

 平成９年１１月まちづくり懇話会始める 全５回開催 

 平成１２年９月まちづくり説明会始める 全２回開催 

 平成１３年４月まちづくりコーディネート業務委託 西口 59回 東口 73回開催 

  ・市は再開発を目指していた 

・地主の反対もあった 

  ・結果的に一つにまとまらず  

  ・初めの用地買収に応じた地権者は結果的に条件の良い代替え地をもらえた 

  ・商店会は商売をしている人と大家業では考え方が違う 

  ・市に対してあれこれしてくれでは出来ないことが多いが、協力してくれと相談

があると話に乗れることが多かった 

 

② 所感 

春日市の都市計画、道路計画、公共交通、連続立体交差事業の目的など現状を丁寧に

説明頂き、そのうえで春日原駅周辺整備事業の目的、概要、地権者との折衝の具体例

などを伺うことができたので、大変参考になった。 

 

６．最後に 

お忙しい中ご対応していただき、誠にありがとうございました。詳しい説明の後、車

両を 2台も出していただき春日原駅だけでなく立体交差事業を行っている白木原駅ま

で足を延ばしていただき、立体交差事業の直上方式の工事や白木原駅の低い高架化事

業も見学させていただきました。面整備を行おうとしたが、元から近隣商業地域だっ

たので地権者と合意できなかったとの事でした。実際見学させていただきもったいな

いと感想を抱きました。今回の視察を参考にさせていただき、今後行われるであろう

国立市の立体交差事業やそれに付随した駅前整備事業に対して、しっかりと意見の構

築をしていきたいと思います。 
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公 明 党 会 派 視 察 報 告 書 
 

 

 

１、 会派名 公明党 

２、 視察地 石川県 金沢市・野々市市  

３、 視察件名 金沢市～自転車施策について 

     野々市市～住み良さランキングについて 

４、 視察内容 

【金沢市】（平成 30年 10月 25日） 

平成 26 年「金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制

定後、北陸新幹線開業に伴う市内旅行者の増加や全国的な自転車事故による

高額賠償事例の発生など、自転車を取り巻く環境の変化に対応し平成 30 年

4 月 1 日条例改正し、自転車損害賠償保険の加入義務化・乗車用ヘルメット

着用促進などの規定を追加しました。 

自転車損害賠償保険加入については、義務化への周知と共に保険加入チェッ

クシートを作成し保険加入しているかどうかの確認に重点をおきました。 

また、乗車用ヘルメット着用促進は中学生以下の保護者と 70 歳以上の高齢

者を努力義務の対象としています。小中学校では、各学校の PTAがスクール

ヘルメット着用促進にたずさわっていました。 

高齢者は地域安全教室を実施し、「シニア用自転車ヘルメットお試し隊」を任

命し、モニター活動を通して普及啓発を行うなど、工夫した取組みが行われ

ていました。 

また、平成 24 年 3 月より金沢市公共

レンタサイクル「まちのり」がスター

トし、22カ所のポートが設置され 155

台の自転車が稼働していました。 

市役所付近にあるポートを見学致し

ました。 
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国立市においても自転車の似合う安心

安全なまちづくりを進めており、大変

に参考になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  【野々市市】（平成 30年 10月 26日） 

市施行 6 年と誕生間もない市ですが、

４千年前の縄文後期から人々が生活を

していた伝統と歴史のあるまちです。

また、総面積 13.56㎢、人口 52,114人

(平成 30年 4月 1日現在)と、国立市と

いくつもの共通項があります。ここ数

年住み良さランキング上位を続けている魅力や行政の取り組みについて視

察してきました。 

市内は土地企画整理事業が 31事業 589.97haに及び、文化交流拠点施設・地

域交流拠点施設を市内に配置し、にぎわいと芸術・文化、自然環境のバラン

スの取れたまちづくりが進められていました。整備事業は「PFI 方式」を採

用していました。 

また、市内や野々市市近郊の大学と協定を結び、積極的に協働事業が行われ、

野々市市の特産品の協働研究なども行われていました。「ともに創る とも

に育む」の基本理念のもと、市民との協働による積極的なまちづくりに取り

組んでおり、大いに参考になりました。 
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社 民 党 研 修 報 告 
 

 

研修の目的 

 決算に公会計が導入されるなど、決算審査をめぐる状況が変わった。また、議

会基本条例で、決算審査は次年度予算を意識した質疑が求められる。国立市の財

政状況が、類似似団体でどのような状況にあるのか、予算要望に耐えられる財政

状況にあるのか、研修では類団順位を明示しながら講義が聞けるとあったため

参加することにした。 

 

講師 

川本達志氏 

広島県入庁後、市町村の行財政指導、県財政の健全化計画の策定等に従事。合併

前の廿日市市に派遣され、合併後の廿日市副市長就任。退職後独立し、自治体経

営コンサルタント。 

 

調査の内容 

以下、講義の内容をまとめたものである。 

 

1.国立市の順位（類団８５団体中。年度は 2016年度） 

財政力指数：1.01で４位 

経常収支比率：92.7％で 35位 

人口 1人あたり人件費・物件費：11万 4千円で 59位 

将来負担比率：0％で 1位 

実質公債費比率：△2.0％で 4位 

人口千人当たり職員数：5.78人で 31位 

 

2.性質別歳出の特徴 

人件費：退職者の増加や都人勧の給料引き上げ勧告があり類団平均、都平均、全

国平均をいずれも上回る。ラスパイレス指数は 101.5で 74/85位。 

扶助費：障害者自立支援費と生活保護費が高い伸び。老人福祉費と児童福祉費も

高く 74/85位。 

公債費：順調に償還しており 8/85位。 

物件費：ふるさと納税の右受け入れや証明書コンビニ交付の委託、IT システム

構築料があり、54/85位。 

補助費：主に消防とごみ処理の委託で 18/85位。 

その他：国民健康保険特別会計と下水道特別会計への繰り出し金があり 62/85位。  

 

3.主な目的別歳出順位（住民一人あたりコスト） 

議会費：10/85位。民生費：7/85位。土木費：12/85位。教育費：48/85位。 

 

 

4.公会計制度 

 通常の単式簿記には資産情報がないので将来の財政運営の判断が難しい。そ

こで評価と減価償却を導入し、他団体と比較し客観的な状況を判断できるよう

にした。また、事務について、コストを明確にすること、現役世代と将来世代の
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負担割合も一目瞭然になる。 

 

5.2040年危機 

 自治体戦略 2040構想研究会第 1次報告によると、東京圏は急速な高齢化に直

面し、世帯主が雇用主という従来モデルが崩れ、人口密度がへり、インフラの老

朽化が顕著になると報告した。 

 

6.フューチャ・デザイン 

 人口減少時代では、未来のまちづくりのために施策を取捨選択しなくてはな

らない。現在の財政が将来負担の上に成り立っていることを理解し、インフラの

更新費や管理費がどのように推移するか公会計で理解し、住民と共有する必要

がある。そのため、議員が財政を分析し、未来の住民の福祉の視点でまちづくり

をする必要がある。 

 

研修の意義 

 国立市が置かれている状況が明確になった。当市の課題は、コストをかけてい

る議会費、土木費、民生費、繰り出し金にある。繰り出し金は国民健康保険と下

水道であり、民生費と合わせ命にかかわる分野である。コストが高い理由だけで

安易なカットはできない。一方、土木費は市民の納得の得られていない大型事業

を中止する余地はある。議会費は議会で改善できる。このほか、職員給与が高く、

職員数も多い。委託費も高い。その一方、文教都市の割には教育費が低い。 

現在、財政状況の厳しさは以前に比べ緩くなったが、税収が減り、経営が厳し

くなる前に、取り組むべき課題が明らかになり、研修の効果があった。 
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日本共産党国立市議会議員団視察報告書 
 

 

○福岡県大牟田市 

 

１．視察先及び視察内容 

 

大牟田市における地域での医療と介護の連携した仕組みづくりについて、 

① 仕組みづくりの経緯 

② 医療と介護、地域づくりの仕組み、事業者との連携の仕組み 

③ 市と事業者の連携について 

④ 成果と課題 

以上の点についてあらかじめ質問したい項目を連絡しておき具体的にお聴

きしました。 

 

２．日時・場所：平成 30年 11月８日（木）午後２時から 

 

大牟田市役所から紹介され、市と一体で取り組む小規模多機能ホームみえ

あむに於いて、大牟田市認知症ライフサポート研究会大谷るみ子氏から取

り組みの報告を受けました。 

 

３．参加者：日本共産党国立市議団   高原幸雄 尾張美也子 住友珠美 

 

４．視察の目的及び内容について 

 

（１）視察の目的：大牟田市における地域での医療と介護の連携と仕組みづく

り等についての取り組みをお聴きし、国立市における在宅介護の施策の

推進に生かすことができるか研修をさせていただきました。 

 

（２）視察の内容（質問事項と回答） 

①「地域認知症ケアコミュニティ推進事業」大牟田市における認知症支援の

取り組みを、映像を通して、大谷るみ子氏から説明を受けました。 

 

○出発点は、事業所の思い―ご本人の思いや願いに寄り添いたい  地域の

思い―みんなで支えあえたら  行政の思い―行政だけでは何もできな

い  当事者の思い―自分らしくありたい  こうした思いから、行政と

事業所、地域そして当事者が一体となって取り組みを始めた。 

○2001年に大牟田市認知症ライフサポート研究会を立ち上げる。これは、大

牟田市介護サービス事業者協議会の専門部会として発足させる。 

○2002 年より地域認知症ケアコミュニティ推進事業…地域全体で認知症の

理解が深まり、認知症になっても尊厳と希望を持って、安心して暮らせる

街づくり…当事者と共に築く―地域共生社会―をめざす 
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○2002 年から市内全世帯の実態調査―地域で認知症の人を支える意識やし

くみが必要ですか？…調査で 2,661 人が必要と思う。512 人が思わない。

と答える。・向こう３軒両隣、身近なネットワークをつくろう・認知症を

隠さず、恥じず見守り支える地域全体の意識向上・子どものときから学ぶ、

触れる機会をつくる 817人・いつでも相談できる「人」や「場」をつくろ

う！ 

○2002年からの地域認知症ケアコミュニティ推進事業 

 ・2003年から認知症コーディネーター要請研修 

 ・2004年から小中学校の絵本教室認知症サポーター要請講座 

 ・2004年から認知症ＳＯＳネットワーク～模擬訓練～ 

 ・2006年からもの忘れ予防・相談検診 医療と介護の両面からサポート 

 の４つの事業を展開する。こうした実践を通じて平成 30 年度は事務局の

ミッション：啓発・伝承 

1.当事者に共感できる、当事者が地域の一員として共に参加できる。 

2.「俳諧」という言葉を使わない！その意味を問いかける。 

3.あらゆる市民層、世代層へ広げ続ける。 

  ○平成 30年度、更に一歩当事者参加の訓練に！ 

    1.校区内の介護事業所の利用者と職員の参加 

    2.市の認知症本人交流会メンバーの参加 

    3.市外の認知症当事者とサポーターの参加 

  ○メモリーウォーク 2018本人宣言 

   認知症は特別じゃない！普通にあたりまえに生きて行くそんなでっかい

社会をみんなでつくろう！ 

 

②介護サービス事業者協会（認知症ライフサポート研究会） 

○介護事業の実施……小規模多機能ホームみえあむ  施設の見学 

 ・定員 登録者 25名まで  現在 24名 

 ・一日あたり通い 15名まで 泊まり６名まで 

 ・介護度別  ・生活形態別  ・性別、年齢別  ・利用実績 

 

④成果と課題 

  ○大牟田市の取り組みは、全国的にも先進的な取り組みとして、実践記録と

して驚きました。しかも、「『俳』という言葉は使わない」という地域社会

の形成はまちづくりの根本を見た気がします。このような取り組みが、国

立市が掲げる 365日 24時間安心安全の地域社会の形成に役立てられるの

か、私たちもいろいろな提言をしていきたいと考えています。 
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○熊本県熊本市 

 

１．視察先及び視察内容 

       「熊本地震における福祉避難所の運営等について」 

 

２．日時・場所：平成 30年 11月９日（金）ＡＭ10：00から 

        熊本県熊本市役所内にて 

 

３．参加者：日本共産党国立市議団   高原幸雄 尾張美也子 住友珠美 

 

４．視察の目的及び内容について 

        熊本市対応者：健康福祉政策課   福田副課長 伊藤主幹 

 

（１）視察の目的 

   地震大国といわれる日本において、防災対策は喫緊の課題であるが、特に

災害弱者といわれる高齢者・子ども・しょうがい者などに対する対応は重

要となるため、今回の視察では、熊本市で発生した震度７という大型地震

時において、福祉避難所の運営をどのように行ったか、または避難所自体

の周知について実体験を踏まえた取り組みを視察してきた。 

 

（２）視察の流れについて 

   議会事務局担当者より、対応者の紹介がありその後、健康福祉政策課副課

長より挨拶と、熊本市のまちの説明を受けた後、「熊本地震における福祉

避難所の運営等について」、一時間半ほど説明と質疑応答を行った。 

 

（３）視察の内容（質問事項と回答） 

  ①福祉避難所の設置にあたり、備蓄品はどのようにしたのか 

   平成 26年３月に作成された「福祉避難所等の設置運営マニュアル」に記

載の物資を提供して、管理の留意点に沿って運営されたが、実際には発災

直後の状況は物資不足であり、多くの福祉避難所は物資の配送ルートに

含まれてなかったため、施設職員が自ら物資の集積所に受け取りに行っ

ていたが、人員不足の問題も出てきた。その後熊本青年会議所のボランテ

ィアによる物資配送支援が行われ、必要な物資を必要とする施設へ配送

できるようになった。 

   また、特別養護老人ホームなど全国的な組織から施設間での物資の供給

の支援が行われた。 

  ②震災時における福祉避難所への誘導について 

   福祉避難所の協定施設への入所については、健康福祉政策課から各施設

へ電話でつなぐこととしており、平時には受け入れ訓練も実施していた。

しかし、実際には身体状況が異なる多くの高齢者やしょうがい者（児）な

どが指定避難所のほうに避難しており、個別のニーズに応じた福祉避難

所の紹介が必要だった。そこで各担当課の職員（保健師や包括職員など）

が協定施設への受け入れ調整を行った。【高齢者…高齢介護福祉課、しょ
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うがいしゃ…しょうがい保健福祉課、妊産婦・乳幼児…子ども支援課】 

  ③周知について 

   事前周知では市のホームページや広報誌に掲載していたが、発災児には

なかなか事前周知が行き届いていない状態だったので、保健師等が当事

者の巡回訪問によって周知していった。 

  ④熊本地震での今後の課題 

   ・福祉避難所の周知、広報の未実施 

   ・専門性のある人材の不足 

   ・物資の供給、輸送体制の見直し 

   ・福祉避難所受け入れ可能数の不足 

 

５．所感 

 ・実際に大きな震災に見舞われた自治体の視察であったので、課題点とその対 

策は大変貴重な教訓であると痛感した。 

 ・この震災では多くの要配慮者が福祉避難所を必要としたが、支援者となる専 

門性の人材が不足していた。熊本市では対策として、ボランティアの事前登 

  録や要配慮者の名簿作成を上げていたことが印象に残った。是非とも国立

市でもこうした取り組みを実施していきたい。 

また、周知の問題もある。必要情報を効果的に周知していく仕方は今後課題 

  として取り上げる必要があると考える。 

  自治体や市議会議員は市民の安全を守る責務を担っている事を鑑みて、し

っかりと備える必要を感じた。 
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議員研修会（視察研修）報 告 
 

 

平成３０年度の国立市議会議員研修会について、平成３０年１１月１日（木）に『国立ハン

セン病資料館』、『国立療養所多磨全生園』において、視察研修を実施しましたので、以下のと

おり報告いたします。 

 

研修の目的について 

国立ハンセン病及び国立療養所多磨全生園を視察することにより、ハンセン病及びハンセ

ン病対策の歴史等を学び、各議員の更なる知見の向上を図る目的で実施した。  

 

◎ 視察研修参加者（正・副議長含め２０名） 

議 長  大和 祥郎   副議長  小口 俊明 

議 員  上村 和子   議 員  藤田 貴裕   議 員  住友 珠美 

 〃   望月 健一    〃   重松 朋宏    〃   高原 幸雄 

 〃   渡辺 大祐    〃   青木 淳子    〃   関口  博 

〃   藤江 竜三    〃   石井めぐみ    〃   中川喜美代 

 〃   遠藤 直弘    〃   稗田美菜子     

 〃   大谷 俊樹    〃   髙柳貴美代     

 〃   尾張美也子    〃   石井 伸之     

 

◎ 随行：内藤 哲也（局長）、波多野 敏一（次長）、馬場 雅人（庶務調査係） 
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１．視察日時   平成３０年１１月１日（木） 

       午後２時００分～午後４時１０分 

 

２．視察場所   国立ハンセン病資料館 

国立療養所多磨全生園 

 

 

（２）視察の概要 

① 視察先の概要について 

    経過：平成５年に高松宮記念ハンセン病資料館として開館した。平成 19年には、規模

を大きく広げ、名称を国立ハンセン病資料館と改め、再開館した。 

    目的：「ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣講和」、「ハンセ

ン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律」、「ハンセン病問題

の解決の促進に関する法律」に基づき、国が実施する普及啓発活動の一環とし

て、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する知識の普及啓発による偏

見・差別の解消及び患者・元患者の名誉回復を図る。 

 

② 当日の主な流れ 

視察の前半は、国立ハンセン病資料館の映像ホールを会場にて、ガイダンス映像「柊

の向こう側」を視聴した後、国立ハンセン病資料館の学芸員である田代氏より講義形

式で概要説明を受けた。 

後半は、展示室に移動し、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史等について視察を

した。また、展示室視察後に、国立療養所多磨全生園納骨堂に移動し、献花を行った。 
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（３）視察結果について 

① ハンセン病について 

 ハンセン病はらい菌による経過の慢性な感染症で、感染しても発症するとは限らず、

今では発症自体がまれである。また万が一、発症しても、急激に症状が進むことはなく、

初期症状は皮疹と知覚麻痺である。 

 治療薬のない時代には変形を起こすことや、治っても重い後遺症を残すことがあった

ため、主に外見が大きな理由となって社会から嫌われてきた。 

 現在では有効な治療薬が開発され、早期発見と早期治療により、後遺症を残さずに治

るようになった。  

 

② ハンセン病対策の歴史について 

     ハンセン病は日本にも古くからあり、様々な形の差別が続いてきた。国がハンセン

病への対策を始めたのは明治 40年の法律制定であったが、治療よりも患者を療養所に

隔離することを主とした内容であった。療養所に入れられた患者は外出を禁止され、

労働もしなければならず、外出したり職員に従わなかったりすると、処罰された。ま

た、患者同士の結婚は認められていたが、子どもを持つことは許されなかった。 

     国はやがて、すべての患者を一生療養所に閉じ込めておく絶対隔離へと方針を強化

し、地域ごとに患者を見つけ出して、療養所へ送る社会運動も展開された。第二次世

界大戦後、治療薬が登場しても、国は積極的に患者を社会に戻そうとせず、社会も患

者を受け入れないままであった。患者は療養所しか居場所がない実質的な隔離状態に

置かれ続けた。そのため、患者は療養所の中を暮らしやすくしようと長年努めて続け

てきた。 

     平成８年にようやく法律が廃止となり、平成１３年には国の対策の誤りを認める判

決が出るなど、近年ハンセン病回復者をめぐる状況は大きく変わった。 

           

③ 現状と今後の課題 

 

回復者の老齢化と人数の減少が進んでいる。また、

現在となっては、入居者にとって生活と医療は療養所

にしかなくなり、社会復帰者は無理解や偏見にさらさ

れることのない医療を療養所に期待している。 

そのため、療養所の存続を可能にする方法と、回復

者・家族・社会の結びつきの再生が、大きな課題にな

っている。 
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３．視察所感 

国立ハンセン病資料館及び国立療養所多磨全生園は、ハンセン病及びハンセン病対

策の歴史等を学ぶにあたり、大変有意義な施設であった。 

ハンセン病及びハンセン病対策の歴史等を学ぶことにより、ハンセン病患者・元患

者の人権問題だけでなく、現在起こっている様々な人権問題等について、今後どのよ

うに取り組んでいくべきか考えさせられる視察内容であった。 

国立市でも、「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」や「国立女性と男性

及び多様な性の平等参画を推進する条例」等が制定されるなど、人権問題に対する取

組が行われてきた経過がある。 

国立市における人権問題等に対する取り組み等を検討していくうえで、十分参考と

なり有意義な視察であったものと思われる。 

 

 

 

以 上 

 

 

 

報告者：議会事務局 庶務調査係 馬場雅人 
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議 長 会 の 動 き 

東京都市議会議長会理事会・定例総会 

 

 

○理事会 

 日 時  平成 30年 11月 20日（火） 午後２時 35分 

 場 所  東京自治会館 ２階 第８会議室 

 

 会長（町田市議長）のあいさつの後、定例総会における報告事項、協議事項、その他について

協議を行い、議事終了後、閉会した。 

 

 

○定例総会 

 日 時  平成 30年 11月 20日（火） 午後３時 30分 

 場 所  東京自治会館 ２階 大会議室 

 

 副会長（小金井市議長）の開会の辞、会長（町田市議長）のあいさつの後、報告事項に続き協

議等を行った。 

 

１．報告事項 

（１）会務報告                               【承  認】 

（２）全国市議会議長会第 162回建設運輸委員会の会議結果について       【承  認】 

（３）第 222回東京都都市計画審議会の会議結果について            【承  認】 

（４）平成 30年度日中友好交流事業について                 【承  認】 

（５）平成 30年東京市町村総合事務組合議会第 2回定例会の会議結果について  【承  認】 

（６）関東市議会議長会支部長会議及び第 1回理事会の会議結果について     【承  認】 

（７）全国市議会議長会第 213回理事会及び第 105回評議員会の会議結果について 【承  認】 

（８）全国市議会議長会第 163回社会文教委員会の会議結果について       【承  認】 

（９）平成 30年度東京都区市町村振興協会第 1回臨時評議員会の会議結果について【承  認】 

 

２．協議事項 

（１）平成 31年度東京都市議会議長会事業計画（案）について         【承  認】 

（２）平成 31年度東京都市議会議長会歳入歳出予算（案）について       【承  認】 

（３）平成 31年度東京都市議会議長会関係役員（案）について         【承  認】 

（４）平成 30年度東京都市議会議員研修会について              【承  認】 

 



- 65 - 

３．その他 

（１）東京都市議会議長会会員及び副議長・事務局長名簿 

 

 以上、議事終了後、副会長(東久留米市議長)の閉会の辞を受け、閉会した。 
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協 議 会 の 動 き 

三多摩上下水及び道路建設促進協議会第３委員会 

 

 

 日 時  平成 30年 11月 12日（月） 午前 10時 29分 

 場 所  東京自治会館 ２階 大会議室 

 

 副委員長（小金井市）、委員長（八王子市）、八王子市議長（委員長市）、来賓のあいさつの後に、

議事に入った。 

 

１．報告事項 

（１）会務報告                              【承  認】 

 

２．講演 

  「多摩地域における都市計画道路の整備について」 

   講師 東京都建設局道路建設部計画課事業化調整専門課長 徳差 宣（とくさし せん）氏 

 

３．その他                                【特になし】 

 

 以上、協議事項終了後、副委員長（東大和市）からあいさつを受け、閉会した。 
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平成 30 年９月分例月出納検査結果報告書 

   

１．例月出納検査 

（１）種 類 

地方自治法第 235 条の 2 

（２）概 要 

① 実施期間 

ア．事前調査 

平成 30年 10月 1日（月）から平成 30年 10月 11日（木）まで 

イ．実  施 

平成 30年 10月 22日（月） 

② 対象部局 

会計管理者及び会計課 

（３）対象事項及び範囲 

① 対象事項 

平成 30年 9月分 

ア．歳計現金現在高報告書 

イ．一般会計及び特別会計歳入歳出計算書 

ウ．収支日計表（各会計分累計額）  

エ．資金前渡受払簿（精算整理表） 

② 対象範囲 

平成 30年 9月分 

ア．会計管理者の権限のうち現金の出納 

イ．一般会計、各特別会計、各基金 

ウ．歳入歳出外現金 

（４）手続き 

① 実 施 通 知 平成 30年 10月 1 日（月） 

② 資料提出期限 平成 30年 10月 11日（木） 

③ 事 前 調 査 事務局による調査 

④ 実 施 監査委員による検査（前記のとおり） 

⑤ 帳簿の突 合 

（５）結 果 

① 概 評 

     平成 30年 9月分の一般会計、各特別会計及び歳入歳出外現金並びに各基金に係る

現金の出納状況について、先に提出された資料に基づき、出納簿、預金通帳、その

〈資料〉 
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他の諸帳簿を照合した結果は、次のとおりである。 

    ア．計数の正否 

      検査の結果、計数上の誤りは認められなかった。 

     

イ．現金出納の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．予算に対する収入済額、収入率及び支出済額、執行率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計　名 年度 受入高 払出高 残高累計

一般会計 30 2,169,730,957 2,874,161,376 691,041,989

国民健康保険特別会計 30 811,019,777 707,784,631 434,058,357

下水道事業特別会計 30 880,268,173 485,431,421 465,806,024

介護保険特別会計 30 459,672,507 509,299,176 495,415,471

後期高齢者医療特別会計 30 206,120,800 89,336,113 130,473,706

小　　計 4,526,812,214 4,666,012,717 2,216,795,547

繰替運用 30 0 0 0

繰替使用 30 0 0 0

　　　　　　合　　　計 4,526,812,214 4,666,012,717 2,216,795,547

歳入歳出外現金 30 553,804,681 414,031,873 536,132,411

平成30年9月分　　　　　　          　　　　　　　　　　　　    　（単位：円）

※歳入歳出外現金の残高累計には、平成29年度からの繰越分が含まれています。
 

会　計　名 年度 予算現額(円） 収入済額（円）
収入率
（％）

予算現額(円） 支出済額（円）
執行率
（％）

一般会計 30 31,802,332,000 14,031,208,522 44.12 31,802,332,000 13,340,166,533 41.95

国民健康保険
特別会計

30 7,441,984,000 3,109,662,845 41.79 7,441,984,000 2,675,604,488 35.95

下水道事業
特別会計

30 2,916,075,000 1,392,630,691 47.76 2,916,075,000 926,824,667 31.78

介護保険
特別会計

30 5,798,986,000 2,804,817,747 48.37 5,798,986,000 2,309,402,276 39.82

後期高齢者医
療特別会計

30 1,736,891,000 684,303,985 39.40 1,736,891,000 553,830,279 31.89

計 49,696,268,000 22,022,623,790 44.31 49,696,268,000 19,805,828,243 39.85

平30年8月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　(単位：円）　　　　　  　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
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② 個別事項 

ア．指摘事項 なし 

イ．要望事項 なし 

以 上 
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平成 30 年 10月分例月出納検査等結果報告書 

 

１．例月出納検査 

（１）種 類 

地方自治法第 235 条の 2 

（２）概 要 

① 実施期間 

ア．事前調査 

平成 30年 11月 1日（木）から平成 30年 11月 12日（月）まで 

イ．実  施 

平成 30年 11月 20日（火） 

② 対象部局 

会計管理者及び会計課 

（３）対象事項及び範囲 

① 対象事項 

平成 30年 10月分 

ア．歳計現金現在高報告書 

イ．一般会計及び特別会計歳入歳出計算書 

ウ．収支日計表（各会計分累計額）  

エ．資金前渡受払簿（精算整理表） 

② 対象範囲 

平成 30年 10月分 

ア．会計管理者の権限のうち現金の出納 

イ．一般会計、各特別会計、各基金 

ウ．歳入歳出外現金 

（４）手続き 

① 実 施 通 知 平成 30年 11月 1 日（木） 

② 資料提出期限 平成 30年 11月 12日（月） 

③ 事 前 調 査 事務局による調査 

④ 実 施 監査委員による検査（前記のとおり） 

⑤ 帳簿の突 合 

（５）結 果 

① 概 評 

     平成 30 年 10 月分の一般会計、各特別会計及び歳入歳出外現金並びに各基金に係

る現金の出納状況について、先に提出された資料に基づき、出納簿、預金通帳、そ

の他の諸帳簿を照合した結果は、次のとおりである。 

    ア．計数の正否 

      検査の結果、計数上の誤りは認められなかった。 
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イ．現金出納の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．予算に対する収入済額、収入率及び支出済額、執行率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計　名 年度 受入高 払出高 残高累計

一般会計 30 1,608,198,945 2,640,829,049 -341,588,115

国民健康保険特別会計 30 569,304,592 693,620,165 309,742,784

下水道事業特別会計 30 84,704,311 436,350,468 114,159,867

介護保険特別会計 30 561,800,045 513,583,863 543,631,653

後期高齢者医療特別会計 30 74,122,400 171,485,698 33,110,408

小　　計 2,898,130,293 4,455,869,243 659,056,597

繰替運用 30 0 0 0

繰替使用 30 0 0 0

　　　　　　合　　　計 2,898,130,293 4,455,869,243 659,056,597

歳入歳出外現金 30 419,812,388 569,568,364 386,376,435

平成30年10月分　　　　　　          　　　　　　　　　　　　    　（単位：円）

※歳入歳出外現金の残高累計には、平成29年度からの繰越分が含まれています。
 

会　計　名 年度 予算現額(円） 収入済額（円）
収入率
（％）

予算現額(円） 支出済額（円）
執行率
（％）

一般会計 30 31,802,332,000 15,639,407,467 49.18 31,802,332,000 15,980,995,582 50.25

国民健康保険
特別会計

30 7,441,984,000 3,678,967,437 49.44 7,441,984,000 3,369,224,653 45.27

下水道事業
特別会計

30 2,916,075,000 1,477,335,002 50.66 2,916,075,000 1,363,175,135 46.75

介護保険
特別会計

30 5,798,986,000 3,366,617,792 58.06 5,798,986,000 2,822,986,139 48.68

後期高齢者医
療特別会計

30 1,736,891,000 758,426,385 43.67 1,736,891,000 725,315,977 41.76

計 49,696,268,000 24,920,754,083 50.15 49,696,268,000 24,261,697,486 48.82

平30年10月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　(単位：円）　　　　　  　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

 



- 72 - 

② 個別事項 

ア．指摘事項 なし 

イ．要望事項 なし 
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 ２．随時監査 

（１）種 類 

地方自治法第 199 条第 1項及び第 5項 

（２）概 要 

① 実施期間 

ア．事前調査 

平成 30年 11 月 1日（木）から平成 30年 11月 12日（月）まで 

イ．実  施 

平成 30年 11 月 20日（火） 

② 対象部局 

教育委員会教育指導支援課 

（３）対象事項及び範囲 

① 対象事項 

ア．平成 30年度国立市一般会計（歳出） 

  平成 30年度国立市立小学校野外体験教室バス運行業務委託契約 

（10月 9日支払分） 

予算科目 10.01.03.13（43） 

  支 出 額 3,023,740 円 

② 対象範囲 

ア．財務に関する事務の執行等 

イ．一般行政事務の執行及び事務事業の経済性、合理性、正確性等 

（４）手続き 

① 実 施 通 知 平成 30年 11月 1日（木） 

② 資料提出期限 平成 30年 11月９日（金） 

③ 事 前 調 査 事務局による調査（前記のとおり） 

④ 実 施 監査委員による監査（前記のとおり） 

ア．先に提出された資料に基づき、監査対象部局より対象事項の概要説明を受 

け、その後、質疑及び関係書類の監査を実施した。 

（５）監査の着眼点 

① 共通事項 

ア．予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

イ．予算の執行の手続きは適正か。 

ウ．決裁は、定められた手続きを経ているか。 

② 個別事項 

ア．契約行為は決められた手続きを経ているか。 

イ．学校との事前の打合せは十分に行なわれているか。 
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ウ．余裕のある運行計画になっているか。 

エ．支払いは適正な時期に行なわれているか。 

（６）結 果 

① 概 評 

対象事項を監査した結果、良好であった。 

② 個別事項 

ア．指摘事項 なし 

イ．要望事項 なし 

 以 上 
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平成 30 年度第 2回定期監査報告書 

 

１．監査の種類 

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項、並びに国立市監査委員条例第 2 条の規定

に基づく定期監査 

 

２．監査の対象部局 

政策経営部市長室・政策経営課（資産活用担当含む）・課税課・収納課 

 

３．監査の範囲 

平成 30年 4月１日から平成 30年 8月 31日までの財務に関する事務の執行及び業務の管理

運営状況 

 

４．監査の期間 

平成 30年 8月 27日（月）～平成 30年 11月 19日（月） 

 

５．説明等聴取及び実査日 

平成 30年 10月 23日（火）、10月 24日（水） 

 

６．監査の主眼 

（１）事務事業の執行に当たっては、能率的、効率的に行われ改善すべき点はないか。 

（２）組織は簡潔で合理的なものとなっているか。 

（３）事務の執行は法令等に従って適正に行われているか。 

（４）社会経済情勢の変化に合致しない制度が存在しないか。 

（５）事務事業の実態が形骸化していないか。 

（６）事務分掌、職員配置が適正であるか。 

（７）予算の執行が適正であるか。 

（８）財務事務が適正に処理されているか。 

（９）業務が円滑に執行されているか。 

（10）各契約事務が適正であるか。 

（11）公印の使用・管理が適正であるか。 

（12）個人情報の管理状況が適正であるか。 

（13）前渡金の管理が適正であるか。 

（14）郵券の管理が適正であるか。 

（15）備品の管理が適正であるか。 
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（16）庁用車の運行・管理が適正であるか。 

 

７．監査の方法 

  財務に関する事務の執行及び業務の管理運営が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行

されているかを主眼とし、関係書類を審査し担当職員から説明を聴取して通常実施すべき監

査手続きにより実施した。 

 

８．監査の結果 

今回の監査は、政策経営部市長室、政策経営課（資産活用担当含む）、課税課及び収納課を

対象に、平成 30 年 4月 1 日から平成 30年 8月 31日までの財務に関する事務の執行及び業務

の管理運営状況について実施した。 

その結果、法令等に基づき概ね適正に執行されているものと認められた。 

しかし、一部に改善及び検討を要する事項などが見受けられたことから、次のとおり要望

事項として記すので対応されたい。 

 

＜要  望  事  項＞ 

 

（１）市長室 

①委託契約書の記載漏れについて 

くにたち男女平等参画ステーション事業業務委託の契約書を確認したところ、契約金額欄

の「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」の記載に漏れがあった。 

本来ならば契約時に記載されるべき事項であることから、事務に遺漏がないよう記載事項

の確認を徹底されたい。 

 

（２）課税課・収納課 

①職員の出勤状況について 

過去の定期監査において、業務開始ぎりぎりに出勤している職員の状況が見受けられた

ため要望事項としたところであるが、今回の監査においても、出勤打刻が業務開始ぎりぎ

りになっている状況が日常化している職員が数名見受けられた。 

午前 8時 30分から業務が開始できる態勢を整えるためには、余裕を持った出勤を心がけ、

課の責任者は、職員の業務励行状況を把握し各業務や市民サービスに支障がでないよう留

意されたい。 

 

（３）課税課 

  ①勤務実績簿の確認印漏れについて 

   嘱託員の勤務実績簿を確認したところ、一部において担当主査の確認印の漏れがあった。 

勤務実績簿は報酬支払の根拠となるものであることから、やむを得ず担当主査が確認で

きない場合はその理由を記載するなど、事務に遺漏がないよう務められたい。 



- 77 - 

 

 

  ②契約決裁中の浄書者及び照合者について 

固定資産税係の委託契約決裁を確認したところ、一部において浄書者と照合者が同一職

員の押印となっているものが見受けられた。 

照合の目的を考えれば、浄書者と照合者は別の職員とするべきであることから、適正な

事務執行に努められたい。 

 

９．監査対象部局の概要 

（１）職員配置状況             平成 30年 8月 31日現在（単位：人） 

課 名 課長 主幹 
課長 

補佐 
係長 主査 主任 主事 

嘱託

員 

臨時

職員 
合 計 

市長室 1   4 1 1 3 3  13 

政策経営課 

（資産活用担当含む） 
2   4  5 2  

 
13 

課税課 
1 

（1） 
  3 

2 

（1） 
9 8 5 2 

30 

（2） 

収納課 1   2  3 7 7  20 

※ （ ）内の数字は再任用職員の数である。 

 

（２）事務分掌 

  市長室 

秘書係 

① 市長及び副市長の秘書に関すること。 

② 儀式及び交際に関すること。 

③ 褒賞及び表彰に関すること。 

④ その他秘書に関すること。 

⑤ 表彰審査委員会に関すること。 

  広報・広聴係 

  ① 広報紙その他刊行物の編集及び発行に関すること。 

  ② 報道機関との連絡に関すること。 

  ③ その他広報活動に関すること。 

  ④ 広聴活動に関すること。 

  ⑤ 課内の庶務及び調整に関すること。 
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  平和・人権・ダイバーシティ推進係 

  ① 人権施策の調整に関すること。 

  ② 同和問題に関すること。 

  ③ 男女平等施策及びくにたち男女平等参画ステーションに関すること。 

  ④ 平和に関すること。 

  ⑤ 女性相談に関すること。 

   

政策経営課（資産活用担当含む） 

  政策経営係 

  ① 市政の基本方針に関すること。 

  ② 総合基本計画の策定及び総合調整に関すること。 

  ③ 特命事項の調査研究及び企画立案に関すること。 

  ④ プロジェクトチームの編成に関すること。 

  ⑤ 予算の編成に関すること。 

  ⑥ 事務改善の企画指導に関すること。 

  ⑦ 重要事務事業の進行管理に関すること。 

  ⑧ 行政改革に関すること。 

  ⑨ 行政評価に関すること。 

  ⑩ 組織に関すること。 

  ⑪ ストックマネジメントに関すること。 

  ⑫ 部課内の庶務及び調整に関すること。 

  財政係 

  ① 予算の編成及び執行管理に関すること。 

  ② 財政計画及び財政統計に関すること。 

  ③ 財政資料の作成及び財政事情の公表に関すること。 

  ④ 市債及び地方交付税に関すること。 

  ⑤ その他財政に関すること。 

     

課税課 

  市民税係 

  ① 市民税（法人、普通徴収、特別徴収）の調査及び課税に関すること。 

  ② 市民税課税台帳に関すること。 

  ③ 市民税の減免及び非課税に関すること。 

  ④ 市民税の更正決定に関すること。 

  ⑤ 都民税の課税に関すること。 



- 79 - 

  ⑥ 市民税の公示送達に関すること。 

  ⑦ 市民税（個人、法人）の統計及び報告に関すること。 

  ⑧ 諸税（軽自動車税、市たばこ税及び入湯税をいう。以下同じ。）の課税に関すること。 

  ⑨ 諸税の減免に関すること。 

  ⑩ 軽自動車標識交付に関すること。 

  ⑪ 軽自動車税課税台帳に関すること。 

  ⑫ 軽自動車税の公示送達に関すること。 

  ⑬ 市民税及び諸税の諸証明並びに市税及び国民健康保険税の納税証明の申請受付及び交

付に関すること。 

  ⑭ 税証明等手数料の収納に関すること。 

  ⑮ 市税の調定及び税務統計に関すること。 

  ⑯ 課内の庶務及び調整に関すること。 

  固定資産税係 

  ① 固定資産の調査及び評価に関すること。 

  ② 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の課税に関すること。 

  ③ 固定資産課税台帳に関すること。 

  ④ 土地及び家屋台帳並びに土地及び家屋名寄帳に関すること。 

  ⑤ 固定資産の価額の決定及び課税台帳の縦覧に関すること。 

  ⑥ 固定資産、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の統計及び報告に関すること。 

  ⑦ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 

  ⑧ 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の減免及び非課税に関すること。 

  ⑨ 固定資産税及び都市計画税の公示送達に関すること。 

  ⑩ 固定資産税等の諸証明の作成に関すること。 

   

  収納課 

  管理係 

① 市税（都民税を含む。）及び国民健康保険税の徴収、督励及び督促に関すること。 

② 市税（都民税を含む。）及び国民健康保険税の徴収猶予及び納期延長に関すること。 

③ 徴収金の嘱託及び受託に関すること。 

④ 督促状の発行に関すること。 

⑤ 督促状の公示送達に関すること。 

  ⑥ 口座振替に関すること。 

  ⑦ 納税消込みに関すること。 

  ⑧ 過誤納金の整理に関すること。 

  ⑨ 市税（都民税を含む。）及び国民健康保険税の徴収報告に関すること。 
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  ⑩ 納付書及び徴収簿等の管理に関すること。 

  ⑪ 課内の庶務及び調整に関すること。 

  滞納整理係 

① 滞納処分に関すること。 

② 滞納処分の執行停止及び欠損処分に関すること。 

③ 延滞金の徴収に関すること。 

④ 市債権の管理及び滞納対策等に係る総括に関すること。 

⑤ 市債権を所管する課が行う市債権の回収事務に係る総括管理に関すること。 

  ⑥ 所管課との市債権の回収に係る調整に関すること。 

   

以上 
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医学書院
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ガバナンス
自治実務セミナー
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保健師ジャーナル　第７４巻　第８号
２０１８年８月１０日発行

金原俊　代
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保健師ジャーナル　第７４巻　第６号
２０１８年６月１０日発行

金原俊　代

ＳＮＳカウンセリング入門 杉原保史・宮田智基　編
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