


別紙１ 

① 東京都墨田区 

（1）日時 令和元年 7 月 31 日（水）午後 2 時から午後４時まで

（2）具体的な調査案件 

・条例制定の経緯 

・議会の合意形成 

・執行部との調整 

・市民への周知 

・今後の展望 

（3）対応者 

・墨田区議会議長 田中邦友（あいさつ） 

・ 同   副議長 加納進 

・ 同   事務局長 浜田将彰 

・ 同   事務局次長 瀬戸正徳（司会） 

・ 同   事務局主査 荒井（議事担当） 

・ 同   事務局主査 甘利（調査担当） 

（4）調査の経過 

墨田区役所 17 階、墨田区議会第 1 委員会室において、墨田区議会田中議長

のあいさつ、本市議会丸戸総務常任委員長のあいさつの後、主に墨田区議会

加納副議長より「墨田区子ども読書活動推進条例」の制定経過について説明

を受けた。その後、条例制定について質疑応答を行い、最後に本市議会石井

総務常任副委員長よりお礼のあいさつをし、議場を見学した。 

（5）調査結果 

「墨田区子ども読書活動推進条例」を議会提案により制定している。議会

提案の条例化が目的ではなく、常日頃の研究の成果として条例化が見えてく

るというものであった。 

墨田区議会事務局からの説明
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② 東京都中央区 

（1）日時 令和元年８月１日（木）午前 10 時から正午まで 

（2）具体的な調査案件 

・情報発信について 

・インバウンドへの多言語案内について 

・誘客の手法・交流人口の拡大・オーバーツーリズム対策等 

（3）対応者 

・中央区商工観光課長 田部井久 

・ 同 議会局長 伊藤孝志（あいさつ） 

・ 同 議会局主事 瀧澤明香（庶務係） 

・ 同 情報センター所長 奥山徹 

（4）調査の経過 

中央区役所 10 階会議室において、伊藤議会局長のあいさつ、本市議会丸戸

総務常任委員長のあいさつの後、担当部署である田部井商工観光課長より中

央区の観光行政について説明を受けた。午前 11 時頃まで質疑応答を行った後、

本市議会石井総務常任副委員長よりお礼のあいさつをした。 

   その後、中央区の公用車にて、同区の情報センター（運営は民間委託）へ

移動し、奥山所長より情報センターの説明を受け、質疑応答を行った。 

（5）調査結果 

行政の役目が問われるが、「役人の固い頭では出番がない」という状況であ

り、専門的ノウハウは既に民間に存在するという視点で取り組んでいる。 

▲担当者による説明            ▲中央区情報センターで説明を受ける
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③ 総務省消防庁 

（1）日時 令和元年８月１日（木）午後 2 時から午後 4 時 15 分まで 

（2）具体的な調査案件 

・共助について 

・防災訓練について 

（3）対応者 

・総務省官房長 横田真二（三豊市三野町出身） 

・消防庁国民保護・防災部 防災課長 小谷敦（あいさつ） 

・ 同          防災課課長補佐 石川真也 

・ 同          防災課課長補佐 外囿暖 

（4）調査の経過 

消防庁（中央合同庁舎第 2 号館）3 階会議室において、小谷防災課長のあ

いさつ、本市議会丸戸総務常任委員長のあいさつの後、我が国の消防活動を

統括する消防庁の担当課長補佐 2 名より最新の消防行政について説明を受け

た。前半は共助について、石川課長補佐より自主防災組織等及び消防団行政

の解説を、後半は防災訓練について外囿課長補佐より大規模災害への対応・

災害対策法制・防災関係の施策の解説を受けた。予定時刻を超過しての説明

であったため質疑応答の時間はなかったが、最後に本市議会石井総務常任副

委員長よりお礼を述べ終了した。 

（5）調査結果 

消防団は、団員数の減少と団員の高齢化が進んでいる。国は、学生消防団

活動認証制度や消防団協力事業所表示制度などの施策に取り組んでいる。 
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④ 株式会社つくばウエルネスリサーチ 

（1）日時 令和元年８月２日（金）午前 10 時から午前 11 時 40 分まで 

（2）具体的な調査案件 

・学術機関との連携 

・自治体向け事業 

（3）対応者 

・株式会社つくばウエルネスリサーチ代表取締役社長 久野譜也 

 （筑波大学大学院 人間総合科学研究科 スポーツ医学専攻 教授 医学博士） 

・同 執行役員 福林孝之 

（4）調査の経過 

千葉県柏市柏の葉キャンパスに所在し、三井不動産が運営するコワーキン

グ「KOIL」内の会議室において、本市議会丸戸総務常任委員長のあいさつの

後、久野教授及び福林氏より AI 導入の最先端について説明を受け、質疑応答

を行った。最後に本市議会石井総務常任副委員長よりお礼を述べ終了した。 

（5）調査結果

ＡＩは万能ではなく、あくまでも方法の一つである。うまくＡＩを活用

するためには、現状を熟知したスタッフと技術者との相互連携が重要であ

るとのことであった。 

▲久野代表による説明▲
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総務常任委員会 行政視察研修所感 

委員名 丸戸 研二

１．東京都墨田区議会

（１）日時

   令和元年 7 月 31 日（水）14 時 00 分 ～ 16 時 00 分

（２）研修テーマ

   議員提案の条例制定について

（３）対応者

   墨田区議会議長    田中邦友

     〃  副議長   加納 進

     〃  事務局長  浜田将彰

     〃  事務局次長 瀬戸正徳

（４）研修所感

  ①全会一致について

    あくまでも委員会提案の場合には全委員が一致することを原則としている。

  ②執行部との関係

    「墨田区子ども読書活動推進条例」

    政治と教育との関係から、委員会としてはあまり積極的ではなかった。

  ③条例発案の動機

   ・各議員からの提案

   ・委員会としての研究

  ④条例化の技術

    事務局の強化が必要となる。

  ⑤制定後のチェック

    特に強化はしていない。

 議会提案の条例制定については、やはり中心になって動く議員が必要のようであ

る。墨田区議会においては、加納副議長がその役目を果たしている。

 実績としては「墨田区子ども読書活動推進条例」であるが、その後の動きは具体化

されていない。つまり議会提案の条例化が目的となるのではなく、常日頃の研究の成

果として条例化が見えてくるというのが正常な姿である。

 三豊市議会としては、条例化を急ぐのではなく、常日頃の活動を踏まえ、議会とし

て機能すべき政策ポイントを見いだす力を磨く必要がある。条例というと何か重々し

い感じがするが、そのきっかけは案外日常的思考の中にあるのではないかと思う。

 ただし、対処療法的思考ではなく、政策に対する大局観が必要のようである。
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２．東京都中央区

（１）日時

   令和元年 8 月 1 日（木）10 時 00 分 ～ 12 時 00 分

（２）研修テーマ

   観光政策について

（３）対応者

   商工観光課長  田部井 久

   議会局長    伊藤孝志

   議会局庶務係  瀧澤明香

   中央区観光情報センター所長 奥山 徹

（４）研修所感

   ショッピング ＋ 江戸文化 ＋ 職文化 ＋ 水辺環境 ＝ 都市生活（都

市観光）

   情報発信 → ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ → 回遊（どれだけ金を落としてくれ

るか。）

   観光拠点（センター）

     ・観光案内（多言語）

     ・展示、物販

     ・休憩

  ◎観光客は何を求めてやってくるのか。

    特に強く意識はしていない。つまり、行政がコントロールするものではなく、

東京という拠点があまりにも大きく、自然に観光客が集まり、それに乗っかっ

ているという印象である。

  ◎行政の役目は何か

    補助金などによって、期待する現象を誘導するという施策はない。むしろ、

役人の固い頭では出番が無いという状況である。

  ◎観光の専門家は登用しているのか

    していない。民間にそういうノウハウがあるということのようである。

  ◎拠点間の連携はどうしているのか

    中央区の課題ではなく都の仕事である。

 東京という存在はあまりにも大きく、世界規模であり、地元の行政が何かをやらな

くても十分に誘客力、魅力があふれているという状況である。むしろ、非日常を創り

出すのではなく、歴史や文化を土台とする日常を守れば、それが極めて大きな観光資

源になっているという感じである。銀座や京橋など観光資源は事欠かない。
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３．東京消防庁

（１）日時

   令和元年 8 月 1 日（木）14 時 00 分 ～ 16 時 00 分

（２）研修テーマ

   防災対策について

（３）対応者

   官房長  横田真二（三豊市三野町出身）

   消防庁国民保護・防災部防災課長  小谷 敦

      〃       災害対策官  外園 暖

      〃       地域防災室課長補佐  石川真也

（４）研修所感

  ◎竹林の拡大に伴う土砂災害の防止対策について

    直接的な意識は感じられなかった。言われればそれも課題の一つであるとい

う感じである。今や竹林は全国的な広がりを見せており、かつてのようにタケ

ノコ生産が行われないことにより竹林の荒廃化は深刻であり、土砂災害の要因

を形成していることを、市民の感情的にも、専門家の見地からも、国に強く働

きかけ対策事業を創設することが急務であることをアピールすべきであるこ

とを再認識した。

  ◎学校現場における防災対策について

    あくまでも学校現場のことであり、国が直接的に動いていくというビジョン

は持っていない。命は一つであり、学校現場も国も、市町村もないという意識

を醸成することが必要であることを再認識した。

  ◎自主防災に対する運営費の拡大

    近年大きな課題となっている「集中豪雨」対策については具体的な方向性は

聞けなかった。「自助」「共助」の重要性を引き続きアピールすることが必要で

あり、自主防災としても備えることが必要となっていることを再認識すべきで

ある。

  ◎災害対策本部の編成（速やかなる参集）

    特にコメントはなかった。

  ◎人員の確保

    予備役制度（リタイヤーなど）が必要ではないか。ボランティアでは活動仕

切れない。

    避難活動の流れ

      指定緊急避難場所 → 自宅の確認 → 指定避難場所
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４．（株）つくばウエルネスリサーチ

（１）日時

   令和元年 8 月 2 日（金）10 時 00 分 ～ 11 時 30 分

（２）研修テーマ

   先端技術を用いた事業展開について

（３）対応者

   筑波大学大学院人間総合科学研究科

   スポーツ医学専攻教授 医学博士 久野譜也

   執行役員経営管理部 担当 福林孝之

（４）研修所感

  ◎ＡＩは万能ではない。 → 数式である。

                政治判断とは違う。

  ◎財政難 → 職員数の減

         人員は減少、仕事は増大 → 解決していない。

  ◎あくまでも補完である。（行政の場合）

     学習機能 → 補完（答えは出ない。判断しない。）

  ◎ブラックボックスとホワイトボックス

↓ ↓

   プロセス、何かわからない。  関係性を見ることが出来る。（検証が出来る。）

  ◎医療 → 専門家は批判している。（80％の確率、20％は不確実）

  ◎人間の支配 → あり得ない。

           ニーズなど、人間の感情などはデータ化されていない。

  ◎データが集まってもなんとかならない。

     多くの企業が失敗している。

     データの原因がわからない。 → データベースの設計が不十分

  ◎過大な期待は意味が無い。

  ◎データヘルス計画

     見附市、指宿市、三条市

     人を健康にするためには、町を健康にする。

     どういうソフトが必要か。

健康のために歩くのではない。社会と関わり合うことが歩くこと。（歩数

計）

  ◎政策の質はＡＩでは出来ない。

     何でも民に投げれば良いのではない。

     政策力を上げる。アウトカム

     検診・受診率など（現場で使えるかどうか。）

  ◎チームができているかどうかが問題

  ◎ウォーカブルシティー

     歩く町  国交省『つながり』
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     バス停まで歩く。

 実に多くの示唆を得た研修であった。ＡＩサテライトの設置が目的ではない。サテ

ライトの設置は何のためか。ＡＩは万能ではなく、課題を解決してくれるわけではな

い。要は、どういう政策を持つのかが問題であり、そういう意味では、やはり政策力

が高くなければ何も進まないと断言しても差し支えない。

 ＡＩ以外にも着眼点は多い。政策のテーマを「健康」に置いても、やはり重要なの

はマンパワーであり、参考値としてどう生かすことができるかが鍵である。

 全国の事例としては、健康 → 歩く → 糖尿病の減少 → 医療費負担の減少

→ 国保会計の健全化 → 住民負担の軽減 というようなプロセスを提案し、効果

を出している自治体もある。ＡＩ万能主義は重要だが全部ではないことに気づくべき

である。

 三豊市としても、先に政策力を磨き、政策を出すべきである。その上で、ＡＩをど

う使うのかということではないのか。今後、大いに議論すべき点ではある。
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総務常任委員会 行政視察研修所感

委員名 石井 勢三

令和元年 7 月 31 日（水）～ 8 月 2 日（金） 

7 月 31 日（水）14：00～16：00 

東京都墨田区（議員提案の条例制定について） 

東京都墨田区は、隅田川をはじめ豊かな水辺に恵まれ、江戸からの歴史や文化が薫

り、水辺や緑にふれあえるまちだ。人口 27 万 3900 人、世帯数 15 万 3000 世帯で、面

積 13.77  、江戸文化発祥の街として発展をしてきた。三豊市市議会としては、議員

提案の条例制定という今後の課題として墨田区議会を訪問、研修させて頂いた。 

平成 13 年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行されて以降、墨田区

は、子どもの自主的な読書活動の環境整備に取り組み、これまで３次にわたり「墨田

区子ども読書活動推進計画」を策定し、成果を上げている。主体的に学ぶ力を身に付

けた児童・生徒の成長は、目を見張るものがあり、全国コンクールにおいて高い評価

を得ている。このような背景を受け、墨田区議会では、平成２８年度より約２年にわ

たり、子どもの読書活動の推進に当たり、基本的な理念について議論を重ね、総合的、

計画的に子どもの読書環境を整備していく必要性があるとして、その根拠となる条例

について検討を進め、墨田区子ども読書活動推進条例としてまとめることに至った。

しかしながら、制定までには、様々な協議を行い、委員会・議員をまとめていくのに、

何度も意見交換会を行い、およそ 2年の月日を要している。教育委員会・会派等でも

検討会を何度も行っている。改めて、条例制定の意見交換での要約等の難しさを、感

じた。三豊市市議会でも今後の条例制定を行っていく上での大きな参考になった。今

後の政策提案に生かしていきたいと思う。 

8 月 1 日（木）10：00～12：00 

東京都中央区（観光行政について） 

東京都中央区は、東京 23 区のほぼ中央に位置し、南は東京湾に臨み、東は隅田川

を境にしており、大部分は江戸時代以降に埋め立てられたもので、起伏が非常に少な

いことが特徴だ。人口 15 万 6800 人、世帯数 8 万 9000 世帯、文化・商業情報の中心

として発展、都心の特性を生かした利便性と快適性に優れた都市環境がさらに発展す

るとともに、魅力的な緑や水辺空間の充実などによって、安らぎと潤いも兼ね備えた

本区ならではの街並みを形成している。中央区は、3つの地域から構成されている。

京橋地域   最新のファッション、グルメ。世界に広がる情報発信のまち 

日本橋地域  伝統を引き継ぎながら新たな文化と融合し、発展し続ける商業

のまち 

月島地域   高層建築と下町の風情あるまちなみが調和を見せる水辺のま

ち 
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中央区は、観光施策に力を入れ、年間を通じてさまざまなイベントが行われている。

歴史上の発祥の地巡りとして紹介パンフレットも充実している。また、フリーWi-Fi

も充実され、情報が手軽に手に入れられる環境を整えている。 

 研修で中央区観光情報センターの現地視察も行った。ここでは、中央区の産物の展

示販売、また歴史、環境、観光施設等の情報が、大画面にて瞬時に手に入るシステム

が組まれている。インバウンド多言語にも対応しており、観光情報の拠点としての働

きをしている。正に、観光の最先端という感じがした。我が三豊市での観光施策はこ

れからだと思われるが、非常に参考になった研修となった。 

8 月 1 日（木）14：00～16：00 

総務省消防庁（防災対策について） 

消防庁において、消防防災体制と共助、そして防災訓練について研修を行った。 

日本の消防防災体制としては、常備消防約 16.5 万人、消防団 84.4 万人（うち、女性

消防団 2.6 万人）自主防災組織 4432 万人が、組織されている。 

我が国は、地震、火山活動が活発な環太平洋変動地帯に位置しており、世界の

0.25％という国土面積に比較して、地震の発生回数や活火山の分布数の割合は極めて

高い。また、地理的・地形的・気象的諸条件から、地震や津波に加え、台風、豪雨、

豪雪等の自然災害が発生しやすい国土となっている。今後、発生が懸念される主な大

規模地震は、日本海溝・千島海溝周辺海溝地震が、今後 30 年間で根室～茨城県沖ま

でで、M7～8 クラスの地震が高い確率で発生。首都直下地震が、南海トラフ地震が、

M7 クラスの地震が 70～80％程度の確率で発生すると予測。また、新たな気象状況で、

時間雨量が 50 ㎜を上回る雨が全国的に増加しているなど、近年「局地化」・「集中化」・

「激甚化」している。「気候変動に関する政府間パネル」の第 5 次評価報告は、我が

国を含む中緯度の陸域のほとんどでは、今世紀までに極端な降水がより強く、より頻

繁となる可能性が非常に高いと予測している。 

そこで、国の災害対策基本法の概要として、国民の生命、身体及び財産を災害から

保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

また、災害対策基本法における市長村の責務と権限は、基礎的な地方公共団体として

防災に関する対策を実施する責務を有し、災害応急対策及び応急措置を実施する義務

を負っている。これらの責務・義務を果たすため、市町村には、様々な権限が与えら

れている。 

また、市町村における災害対応の原則として、 

① 疑わしきは行動せよ 

② 最悪事態を想定して行動せよ 

③ 空振りは許されるが、見逃しは許されない 

市町村長には、災害時の災害応急対策を迅速かつ的確に行う責務がある為、全庁的

な災害対応体制を確立し、災害のフェーズに応じた的確な判断・指示を行う必要があ

る。そして、自らが参加した全庁的な防災訓練の実施、庁舎の耐震化、防災情報シス

テムの整備などを行い、災害時に備え万全を期す必要がある。また、非常用電源とそ
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の燃料を確保することも重要とされる。 

 研修を通じて、市として常時やっておかなければならない事、いざ大災害が起こっ

た時の行動、決まり事、そして、国・県での支援等、様々の研修をさせていただいた。

知識として今後の、市の計画への参考となった。全体的には、まだまだ研修時間は不

足という感じがした。 

8 月 2 日（金）10：00～11：30 

（株）つくばウエルネスリサーチ（先端技術を用いた事業展開について） 

 つくばウエルネスリサーチは筑波大学の研究成果に基づき「日本全国を元気にす

る」ことをミッションとして設立した。健幸（健康で幸せ）づくりは、「まち」づく

りからを、モットーに、これまで 50 を超える自治体との事業実績をベースに、その

地域の課題抽出や施策提言、地域を担う人材の育成などを行い健康格差の改善に取り

組んでいる。 

 スマートウェルネスシティ（そこに暮らすことで健幸になれるまち）実現のための

4つの要素 

公共交通インフラ（緑道・歩道・自転車道等）の整備 

健康医療データ分析・総合的エンビエンスに基づく客観評価 

健康増進インセンティブによる住民の行動変容促進 

ソーシャルキャピタル（社会的なつながり）の醸成 

高齢化・人口減少が進んでも地域住民が健幸であるためには、まず生活習慣病や寝

たきりの予防が重要であり、地域住民全体の日常の身体活動量を増加させることがカ

ギとなる。最近では、美的景観の良い地域に住んでいる人や社会的なつながりが高い

地域ほど健康度が高いなど、まちの構造と健康の関係について、さまざまなデータが

出てきている。海外の成功事例や最近の研究成果に基づき、そこに住んでいるだけで

「歩いてしまう、歩き続けてしまう」まちづくりの取り組みを始めている。例えば、

自動車の流入を制限する地区を作り、近隣の住民が歩くようになると、日常の人体活

動量が増加することで健康度が向上し、医療費が抑制される、というような仮説が成

り立つのかなどまちぐるみの社会実験を開始している。 

 研修で特に印象に残った事項として、現状として健康づくりをする人が増えない原

因は、健康無関心層が 7割いること、無関心層は健康情報へのアクセスをしない、と

いうこと。その無関心層を対策として 3つの戦略を掲げている。 

1. 無関心層を動かすインセンティブシステムの開発 

2. 無関心のまま健康にできるまちづくり 

3. 無関心層にも健康情報が届くインフルエンサー（口コミで情報提供）の養成 

また、健康都市の考え方として「歩いて暮らせるまち」を創ることが、あげられて

いる。 

1. 市民が便利さだけを追求しすぎない生活に変える 

2. 変えるために市民のヘルスリテラシーを高めること 
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3. それを自然と行うための環境をつくること 

 社会参加できる場つくり、賑わいづくり、快適な歩行空間づくり、 

車依存から脱却するための公共交通の再整備 

全国での成功例を交えながら、有効性を学んだ。健康づくりの方法の多面的な部分を

学んだ感じがした。これからの、まちづくりとして、非常に勉強になった。我が三豊

市に何が生かせるのか、 

行政と一緒になって考えていきたいと思われる。
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総務常任委員会 行政視察研修所感

委員名 城中 利文

１．研修日程

   令和元年 7 月 31 日（水）14：00～16：00 
２．研修先

   東京都墨田区議会

３．研修目的

   議員提案の条例制定について

４．研修所感

東京都墨田区は東京 23 区のひとつで、人口約 27 万人、東京スカイツリー

や両国国技館などが所在している。本市議会が現在、調査を進めている議員提

案の条例制定に関連して、墨田区議会はご苦労の末、昨年度、はじめて条例を

制定したということで、研修に臨んだ。

区議会は、児童生徒に読書の機会を広げようと、これまで執行部に対して政

策提言してきたものの、頑として進まず、議会の中から政策提案型の条例制定

を期待する声が出てきた。平成 29 年度に各派交渉会において常任委員会に預

けられ、委員長が作成した「墨田区子ども読書活動推進条例」の原案をもとに、

執行部との調整、委員間協議、法的妥当性の検証を行い、修正を重ねた結果、

昨年第 4 回定例会において可決された。

今回、主にお話しいただいた加納副議長は、当時、所管の常任委員長を務め

られており、委員間の合意形成の難しさや、教育委員会とのやりとりといった

生の声は、リアリティーや説得力に満ちていた。

今後、本市議会が議員提案の条例制定を検討するとしたら、議員間でどこま

でのコンセンサスを得るのかや、検討のタイミング、執行部との関係など、参

考となる研修であった。

１．研修日程

   令和元年８月１日（木）10：00～12：00 
２．研修先

   東京都中央区

３．研修目的

   観光行政について

４．研修所感

東京都中央区は東京 23 区のひとつで、都心に位置し、人口約 16 万人。浜

離宮恩賜庭園、築地、月島、銀座、日本橋など、観光・食体験・ショッピング

などを目当てに世界中から観光客が集まる自治体である。
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本市も近年、父母ヶ浜の夕日が SNS で爆発的話題となり、また、紫雲山の

桜がニューヨークタイムズで紹介されるなど、経験したことのない観光ブーム

が押し寄せている。一方で、地元への経済効果が乏しく、交通渋滞が発生する

などの課題も多く、観光先進地から何らかのヒントを得ようと研修に臨んだ。

区の観光行政について、担当課長よりお話をお聞きした後、区の施設で観光

協会に運営を委託している観光情報発信の拠点「中央区観光情報センター」を

視察した。

本市とは観光客の桁が違いすぎ、また、江戸時代から連綿と続く観光資源を

有するという意味でも本市とは背景が異なるものの、

・多言語案内によりインバウンド対策をおこなっている

・体験型の観光を増やすことで、リピーターの増加につながっている

・観光客は中央区を目当てに来ているわけではないので、誘客には近隣自治体

との連携が重要

・行政が発想することはつまらない。行政は、民間主体の観光施策をサポート

することが望ましい

これらについては、本市の参考となると感じた。

１．研修日程

   令和元年８月１日（木）14：00～16：15 
２．研修先

   総務省消防庁

３．研修目的

   防災対策について

４．研修所感

総務省消防庁は、日本の消防活動を統括する総務省の外局であり、平常時に

は、火災・地震・風水害などによる被害の防止、軽減を図るため、消防防災に

係る制度改革、消防職員等の教育訓練などの施策を実施している。また、緊急

時には災害対応の司令塔として、緊急消防援助隊のオペレーションや、官邸、

関係府庁、地方自治体との連絡調整にあたっている。

本市も甚大な被害があると想定される南海トラフ巨大地震は、今後 30 年以

内に起きる確率が 80％程度とされており、また近年では、地球温暖化により巨

大台風の発生やゲリラ豪雨など、想定を超える災害が相次いで発生している。

災害による被害を少なくするためには、自助・共助・公助の三助の連携が重

要であるといわれており、とりわけ実践が難しい「共助」や「防災訓練」を中

心に、消防庁の担当課長補佐 2 名から最新の防災対策をお聞きした。

地域防災の中核的存在である消防団員は、減少と高齢化が進み、全国的に地

域の防災力の確保が課題となっている。国は学生消防団活動認証制度や消防団

協力事業所表示制度などの施策を実施しているとのことであったが、本市の現



別紙２

状を踏まえると現実的でなく、地方は地方なりに地域のコミュニティー力を維

持することで、新規消防団員の確保を図る必要性を感じた。

また、災害対策基本法における市の責務など、国が市に求める現状を確認で

きたことは意義深く、早め早めの避難を行うことの重要性を改めて再認識し

た。

１．研修日程

   令和元年８月２日（金）10：00～11：40 
２．研修先

   株式会社つくばウエルネスリサーチ

３．研修目的

   先端技術を用いた事業展開について

４．研修所感

株式会社つくばウエルネスリサーチは、筑波大学の久野教授が代表取締役を

務めるベンチャー企業であり、ICT を活用して自治体向けのプログラムを提供

している。

急激なスピードで進化を続ける情報化社会にあって、AI や IOT などの先端

技術の利活用が進められており、私たちの豊かな暮らしの実現に向けた課題の

克服や可能性の開拓において、これらの技術は欠かせないものとなりつつあ

る。本市では、昨年度策定した第二次総合計画において、農業分野などで、ICT
の利活用はもとより、AI などの先端技術の導入を目指すこととしており、今回、

AI 活用の最先端を学ぶことができた。

特に印象的だったのは、同社と提携する自治体には、歩くまちづくり→健康

増進→医療費抑制→自治体財政力向上、という「正のスパイラル」を生んでい

る自治体がある一方、同様の取り組みをしても効果が表れない自治体があるこ

とである。AI は万能ではなく、あくまでメソッドであり、上手く AI を活用す

るためには、現状を熟知したスタッフ（職員など）と技術者との相互連携が極

めて重要であり、これにより最適な施策の立案と推進を行うことが可能である

ことを認識した。

具体的には、データを活用することで健康無関心層をターゲットとし、次に

インセンティブを働かすような個別施策を実施することで効果をあげる。行政

が AI を取り入れるアウトプットのひとつとして、参考になる研修であった。
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総務常任委員会 行政視察研修所感

委員名 詫間 政司

東京都墨田区議会『議員提案の条例制定について』

墨田区は東京 23 区の一つで、人口約 274,000 人、面積 13.77  の都心に位置する。

これまでの約 10 年間で人口は、東京一極集中の流れの中で 2 万 7 千人程の増加とな

っている。議会の議員定数は 32 人で、その内女性議員が 10 人おり 3割を超えている。

また会派構成は、自民党 12 人、公明党 7 人、共産党 5 人、立憲民主党 2 人の他、一

人会派が 7人となっている。 

墨田区議会における議員提案条例の先導者でもある、加納副議長（当時：区民文教

委員長）から説明をいただいた。 

今回の研修目的である、議員提案の条例制定の実践例の『墨田区子ども読書活動推

進条例』は、平成 30 年 12 月 11 日に制定された。また、『墨田区議会基本条例』も、

同じく平成 30 年 12 月 11 日に制定されている。議員提案で制定された第一号の『墨

田区子ども読書活動推進条例』は、次のような背景によって提案された。 

①5次にわたる学校図書館図書整備等 5か年計画にもかかわらず、図書標準未達成

②読書数の伸びの鈍化、学年が上がるごとに読書量が減少 

③学校司書の配置状況及び委託に関する課題並びに学校司書の役割の明確化 

④その他として、●2015 年 PISA 調査結果に読解力の低下が明確となった●第 2次

墨田区子ども読書活動推進計画での、「ひきふね図書館」内に子ども図書館の整備

と機能・役割の明確化 

次に、『墨田区子ども読書活動推進条例』制定までの経緯は以下の通りだ。 

H28 区民文教委員会の加納委員長から、委員長の豊富として「政策提案型の委員会

にしたい」、「委員会として条例の提案をしたい」旨の発言があった。 

H29 各派交渉会で、条例案を区民文教委員会で提案するとの発言があった。墨田区

議会では常任委員会の任期が 1年であるため、次年度においても引き続き同委員会で

協議をすることとした。その後、各派交渉会で、「委員会提出議案の取り扱いについ

て」は、【H18 年の地方自治法改正により、常任委員会、議会運営委員会、特別委員

会に議案提出権が認められることとなった】ことを根拠として、常任委員会で行うこ

ととした。この間の勉強会及び意見交換会の中で、委員会として条例提案する際に、

意見が分かれた場合の取り扱いについては、「議会全体として検討する必要性がある」

として、委員長から議長に対し、議会全体として協議してもらうよう申し入れること

とした。 

H30 各派交渉会において、委員会が議案を提出するときは、当該委員会の全会一致

を原則とすることを決定した。それを受け、「墨田区子ども読書活動推進条例素案検

討委員会」において、議員提出議案として提出することを決定した。条例案について

法務課へリーガルチェックを依頼するとともに、執行機関の意見聴取を経た。同年 9
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月定例会において、当該常任委員会に審査付託した。本案は、区民等の意見を聴取す

る必要があることから継続審査とし、12 月定例会において原案可決した。 

三豊市議会は、平成 25 年 4 月 1 日に『三豊市議会基本条例』を施行している。（見

直し手続き）第 21 条には「必要に応じて改正も含め適切な措置を講ずる」ことを明

記しているが、これまでの 6年間、自らの議会活動の規範となるこの条例を一度も見

直してこなかった。 

『墨田区議会基本条例』では、（政策会議）第 16 条を明記している。そこには、●

議会は、政策立案及び政策提言を推進するため、毎年 1回以上、政策会議を開催する

ものとする。●政策会議は、政策立案及び政策提言に関する事項を議長に提案するこ

とができる、とある。議員提案の条例制定には、議会議員の大多数の賛同を得て推進

されなければならないと思う。であるためには、議会内における機関決定のプロセス

が鮮明でなくてはならない。議員提案の条例制定のために、三豊市議会が先ず取り組

むべきことは、『三豊市議会基本条例』に（政策会議）の条項を追記し、議員全員が

政策の議論を交わすことのできる、機会の確保なのだと思う。 

『三豊市議会基本条例』の改正に着手することが、議員提案の条例制定への第一 

歩だと、確信することのできた研修だった。 

中央区役所・中央区観光情報センター『観光行政について』

中央区は、東京 23 区の中央に位置し、都心を構成する区の一つだ。人口 164,000
人余、面積 10.094  いずれも 23 区の中で下から 2 番目の規模だ。長く人口減少傾

向だったが、近年は臨海部の大規模マンション開発や、都心部の再開発で増加反転し

ている。さらに、世界に発信する日本の代表的な商業地域であることから、昼間人口

が 60 万人を超えている。区内は、江戸文化発祥の地として日本橋地区、京橋地区（銀

座）、月島地区の 3 つの顔を持っており、多様な観光資源で集客力を発揮しており、

インバウンドで大いに賑わっている。

中央区の観光行政について、区民部商工観光課長の田部井氏から説明を受けた。中

央区の観光振興の方向性は、中央区の「都市そのものを楽しんでもらう」という、物

消費と事消費による都市型観光だ。江戸時代に生まれ長く受け継がれてきた生活の歴

史や伝統の技、和洋の食文化に裏打ちされた本物に触れることのできる、買い物や体

験参加型が強みで、インバウンドのリピーターも多い。

これを推進する核となるのが、中央区観光協会が運営する『中央区観光情報セン

ター』だ。センターは、2 つの機能を持ち①観光案内所としての機能（インバウンド

対応の言語案内・物販・展示・休憩等）②情報拠点としての機能（3 地区それぞれに

ある民間ボランティア団体でつくる、観光情報提供施設をネットワークでつなぐ）と

なっている。運営は、日本を代表する旅行情報企業に民間委託している。

中央区では観光振興計画を作成したこともあったが、観光ニーズの変化が速すぎる

ため行政はついていけないとの判断で、行政はサポート役に力点を置いている。区直
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営の観光事業は、地方自治体が出店しているアンテナショップ 25 店舗をスタンラリ

ーで巡る事業、1 件のみである。主な事業は、観光協会や民間事業者、区民団体への

補助やイベント等への助成で、大いに民間の活力を活かそうとしている。

続いて『中央区観光情報センター』の現地見学を行い、奥山所長から説明を受けた。

センターが置かれている【京橋エドグラン】は、区が進める 都心部の再開発を利

用しながらの公共サービス施設の充実”の象徴的な事業となっている。民間事業者が

建設した施設の一部を区が借り上げ、センターの運営を民間（JTB コミュニケーシ

ョンデザイン）委託している。利用者数は一月当たり 6,500 人程で、日に 200 人の

来場者がある。スタッフはすべて何かの外国語ができ、インバウンドの対応にも万全

を期している。

中央区は、江戸、東京という確かなブランド力によって、都市型観光地として活気

に満ちている。これに対して三豊市には、中央区とは質の異なる比較できない観光資

源が、掘り起こされようとしている。これまで地域の皆さんが守ってきた父母ヶ浜や、

国立公園の一部として整備され地域の皆さんが手入れしてきた紫雲出山などがある。

すべては、ふるさとの自然を愛する ひと”がそこにいたからである。

地元に誇りを持ち、ふるさとをこよなく愛する ひと”の住む まち”であることを

観光事業の根幹に据え、民間と行政の役割分担を明らかにすることの大切さを感じ

た。

また、三豊市観光交流協会の情報発信と案内機能、並びに関連民間事業者との連

携強化は、まだまだ私たちの気づいていない魅力的な観光資源に光を当てることによ

って、今後の「三豊の観光」の形成につながっていくものと信じている。この まち”

に住む私たち ひと”が、当たり前の日常を楽しんで生活できる環境整備が、行政に

課せられた役割であることを再認識した研修だった。

総務省消防庁『防災対策について』

【共助】石川課長補佐（自主防災組織等と消防団）

１.自主防災組織等の現状━地域における消防防災体制には、「公助」、「共助」、「自助」

がある。「公助」とは消防機関である常備消防（728 本部・約 16.5 万人）と、消防

団（2,209 団・約 84.4 万人、うち女性消防団員約 2.6 万人）をいう。また、「共助」

は、地区内の住民で構成することから、消防団と自主防災組織（165,421 組織・約

4,432 人=カバー率 83.2%。他、女性防火クラブや少年消防クラブがある）をいう。

2.自主防災組織等に関する主な施策とこれまでの取り組み━普及することに重点を

置いてきた。①自主防災組織の結成を促進するための取り組み「自主防災組織の手

引き:S48～」②育成者が基礎知識を身に着け能力向上を図る取り組み「消防大学校

による研修:H16～」「防災・危機管理ｅ－カレッジ:Ｈ16～」③活動の普及を図る

ための取り組み「防災まちづくり大賞:Ｈ7～」「災害伝承１０年プロジェクト:Ｈ25
～」④活動の活性化に向けて、次なるステップへ踏み出す。
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自主防災組織等の今後の課題と取り組みとして、自主防災組織の普及の継続と、

質の向上がある。そのための取り組みとして⑤多様な主体との連携の推進「リーダ

ー育成・連携促進支援事業:Ｈ29～」⑥人材育成の取り組みの支援「地域防災の人

材育成に関する検討:Ｈ30～」を実施している。

3.その他の施策

●指導者用防災教材「チャレンジ!防災４８」:子どもが小さいころから防災に興味

を持つために、発達段階に応じた実践的な防災知識を身に着けてもらう目的で、平

成２２年に作成している。

●わたしの防災サバイバル手帳:子どもたちの防災意識啓発のため、災害種別ごと

に自分の身を守る知識や方法をまとめている。

●全国少年消防クラブ交流大会:実践的な活動を取り入れた訓練を通して他地域の

クラブ員と交流するとともに、消防団等から災害への備えについて学ぶ。

●優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）:少年消防クラブの育成発

展のため、表彰を実施。

4.消防団の現状━地域防災の中核的存在であるが、「消防団員の減少=約 84.4 万人」

「団員のサラリーマン化=73.5%」「団員の高齢化=平均年齢 40.8 歳」という状況だ。

〇消防団数:2,209 団体（全国すべての市町村に設置）消防団数:22,422 分団 消防

団員数:843,667 人（Ｓ30 に 200 万人を割り込み、Ｈ2 年に 100 万人を割り込む。

〇女性消防団員数:25,981 人で全体の約 3.1%であり、前年度比 1,034 人増加してお

り、年々増加。

〇学生団員数（専門学生含む）:4,562 人で前年度比 567 人増加しており、年々増加。

〇機能別団員数:21,044 人で前年度比 2,040 人増加しており、機能別団員制度の導

入により、年々増加。

5.消防団の課題と充実強化策━Ｈ25 に「消防団の中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律」が、議員提案の法律として制定されたことによって、強化へと動き

出した。続いて、Ｈ26 に「消防団の装備の基準」の改正が行われ、装備の充実と

併せ団員の年額報酬・退職報奨金の引き上げ等が行われた。同年に「学生消防団活

動認証制度」の導入がされた。Ｈ30 に「大規模災害団員制度」が導入され、各地

方公共団体での導入を促進している。

その他、消防団の強化策を補完するために災害対応能力向上のため、2 つの支援

事業がＨ30 に、3 年間に限り緊急的に創設された。一つは「消防団設備整備費補助

金（消防団救助能力向上資機材緊急整備事業）」。もう一つは、【防災・減災、国土

強靭化のための 3 カ年緊急対策】が閣議決定され、「救助用資機材搭載型消防ポン

プ自動車の無償貸付事業」として、消防団の災害対応能力の向上を促進している。

共助に関する情報を改めて知ることで、三豊市の防災と災害対応施策の現状を改め

ての考え直すきっかけとなった研修だった。

【防災訓練】外囿災害対策官（防災訓練に向けた災害防災行政）
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南海トラフ地震は、今後 30 年間で M8～9 の地震が 70～80％の確率で発生すると

予測され、死者 32 万人、経済被害 220 兆円と想定される。

災害対策として耐震化を推進することによる、全壊建物棟数減の効果は大きい。現

在の耐震化率 79％で 627,000 棟が倒壊すると言われており、90％で 361,000 棟の 4
割減、95％で240,000棟で6割減と推定される。また、津波による死者数は、約108,000
人～約 224,000 人といわれているが、避難の迅速化や津波避難ビルにより約 8,000
人～52,000 人となり最大で 9 割減となると推定される。

近年は、新たな気象状況で雨の降り方が「局地化」・「集中化」・「激甚化」しており、

自然災害が多様化している。

市町村における防災対応の 3 原則は①疑わしきときは行動せよ②最悪事態を想定

して行動せよ③空振りは許されるが、見逃しは許されないである。対応を誤れば、住

民の被害が拡大する。

地方公共団体における防災対応の検討として 2 点ある。

●住民一人ひとりが防災対応を検討・実施するように、必要な情報提供を行ない検

討を促すことが必要

●住民一人ひとりが日常の中で地震への備えの再確認が基本となるが、津波避難に

間に合わない地域等の避難のあり方や避難所の確保を検討する必要である。

今後の水害・土砂災害からの非難に対する基本姿勢として目指す社会は、住民は「自

らの命は自らが守る」意識を持ち、行政は住民が適切な避難行動をとれるよう全力で

支援することだ。このような社会を実現するための戦略は 3 つある。

①災害リスクのある全ての地域であらゆる世代の住民に普及啓発②全国で専門家

による支援体制を整備③住民の行動を支援する防災情報の提供である。これを実践す

るための方策がある。『学校における防災教育・避難訓練』や『住民が主体となった

地域の避難所に関する取り組み強化』、『防災士と福祉の連携による高齢者の避難行動

に対する理解促進』、『マルチハザードのリスク認識』、『住民主体の避難行動等を支援

する防災情報の提供（警戒レベル 1～5 の理解等）』である。

市町村長が行うべき災害応急対策は、災害対策基本法により迅速かつ的確に行う責

務がある。そのため、市町村長は自らが参加した全庁的な防災訓練の実施、庁舎の耐

震化、防災情報システムの整備などを行い、災害時に備え万全を期す必要がある。

大規模災害時における業務継続計画は、行政が被災した中にあっても災害対応等

の業務を適切に行うために必要だ。業務継続計画の重要な 6 要素がある。

 首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 本庁舎が使用できなくなっ

た場合の代替庁舎の特定 電気、水、食料等の確保 災害時にもつながりやすい多様

な通信手段の確保 重要な行政データのバックアップ 非常時優先業務の整理であ

る。

防災拠点となる公共施設等の耐震化の支援として、「緊急防災・減災事業債」や「公

共施設等適正管理推進事業債」を、R2 年度まで延長している。

終わりに、指定緊急避難場所と指定避難所の適切な指定の他、避難行動要支援者

の避難行動支援に関する取り組みの指針などの説明があった。
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総務省という国家運営の中枢にあり、全国の防災政策を取り仕切る担当者 2 名から

のお話は、災害防災行政全般に渡るとともに、具体的な防災対策への意識向上と防災

訓練の見直しの手掛かりとなる。三豊市の防災災害対策計画と備えを再チェックし、

実効性のある防災対応とするべく、更に充実していかなくてはならないことを気付い

た、意味深い研修となった。

（株）つくばウエルネスリサーチ『先端技術を用いた事業展開について』

（株）つくばウエルネスリサーチは、筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医

学専攻の教授である久野先生が経営する、大学発ベンチャー企業である。つくばエク

スプレスの柏の葉キャンパス駅前にある KOIL（かしわオープンイノベーションラ

ボ）に研究拠点を置き、筑波大学の研究成果を活用し「科学的根拠に基づく健康づく

り」を基本目的として、「日本全国を元気にする!」をミッションとしている。『先端

技術を用いた事業展開について』を研修テーマとして、 健康政策に対する学術機関

との連携”と 自治体向け事業”の説明を受けた。

IT や AI など、世の中に新しい技術が生まれると、すべて解決できると勘違いする。

これらは万能ではなく一つのメソッド（方法や手段）でしかない。健康政策で AI を
研究している理由は、自治体における現在の健康政策が弱いからだ。これまで職員数

を削減してきたが行政サービスの仕事は増える一方だ。多忙となった現職員は、政治

課題のエビデンス（根拠）を読み込む力が弱くなり、課題解決に向かっていない。こ

のような現状の中で、政策を立案・分析するための補完として AI がある。しかし、

AI にはブラックボックスとホワイトボックスがあり、頼りすぎると危険だ。AI はメ

ソッドだから、どのように使うのかが課題だ。

健康政策は、人それぞれ個々のデータが多様で膨大過ぎるため解決しきれない。デ

ータは現象であって原因ではない。その人のライフスタイルが分からないと対処法が

うてないので、データベースを集めるための設計で、政策の成否が決まる。だからこ

そ、現場を知る職員と AI 技術者とのマッチングが重要だ。

（株）つくばウエルネスリサーチは、これからの超高齢社会にあって、自治体が抱

える健康や社会保障の課題解決のために、「健幸都市づくり」を推進している。【健幸

都市】の考え方は、多くの住民が 健幸”になれるためのまちづくりであり、『歩いて

暮らせるまち（ウオーカブルシティ）』をつくることである。そのために

1.市民が、便利さだけを追求しすぎない生活に変えること

2.変えるために市民へのヘルスリテラシー（健康に対する理解）を高めること

3.それを自然と行うための環境をつくること①社会参加（外出）できる場づくり②

賑わいづくり③快適な歩行空間整備④車依存から脱却するための公共交通の再整

備を進めることだ。

今取り組んでいることは、健康無関心層対策だ。戦略は 3 つあり①無関心層を動か

すインセンティブの開発②無関心のまま健康にできるまちづくり③無関心層にも健

康情報が届くインフルエンサーの育成である。この戦略を軸にして、自治体が「健幸
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都市づくり」を進める上での課題を特定し、その対策の立案、施策、成果を生み出す

ための作業を強力にサポートする〔健幸クラウド AI システム〕を開発した。

インセンティブシステム開発の具体事例として、無関心層の行動変容を促すために

運用された、6 市連携健幸ポイントプロジェクトがある。6 市で 12,000 人が参加し

実証し、成果が出ている。

インフルエンサーの養成は、「健幸アンバサダーは心に情報を届ける伝道師」と位

置づけ、既存の資格者とも連携し大切な人への口コミによる伝道を行う。

自治体が「健幸都市づくり」を推進するには、SIB（ソーシャル・インパクト・ボ

ンド、成果連動）が有効だ。5 市町による飛び地型大規模ヘルスケアプロジェクトの

実践が始まっている。広域連携による SIB のメリットは●ICT 活用で広域連携が可

能になり、事業規模が大きくなり、一人当たりのシステム利用料の低減が可能●複数

の自治体連携によりコストを按分できる●自治体間で成果・課題を共有することで施

策の横展開が期待できる●広域連携の先駆的モデルとして、地方創生推進交付金を受

けやすい。

先端技術を用いた学術機関との連携による自治体の業務は、今後とも増加していく

ものと思う。いかなる先端技術が開発され進化したとしても、その利活用の方法の方

向性を決定するのは、政治・行政にかかわる現場の人であることには変わりない。久

野先生が一番最初に話した、先端技術は「目的ではなく手段でしかない」との言葉が、

深く心に響いている。SIB による「健幸都市づくり」の着手は、『歩いて暮らせるま

ち（ウオーカブルシティ）三豊』という近未来都市づくりへの一歩であると確信した、

ワクワク感いっぱいの研修だった。
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総務常任委員会 行政視察研修所感

委員名 金子 辰男

１．研修日程

   令和元年 7 月 31 日（水）14：00～16：00 
２．研修先

   東京都墨田区議会

３．研修目的

   議員提案の条例制定について

４．研修所感

墨田区議会では、子どもの読書活動の推進にあたり、基本的な理念について

議論を重ね、総合的、計画的に子どもの読書環境を整えていく必要性があると

して、その根拠となる条例について検討を進め、墨田区子ども読書活動推進条

例としてまとめた。条例制定の過程、苦労のあとが感じられた。三豊市におい

ても耕作放棄地、空き家対策など、人口減少や少子化による影響が大きくなる

傾向にあり、条例制定の手順、意気込みなど、参考になった。

１．研修日程

   令和元年８月１日（木）10：00～12：00 
２．研修先

   東京都中央区

３．研修目的

   観光行政について

４．研修所感

観光情報センター、京橋エドグランの視察研修もおこなった。担当者には熱

心に説明して頂いた。銀座、築地、日本橋など視察先の規模があまりにも大き

くて、華やかすぎて、三豊市の観光行政とは少しかけ離れていると感じた。

１．研修日程

   令和元年８月１日（木）14：00～16：15 
２．研修先

   総務省消防庁

３．研修目的

   防災対策について

４．研修所感

同僚議員の同級生が横田真二官房長官で、熱心に説明して頂いた。防災、救



別紙２

助、消防、救急、火災予防、国民保護。説明するとは、かくあるべきだと痛感

した。懇切丁寧であった。官房長官の笑顔が印象的だった。日本の消防行政に

大いに信頼を寄せた。

１．研修日程

   令和元年８月２日（金）10：00～11：40 
２．研修先

   株式会社つくばウエルネスリサーチ

３．研修目的

   先端技術を用いた事業展開について

４．研修所感

株式会社つくばウエルネスリサーチは、筑波大学の研究成果に基づき「日本

全国を元気にする」ことをミッションとして設立したとのこと。これまで 50
を超える自治体との事業実績あり。その地域の課題抽出や施策提言、地域を担

う人材の育成などを行い、健康格差の改善に取り組んでいる。三豊市の健康維

持管理や健康づくり事業の立上げから継続までの推進業務において参考にす

べきだ。
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総務常任委員会 行政視察研修所感

委員名 水本 真奈美

“議員提案による条例制定について”

日 時 令和元年 7 月３１日（水）14：00 

場 所 墨田区役所 

墨田区 人口 273,898 人、世帯 152,908 世帯、面積 13､77k ㎡ 

区財政 平成 31 年度当初予算 1746 億 9600 万円 

（一般会計 1195 億 1500 万円・特別会計 551 億 8100 万円） 

     議会  議員定数 32 人（現員数 32 人）新人 7名、女性議員 10 名/32 名 

     会派  10 会派（ひとり会派を含む）令和元年 5月 1日現在 

     事務局 正規職員 12 人 再任用 1人 非正規職員 1人 合計 14 人 

議員提案による「こども読書活動推進条例」の制定について 

① 平成 10 年以後の実積状況 

東京 23 区の中で初めてとなる議員提案による条例「子ども読書活動推進条例」

が平成 30 年１２月に制定されたが、これまで墨田区において平成 10 年より約 10

件、議員提案条例は提出されてはいたが、審査のうえ、廃案や否決されている。

そのような中平成 3０年第 3 回定例会の折、地域こども文京教委員会の委員長を除

く各派交渉会委員による提出で地域こども文教委員会に付託され、12 月 11 日に可

決された。 

② 制定までの背景・経緯 

墨田区は平成 19 年から議会改革に取り組み始め、特に平成 27 年から議会基本条

例に取り組み、平成 31 年 4 月に制定した。 

平成 28 年 5 月 25 日、区民文教委員会の委員長互選が行われ、加納議員が区民文

教委員会の委員長の抱負として「政策提案型の委員会にしたい。また委員会として

条例の提案をしたい」との発言があり、6月の委員会において滝沢委員から「北九

州市議会が子ども読書活動推進条例を委員会で検討したことを例に、委員会として

議論検討しては」との提案があり、加納委員長が、「今後委員の皆と議論する場を

持つこと、教育委員の意見も伺いたい。」旨の発言により改めて委員長から呼びか

けることとなった。 

8 月 4 日には教育委員会と条例制定の検討、意見交換を行い 9 月 14 日の区民文

教委員会においては条例検討のためのたたき台を提示して意見交換を実施した。 

平成 29 年 2 月 21 日各派交渉会において加納委員長から「本条例案を区民文教委

員会で提案する」旨の発言があり、3 月 16 日には教育委員会と各委員の意見を踏

まえた素案を提示して意見交換を実施、3 月 2９日には各派交渉会において文教委

員会の協議内容について説明を行いなった。 
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5 月 17 日の各派交渉会において「委員会提出議案の取り扱い」の通り取り扱う

事を決定した。 

5 月 25 日には区議会の組織改選のため常任委員会は一年任期のため常任委員会

の構成を改めたことに伴い地域子ども文教委員会に引継ぎ協議することを決定し

た。 

6 月 9 日から 12 月７日まで具体的に勉強会をとり協議、教育委員会と学校現場

での読書活動について意見交換を行った。 

12 月 27 日の地域こども文教委員会勉強会の中で委員会の中で一名反対の委員が

いて、条例を提案する際は、「委員会に置いて引き続き協議していくことは難しい。

また今後他の委員会に置いて条例を提案する際、意見が分かれた場合の対応につい

て議会全体として協議するよう、委員長から議長に申し入れをする」こととした。

平成 30 年 1 月 30 日・2月 5日各派交渉会において委員会が議案を提出するとき

は、当該委員会の全員一致を原則とすることを決定した。また本条例案の今後の取

り扱いは各会派間で十分検討することとした。 

3 月 14 日地域こども文教委員会では決定を受け委員会による条例提案について

は全員一致がえられないことから委員会での協議を修了した。 

5 月 24 日各派交渉会において今後の取り扱いは各会派から 1 名を委員とする素

案検討会を 6 月 5 日に立ち上げ 8 月 31 日まで 6 回開催し、条文案、逐条開設文案

の協議、執行部の法務課へリーガルチェックを依頼、執行機関の意見聴収も行った。

9月 11 日第 3回定例会 3日目本会議上程後、福田議員が提案理由の説明を行い、

その後質疑、答弁を行った後、地域こども文教委員会に審査を付託することとなっ

た。 

9 月 13 日地域こども文教委員会を開催し、区民の意見聴収する必要があるため

閉会中の継続審査とすることとなった。 

10 月 25 日墨田区図書館運営協議会会長、墨田区立小学校ＰＴＡ協議会会長を参

考人として質疑を行い、意見を伺った。12 月 3 日地域こども文教委員会として翻

案は原案通り可決することに意義なく決定した。 

12 月 11 日第 4回定例会最終日において委員会審査報告を行い田中議員が反対討

論を行った後、あさの議員が賛成討論を行った。その後採決を行い、原案通り可決

された。 

また議会基本条例も可決された。 

③ 所感 

墨田区の議員提案の条例制定には紆余曲折があり、経過の中で、合意形成の難し

さが足掛け 3年もの時間を要した原因と思われる。区議会は他の地方議会と少し変

わって、会派主義が強く合意形成が難しい。夕張市の財政破綻にはじまる地方財政

の危機感は東京都、区議会は財政都政に対する責任感が乏しく、議会改革が進まな

い原因の一つのように思われる。平成 27 年に区議会議員改選があり、少しずつ議

会改革が叫ばれ、始まった。議会の透明性、開かれた議会が求められ、2元代表制

としての議会の在り方、議員による政策提案が叫ばれている状況である。平成 28
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年に委員長の抱負で政策提案型の委員会に、更に条例提案、制定を目標にと。以前

まで会派や個人議員は条例提案しているが、委員会として定例会に条例提案をした

いという委員長の熱い議会改革にかける思いからはじまった。 

北九州市議会が第 1号の提案条例「子ども読書活動推進条例」を制定したという

情報から、墨田区も学校図書館の標準冊数を達成できていない状況、また小 中学

生、中学生から高校生の読書量の減少が顕著になってきている事、司書の配置やＯ

ＥＣＤの読書に関する調査報告で日本は読解力の低下が指摘されている事等あり、

成果が見えにくい条例ではあるが、予算を確保するためにも条例が必要であると考

えて委員会に提案した。常任委員会が一年任期で次の委員会に引き継いで協議する

こととなったが、素案を提示し、勉強会を行い、議論を重ねたが、反対者が 1人い

たため、委員会で全会一致とならなかった。多数決で提案できるのではないかとい

う意見もあったが委員会提案するならば、全会一致すべきと決定したので、委員会

提案は不可能となり、議員提案による条例となった。 

教育委員会とも協議し、調整もし、またパブリックコメントを行わない代わりに

参考人を招致し、市民の意見聴収も行った。パブリックコメントを行わなかった理

由は墨田区はパブリックコメントが多く寄せられない傾向があるのでという事で

あった。 

条例制定については長期的総合的計画的に取り組む課題がなじむのではないか

と考える。今後の条例提案の案はとの問いに町内会の推進や動物共生の課題内容を

考えているとのことであった。条例の成果としては理念中心の条例ではあるが、教

育委員会が予算を確保するために頑張ってほしい、読書推進のためのエールを贈る

内容となっており、具体的には司書が 3学校を週 2回から週 3回になったこと、策

定中の墨田区の読書推進計画に具体的に条例で謳っていることが反映できるのか

期待している。 

今後の課題は、条例制定に関して各派代表から案を出してもらって、議論し合意

したら特別委員会を設置し、条例提案していこうと事である。法務担当の事務局職

員はいないが、執行部の法務担当職員の協力、指摘を受ける体制で行っている。大

津市議会は政策会議で条例制定の流れを作っているが、非公開なので、墨田区は、

特別委員会は公開で進めていく方向を考えている。有識者研修などを行ってはいる

が、大学との連携は今のところ行っていないが今後の課題である。以上詳細にわた

り条例制定の経緯や問題点、課題についてご教示いただいた。政策提言、条例制定

の取り組みに大変参考になる実のある研修でした。 

“観光行政について” 

日 時 令和元年 8月 1日（木） 10：00 12：00 

場 所 中央区役所並びに中央区観光情報センター 

中央区 人 口 164,064 人（令和 1年 6月 1日現在） 面積 10.21  

財 政一般会計当初予算 897 億 9121 万 9 千円 
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区議会 定数 30 

 観光行政について 

中央区は区役所を京橋エリアに置き、日本橋、築島地区には特別出張所を置いて

日本橋、佃・月島地区の 3エリアで政策を展開している。 

観光行政は商工観光課と中央区観光協会とが一緒にタッグを組んで行っている。

東京全体的に観光状況として、インバウンドによるバク買いは一定落ち着いてき

ている傾向がみられる。以前より銀座のデパートなど外国人旅行客のショッピング

などで経営が良くなってきてはいるが、現在では食文化に加え、歴史と文化の魅力

ある観光資源を活用したり、例えば隅田川水辺環境があり、舟游や祭り、イベント

を楽しむ外国人が増加してきている。江戸時代からの歴史や文化にふれ、豊かな水

辺環境そして先端技術の利便的機能や快適な都市生活をふくめた、楽しんでもらえ

る都市観光を推進している。 

① 観光情報センターの設置 

観光振興には情報の発信が重要となり、中央区の観光情報発信拠点として中央区

観光情報センターを東京駅から 5分、地下鉄京橋駅と直結した京橋エドグラン（地

上 32 階建て）を整備建設し、1 階に設置している。この観光情報センターは中央

区の観光情報拠点として 2つの機能がある。 

1 つには案内所の機能（外国人旅行客に多言語対応機能、フリーＷｉ－Ｆｉ、観

光地の検索、休憩スペース、展示など）二つ目には情報拠点機能として、他の日本

橋観光案内所や銀座 GInfo や築地地区のぷらっと築地など観光情報ネットワーク

施設と連携して回遊してもらうために情報を集約して提供する機能である。 

観光協会に地下 1階と地上 1階を無償で貸付て、民間（ＪＴＢ）に運営委託して

いる。 

来観光客は７月１カ月で約６５００人。２割が外国人である。中央区だけでなく

東京広域のパンフレットも置いている。観光地やオリンピックグッズの販売、タッ

チパネルによる検索、情報提供を行っている。サービスとしてルーターを有料で貸

出し、４日以内に返却することと観光地での写真をアップすることで２０００円返

却してくれるサービスを行っている。 

京橋エドグランは再開発事業として整備され、３階から６階は食文化の観光拠点

として店舗やオフィスとして貸し出している。年間１億５千万円の管理運営費が掛

かるが、１億円の家賃テナント料が区に納入されている。１階はゆったりとした空

間があり、コンサートやイベントも開かれている。ビルの横には東京駅から近いこ

ともあり、はとバスの発着場所にもなっている。 

② 行政（中央区）が行っていることは観光協会や地域イベントに助成を行ってい

ることと２７あるアンテナショップのスタンプラリーを行っている。 

③ 観光協会はガイドマップの作成、また外国観光客向けの接客講座を開催し、観

光検定を行いボランティアガイドを養成している。合格者は６割ぐらいで、さらに

研修講座でスキルアップし、基本無償でガイドを行っている。  
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観光協会は区職員再任用雇用で１人、プロパー１０名ほどで、かなり人件費がほ

とんどで負担している。わくわくツアーの参加料、物販の収入があるが、原価プラ

スアルファー、１割程度の収益で微々たるものである。 

④ インターネットでの情報発信は協会でプロモーションビデオ６本（３分、５分

版）を作成し、ＨＰはもちろん、ホテルや地下鉄、コミニティバスでダイジエスト

版を流してもらっている。また、“ラグビー会場となる日本に”という事で、ニュ

ージーランドやイギリス、フランスのユ―チューブの広告にプロモーションビデオ

を出してもらうようにしたら爆発的にビユーカーがその効果で増加している。 

観光協会は民間のノウハウ、アイデア、知見を活用してやっていくことが基本的

なスタンスとなっている。観光基本計画については、オリンピックやラグビーなの

開催などで毎年変化が激しいので実態に即しておらないのが現状で毎年の改訂は

困難である。 

日々変化著しい現状で観光の目的も物の消費（ショッピング）から事の消費（参

加、体験型）に変遷してきている。東京はリピーターが多いので他に楽しむこと、

事消費、体験を求めているので、歴史や文化を体験できるツアーを用意している状

況である。情報の発信と伝統産業等の支援を行い、おもてなし観光を点から面へ広

げる施策を考え展開していきたい。それは中央区だけでなく、他の隣接する区、東

京広域で連携をどう図っていくか、推進検討していっている。以上中央区の歴史と

文化、都市としての利便性や快適な都市環境を活かした種々の観光施策、そして情

報発信拠点として観光情報センターの整備と機能効果について現地視察もあり、詳

細によく理解できた。今後の三豊市の観光行政にとって取り組むべき点、参考にな

る部分もあり、東京という都市とは相違する観光環境に留意しながら三豊市版の観

光振興に取り組める部分はつなげていきたいと思う研修でした。 

“防災訓練に向けた災害防災行政について” 

“自主防災組織等及び消防団行政について” 

日 時 令和元年８月１日 

場 所 総務省 消防庁 

  我が国は、地震、火災活動が活発な環太平洋変動帯に位置し、世界の０．２５％

という国土面積に比較して、地震の発生回数や活火山の分布数の割合は極めて高

い。また、地理的・地形的・気象的諸条件から地震や津波に加え、台風、豪雨、豪

雪等の自然災害が発生しやすい国土となっている。 

① 大規模災害への対応 

平成２６年８月広島土砂災害、平成２７年９月東北豪雨、平成２８年熊本大地震、

平成２８年台風１０号（岩泉町での高齢者施設被害）平成２９年九州北部豪雨災害

平成３０年７月豪雨災害、平成３０年北海道胆振東部地震等近年の大災害の状況と

対応について説明があった。 

② 今後発生が懸念される主な大規模地震 

○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 
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○首都直下地震 

○南海トラフ地震 

③ 新たな気象状況の「局地化」・「集中化」・「激甚化」 

台風発生と豪雨、台風進路等の変化で今までにない気象状況が起こり、大雨の発

生数は増加傾向になっている。今世紀末まで極端な降水がより強く、より頻繁とな

る可能性が非常に強いと気候変動に関する国の第５次評価報告でも予告されてい

る。 

④ 災害対策法制の歴史 

1959 年伊勢湾台風災害後、1961 年「災害対策基本法」災害対策の最も基本とな

る法律が制定され防災行政の責任の明確化と総合的、計画的な防災行政の推進等の

内容になっている。1962 年には中央防災会議が設置、1963 年防災基本計画が策定

された。 

1973 年浅間山噴火後、「活動火山周辺地域における避難施設等の整備に関する法

律」が、また 1978 年宮城県沖地震後に、1981 年「建築基準法施行令」一部改正が

行われた。これにより新耐震設計基準の導入がなされた。そして 1995 年阪神・淡

路大地震後、「地震防災対策特別措置法」「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

「災害対策基本法」の一部改正が行われた。2000 年東海豪雨では「土砂災害警戒

区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」「水防法」の一部改正、「特

定稔河川浸水被害対策法」が制定された。2004 年には新潟・福嶋豪雨等新潟県中

越地震を踏まえ「水防法」一部改正、「土砂災害防止対策の推進に関する法律」一

部改正「宅地造成等規制法」一部改正が行われ浸水想定区域の指定対象河川の拡大

や土砂災害ハザードマップ等による周知徹底等が規定された。 

2011 年東日本大震災発生後、「津波対策の推進に関する法律」「災害対策基本法」

一部改正で大規模災害の広域対応や教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画

による地域防災力の向上等が明記された。2014 年豪雪、広島土砂災害、御嶽山噴

火後「災害対策基本法」一部改正で大規模地震や大雪等の災害時における緊急車両

の進行ルート確保のための放置車両対策等が規定された。 

⑤ 災害対策基本法についての概要、平成 24 年の一部改正点、平成 25 年の一部改

正、平成 26 年一部改正点、等、内容について説明があった。 

⑥ 自主防災組織及び消防団行政についても現状と施策、課題、取り組みについて

説明を受けた。 

⑦ 所感 

以上、防災行政関係の施策について、原則や大規模地震対策特別措置法に基づく

対策について懇切丁寧な説明を受けた。また水害・土砂災害からの避難対策、防災

教育・避難訓練、また地域における住民が主体となった避難に関する取り組み強化

策、福祉と防災の連携による高齢者の避難行動に対する理解促進、防災情報の提供、

警戒レベルについて避難勧告についてのガイドラインの変更点、また、自治体の災

害対策本部の支障事例についても紹介があり、その対応策、非常用電源の整備や災

害対策本部となる公共施設の耐震化、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取
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り組み指針の概要についてなど、多くの資料に基づき詳しく説明を頂き、詳細に分

かりやすく、改めて確認する部分、三豊市の課題や新たに認識するところもあり、

大変参考になり意義ある研修であった。 

“スマートウェルネスシティ健幸つくりは「まち」づくり” 

日 時 令和元年 8月 2日 

場 所 千葉県柏市 ㈱つくばウェルネスリサーチ 

先端技術を用いた事業展開 

健康長寿社会を実現するスマート ウェルネス シティの取り組み 

１、事業目的「日本全国を元気にする！」 

・科学的根拠に基づく健康づくりのコンテンツ開発とサービス 

・中年層から一般高齢者、介護認定者までの幅広い層とより多くの住民が参加及

び継続できる健康づくり事業の展開 

２、具体的事業内容 

  ① 筑波大の研究成果に基づき、約 10 万人の実施データを基に成果の確認された

科学的根拠に基づいたプログラム。 

  ＊有酸素運動（ウオーキング）…内臓脂肪減少 

  ＊筋肉トレーニング…サルコべニア転倒予防  

  ＊栄養プログラム…低栄養対策（メタボリックシンドローム予防） 

  ② 一人一人の体力・身体活動量・ライフスタイルに応じた個別運動・栄養プロ

グラム 

   安全性に考慮、事故発生はゼロ 

③ 体力向上に応じたフィードバックにより成果を継続できる仕組み 

④ 40 歳から 80 歳まで体力年齢の若返り効果を確認 

３、スマートウェルネスシティ施策とは  

  これまでの健康施策は健康部門単独で担当しており、医療系の専門職中心に企画

していた。 

  これは狭義の健康施策で、成果が小さいという現状である。 

そこでスマートウェルネスシティ施策は、健康づくりを食事、体力活動量、ヘル

スリテラシー、都市環境、教育・収入レベル、交通網、ソーシャルキャピタル、な

どに因数分解し総合政策として健康づくりを推進する。そのことにより健康寿命の

延長や医療費の適正化という大きな成果が上がっている。 

加盟自治体は 39 都道府県 89 区市町村になっている。例として白子町の事例とし

て、人口 11448 人 事業参加 1400 人（参加率 12，2％）白子町の医療費の推移は

平成 22 年から平成 27 年まで右肩上がりで増加傾向であったが、平成 28 年度は一

人当たりの総医療費が年間約３０００円減少し、白子町の総医療費は約平成２７年

度と比べ平成２８年は約２憶９２００万円減少するという成果が出ている。 
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スマートウェルネスシティ施策とは 多くの住民が健幸になれるためのまちづ

くりであり、すなわち、「歩いて暮らせる街」を創ることである。そのためには 

① 市民が、便利さだけを追求しすぎない生活に変えること 

② 変えるために市民のヘルスリテラシーを高めること 

③ それを自然と行うための環境をつくること 

社会参加（外出）できる場づくりや賑わいづくり、快適な歩行空間整備、車依存

から脱却するための公共交通の再整備が必要となる。 

また、健康講座など開催してもいつも参加者は同じ顔ぶれで、健康活動に無関心

層の存在が医療費抑制に壁となってきていることも否めない。 

無関心層対策として 

① インセンティブシステムの開発…健康ポイント事業 

② 無関心のまま健康にできるまちづくり…歩いてしまうまちづくり 

③ 無関心層にも健康情報が届くインフルエンサーの養成…口コミだと届く仲間知

人からの声掛け 

ＴＷＲ（つくばウェルネスリサーチ）による健幸クラウドＡＩシステムで住民の

７割のデータを一元化処理することで自治体共用型健幸クラウドシステムで現状

将来分析と保健指導モデリングを導くことで、課題・要因を発見し、課題解決のた

めの施策候補を提示、実施された施策の評価を行う。つまり健康課題の分析、政策

課題をＡＩで解決するシステムを通しＰＬＡＮ計画・ＤＯ実行・ＣＨＥＣＫ評価・

ＡＣＴＩＯＮ改善とすることでスマートウェルネスの実現が可能となる。 

健幸まちづくり施策による医療費抑制効果は、例として見附市の後記高齢者の一

人当たりの医療費平成２０年 平成２８年の推移では全国の平均より約２０万円

の差が開き、見附市の医療費は減少傾向となっている。 

無関心層の行動変容を促す６市（伊達市・大田原市・浦安市・見附市・高石市・

岡山市）連携健幸ポイントプロジェクトでは１２０００人による実証実験が行われ

た。６市全体における医療費抑制額は５、３億円と試算され、これに地域経済波及

効果額の１，２億円を加算し、事業費の１，８億円を減算すると効果額が４，７億

円と試算された。このプロジェクトにより医療費や地域経済への効果も期待できる

という事である。 

三豊市においても高齢化が著しく進んでいる。超高齢化の三豊市はどのような社

会をめざすべきか。健康や社会保障の課題解決となるまちづくりを進めるべきであ

り、総合計画も策定され、三つのゾーニングも示された。先日も詫間町の造船所跡

地や支所周辺、詫間駅及び高瀬駅周辺のグランドデザイン発表となったが、多極ネ

ットワーク型のコンパクトシティを目指す三豊市は、まちづくりに住民の生活環境

の整備と公共交通の再編は欠かせない現状である。健康づくりはポイント制度事業

を導入活用することで健康に取り組む人の拡大や個々人の取り組み目標などが明

確になるメリットもあろうと思われる。自然に歩いてしまうまちづくり、社会参加、

居場所づくりも重要である。車依存からの脱却、歩けば買い物、病院、学校や図書

館など公共施設や公園があるなど歩いて暮らせるまちづくり、ＡＩでデータを集積
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し、健幸アンバサダーによる健康情報などコミニィケーションで健康無関心層にも

働きかけ健康に取り組む人の拡大を推進する。この効果が地域経済効果をうみ、ま

た医療費削減にもつながるという。三豊市のまちづくり、健康延伸の取り組み施策

として大変有意義であり、積極的に取り組むべきであると考える。大変参考になる

研修でした。
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総務常任委員会 行政視察研修所感

委員名 西山 彰人 

墨田区子ども読書活動推進条例の制定 

研修先 東京都墨田区 

研修月日 令和元年 7月 31 日 

墨田区議会で、本格的な議員提案の条例はこの条例が、初めてのようである。 

平成 13 年に、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行され、「隅田区子ど

も読書推進計画」が策定されている。このような中、子どもの読書環境を整備するた

め、条例制定の必要があるとして、検討を進めた。 

平成 28 年度に墨田区文教委員会で、提案され、素案を作り、全議員に配布し議論

が始まり、平成 30 年 12 月議会で可決成立まで、3年間の議論を経ている。 

感想としては、当局も「隅田区子ども読書推進計画」を作り、子どもの読書につい

ては推進しており、議会との争点もなく、それでも条例を作るのかについては、三豊

市議会として議論が必要である。 

観光行政

研修先 東京都中央区

研修月日 令和元年 8月 1日

観光行政についての研修であったが、規模が大きく、多くの観光客が来ている中で

どうするのかを、考えながら実践していることを強く感じた。

防災対策

研修先 消防庁

研修月日 令和元年 8月 1日

防災対策について、特に気になったのは、三豊市でも消防団員のなり手がすくなっ

て、困っているとの話をよく聞く。

消防庁では機能別消防団員・分団制度の導入を検討しているようである。三豊市で
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は、地位との結びつき、地域のため、知って人に勧められてなどの理由で入団したと

の話をよく聞くが、人間観関係や地域の結びつきが薄れている中、この機能別消防団

員・分団制度がどうなっていくのか注目したい。

先端技術を用いた事業展開

研修先 （株）つくばウェルネスリサーチ

研修月日 令和元年 8月２日

自治体向け事業

大量の情報を処理し、地域型大規模ヘルスケアポロジェクトが稼働していた。

 健康のための運動（健康づくり）は香川県でも提案されているが、発信されている

情報がどうすれば市民に届くのかを分析し、口コミがよいとして、「健幸アンバサダ

ー」の導入により効果ありとのことであった。

また、市民が運動することにより、国保の支出が何円減少するかを予測し、減少す

るのであればと多くの予算を取り、事業展開している公共団体あった。三豊市でも、

周知のための方法と、予算の検証をすべきと考える。

議員視察で、いつも思うのは、こんな研修こそ職員がすべきと思うが、提案したい。
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総務常任委員会 行政視察研修所感

委員名 湯口 新

【墨田区議会】

議員提案による条例制定は、議会や議員側から市民の想いを形にしていく上で非常

に有効な手段である。本来、議会は条例を提案・制定する権利を有しているが、三豊

市では過去に一度も議会側からの条例制定は行われていない。これを「健全な行政が

運営されているから」ととるか「議会・議員の怠慢」ととるかは市民の判断となるが、

議会側としても議会改革を行なっている中で、議会側から条例を提案・制定すること

は、積極的な議会・議員活動にもつながり、また議会・議員の質向上にもつながるも

ので、今後の更なる積極的な活動を目指している三豊市議会としては価値のある動き

だと考える。

今回の視察先である墨田区議会でも同じく議員活動の質の向上を目指した議員の

行動により、まずは委員会からの条例提案を目指した。しかし委員会内での意見がま

とまらず、議員提案へと形を変え提案を再び目指し、制定された。その過程において

は実に 3年の時間を要している。また条例案を作成するにあたり、法務担当の職員に
チェックしてもらったり担当課の職員と話し合ったりと行政側とのコミュニケーシ

ョンもしっかりとっている。初めて条例制定を目指す議会には同じような問題が起こ

ると考えられる。先進事例や実体験を勉強しながら、三豊市にあった、三豊市に必要

な条例を制定することにより、更なる議会活動の充実による地域住民の福祉の向上を

目指す上で学ぶことの多い研修となった。

【中央区役所】

日本の中心地ということで三豊市とは観光客の量や商店の数など全てが比べ物に

ならない環境ではあるが、行政の役割としては基本的に同じで民間の活力を活用しな

がら行政としてはバックアップをメインとしている。その中で、まずは様々な民間の

持つ情報を観光協会の運営する情報センターに集約していて、民間の持つ観光情報が

様々なところで共有できるようにしているのはいい。また、まずは区内を三つに分け、

それぞれの特徴を活かした観光戦略を練り、その上で区を超え近隣の区や東京全体を

も見据えた観光政策を考えるという手法は三豊市としても今後もっと積極的に活用

すべき事例だと感じた。Wi-Fi 環境は都内色々なところでいろんな事業者が無料
Wi-Fiを飛ばしているのを確認したが、三豊市内でそれを待つのは難しいのでやはり
行政主体で目的を持ったWi-Fi環境の整備は必要であると思う。
そして何より観光協会（三豊市では観光交流局）との良好な関係を築きながら、三

豊市の観光の中心となるべき観光案内所の設置は早急に必要だと感じた。
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【消防庁国民保護・防災部】

「防災まちづくり大賞」の受賞事例は勉強になった。実際に地方自治体が工夫を凝

らして行なっている先進事例は勉強になる。また総務大臣が各都道府県知事・各市区

町村長宛に出している書簡は今まで読んだことがなく、大臣が出している書簡の内容

などを把握することで国の考えと連動した地方自治体の動きの提案ができるのでそ

ういうものにも目を向けるキッカケとなった。

これまでのデータをもとにこれからの自然災害などが起きる可能性の予測なども

説明いただいたり、災害に対する行政のお金のかけ方によっても災害規模が変わる可

能性があるなどの説明もいただき、地方自治体でも限りある予算をどこにどのように

使うかということへのチェックは議員としても厳しく見ていく必要があると感じた。

災害対策基本法における市町村の責務と権限では、市が防災に対する対策を実施する

責務を有し、災害応急対策及び応急措置を実施する義務を負っていること、またその

ために市長には様々な権限が与えられていることを学び、その権限をどう執行してい

くかが防災の一つのポイントにもなり得ると思った。

今回の研修は、多くの資料を用意してくださり順次説明してくださったが、説明だ

けで時間が終わってしまい、質疑応答をする時間がとれなかった。一方的に知識や情

報を聞くだけでは自分の自治体に落とし込むポイントが聞けず、消化不良の研修とな

った。せっかくの貴重な機会なので今後の研修の改善点として提案していきたい。

【（株）つくばウェルネスリサーチ】

大学教授が立ち上げた企業であり、多くの地方自治体や国家行政機関との取引があ

るため、地方自治体の現状の改善点や問題点をピンポイントで捉えていて「なるほど」

と思える内容の多い研修となった。AI についての議員側としての考え方や付き合い
方などもお聞きしたが、「AIに対して過度の期待はギャップをうむ」という発言や「AI
はあくまでもメソッド」という発言もあり、あくまでも AIをどう使うか、何のため
に使うかが重要であり、中心は人や政策であり、AI はそれを補完するものであると
捉えることの重要性にも気付かされた。

また健康ポイントについても聞いたが、「健康ポイント制度の質を上げる必要が有

る。やり方とこだわり。予算からの発想では結果は出ない。結果から逆算が必要。」

という言葉は今の三豊市に足りないポイントとして響いた。現状の三豊市の健康ポイ

ント事業は県からおりてきた事業をこなしているように感じる部分があり、担当職員

のヤル気が事業に反映されていないように感じるが、それは予算から考えているから

ではないか。しかし結果から逆算しようとすると説得力のあるデータや数字、先進事

例が必要となり、そういった面を議員としてもフォローすることにより、より良い健

康ポイント事業はおよび自治体づくりにつながるよう更に学び提案していく必要が

ある。今回の研修により更に学びを多く得られる企業と繋がりができたことを有効に

活用し、今後の市政へのより良い提案につなげていきたい。


