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会派行政視察結果について、下記のとおり報告書を提出いたします。 

 

記 

 
１．期  間  平成２８年７月１３日（水） ～ 平成２８年７月１５日（金） 

 

２．日  程   

７月１３日（水） ■ 燕市役所    １３時３０分 ～ １５時１５分 

        ○つばめ若者会議について 

 ■ 新潟駅周辺  １７時００分 ～ １８時００分 

○BRTおよび新潟駅周辺整備について 

７月１４日（木） ■ 柏崎市役所  １３時００分 ～ １４時４５分 

○健康宣言「からだ・リフォーム計画」について 

   ７月１５日（金） ■ 上越教育プラザ（上越市） １０時００分 ～ １２時００分 

            ○コミュニティ・スクール事業について 

 

３．参 加 者  草政会  木村 辰已  棚橋 幸男  中村 孝蔵  瀬川 裕海    

  横江 政則  小野 元嗣  永井 信雄  山元 宏和    

              中島 美徳  西田  剛  奥村 次一  中嶋 昭雄 

        くさつ維新の会  遠藤  覚 

 

４．添付資料          

    別紙のとおり 



燕市行政視察報告書                     

 文責 小野元嗣 
 
１.目的 
燕市は、平成 25年 6月 30日につばめ若者会議が発足され、20年後の燕市について若者
が主体的に考え、まちづくりを実行されています。 
これからの社会の中心的な役割を担う若者がまちづくりに参画する仕組みづくりは草津

市としても大変重要な視点で考えており、燕市の取り組みを調査研究し今後の草津市行政

運営の参考とさせて頂くため行政視察に訪問させて頂きました。 
 
２.事業概要 
燕市ではこれまでも各種審議会や委員会を設けてこられましたが、若者の参画が芳しく

なく、若者の声がまちづくりに活かされておらず、市民アンケートでも、39 歳以下のまち
づくりの満足度は「どちらでもない」が多く、まちづくりへの関わりが少ない状況が続いて

いましたことから、若者が参加しやすく、主体性を持てる新しいまちづくりのプロジェクト

として、若者だけにターゲットをしぼり、若者だけで語り合う場『つばめ若者会議』を立ち

上げられました。 
つばめ若者会議は、若者のエネルギーをまちづくりに活かしながら、人材育成などを行う

ことを目的に平成２５年に発足し、燕市を楽しくしたいと思い、まちのために必要なこと、

大切なことを創造し、主体的に動こうという気持ちを持った若者が集まり活動されていま

す。 

 
『つばめ若者会議』とは？ 
  ■会議の目標 
  ・理想とする燕市の将来像を実現するためのアイデアを考える 
  ・若者のまちづくりに対する意識の醸成 
  ・若者同士の交流による「つながり」の強化 
 
  ■会議のかたち 
  ・全体会議 メンバー全員で話し合ったり、交流・情報共有を行う会議 
  ・WEB会議 WEBサイトに掲載する内容について話し合う会議 
  ・運営会議 内部組織の運営委員会が若者会議の運営について話し合う会議 
  ・自主会議 チームやプロジェクト毎にそれぞれの活動内容について話し合う会議 
  ※つばめ若者会議は、ワークショップ形式による話し合いをメインに、会議を行ってお
られます。 http://tsubame-wakamono.com/about/ 



■組織構成（メンバー４１名、研究生２１名（平成２８年６月末現在）） 
メンバーは、年会費 1,000円で年齢 40歳以下。燕市のために力を発揮したい人、つばめ
の幸福論を実現するため主体的に動こうという気持ちを持つ人。 
メンバーではありませんが、年齢 30歳未満でつばめ若者会議に興味がある人。若者会議

を知りたい。たまに関わりたい。応援したいという人を対象とした研究生という制度もあり、

SNSやメールで若者会議のイベント情報・スタッフ募集などの情報が届きます。（ファンク
ラブやメルマガ会員のようなものです。）  
この他にも、燕ジョイ活動部というものもあり年会費無料で 15歳～29歳の人で、楽しみ
ながら活動のできる人が対象の組織もあります。（出身地域は問いません。研究生としての

登録となります。活動内容については、部員（参加者）のやりたいこと、ノリから生まれた

アイデアの実行が活動です。） 
 
３.所見 
つばめ若者会議は 39歳までに入会すれば 40歳以降も在籍できます。現在は、30歳～40
歳が中心にメンバー構成されており、事務局を運営されていますが、高校や大学との連携や

29 歳までのメンバーが少ないことなど、若年層のメンバー募集に苦慮されておられるとの
事です。 
今回の燕市行政視察を通して、草津市では例えば、アーバンデザインセンター南草津など

若者のまちづくりに役に立つ課題や対策が学べ、若者がまちづくりに参画している先進地

として今後も調査研究が役立ちます。 



新潟市行政視察報告書 
文責 小野元嗣 

 
１.目的 
 新潟市では、超高齢社会、環境問題、まちなか再生などに対応するため、過度にマイカ

ーに依存しなくても誰もが移動しやすい交通環境の実現に向けた取り組みを進めておられ

ます。 
 とりわけ、多くの都市機能が集中している都心部においては、マイカーを使わなくても

移動しやすいサービスレベルの高い交通環境を整備していくため、新たな交通システム

「BRT(Bus Rapid Transit)」の導入を進めておられ BRTの導入と併せて乗り換え拠点など
を整備し、まちなかのバス路線を効率的に再編・集約し、生じた余力を郊外路線の維持・

拡充にあてながら、駅周辺整備も合わせて全市的なバス路線再編を図る「新バスシステム」

により、将来にわたって持続する公共交通の実現を目指されているところを自主調査させ

て頂きました。 
 
２.事業概要 
交通とまちづくり関連の取組みや課題を総合的に判断し、施策展開の調整を行い交通機

関の利用者や来街者などの多様なニーズの把握・分析から得られる知見等を活かし、施策

展開や啓発・広報等の検討を行うこと。 
また、民間企業等によるまちづくりと、市の施策とが、効果的に連携するための調整を

行うこと。 
 
新潟市都市圏交通の目標 

1.多様な都市活動や地域間の交流・連携に対応した移動しやすい交通体系 
2.信頼性・安全性・快適性・選択性に対応した災害に強い、質の高い交通体系 
3.都市の発展と環境との調和に向けた持続性を支える交通体系 
 
３.所見 
昨年、新潟市はまちづくりの大きな転換期を迎えました。大和跡地の再開発計画が動き

出し、まちなかの機能再編がこれを機に本格化してきています。BRT を核とする新バスシ
ステムも運行され、まちなかの骨格を変える大事業としては新潟駅周辺の連続立体交差事

業と、新潟バイパスからまちなかへスムーズに車で移動できる整備計画を実行されていま

す。 
草津市も草津駅及び南草津駅周辺の道路や交通整備を行うにあたり、新潟市の BRT及び
新潟駅周辺の整備計画の調査研究がこれからの草津市の立地適正化のまちづくりに役立ち

ます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【健康宣言「からだ・リフォーム計画について」】 
報告者 草津市議会会派  草政会 

      永井 信雄 

Ⅰ 行政視察の概要 
 １、日 時  平成２８年７月１４日（木） 午後１時００分～午後２時４５分 
 ２、視察先  新潟県柏崎市 
 ３、視察項目 健康宣言（からだ・リフォーム計画について） 
 ４、視察の目的 
   生活習慣病の予防のため市民一人ひとりが自らの健康状態を正しく知り、日常における食事 
や運動など生活習慣の改善に自ら取り組むための支援と取り組みやすい環境づくりをどのよう 
に行われているのか。また、取り組まれた成果や課題について学ぶ。 

 ５、参加者 
    草政会  木村辰巳 棚橋幸男 中村孝蔵 瀬川裕海 横江政則 小野元嗣  

永井信雄 山元宏和 中島美徳 西田剛  奥村次一 中嶋昭雄 
    くさつ維新の会  遠藤覚 
 

Ⅱ 行政視察の内容 
 柏崎市本庁から北へ８００ｍの位置日本海に面した所に健康管理センターの建屋にて、平成２４

年度より年２回、１８歳以上６５歳未満の方を対象に１泊２日その後、各３か月間のフォローアッ

プ集会で“外側、内側の改造！「からだリフォーム計画」”が実施されています。 
１回の募集人員は１５人（応募者多数の場合は抽選）この事業は１泊２日（合宿）が一番の特徴

であり、参加された方からは衣類のサイズがダウンした、膝の曲げ伸ばしが楽になった、薬が減っ

た（なくなった）など、うれしい評価をいただいておられます。ただ、合宿関係費用として７，８

００円（３人部屋、相部屋）～８，３００円（個室）程度の費用がかかり最近では申込人数が少し

ずつではあるが減りつつあります。 
また、過去に 1度チャレンジされ、リフォームに失敗された方から 2度目のチャレンジ希望の方
もおられますが基本的にはリピートは認めてないので今後救済処置を検討するなどの課題もあると

のことでした。 

  



Ⅲ からだ・リフォーム計画について 
1、 事業の目的 
① 生活習慣病のため市民一人ひとりが自らの健康状態を正しく知り日常における食事や運動
等生活習慣の改善に自ら取り組むための支援と取り組みやすい環境づくりを進める。 

② 市民自らが自身の健康課題を抽出し、個々の健康目標、食事や運動の行動目標を健康宣言し、
実践継続することを支援する。「柏崎らしい健康プログラム」を構築する。 
 

2、 事業の概要 
① 対 象  おおむね６５歳未満で体脂肪や体重の減少に取り組みたい人 
② 募集人数 １コースあたり２０人 
③ 日 程  ５月、９月、１１月、からはじまる３コース実施 
④ 参加費用 １人おおむね８，０００円(一泊二食の宿泊費用及び昼食代、テキスト代は別）                  
従事職員 柏崎市元気支援課保健師、管理栄養

士、理学療法士、かしわざき振興財団健康運動

指導士                   
⑤ 主 催  柏崎市              
⑥ 共 催  （公財）かしわざき振興財団 

 
３、１コースの流れ 
  〔生活習慣リセット合宿〕 
   ・市内宿泊施設に２４時間滞在(土曜日の午後から日曜日の午前) 
   ・食事の適正量や運動の学習と体験 
   ・各種測定（体組成、腹囲、血圧、体力）の実施 
   ・写真撮影（ビフォア体型） 
   ・３ヶ月間の取り組みと３ヶ月後の体重等の目標を宣言 
  〔フォローアップ集会①（１ヶ月目）〕 
  〔フォローアップ集会②（２ヶ月目）〕 
   ・市の施設で土曜日の午前に実施   

・運動復習、個別面談、グループワーク 
   〔まとめの集会（３ヶ月目）〕 
   ・市の施設で土曜日の午前に実施 
   ・各種測定（体組成、腹囲、血圧、体力）の実施 
   ・血液検査（地元医師会に委託） 
   ・写真撮影（アフター体型） 
  ・今後の取り組みと体重等の目標を宣言（健康再宣言） 
 
 



Ⅳ 行政視察を終えて（所感） 

   私達が普段はあまり気にかけない健康、健康体が当たり前のように日常生活を送っています。し

かし、年齢と共に気力、体力、体内機能等の限界を感じます、その限界を少しでも後進する事によ

り少しでも他人に迷惑をかけずに楽しい日々を過ごせるために、すべての皆さまが元気で充実した

人生を送ることの大切さを知っていただくために柏崎市におかれましては、市民の生命を第一と考

えられこのような「からだ・リフォーム計画」を実施されておられることに感動しました。 
本市においても今年度より「健幸都市宣言」や健幸ポイント制度を導入され、市民お一人おひと

りの健康寿命を延ばす施策を実施しております。大変市民にとって良いことと思います。研修先の

柏崎市も行われている健康ポイント制度、本市の健幸ポイント制度とほぼ内容的にも同じ制度です

が、本市の場合は、５０ポイント達成するとＱｕｏカード(５００円分)と交換できますが、柏崎市で
はそのポイントを地域の小、中学校へ運動用具を寄付されておられ昨年実績では１３万円分が運動

用具の購入に充てられたそうです。 
今後、それぞれの制度参画の意向は異なりますし、まずはより多くの方々に参画してもらうこと

が何よりも大切だとは思いますが、柏﨑市のような使い方または、地元まちづくり協議会等への寄

付制度も考えていけばさらなる事業展開の広がりがあってよいかなと感じました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



行政視察報告書 
【コミュニティ・スクール事業について】 

 

報告者 草津市議会会派 くさつ維新の会 

                     遠 藤  覚 

 
Ⅰ 視察の概要 
１ 日 時  平成28年7月15日(金)  10時00分～12時00分 

２ 視 察 先  新潟県上越市  上越市教育プラザ 
３ 視察項目  コミュニティ・スクール事業について 
４ 視察目的  地域と学校の連携については、本市においても課題であり、これからの教育の

あり方を考える上で大切な視点でもある。すでに、上越市が実施している、学校が

家庭や地域と連携して教育を推進する体制づくりを支援し、よりよい教育の展開

を目的とした『コミュニティ・スクール事業』について視察を行い、本市の行政運

営の参考にしていくため。 
５ 参 加 者  

草政会  木村辰巳 棚橋幸男 中村孝蔵 瀬川裕海 横江政則 小野元嗣  
永井信雄 山元宏和 中島美徳 西田剛  奥村次一 中嶋昭雄 

        くさつ維新の会  遠藤覚 
 
 
Ⅱ 行政視察の内容 
１ 事業の概要 
    学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、

一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進め

る仕組みである『コミュニティ・スクール事業(学校運営協議会制度)』について、上越市では
平成 24年度より市立の全小・中学校(小 52、中 22)で実施、平成 28年度より市立の幼稚園(1)
も含め実施されている。本制度導入に至った経緯として、平成 20年度に、全中学校による 5
日間の職場体験活動を通して、キャリア教育の推進を目的とした『上越「ゆめ」チャレンジ事

業』の実施。平成 21年度には、地域が主体となった青少年の健全育成と地域の教育力の向上
を図ることを目的として、全 22 中
学校区に『地域青少年育成会議』を

設置された。そして、平成 24 年度
より、平成 16 年制定の「地域教育
行政の組織及び運営に関する法律

第 47 条の 5」に定める『学校運営
協議会』を設置するに至った。（詳細

は資料のとおり） 
 



    『学校運営協議会』について(上越市の場合) 
      役割…①学校運営の基本方針を熟議し承認する。 
         ②学校運営全般に意見を述べる。 

         ③学校の運営状況を評価する。 

      構成…保護者、校長・教職員、地域住民、関係行政機関の職員、学識経験者 

         教育委員会が適当と認めたもの 公募市民 (15人以内) 

         任期は一年(再任可) 協議会会長・副会長は委員の互選 

         委員は特別職の公務員となる(個人情報等を取り扱うため) 

 
２ 家庭や地域、教職員等の評価について 
  アンケート等を行っての評価は行ってい

ない。子どもたちと地域住民との関係が強

化され、お互いに顔なじみの関係となって

いる、子ども達も大人から見られている、見

守られていると思っており、問題行動の抑

制につながっている。また、標準学力検査

ＮＲＴでは、全ての小学校および一部の中

学校にて、全国平均を上回っている。 
 
３ 質疑応答 
  Q：教職員の負担が大きくなっているのではない
か？ 
  A：担任等教職員の負担にならないように配慮して

おり、教頭を中心に行なう等、負担とならない仕

組みを取り入れている。学校によっては全教員が

運営協議会に入っている学校もある。 
  Q：当該制度を導入できた経緯について 

A：以前の教育長の強力なリーダーシップによる 
ものである。導入当時は多くの異論等があった 
が、現在は安定的に運用されている。 

  Q：『コミュニティ・スクール事業』が全国的に 
幅広く導入されていないのは何故か？ 
A：教職員の意識を変えるのが大変難しいと考え 
る。全国的に導入されている学校評議員制度と 
違って、本制度では保護者や地域住民が学校の 
共同経営者となり、取り組みが活性化されてい 
る。 

 

 

 

 



４ まとめ 
  『コミュニティ・スクール事業（学校運営協   
議会）』については、平成 16年に制度化され、 
以後 46都道府県 2,806校 303設置者（平 
成 28年 4月現在）と年度毎に増えてきたとは 
いえ、全国的に見れば、まだまだ導入が進んで 
いないのが現状である。また、各市町村におけ 
るすべての公立小中学校で導入しているとこ 
ろは少数である。 
『コミュニティ・スクール事業（学校運営協

議会）』を 
導入する場合には、市民や有識者等の意見や

先進地での実例を十分に吟味した上で、計画的

な導入を行なっていく必要がある。本市においてはすでに地域協働合校推進事業等を行なってお

り、『コミュニティ・スクール事業（学校運営協議会）』に代わる仕組みが出来つつある。新しい

制度の導入には、強いリーダーシップのもとに行なわれなければならないと考える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


