
平成３０年１１月２２日 

 

草津市議会議長 

奥村 次一  様 

 

                         市民派クラブ 

                          会 長  奥村 恭弘 

 

草津市議会 市民派クラブの平成３０年度政務活動費実施研修（会派研修）の結果に

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３０年１０月１５日（月）～１０月１７日（水） 

  

２ 視察先および調査事項 

（１）１０月１５日（月） 

北海道函館市：函館アリーナ １４時００分～１６時００分 

・「函館アリーナ」について 

     

（２）１０月１６日（火） 

北海道函館市：公立はこだて未来大学 １０時００分～１２時００分 

    ・「スマートシティはこだてプロジェクト」について 

  

 （３）１０月１７日（水） 

福島県会津若松市：会津若松市役所 １０時００分～１１時３０分 

・「スマートシティ会津若松」について 

 

 ３ 参 加 者 奥村恭弘・宇野房子・土肥浩資・八木良人 

 

４ 報告書・資料   別紙のとおり 
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市民派クラブ行政視察報告 

（文責 奥村恭弘） 

□視察先     北海道函館市 

□視察内容    函館アリーナについて 

□視察日時    平成３０年１０月１５日（月）１４：００～１６：００ 

□視察先担当者  函館市教育委員会 生涯学習部 スポーツ振興課  

課長 大野 孝悦さま 

                  主査 高橋  浩さま 

 

□視察目的     草津市では現在、平成３１年度からの供用開始に向けて、収容人数３， 

５００人程度の体育館建設が、草津駅前で進んでいます。当該体育館は、 

本市において最も大きな体育館となることもあり、今後の本市体育館の 

運営等に活かしていくために、函館市の「函館アリーナ」ついて視察し、 

ご教示頂いた。 

 

□「函館アリーナ」について（視察項目） 

１． 函館アリーナ施設（ハード面）全般について（※喫煙所について） 

・敷地面積２３，６６５．３５㎡、鉄筋コンクリート３階建て（一部鉄骨構造）、延 

べ面積１５，６９３．７０㎡。 

・大小２つの楕円形形状の建物をホール部分で結ぶ形状をしており、制振構造の採用 

や浸水対策を施すなどの災害に強い建物となっている。 

   ・夏も冬も快適に利用できるよう、全館冷暖房完備とするとともに高性能無線 LAN 

システムを採用するなど、快適な利用環境の整備に努められている。 

   ・メインアリーナ棟には、バスケットボールコート３面分（２，８６０㎡）を確保。 

あわせて各コンベンションにも対応できるよう床荷重５トン／㎡を確保したメイ 

ンアリーナをはじめ、最大４室として利用可能な控室、利用者の憩いのスペースと 

なるカフェラウンジ、車いす席２６席を含む総数２，１２０席の固定観客席、１周 

２５０ｍとなるランニングコースなどを設置されている。 

   ・メインアリーナには、各種コンベンションの開催時に土足で利用可能となるよう、 

オリンピック競技の開催実績もある屋内スポーツ用長尺弾性塩ビシートを床材と 

して採用、各種競技の全国大会が開催できる１２．５ｍの天井高を確保、鉄筋コン 

クリート制の屋根下地や吸音効果の高い壁材を使用するなど、防音や音響に配慮し 

た内部仕上げされている。 

   ・サブアリーナ棟には、１階に各種武道競技が行えるよう武道館を設置、２分割が可 

能で、会議だけでなくダンスなどの軽スポーツの利用も可能な多目的会議室とスタ 

ジオをそれぞれ２室ずつ配置。２階には、バスケットボールコート１面分の約１， 

０００㎡の広さを有するサブアリーナを配置、最新のトレーニング機器を備えたト 
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レーニングルームを設置。３階にはサブアリーナ用の観客席として、車いす席８席 

を含む総数２０８席の固定席を設けるとともに、１周１３０ｍのランニングコース 

を配置されている。 

   ・武道館の設置について、日常的な練習をはじめ中規模の大会が開催可能な施設とし 

て整備。６０席相当の観客席を配置するとともに、同時に３つの競技の練習が可能 

となるよう可動式間仕切りで３分割できるようにし、床材としてオイルステイン塗 

りのフローリングを採用し、１２人立ちの弓道大会が開催できる収納式の乾式的場 

を設置されている。 

※喫煙所について 

・平成３０年４月に敷地内は禁煙とされた。現在は、入口近く（搬入庫入口近く）に 

灰皿を設置されており、今後も更に検討する予定。 

 

２． 建設前の検討段階において、施設規模や予算について、どのような議論により決定し

たのか。 

・当時の市民体育館のあり方について、「あり方検討懇話会」を立ち上げ検討された。 

・施設整備の諸条件について検討を進め、市民スポーツの活動拠点施設として、大規 

模なコンベンションにも対応する機能を備えた多目的アリーナとして新築整備す 

るとの方針を決められた。⇒函館アリーナ整備基本計画を策定（平成２３年９月） 

・最終の計画は、パブリックコメントを市民に行い決定された。 

   ・「函館アリーナ整備基本計画」の基本方針として①「行うスポーツ」環境整備、② 

「見るスポーツ」の機会の充実を掲げられた。 

   ・当初設計では約６３億円で設計されていたものが、労務単価の上昇等により、予算 

額が７０億円を超えたために、可動式席を止め、また、メインアリーナの下に設置 

が計画されていたサブアリーナの見直しが行われた。（変更） 

   ・総事業費 約８０億円 

内訳 国交付金  約３億円（学校施設環境改善交付金） 

道交付金  約２億６，０００万円（地域づくり総合交付金） 

         合併特例債 約７１億円 

         寄付金   約４，０００万円 

         一般財源  約２億円 

 

３． 施設の活用状況において、想定通りに活用されているのか。 

・現在、稼働率は算出されていない。利用料金収入は、予算額を上回っている。（平 

 成２９年 ７００万円の還元金あり／駐車場利用実績を含む） 

 

４． 函館市民にとってのアリーナの活用や位置づけについて 

・コンセプト通りに、競技会、スポーツ大会、コンベンション、コンサートとして活

用されている。また、災害発生時の避難所としての役割を担っている。 
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５． 大会開催についての運営等や大会実施および大会開催のための会議運営について 

・メインアリーナ、サブアリーナを使用する際には、設置されている会議室も利用さ 

れることもあるが、アリーナと会議室は、別借りとなっており、大会等で一緒に使 

用されることもあり、そのような場合には同時に申し込む必要がある。 

 

６． 施設運営について（公民連携） 

・施設は、多目的アリーナとして運用すること、そして、敷地を共有する市民会館も 

あわせて管理することにより、２つの施設をフルに活用して多種多様な利用が期待 

できることから、平成２７年４月から３ヶ年の期間で指定管理者を利用料金制の導 

入を行うこととし公募した結果、（公財）函館市文化・スポーツ振興財団と（株） 

コナミスポーツ＆ライフの２社によるグループが選考された。（これまでは、特例 

により非公募で指定管理者か指定されていた） 

   ・施設に関する市民の声を大切にし、メールでも苦情を受け付けて、施設側にて改善 

に取り組まれている。 

   ・使用される２年前からの申請を受け付け、使用６ヵ月前に許可。申込状況は、ホー 

ムページからでも確認できる。（ホームページからの申込手続きは、なされていない） 

□所感 

 ２０２４年に開催される 2巡目の国民体育大会、全国障害者スポーツ大会に使用できる新

市民体育館「草津シティアリーナ」がいよいよ平成３１年度から利用できるようになります。

施設利用は、スポーツとコンベンションとなっており、市民・住民、各種団体と多くの人た

ちにご使用頂く施設が完成致します。一方では、災害が発生した時の一時避難場所として利

活用を行えるようになります。これらのことからも草津市内では初めて体育館施設に冷暖房

の空調が整備されることとなりました。今回視察致しました「函館アリーナ」の運営形態・

内容も参考にさせて頂きながら、施設の完成度の確認と指定管理者による今後の運営につい

て、引き続き市民目線で提言を行い、草津市にとって他地域に誇れる施設、市民に喜んでも

らえる施設となるよう進めて参りたいと思います。           























行政視察報告書 

（文責 八木良人） 

１． 日時 

平成 30年 10月 16日（火）10：00～12：00 

２． 場所 

北海道 函館市  公立はこだて未来大学 

３． 対応者 

公立はこだて未来大学副理事長 松原仁（教授） 

４． 視察目的 

ICTを活用した次世代モビリティサービスの研究 

５． 草津市の課題 

  草津市の目指すコンパクトシティ＋ネットワークを実現するうえで、公共交通の充実は喫

緊の課題であり、解決策がまだ見えていない現状があります。同様の課題は全国自治体で

も共通あり、その解決に ICTの活用が検討されています。 

 

６． 視察概要 

 全国各地で取り組みがはじまっているスマートシティ構想の

ひとつとして、「スマートシティはこだてプロジェクト」の調査研

究のために、公立はこだて未来大学へ訪問しました。 

 函館では、「函館市役所」「はこだて未来大学」「株式会社未

来シェア」の産官学の協働事業として「Smart Access Vehicle 

Service（ＳＡＶＳ）による次世代モビリティサービスへの取り組

み」が行われています。この取り組みは、いままでの路線バ

スに代表されるような、決まった時間に決まったルートを走行する公共交通ではなく、必要な住民に、

必要な時に、最適なルートによって交通サービス（路線図や時刻表の無い送迎バス）を提供するシス

テムの構築で、IoT や AI を活用して実現を目指すもので、何度かの実証実験を行い成果を出してい

るところです。 

 今回の視察では、この取り組みの中心的役割を担っておられる公立はこだて未来大学副理事長の

松原仁教授に説明をいただきました。説明内容については、別紙の通りとなります。 

 実証実験の一つとして、NTTdocomo が「ＡＩ運行バス」というサービスを構築して行っている例もあり、

企業からも関心の高さをうかがうことができました。 

 システム運用的には、機能することが確かめられていますが、料金設定や既存交通（民間）との調

整が課題として残っているということでした。 



 今後の交通システムにおいては、草津市でも新たな取り組みが必要になってきており、シェアリング

エコノミーとしての交通システムは大いに参考になると思われます。 

  

 

７． 所感 

 人口減少社会においては、公共交通網の整備は難しい課題です。草津市においては、中心市街地

活性化政策をとり、住民の中心市街地への誘導を行っていますが、草津市全体の活性化を考えたと

きには、周辺地域と中心市街地を結ぶ交通網の整備が絶対条件となります。しかしながら、従来のよ

うな交通網（時刻表・ルートの固定）では限界があることも事実であり、函館で視察したような新しい仕

組みの構築が必要になります。 草津市民だれもが、どこに住んでいても自由に移動できるようにす

ることで、まちの回遊性が向上し草津市全体の活性化が図れると思います。 

 今後、草津市においてもＳＡＶＳのようなシステムの導入を検討し、実証実験を積み重ねる必要性を

確信したところです。 

 

 

※ＳＡＶＳとは 

SAVS とは、タクシー（デマンド交通）と路線バス（乗合い交通）の長所を融合した、時間・ルートを固定

せず乗合い車両の配車決定を行うサービスです。 スマートデバイス（IoT）とクラウドプラットフォームを

ベースとしたアプリケーションが通信し、人工知能（AI）がリアルタイムに全車両の走行ルートを決定。こ

の技術により、需要に即した乗合い車両の最適な配車決定を完全自動（無人）で行うことが可能になります。 

 

 





















行政視察報告書 

（文責 土肥浩資） 

１． 日時 

   平成 30年 10月 17日（火）10：00～11：30 

２． 場所 

   福島県 会津若松市 

３． 対応者   

   企画政策部 企画調整課 副主幹 五十嵐 徹 様 

４． 視察目的 

   「スマートシティ会津若松」の取り組みについて 

５． 草津市の課題 

   草津市の高齢率は、市内平均で見ると比較的若いまちと言えるが、湖岸地域や山間部な

どでは全国平均以上に高齢化が進み、人口減少も進みつつある。 

   一方、市として提供するサービスの質を維持または向上しつつ、限られた人員のなかで

多様化する市民ニーズに応えていくためには、情報とインフラの融合が不可欠であり、公

民学の連携が課題になると思われる。進化する ICT技術を積極的に取り入れ、市民生活に

おける利便性と、行政の効率化を並行して高めていかなければならないと考える。 

６． 視察概要 

   別添資料「『スマートシティ会津若松』『地方創生』で目指すまちのすがた」に沿って、

企画政策部 企画調整課 副主幹 五十嵐徹 様 より下記の通り取り組み説明をいただいた。 

■ 会津若松市の状況 

・平成 30年 10月 1日現在で、住基人口 119,680 人、世帯数 51590世帯、高齢化率が約

25％と、草津市と似たような人口および世帯数となっている。しかし、人口ピークは

平成 7 年に訪れており、以降減少が進んでいるため、2035 年には人口 10 万人を切る

ことが予測されている。 

  ■ 会津若松市の課題と方向性 

   ・リーマンショック以降、ファブレス・ファブライト化等が進み、製造業等の工場誘致

などに対する過度の依存にはリスクがある。 

   ・県立会津大学の 8割が県外に就職する。 

   ・震災の影響から、いまも風評被害が続いている。 

   ・大学が立地することや、実証実験等をするにあたって適切な人口規模であること等の

強みを活かし、様々な分野において ICTを活用した産業創出・人材育成をめざす。 



  ■スマートシティ会津若松の考え方 

   ・スマートシティ会津若松の目的。 

健康や福祉、教育、防災、エネルギー、交通、環境など、様々な分野で ICT や環境

技術を活用した取組を推進します。 

① 産業振興を含めた「地域活力の向上」を図ります。（ICT 関連産業の集積などによ

り、新たな「しごと・雇用」を産み出す。） 

② 「安心して快適に生活できるまちづくり」を進めます。（ICT を使って、生活の利

便性を高めます。） 

③ 「まちの見える化」を図ります。（地図上への情報表示や、センサーで取得した情報

を見えるようにし、バス路線の最適化や、空き家の抽出など、まちづくりに役立て

ます。） 

④ 「ICT」が 1 つの独立した分野での取り組みではなく、様々な分野で「ICT」を活

用した取り組みを行っていく。 

 

７． 所感 

   ICTを活用した取組みとなると、高齢者には敬遠されがちだが、パソコンやタブレット

端末を使うことができない方には、身近なテレビを活用した情報配信をするなど、幅広い

年代の住民にも対応していることに感心した。 

   ほかにも、「会津若松＋（プラス）」という、デジタル情報プラットフォームを形成し、

子育てや学校教育、外国人向け観光情報、除雪車ナビなど、様々な分野で ICTを活用して

いる事例を目の当たりにし、これからの行政と市民の新たなつながり方がこのまちにある

ように思えた。 

   今回の視察を通じて得られた学びや知見を、今後の草津市における持続可能な地域社会

の仕組みづくりに役立てられるよう、行政との議論や、提言に繋げていきたい。

 

      今回訪問した会津若松市役所 


























































