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平成３０年７月１０日から１３日にかけて、千葉県柏市、ローカル・マニフェスト推

進地方議員連盟主催「全国地方議会サミット 2018 議会のチカラで日本創生」、岩手県

遠野市へ行政視察に行って参りましたので、視察概要に所感を添えてご報告申し上げま

す。 

 

【千葉県柏市】 

視察項目： スマートフォンアプリを活用したいじめ対策について 

 視察日時： ７月１０日（火曜） 午前１０時から１１時３０分 

 ご対応者： 藤崎英明氏（柏市教育委員会 学校教育部児童生徒課 副参事） 

       渡邊浩司氏（柏市議会事務局 議事課 課長） 

       荒川満氏（柏市議会 議事課 副主幹） 

 

 

 

 



 視察目的： 大津市では平成２４年の中学２年生のいじめ自殺事案の発生とその翌年

の問題発覚以後、いじめ事案の調査審議の権限を付与した附属機関の設置

し、いじめ認知件数を実態に即して把握するための相談経路の拡充、担当

教員の設置等により、先駆的な取り組みを行ってきた。また、平成２９年

度後半期からは、より子どもが相談機関にアクセスしやすいように、ＬＩ

ＮＥ社と提携し、カウンセリング専門団体に委託する形式で、いじめ相談

体制の強化を図ってきた。 

しかしながら、効率性及び有効性の観点から、事業内容については検証

が求められる。本年度は約２０００万円の予算が計上されているものの、

現状は数十件の相談者にとどまり、内容もいじめとは関係ないものが大半

となっている。 

そこで、いじめ対策としてＬＩＮＥとは異なるスマートフォンアプリを

導入し取り組みを進めている千葉県柏市を選定し、事例を伺うこととした。 

 

 事例概要： 千葉県柏市では、平成２８年度から産学官の取り組みとして、千葉大学

と市教育委員会と、ストップイットジャパン社と共に、いじめ対策に関す

る課題解決に向けた調査研究を進めてきた。 

       その中で、いじめ加害者や被害者にだけいじめの原因があるのではなく、

傍観者にも問題があるのではないかと言うことが提起され、いじめが起き

る場所（教室等）にいじめを心配する雰囲気があれば、いじめをストップ

させることができるのではないかと考えた。実際、国等の調査でも、いじ

めを受けた子どものうち相談しない人が多いことも分かってきた。電話や

メール相談も利用は現状少ない。つまり子どものニーズに合致していない

のではないかと考えた。そこで、ＳＮＳでの相談窓口が必要だと考え、全

国で初めてスマートフォンアプリを活用したいじめ相談窓口を設置する

こととした。 

       平成２９年５月にストップイットジャパン社が提供するアプリを活用

し、市内２０中学校でいじめ相談窓口の運用を開始した。相談を受けるの

は学校心理士の資格を持つ教職員や少年補導センター勤務職員等のプロ

パーのみで、現在６名体制である。相談内容の緊急度に応じて専門のチー

ムが立ちあがりいじめ事案に対応できるようにしている。 

       アプリは匿名（学校名と学年は分かるようになっている）で相談するこ

とができ、加害者や被害者などの当事者のみならず傍観者などの第三者も

相談できるようになっている。１カ月で約２０件の相談が現在、寄せられ

ているところである。 

       市のいじめ対策協議会や議会では、当初スマートフォンの利用を助長す



るのではないかという懸念から反対意見があったが、現在は理解が進んで

いる。またウェブ上でのカウンセリングには限界があるのではないかとい

う声もあり、この意見はもっともであるが、今後より有効な活用に向けて

検証を進めているところである。 

       この事業の特徴は、スマートフォンアプリを導入する際に、必ず、いじ

めに関する授業を行うことにしているところにある。子どもが傍観するこ

との問題点を理解していないとアプリの利用はおろか、ダウンロードさえ

されず、事業は進まないと考えられる。さらには、いじめ対策だけではな

く、広く子どもの悩みを拾っていくツールになりうると感じている。例え

ば児童虐待の予防などにも活用できるのではないかと考え、調査を進めて

いるところである。 

 

質疑応答：Ｑ 学校現場との連携は？ 

     Ａ 直営で本市（柏市）は相談受付から対応も行っているので、学校現場と

の連携はスムーズである。ストップイットジャパン社が提供するアプリ

を用いてカウンセリング事業を展開している業者もあるが、直接いじめ

相談者とやりとりして解決できるのは、学校と教育委員会しかないと考

えている。 

     Ｑ 予算は？ 

     Ａ 授業の共同開発が契機だった。企業教育研究会のトップがストップ糸ジ

ャパン社の社長だったので、講師をやってもらうという契約であった。

そのため本来アプリ自体は１ＤＬ３００円とかであるが、本市（柏市）

の場合は、授業のパッケージと言うことで１校あたり４万円で提供して

もらっている。 

     Ｑ ６人という相談体制で回っているのか 

     Ａ 現状は問題ない。しかしこれ以上増えるようであれば、新たに検討して

いくことも考える。 

     Ｑ 運用にあたっての課題は？ 

     Ａ 夜間に相談メッセージが入ってくることもある。職員が対応できるのは

勤務時間内であるが、かえってタイムラグが功を奏している事例もある。 

 

所  感： 千葉県柏市のスマートフォンを活用したいじめ相談事業は先駆性の面、又 

は費用対効果の側面や有効性の観点から、本市（大津市）も参考にすべき事 

柄が多くあったように考える。 

 大津市の場合、ＬＩＮＥ社やカウンセリング団体と提携しながら、その実 

態は提携とは名ばかりで、単なる業者への委託事業である。大津市が提携事 



業を通じて得られる知見は、カウンセリング団体が保有することとなり、そ 

のいじめ相談に関するやり取りは本市と共有されるとは言え享受できるも 

のは少ないように考えられる。費用面でも同様である。柏市では産学官連携 

事業として推進し１校あたり４万円、２０校で１００万円弱という予算であ 

るが、大津市では対応件数は柏市よりも少ないにも関わらず２千万円を支出 

している。例えば現在、市内小中学校に加配しているいじめ担当教員の一部 

を割いて、こうしたカウンセリング業務を兼任させるなどすれば、費用対効 

果や事業の有効性の面でも改善がみられるのではないだろうか。 

 また大津市ではＬＩＮＥアプリのダウンロードが極端に少ないが、これは 

子ども達に寄り添ったサービスとなっているのかが疑われる結果（数値）で 

ある。つまり、アプリの向こう側にいる人は信用できる人なのか、ただでさ 

え顔も知らない人に連絡するわけであるので、せめてどのようなカウンセラ 

ーが対応しているのか子どもたちが安心できるように名前や顔写真を公開 

するなどして子どもの警戒心を解くなどの対策が求められるように思われ 

る。さらには、柏市では導入時に必ず、授業を行っているが、大津市では実 

際は啓発だけにとどまっている。アプリ活用に対する心理的ハードルを引き 

下げるためにも、大津市においても授業とセットでの運用を図るべきであろ 

う。 

 

 

【「全国地方議会サミット２０１８ 議会のチカラで日本創生」】 

研修項目： 市民生活向上につながる地方議会の先進的事例を学ぶ 

 研修日時： ７月１１日（水曜） 午後１３時から２０時 

       ７月１２日（木曜） 午前９時３０分から１６時 

 研修場所： 早稲田大学大隈記念講堂大講堂 

 

 研修概要： ７月１１日 １３時から１３時３０分 

（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ順） 基調講演「地方議会から日本を変える」 

        北川正恭氏（早稲田大学名誉教授） 

自身の経験を話しされる中で、地方分権の意義や今後地方議会が求め

られることについて話がなされた。 

特に自身が衆議院議員から三重県知事に転身した際、様々な課題が

あったが、三重県議会が協力的で本気で行政改革を支援してくれた事

が大きく、現在では確実に問題となっている不祥事の撲滅から始まり、

行政評価制度の導入・運用も行ってきた。知事退任にあたっては地方

議会にもＰＤＣＡサイクルで活動評価する仕組みが必要だと考え、マ



ニフェスト提唱活動を進めてきた。お願いの選挙から約束の選挙にし

たかったこととのことである。地方創生法が２０１４年に成立し、地

方にとっても善政競争の時代がいよいよ到来しつつある。自治体が相

互に気付き合って変わっていくと考える。 

 

 

 

       １３時３０分から１４時すぎ 

       特別講演「地方創生の展望」 安田充総務省事務次官（野田大臣代理） 

         野田大臣が公務のため安田事務次官が代理でお話しされた。内容は

２０４０年を見据えた地方自治体の変革の必要性について。 

         地方創生がスタートして５年が経ったが当初課題通り東京への人

口の集中が一番の問題である。現在、逆に１２万人の東京への人口社

会増と言う状況である。そうした中、「２０４０年構想研究会」を立

ち上げた。人口増加を前提とした政策から、人口減用を前提とした政

策へ転換するためのものである。団塊ジュニア世代のジュニアは存在

しない。大きな要因は就職氷河期世代と重なっていることが挙げられ

る。今後、資産が多くない高齢の人が増えていくことも考えられる。

どうすればいいのだろうか。 

先日、第２回目の報告を行った。大きくは４つのテーマについて。 

１ スマート自治体への転換 

２ 公共私による暮らしの維持 



３ 圏域マネジメントと二層制の柔軟化 

４ 東京圏のプラットフォーム 

今後、人口減少は所与のものとして、地方団体と意見交換を進めて

いく中で２０４０年構想を踏まえ、議論していきたいと考えている。 

 

       １４時すぎから１６時 

       講演・ディスカッション「真の地方創生とは何か」 

        片山善博氏（早稲田大学教授・元鳥取県知事・元総務大臣）、大西一

史氏（熊本市長・元熊本県議会議員）、北川正恭氏（前掲）の三名によ

って、それぞれ講演およびディスカッションが行われた。その概要は以

下のとおりである。 

      「講演」 

       片+山氏：地方創生の取り組みはこれまでの政策の焼き直しとも言える。

地方創生というのは本来は地域に若い人が残るために雇用を作って

いくことが目的であるはずだがこれが実現できているのかは疑問で

ある。議会局を充実していくことも一方で重要であるが、他方では議

会が住民の意見を行くことで議会の影響力を相対的に増していくこ

とが求められるのではないか。そうでなければ行政が持つ情報に対抗

することはできないと考える。 

       大西氏：熊本地震とその後の復旧に向けたお話。災害時、議員から様々

な要望や情報が個別に寄せられたが、災害対応の遅延要因ともなり得

た。また大災害の場合は公助の限界を感じたのも事実である。２０１

７年 4月に「まちづくりセンター」という地域自治を推進するための

施設を１７カ所設置した。議会からも賛同を得た。地域担当職員を

49 名配置し、公助だけではなく共助が推進されるような取り組みを

進めている。 

      「ディスカッション」 

         まずは災害対応について大西氏、片山氏がそれぞれの体験から得た

知見をお話され、その後、専決処分をどの程度にすべきかなどの議論

に移り、最終的には災害時においても議会における議決を重視すべき

ことが基本であることが確認された。 

 

       １６時１０分から１６時３０分 

       課題整理「地方創生時代に求められる議会力」 

       江藤俊昭氏（山梨学院大学教授） 

        これまでの議論を振り返り、今後の議論につなげるために課題整理が



行われた。そこで「住民自治の根幹としての議会」が論点として出さ

れた。 

  

       １６時３０分から１７時３０分 

       パネルディスカッション「議会力強化のための 議会事務局の変革」 

        小林宏子氏（東京都羽村市議会事務局長） 

        清水克士氏（滋賀県大津市議会議会局長） 

        千葉茂明氏（月刊「ガバナンス」編集長） 

         

        まず始めに小林氏、清水氏からそれぞれの議会事務局や議会の取り組

みに関する説明があり、議会が行う政策提案活動や、議会局変革に向

けた課題について議論が行われた。特に、議員が議会事務局職員の意

見を聞いてくれたことや、議会局職員が外（他の自治体など）に出て、

情報を収集するなどの必要性が述べられた。 

 

       １８時から２０時 意見交換会 

         ２００名を超える地方議会関係者（地方議員、議会事務局職員など）

がオープンに意見交換を行った。 

         私の場合、北川正恭氏（早稲田大学名誉教授）、上田令子氏（東京

都議会議員）、成田政隆氏（滋賀県議会議員）、塚本まさる氏（奈良市

議会議員）、堀巌氏（愛知県岩倉市議会議員）、松本聖司氏（京丹後市

議会議員）、佐藤篤氏（東京都墨田区議会議員）、永尾理恵子氏（早稲

田大学マニフェスト研究所事務局）、川田祥子氏（京都市職員）らと

意見交換を行った。 

 

       ７月１２日（木曜） 

       ９時３０分から１１時２０分【先進事例報告①】 

       「地方創生をリードする議会へ」 

        ◯目黒章三郎氏 福島県会津若松市議会 議長 

         議長立候補制度が導入運用され好例として有名である会津若松市

議会での、「住民との対話から課題解決へ」というテーマでお話があ

った。 

        ◯子籠敏人氏 東京都あきる野市議会 議長 

         「広報改革から展開する議会改革」というテーマで、あきる野市議

会の議会広報誌の取り組みが紹介された。議員が主体となって市民に

分かりやすい広報誌づくりをされている。また取材等を通じて、市民



ニーズをくみ取ることも行っている。 

        ◯ビアンキ・アンソニー氏 愛知県犬山市議会 議長 

         「自由討議で委員会提言へ」というテーマで、議員間の自由討議や

意見交換を通じ、合致した項目について委員会提言が行われている事

例が紹介された。 

        ◯川上文浩氏 岐阜県可児市議会 議長 

         「委員会代表質問と政策サイクル」というテーマで、一般質問の重

要性を説きながらも、特に重要な問題については委員会で集中的に取

り上げ、「委員会代表質問」という新たな取り組みを行い一定の成果

が上がっていることが報告された。 

 

        １１時３０分から１２時３０分【先進事例報告②】 

        「政策を実現する議会へ」 

        ◯尾崎大介氏 東京都議会 議長 

         「条例マニフェストと議会改革」というテーマで、全国の中でも遅

れていた東京都議会の改革の状況について報告があった。議員公用車

の見直しから始まり、政務活動費のほか議員特権の見直しも含め、現

在、鋭意議会改革が進められているところ。 

        ◯松本研氏 横浜市議会 議長 

         「議員提案条例による政策実現」というテーマで、主に横浜市議会

の自民党系会派の取り組みについて報告された。議員提案条例を十数

本これまで制定し、市民生活につながる政策提言を行ってきた事例。 

 

 



        １３時１５分から１３時５０分 

        講演「海外の議会制度から議会の多様性を考える」 

        中林美恵子氏（早稲田大学教授） 

         アメリカ議会での長年にわたる勤務経験を通じて得られた知見に

基づき、日本における議会の諸問題について取り上げられた。議会ス

タッフ・機能の充実の必要性や、議員の資質向上の必要性や、様々な

合意形成のあり方など。 

 

        １３時５０分から１４時５０分 

        パネルディスカッション「多様性ある議会に向けた実践と課題」 

         本間まさよ氏（東京都武蔵野市議会議長）、岩永ひさか氏（東京都

多摩市議会議長）、白川静子氏（神奈川県茅ケ崎市議会議長）、南千晴

氏（群馬県榛東村議会議長：ビデオメッセージ）をパネラーとして、

中村健氏（早稲田大学マニフェスト研究所事務局長）が司会進行を務

める形で、女性も男性も含め多様な民意を反映させるための議会のあ

り方についてその現状と、今後の課題が議論された。 

 

 所  感：  講演や事例報告でなされた議論では、大津市議会が全国的に議会改革 

       では先行していることもあり、すでに実施している事例も散見された。 

 しかしながら、総務省事務次官の講演にあったような２０４０年構想 

に基づいた新しい動きをいち早くキャッチし、今後の地方自治に関する 

動向や政策の方向性を学ぶことができたことは意義ある事であった。ま 

た、事例報告の中の可児市議会が行っているような「委員会代表質問」 

の取り組みは、大津市議会も参考にすべきであると考えた。 

確かに一般質問は重要であるが、現在の大津市議会で行われている質

疑は、執行部からは逃げの答弁が多用され、はぐらかしたり、又は誤魔

化したりする答弁が多い。このような茶番劇が市議会の質問でなされる

ことは二元代表制の根本に関わることであるし、議会における議員の権

利がないがしろにされている印象を強く受けるものである。すでに大津

市議会では「議会による行政評価」や「委員長報告」などで委員会の意

思を執行部に伝える事ができているが、その提言や意見をどのように実

行するのか執行部への確認をすることができていない。仮に「委員会代

表質問」を実施するならば、こうした懸念を払しょくできるのではない

だろうか。そうした点から一度、「委員会代表質問」の導入可否につい

て議会内で議論することも必要だと考える。 

 



 

【岩手県遠野市】 

視察項目： 大規模災害時の後方支援のあり方について 

 視察日時： ７月１３日（金曜） 午前９時３０分から１１時３０分 

 ご対応者： 小時田 光行氏（遠野市消防本部 消防長） 

       菊池 亨氏（遠野市議会事務局 事務局長） 

 視察目的： 本市では大規模災害を想定して、災害に強い街づくりの取り組みが進め

られている。地域防災計画の見直しや、災害等対策基本条例の制定、大

津市役所ＢＣＰ、大津市議会ＢＣＰ、災害時受援計画、災害時物流マニ

ュアルの策定などが行われており、また２０２０年を目途として大津市

全学区における地区防災計画の策定作業が進められているところである。

さらに原子力災害を想定した本市独自の避難訓練等も行われ、防災意識

は高まりを見せつつある。 

         一方で、３０年以内に７０～８０％の確率で発災するとされる南海ト

ラフ沖地震では、太平洋沿岸部を中心に広域的且つ甚大な被害が想定さ

れており、合わせて大津市においても震度６以上の地震が想定されてい

ることから、地勢上、被災地への支援活動を行いつつも、大津市域の災

害復旧や受援作業も必要となるなど、様々な対策を講じる必要が生じて

いる。 

         そこで東日本大震災の際には、市域において被害が生じつつも、沿岸

部の釜石市や宮古市、大槌町、気仙沼市などへの後方支援に尽力された

岩手県遠野市の事例を学び、今後の大津市の災害対応力の強化に資する

事柄を学ぶ必要があると考えた。 

 事例概要： 東北地方では古くは貞観年間に行った貞観地震に見られるように定期的

な大震災が生じてきた。そうした中、２０１１年においては３０年以内に

９９％の確率で発災すると考えられてきた三陸沖地震に対して備えを行

ってきた。 

       遠野市は市中心部が固い地盤（花崗岩質）であり、また沿岸部の主要都

市（釜石市、宮古市、気仙沼市など）と県庁所在地・盛岡市との中間に位

置することから、後方支援の拠点として活用されることが想定できたこと

から、市長が主導して後方支援計画を策定しようと国県に働きかけを行っ

てきた。 

      ２０１１年３月１１日、東日本大震災が発災し、沿岸部から４０ｋｍ離

れた遠野市においても本庁舎が損壊し、また交通インフラにも被害が生じ、

約２千人の住民が地区センターに避難するなどした。災害直後の３時２８

分に災害対策本部を設置し、後方支援も念頭に置いた活動を展開した。 



       災害直後から電話回線、インターネット回線等全て麻痺したため、残っ

ていた衛星電話を用いて他都市と連絡を取り合った。３月１２日未明、釜

石方面から山を徒歩で越えてきた住民から沿岸部の壊滅的な情報が寄せ

られ、午前４時過ぎ、市内に備蓄していた物資を急遽沿岸部へ搬出した。 

       ３月１３日に後方支援本部を設置。３月２８日に沿岸被災地後方支援室

を設置した。支援にあたる人たちの食糧は市民ボランティアや市内高校生

の方々が準備し１４万食を提供、仕分けしてもらった。また市民ボランテ

ィアの被災地への派遣を担った。主にバス送迎や公共施設の開放、商品券

や灯油の供給を行った。３月２８日に市民ボランティア活動は、遠野まご

ころネットに統合した。遠野まごころネットは、その後も被災地住民の自

立支援を行ったり心のケアを行うなどして活動を続けた。７月２５日に自

衛隊の撤退式が行われたことで、ひとつの区切りとなった。 

       なお、災害時の受援体制の確立に当たっては、静岡県の支援が大きな位

置を占めた。静岡県は震災直後に岩手県を通じて被災地支援を行おうとし

たが情報や意思疎通がうまくいかず、とりあえず知事自らが遠野市へ多く

の職員を引き連れ応援に入った。静岡県は南海トラフ地震を想定し常時、

災害時受援体制の整備や、大地震、津波を想定した訓練を行っていたこと

から実際に支援現場での活躍は目覚ましかった。静岡県の支援無くして、

遠野市の円滑な後方支援は実現できなかったと考えられる。 

 質疑応答： Ｑ 災害時の物流マニュアルはあったのか？現在はあるのか？ 

       Ａ 災害時の物流マニュアルはなかったし現在もない。マニュアルに縛

られると行動ができない事が多いと考える。大災害時は有事であり、その

場の判断が非常に重要となる。その場のリーダーを信じ、判断を重視しな

ければ適切な行動はとれないと考える。物事は現場で起こっており、本部

では詳細まで把握することは困難である。 

       Ｑ 多くの市民ボランティアが遠野市の復旧作業、また後方支援業務に

従事したが、なぜそうしたことが可能だったのか？ 

       Ａ もともと有事になれば米を供出し炊き出しなどを行う文化風土が

あった。現在も自治会加入率は９０％を超えており、地域の一体感や共助

精神は強いと思う。 

       Ｑ 被災地沿岸部の情報収集はどの様に行ったのか？ 

       Ａ 部長級職員を中心に各地に派遣して情報収集を行った。毎朝一番に

情報収集してきた幹部職員が集まり状況確認と今後の方針を検討した。電

話やインターネットも使えなかったので、信頼できる職員を派遣し実際に

目と耳で見て感じてくることが重要だと考えた。 

       Ｑ なぜそのように迅速な後方支援が可能だったのか？ 



       Ａ 東日本大震災前から、市長は大災害時の後方支援の必要性を感じて

いたことが大きい。そのため、市消防本部は旧市街地域ではなく、他都市

との幹線道路沿いでヘリコプターや大型車両が多数終結できる地帯を選

定し、そこに施設を整備しようと震災前に議会で議決されていた。鉄筋コ

ンクリート２階構造で免震構造である。また震災直前に岩手県で国庫１億

円を用いた大規模な防災訓練を行った。この経験が大規模災害への迅速な

対応を可能としたように考える。 

 

 

 

 所  感： 東日本大震災から７年が経つが、復興は完全になされていない。視察に

伺った際も幹線道路の建設が急ピッチで進められている所であった。未曽

有の被害が生じた大災害の語り部としてお話される消防長の一言一言に

は大変な重みがあったように感じる。特に後方支援において重要だと思わ

れたのが、①事前準備や心の備えの必要性、②的確な情報に基づく迅速な

行動、③共助精神の醸成 であったように考える。 

       後方支援の必要性は当初国も県もそれほど重視しておらず震災前には、

市が策定しようとした後方支援構想に対して明確な意思を示さなかった

ようである。しかしながら遠野市では独自に後方支援の重要性を認識し、

地勢的にも市の使命として後方支援業務を捉えていた。こうしたことによ

り市の判断としては市域災害対応の枠を超えて、後方支援を積極的に進め

る原動力となったように思われる。 

       また大災害時には正確な情報は得られにくい。そのため信頼できる職員



を現地へ派遣し情報収集に努めた。とりわけ大槌町では市長以下幹部職員

の多数が亡くなるという大惨事に見舞われたが、こうした情報をつかみ、

遠野市から大槌町へ職員派遣も行われ、また必要な物資ニーズをつかみ、

後方である遠野市で仕分け作業を行い、円滑に沿岸部に物資を輸送するこ

とができた。 

       また行政と一体となって後方支援業務に従事した市民ボランティアや

中学生高校生の存在もある。これらは地域柄もあるが、共助精神を以って

何事にも取り組むことがある。常日頃から行政頼りではなく、自分たちで

何とかしていこうとする考え方が根付いていると雑談の中で話をされて

いたことも印象的だった。 

       翻って大津市では、南海トラフ地震を想定した際、大津市自体で震度５

強以上が想定され、まず市役所本庁舎そのものが危険であり、中消防署の

移転も早期に行う必要がある。まずはこの状態を解消しなければならない

ことは言うまでもない。その上で、太平洋沿岸部（伊勢湾方面）への物資

供給の拠点にもなりうることを念頭に置き、防災対策を進めていくことも

必要であると考えられる。  

 

（以 上） 

 


