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１ 調査年月日 

    平成２９年８月１日(火) ～ ８月３日(木) 

 

 

２ 調査項目及び調査地 

  【調査項目】 

   （１）地域のために行動する力を育む小中一貫のプロジェクト学習につ

いて 

   （２）交通手段を確保するための実証実験について 

   （３）議会活性化について 

   （４）柏の葉国際キャンパスタウン構想について 

 

  【調査地】 

    茨城県 つくば市 

    茨城県 水戸市 

    茨城県 大洗町 

    千葉県 柏市 

 

 

３ 議員名 

   齊藤 佐知子 

    宮川 正子 

    相馬 芳佳 

    裏 君子 

    德田 哲 

 

 

４ 調査報告書 

    別紙のとおり 

 

 

５ その他 



江別市議会公明党 会派行政調査報告書 

 

報告者 相馬芳佳 

 

１． 視察日時 平成 29年 8月 1日（火）13時 30分～15時 

 

２． 視察場所 茨城県つくば市研究学園 1丁目１－１ つくば市役所 

 

つくば市について 

昭和 60年 研究学園都市の概成を記念し『EXPO’85国際科学技術博覧

会』が開催される。昭和 62 年「つくば市」が誕生。平成 22 年つくば研

究学園都市建設の閣議了解から 50 周年を迎える。平成 28 年『G7 茨城・

つくば科学技術大臣会合』が開催される。 

人口 22万人を超え、県内第 2位で、人口減少社会にあっても、外国人

が多いのも特徴で、約 8,700人の外国人が暮らしている。（H28.11月末現

在） 

特に、子育て・教育・文化の面では、すべての子どもたちとその保護

者が、夢と希望に満ちた笑顔で過ごせる「子どもを生み育てやすいまち」

を一層充実させるために環境づくりに努めている。また、全国から注目

される先進的な教育を実施している。 

全国でも先駆的に小中一貫教育を実践し、同一の中学校区に属する小

中学校をひとつの「学園」と位置付けて 9 年間の義務教育を通し、連続

性・一貫性のある学習指導・生活指導を行っている。そして、つくばな

らではの特色ある質の高い教育が実践されており、地域や世界で活躍す

るグローバルな人材の育成を目指している市である。 

市制施行  

 昭和 62年 11月 30日   

面積  

 283.72平方キロメートル   

人口・世帯数 

   総人口 227,237 人  世帯数 96,659 世帯(平成 28 年 10 月 1 日現在の

常住人口) 

 

３． 視察項目 

「地域のために行動する力を育む小中一貫のプロジェクト学習について」 

（１）小中一貫校の取り組みの経緯とねらいについて 



国が平成 18 年教育基本法改正と平成 19 年学校教育法改正で、

小学校・中学校において「普通教育を施す」となり、つくば市に

おいて平成 19年小中一貫教育推進委員会の発足となる。国の動向

としては、平成 20年の中学校指導要領で「義務教育 9年間を見通

して小学校教育と中学校教育の連続性の確保を重視」とうたい、

つくば市では平成 20 年に小中一貫教育の施行を開始し、平成 24

年の施設一体型小中一貫校 春日学園を開校し、市内全小中学校

において小中一貫教育を完全実施し、平成 25年には小中教育全国

サミット inつくばを開催。 

この小中一貫教育の定義については、それまでは、小 6 と中 1

の連携しかなかったが、9年間を通じて 1つの目標を定め、系統的

な教育を目指す。子どもの実態に合わせて 9 年間の学習責任を持

つ。15 歳の子どもたちを 9 年かけた責任のもとに巣立たせるのを

目標としていることに、つくば市の覚悟を感じる。 

 

（２）発信型プロジェクトの成果について 

つくば市が進める小中一貫教育の軸となるのが、２１世紀型ス

キルの育成を目指す発信型プロジェクト学習「つくばスタイル科」

である。「環境」「キャリア」「歴史・文化」を」中心に９年間を系

統化したプログラムを作成。「総合的な学習の時間」や生活科、特

別活動を組み替えて行っている。 

①IN課題発見 

②ABOUT交流・協働／まとめ 

③FOR提案・発信／実践 

この取り組みは、一人ひとりが自分の課題を見つけ、考えを深

め、発信するのが流れとなり、主体的にならざるを得ないため、

子どもたちは自分の能力に応じて一生懸命に取り組むという。 

 

（３）教職員の配置とねらいの継承について 

５１校の学校があるが、教員は小学校、中学校の両免を持つ人

材が多く、全国で３番目を数えるという。学校の区切りが、「４・

３・２」や「５・４」と柔軟に変更できるようになり、つくば市

では「４・３・２」の構想の下、前期の４年間は、学級担任制（一

部教科担任制）を取るが、５年生からは教科担任制をとる。１つ

の学級にいろいろな先生が関わり、学級単独ではなく学校全体と

して学びを充実させる。つくば市の学園では、施設一体型が現在



１学園、平成３０年度には３学園がさらに開校する。施設分離型

が１４学園となっているが、小中の交流はもちろん小小交流学習

も実施されている。学園単位では、中学生が出身小学校に戻りリ

トルティチャーとして活躍もしている。分離型は交流が難しいの

で ICT の活用が進んでいる。また、小中学校教員による小学校で

の合同授業も実施されている。 

 

４． 視察を終えて 

小中一貫教育のアンケート結果を見せていただくと、「児童生徒の変容」

では、つくばスタイル科の学習が楽しいと 87.9％、教科担任の先生によ

る授業は分かりやすいでは、89.2％、つくばスタイル科の学習で新しい

発見をしたり調べ方が身についたでは、83.6％、自分より小さい子供に

優しくできる 89.8％、人や社会とのかかわりで相手の気持ちをよく考え

て付き合おうとする 93.6％、と肯定的回答が高い。さらに、小中一貫教

育を通して児童生徒の学習や生活の様子を見ることで、児童生徒の発達

の段階を理解することができたと 94％の教師が答えている。 

つくば市の取り組みの小中一貫教育・つくばスタイル科で市内全小中

学校の学びのスタイルが確実に変わってきていること、ここで育った子

どもたちがグローバルな考え方を持てるよう教育されていることが、大

きな成果となっていることを見習いたいと思う。 

子どものためにと誰しも考えるが、具体的に 9 年間の姿を想像して、

単年度の担任や 1 時期のかかわりではなく、将来をきちんと見据えての

つくば市の子どもを育てようとする意気込みを強く感じた。当市でも、

取り入れていくべきと思う。 

ただ、学校運営協議会の設置については、しばし様子を見ているとの

ことで、地域との連携は十分になされている現状を説明頂いたので、今

後の取り組みについて注視したい。 

以上 
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日時 ：平成 29年 8月 2日 

視察先：茨城県水戸市 

視察者：公明党会派 5名 

      齊藤佐知子、宮川正子、相馬芳佳、裏君子、徳田哲 

報告者：齊藤佐知子 

 

 

〈公共交通空白地域における移動支援について〉 

 

 水戸市では、第 6次総合計画における都市空間整備の基本的方向である「魅

力・活力集積型スマート・エコシティ」に向けた取り組みを推進し、市民が将

来にわたって安心して暮らすことの出来る基礎作りに向け、総合的かつ戦略的

な施策の展開を図るため「水戸市公共交通基本計画」を策定しました。計画期

間は、2016年(平成 28年)から 2023年(平成 35年) 

 

「全ての人が安心して移動できる交通体系の実現」との理念を踏まえ、目指

す将来像(公共交通ビジョン)を「エリアのニーズに応じた公共交通サービスで

快適に移動できるまち」としており、目指す将来像(公共交通ビジョン)を達成

するための基本方針 3つを設定しています。 

 

①使いやすい公共交通として、水戸市の目指す将来像を実現するために必要な

路線を検討し公共交通体系の構築に当たっては、乗り継ぎ円滑化や定時制向

上を図り、既存の鉄道や路線バス、タクシーの活用に加えデマンド型交通な

どの新たな交通手段の導入も含めて検討。 

②わかりやすい公共交通として、観光客など初めて訪れる方でもわかりやすい

公共交通サービスを提供することで、市民はじめとする日常生活の利用者ニ

ーズに応える。 

③まちづくりを支える公共交通として、都市機能の集積に合わせた公共交通サ

ービスを提供することで、歩いて楽しめるまちづくりを活動面からサポート

するとともに、人と環境にやさしいまちづくりを支えるとあります。 

 

 このような基本方針の中から、使いやすい公共交通の新たな交通手段の導入

の一環で、公共交通が利用しにくい地域での移動手段の確保に向けて、国土交

通省と連携し、タクシーを活用した実証実験として、国田地区で「1,000円タク



シー国田号」を運行しました。国田地区にお住まいの方ならどなたでも利用で

き、1回につき片道 1,000円で利用できます。タクシーが自宅や「指定目的地」

まで迎えに行きます。利用時間は、午前 10時から午後 4時まで毎日運行します。 

  

【目的】 地域を支える公共交通としてのタクシー事業の持続性確保と国土交

通省の「タクシー革新プラン 2016」で「タクシー新時代に向けた取り組みの方

向性」として運賃の閑散時間帯割引の導入が示されており、水戸市では、公共

交通空白地区等における住民の移動手段として導入の可能性を検討するため、

国と連携して実証実験を行ったとのことです。タクシー事業者と自治体の連携

により、交通不便地域等における住民の移動手段の確保の実証実験です。 

 

 タクシーは、高齢者にとって利便性の高い交通機関であるものの、買い物、

通院などの近距離移動については、他の交通機関と比べ割高感があるため利用

を控えている場合があると考えられます。そこで、交通不便地域等において、

閑寂時間帯のタクシーを活用して、地域のニーズに合った公共交通機関の導入

に向けた検討を行うため自治体と連携した新たな割引運賃の導入について実験

を行いました。 

 

 

【実施期間】 平成 29年 2月 1日～平成 29年 3月 31日(7月 31日まで延長) 

 

≪スケジュール≫ 

 平成 29年 2月～3月  実証実験(国土交通省・水戸市) 

3月      効果検証  

      4月～7月  実験期間延長(水戸市単独) 

 

 

【実施区域】 国田地区 人口：2,575人 高齢化率：35.7％(市全体：24.7％) 

 

 

【借上げ車両数】 ２台 

平成２９年４月１日から７月 31日までの延長期間は、平日の午前 10時～12

時までは 2台とし、その他の時間帯は 1台とする。 

 

 

【指定目的地】 



①交通結節点 茨城交通(株)大前営業所→ 500円 

②病院前   水戸市内及び那珂市内の病院、医院、歯科医院→1,000円 

③公共施設  水戸市役所→1,000円 

④その他   国田地区内→ 500円 

＊利用は原則として、自宅又は国田市民センターと指定目的地間とする。 

 ただし、途中一か所 10分程度に限り、立ち寄りは認めるものとする。 

 

 

【利用時間】 午前 10時から午後 4時までの 6時間 

       ＊路線バス「水戸駅～下江戸線」と競合しない時間帯に設定 

 

 

【利用方法】 指定されたタクシー事業者に利用者が直接電話予約する 

 

 

【検証方法】 利用者に対するアンケート調査を行うほか閑散時間帯における

タクシー割引運賃導入にかかる運送収入への影響や効果、本格導入に向けた課

題などについて検証を行う。 
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調査年月日   平成２９年８月２日（水） 

調査地     茨城県東茨城郡大洗町 

調査項目    議会活性化について 

報告者     德田 哲 

 

 

 

【大洗町の概要】 

大洗町は茨城県の太平洋岸のほぼ中央にあり、東茨城郡の東端に位置してい

ます。東は太平洋に面し、北は那珂川を境にひたちなか市と、西北は涸沼川を

境に水戸市と、西南は汽水湖である涸沼をはさみ茨城町と、南は鉾田市とそれ

ぞれ接しています。 

 美しい海岸線はおおらかな湾形をなし、市街地はおおむねこれに沿う低地部

に形成され、後方に標高 25m～35mの丘陵を背負っています。涸沼側に近い低地

部には水稲が栽培され、丘は畑・山林となっています。丘陵は関東ローム層の

洪積台地である鹿島台地の北部に位置しています。 

  昭和 30年の国勢調査では 22,771人の人口を有していましたが、年々減少し

てきており、近年の 10年間においても微減の状態が続いています。世帯数につ

いても減少傾向があり，世帯構成では核家族化の進行がみられます。 

 

 人口   16,570人（平成 29年 3月末現在） 

 世帯数  7,053世帯 

 面積   23.74ｋ㎡ 

 

 

 

【大洗町の議会構成について】 

 平成 23年に 2名の定数減が行われ、現在の議員定数は 13名。1名の欠員があ

り、議員数は 12名となっています。 

常任委員会は総務・文教厚生・建設経済・予算決算の 4 つであり、予算決算

には全員が、他の 3 常任委員会には 1 人の議員が 2 つの常任委員会に所属する

こととなっています。 

 



◎年齢別議員数（平成 29年 4月 1日現在） 

20代 30代 40代 50代 60代 計 平均年齢 最年長 最年少 

0 1 2 4 5 12 54.9 66 36 

 

 

◎当選回数別議員数（平成 29年 4月 1日現在） 

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 計 

4 2 2 1 1 1 1 12 

 

 

◎委員会 

（1）常任委員会 

   総務・文教厚生・建設経済 （定数 9名以内） 

予算決算（定数 13名以内） 

 

（2）議会運営委員会 （定数 5名） 

 

（3）議会広報編集委員会 （定数 4名） 

 

 

 

【議会活性化の取り組みについて】 

 大洗町では、平成 19年の議員改選を契機として、より「開かれた議会・信頼

される議会を作る」ために、議会活性化の取り組みを進めてきました。平成 23

年には「議会基本条例」と「政治倫理条例」を制定するとともに、議会活性化

を図るため、議員が中心となって多彩な取り組みを行っています。 

 

①傍聴者増への取り組み 

 平成 20年より町内の各団体に対して、議会開催前に議長名で議会開催の案内

と傍聴をお願いするダイレクトメールの発送を始めました。当初は 400 通ほど

を発送。現在はある程度傍聴者の増加が図られたため、一度来ていただいた方

を中心に 200 通程度の発送を行っています。さらに、議会終了後には、傍聴に

来ていただいた方に議長名でのお礼状を発送しています。 

 また、議会開催前には議員が 2人 1組で地域の商店など 70か所ほどにポスタ

ーの掲示を依頼に歩いているほか、傍聴者が聞いてわかりやすくするための工

夫として議員と同じ資料を配布するとともに、議場内へ大型スクリーンを導入



し、画像で説明ができるようにしています。画像の活用については、現在 8 割

の議員が利用するようになっています。 

 そのほか、町長の施政方針（新年度予算）に対する質疑を行う本会議につい

ては、町民の関心も高いため、日曜日に本会議を開催するなどの工夫も行って

います。アンケートにも力を入れており、傍聴しての感想のみならず、議場に

おける議員や町幹部の発言や姿勢について、実名記載を含めて細かく記入して

もらい、回収した結果については各議員と町長に配布しています。掲載可能な

アンケートについては、議会だよりに「傍聴者の声」として掲載も行っていま

す。 

 

②議会報告会の開催 

 決算および予算議会の終了後、それぞれの審査内容について報告を行うとと

もに、町民の意見を直接聞く場として「議会報告会」を開催しています。全議

員を 2 班に分けてそれぞれ 3 日間。町内 6 か所の会場で開催。議長はオブザー

バー参加として全ての会場に足を運んでいます。 

 本年度（視察時の平成 29 年 8 月現在）は 3 月の予算議会を受けて 4 月に第 1

回議会報告会が開催されており、合計 56名の町民が参加しています。 

 

③広報誌について 

 広報誌である「おおあらい議会だより」はカラー刷りで、目で見てわかりや

すいよう極力図や写真を使うように配慮されています。構成については全て議

会広報編集委員会が担当していますが、各議員の一般質問については一般質問

を行った議員が紙面をつくり、最終のチェックを議会広報編集委員が行ってい

ます。 

 基本は年 4 回の発行であり、議会終了後 1 か月以内に発行されていますが、

議会行政調査や議会報告会等が行われた時には特別号を発行しています。特に、

議員全員が参加する議会行政調査については、議員それぞれの所感を明確にす

るため、特別号に全ての議員の報告が掲載されています。 

 その他、特長的なものとして、議案に対する議員の賛否の公表や各会議への

議員の出欠の公表。さらに、議会を身近に感じ、多様な意見を集約する工夫と

して「議会クイズ」の掲載を行っています。 

 

④その他の取り組み 

・フェイスブック、ツイッターの活用 

 フェイスブックについては、定例会本会議の開催状況や議会傍聴の情報、議

会報告会や視察受け入れ、その他町イベント等での議員の活動状況の紹介記事



等を発信しています。ツイッターについては定例会や議会報告会等の案内情報

など主に予定についての発信が多くなっています。どちらも町議会として策定

したポリシーに基づいて運用がなされています。 

 

・イブニングセミナーの開催 

 平成 28年度より、外部講師を招いての町議会主催による勉強会を開催。広く

町民にも開放し、様々な問題を一緒に考える契機としています。前年度は 7 回

開催され、211人が参加。本年度は全 4回開催予定となっています。 

 

 

 

 

【視察を終えて】 

 平成 19年の改選を機に議会活性化の取り組みをスタートさせた大洗町議会で

すが、当時議会改革に積極的な議員が半分、そうでない議員が半分だったそう

です。そのうち改革を進めようという議員を中心に栗山町議会を視察。議会基

本条例などの取り組みに触れ、我が町でも議会改革を進めなければならないと

の思いに立ち、様々な挑戦を始めたとのことでした。 

今回の調査において一番印象的だったのは、大洗町議会は、どこまでも町民

の皆さんに直接議会へ足を運んでもらうためにどうするかを考えていたことで

す。議長名によるダイレクトメールの発送、議案や各種資料を傍聴者に配布す

ること、大型スクリーンを導入して目で見てわかる議会を目指すこと、そして

本会議のインターネット中継を行わないこと（本会議の模様を収録した DVD の

貸し出しはあり）も、直接生のやり取りを町民に見て欲しいという思いからで

あるとのことでした。多くの人が足を運ぶことで、これまで約 3 割程度が行っ

ていた一般質問も約 8割の議員が登壇するようになるなど議論の充実が図られ、

議会の活性化につながっています。この相乗効果によって、現在では一般質問

時には傍聴席が満員になり、議場に入ることができない傍聴者のために、役場 1

階ロビーと議員控室にモニターを設置して対応しているとの事。ここまでの成

果が出ているのも、町民の皆さんにいかにして議会に足を運んでいただくか、

そしていかにして町民にわかりやすい議会を作っていくのかを徹して積み重ね

てきた結果であると考えます。 

何のための議会改革なのか。改革のための改革ではない、実効性のある改革

を進めていくために必要なことは何か。自治体ごとに議会の運営方法も異なり、

地域性も違うので一概にこの方法が正しいというものがないのが現状ですが、

今回調査した大洗町議会の姿勢。特に「何のため」という意識をしっかり持っ



た取り組みが大きなキーワードになると感じました。江別市において、どのよ

うな議会となることが市民の皆さんのためになるのか。その点を外すことなく、

大洗町議会の事例を参考としながら、これからの議会改革を考えていきたいと

思います。 

 

 以上をもって行政調査報告書といたします。 

 

以上 

 

 

 
  



江別市議会公明党 会派行政調査報告書 

 

日程  ：平成 29年 8月 3日（木） 

場所  ：千葉県柏市 柏の葉アーバンデザインセンター[ＵＤＣＫ] 

テーマ ：柏の葉国際キャンパスタウン構想について（柏市の役割） 

報告者 ：裏 君子 

 

1、柏の葉国際キャンパスタウン構想 

2003 年度から千葉県が中心となり「柏・流山地域国際学術研究都市づくり事

業」に着手し、2008 年 3 月に、千葉県・柏市・東京大学・千葉大学の４者によ

り「柏の葉国際キャンパスタウン構想」を策定した。 

「公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市」づくりを理念

に、大学と地域が空間的にも活動的にも融和し、そこから新たな文化や産業が

生み出されるようなまちづくりをめざしている。 

 

 

2、柏の葉アーバンデザインセンター（以下ＵＤＣＫとする） 

(1)ＵＤＣＫの概要 

柏の葉国際キャンパスタウン構想を推進するために、地域主体で街を創造す

る拠点としてＵＤＣＫを設置。 

新たなまちづくりに係る「調査・研究・提案」を行うシンクタンクとしての

機能と、実際のまちづくりの「調整・支援」を行う事業推進コーディネイター

としての機能、そしてこれらを市民や社会に発信し、参画を促す「情報発信」

機能の３つの機能を持つ。 

 

(2)運営体制 

運営体制としては、公・民・学の７つの構成団体で共同運営される任意団体

で、各構成団体から運営委員を出し、運営全体の基本的事項を決議する「運営

委員会」を組織している。施設や物品に係る経費、運営に係る人件費、活動経

費は各構成団体の持ち寄り（共同負担）によって賄われている。 

事業の執行を担う正副センター長、ディレクターを中心に、密な情報共有を図

りながら、柏の葉エリアで展開する様々な事業の企画、調整、連係を図ってい

る。 

柏市からは、企画部長が副センター長として、企画調整課からディレクター

として参画、市としての予算は約３００万円とのことだった。 

また、ＵＤＣＫは公共施設として準じ使用している。 



(3)取り組み 

代表的な取り組みとして、 

1、学習・研究・提案として、まちづくりに係る研究・提案・人材育成を。 

2、実証実験・事業創出として、先端技術と地域の連携サポート。 

3、デザインマネジメントとして質の高い空間デザイン形成に係る調整・支援。 

4、エリアマネジメントとして、持続的な地域運営体制の構築支援。 

を行っており、それぞれに多くの事業を展開している。 

 

(4)効果について 

このエリア(千葉県柏市北部のつくばエクスプレス沿線、柏の葉キャンパス駅

～柏たなか駅一帯の開発地区とその周辺約 13ｋ㎡)の開発の淵源は、三井グルー

プのゴルフ場だった事や、陸軍柏飛行場などの跡地で国の機関が集積していた

事があって、国の事業として、三井不動産による開発が行われたと聞いた。そ

もそも住宅の無い地域で、新しい住民であることなどが、まちづくりの良い環

境があったと思われる。 

まちづくりの進捗状況は、１０年がたち約半分程とのことで、当初は６００

人の人口が、約７,８００人となった。平成３５年の完了には２６,０００人が

住むエリアとなる予定だ。 

 

(5)視察を終えて 

近年では市民参画・地域主導型のまちづくり活動が活発に行われているが、

複合化した課題に対して【公】【民】【学】のそれぞれの立場で活動する様々な

個人や組織が様々な場面で臨機応変につながり、協働して解決に取り組むコラ

ボレーションを進めるためには仕組みと拠点づくりが必要となるとのこと。 

江別市においては全く新しい住人とはならないが、今後のまちづくりに大変

参考となった。 

以上 

 


