
（様式第３号）                  
平成３０年８月６日  

議員視察報告書  
赤穂市議会 
議 長 瓢   敏 雄 様  

派遣議員氏名  釣  昭 彦       下記のとおり、研修会に参加したので報告します。   
１． 実 施 日  平成３０年７月２６日（木）～７月２７日（金）２日間 
２． 開催場所及び研修内容（詳細については別紙のとおり）   福岡市博多区博多駅東１丁目１６－１４   

リファレンス駅東ビル ２階     
地方議員研究会主催研修会     「議員２０年の経験から語る基礎講座ｉｎ博多」 
７月２６日（木）１４：００～１６：３０ 
・学校統廃合と廃校の利活用 

７月２７日（金）１０：００～１６：３０ 
・キラリと光る質問原稿の書き方 
・政策提案質問の事例       



平成３０年７月２６日（木）１４：００～１６：３０ 

『学校統廃合と廃校の利活用』 

 

１．我が国が直面する学校統廃合 

・文部科学省は平成２７年１月２７日、公立小・中学校の適正規模・適正配置等に関する

手引きの策定についての通知をした。小・中学校では一定の集団規模が確保されている

ことが望まれるとし、公立小・中学校の学級数の標準や通学距離の条件を示された。各

市町村において、教育的な視点から少子化に対応した活力ある学校づくりの為の方策を

継続的に検討・実施していくことも求められている。 

学校統合により魅力ある学校づくりを行う場合や、小規模校のデメリットの克服を図り

つつ、学校の存続を選択する場合等の複数の選択があると考えられている。 

平成２６年「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正で新設された総合教育

会議の活用等を含めた首長部局との緊密な連携について記載し、域内の市町村長に対し

も周知をお願いしている。 

・「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の概要」平成２７年

４月１日付では、総合教育会議の設置、大綱の策定を首長が出来る事を明確にしている。

首長は、総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育基本法第１７条に規定する

基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する施策の大綱を策定する。（１条の３関係） 

・新教育委員会制度では教育長と教育委員長の一本化や全ての自治体に総合教育会議を設

置させ、教育に関する大綱を首長が策定出来るとしている。 

・少子化に対応した活力ある学校づくりでは、学校の適正規模・適正配置の関係法令の学

校教育法（昭和２２年）第３８条で市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させる

必要な小学校・中学校を設置しなければならないと規定されている。また、学校教育法

施行規則第４１条で、小学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を標準とされている。

ただし、地域の実態その他により特別の事情のある時は、この限りではないとされてい

る。通学距離においても、小学校ではおおむね４㎞以内、中学校ではおおむね６㎞以内

で規定。教員関連決定等では、経済財政運営と改革の基本方針２０１４（Ｈ２６．６．

２４閣議決定）では学校規模の適正化に向けて。距離等に基づく学校統廃合の指針につ

いて、地域の実情も踏まえつつ、見直しを進め、専門人材やＩＣＴ活用等により、効率

的な教育の充実を図っている。 

・今後の学制等の在り方について（教員再生実行会議Ｈ２６．７．４閣議報告）国は学校

規模の適正化に向けて指針を示すとともに、地域の実情を適切に踏まえた学校統廃合に

対し、教職員配置や施設整備など財政的な支援において十分な配慮を行うとされている。

また、まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ２６．１２．２７閣議決定）（４）－（ア）

－②公立小・中学校の適正規模化、小規模校の活性化、休校した学校の再開支援を行う

事とされ、各市町村の実情に応じた活力ある学校づくりを推進する必要があるとされて

いる。少子化に対応」した活力ある学校教育への支援策 

 

① 統合校の教育環境の整備支援 

・施設整備補助→現行制度では新増築（１／２）、改修（１／３）、一部改修では既存施設



を活用した学校統廃合の整備（１／２）の補助制度を創設。 

 

・公立小学校児童数と学校数の動向は、最大はＳ３２～３３年で２６，７５５校、児童数

は約１３４０万人がＳ５６年には約１１８２万人、Ｓ５９年、２４，８２２校でＨ２５

年、２０，８３６校児童は約６５６万人と児童数はピーク時の半数となり少子化が進ん

でいる。公立中学校はＳ２３年時、１５，３２６校であったがＨ２５年は９，７８４校

と減少し、児童数においてもピーク時Ｓ３７年約７０３万人がＨ２５年時、約３２６万

人と半数と少子化が進んでいる。 

 

２．廃校の効果的な官民連携の事例 

・寝屋川市 

① 寝屋川市の学校統廃合では小中一貫教育を進め、小学校統廃合１２中学校２６小学
校⇒１２中学校２４小学校 

② 学校選択制で１２学園構想を進める。 

③ 英語教育の推進が進めることが出来た。戦略的なネイティブスピーカーによる授業。
英語検定試験料補助金や英語村の開設を行っている。 

④ 廃校名 寝屋川市立池の里小学校、明徳小学校の２校 

⑤ 現在は寝屋川市立池の里小学校⇒池の里市民交流センターとして利用。明徳小学校
⇒教育研修センターとして利用。 

⑥ 運用形態では寝屋川市が直営で運営」し、池の里クラブ（総合型地域スポーツクラ
ブ）に一部無償賃貸。 

・大東市 

① 廃校名・大東市立深野小学校 

② 現在⇒アクティブ・スクエア・大東として利用。 

③ 運用形態⇒㈱アクティブ・スクエア・大東（３セク）と大東市が有償賃貸契約 

・南あわじ市 

① 廃校名・南あわじ市立灘小学校 

② 現在⇒アグリミュージアムＮＡＤＡとして利用。 

③ 契約内容⇒㈱エコリアルが南あわじ市と３０年間無償賃貸契約（農地として） 

④ ㈱エコリアルは廃校になった小学校の校庭にハウスを建て、ミニトマトの栽培を開
始。生食用と調理用トマト。 

 

３．これからの自治体議員の心構え 

・市民と同じ目線でいいのか？議員には重要な権限がある。「動議提出権」「発言権」「表

決権」 

・その１は小泉モデル→固定的な支持基盤を超えて、幅広く国民に直接訴える政治スタ

イル。「自民党をぶっ壊す」国民から支持される 

・その２は橋下モデル→人民に立場から既成政治やエリートを批判する政治スタイル。 

 

 



４．質疑 

Ｑ.人口減少が進み、過疎化となった地域の学校には生徒数が学年で５～６人と少なく、  小学校の現地視察や一般質問でも小学校の統合を進めるが一向に進まない。 

校長は地域活性化の為には学校が必要と言われるが、そうなのか。 

Ａ.小学校の場合は過疎化となった地域ではそのような問題が多く、昨年度でも約２０００

校の学校が統合、廃止となっている。小人数での学校統合は余り賛成出来ないが、地域

の皆様と協議を行い、方向性が決まれば統合も良いが、多分、統合には反対意見が多く、

学校協議会等で決めるべき。 

Ｑ.全国的に少子化が進み、ある小学校では複数年学級があるが、成績が上がる要素はある

か。学校法では複式でも良いとされているが、子どもの為になるのか 

Ａ.複式学級では成績は伸びないように感じる。ＰＴＡ関係者も複式になると勉強が遅れる

との事で、統合を了承し、バスでの通学としている所がある。しかしながら、地域の学

校ＯＢは統合に賛成する方は少ない。後、数年すれば教育委員会が統廃合での既約・規

定が出来るであろう。 

 

５．所感 

・私の意見としては、やはり小学校１年～６年まで同じ同級生である事は可哀想と考えま

す。クラス替えがあってこそ、色々な人と出会い、相性の関係でも、多くの生徒数であ

れば、見つけ易いのではないでしょうか。本人、両親や家族が望むのであれば、統合は

進めません。 

・学校の統合後の跡地対策では、多くの事例がありますので、事例を参考にして推進すべ

きと考えます。学校での場合は特別養護老人ホームでも可能ですし、運動場が広いので  どの様な方策も考えられます。 

・市長の大きな決断を期待します。学校の統廃合は首長がするとなっています。 

 

        



平成３０年７月２７日（金） １０：００～１２：３０ 

議員２０年の経験から語る基礎講座 

「キラリと光る質問原稿の書き方」 

 

１．ヘッドライントピック（地方議員は２つの議員活動を行うサービス業） 

① 政治活動：政治上の目的をもって行われるすべての行為。ほぼ、何をやってもＯＫ！⇒
憲法第２１条に規定（但し、選挙運動にわたる行為は公職選挙法の適用を受ける） 

② 選挙活動：特定の選挙において、特定の候補者は当選を得る、又は得しめるたるために、
選挙人に働きかける直接又は関節の一切の行為。ポスターのサイズの大きさに規定は無 

 

・議員活動又は職としては、物財を提供しないので、コンサルティング（報告書作成等）

があるので、サービス業（無形）とされるようだ。 

サービスでは５項目があげられる。 

① 信頼できるか 

② スピードがあるか 

③ 安心できるか 

④ まごころを感じるか 

⑤ 見た目が良いか 

 

２．質問作成の基本（質問項目をどう決めるか） 

① テーマを考える 

・質問のテーマを考える 

自分自身のプロフィールを活かす→自身の肩書きで差別化する別紙。 

・興味のあることを選ぶ→自分のテンションを継続できる 

・緊急性のある分野の問題提起が大切→突発的に起きた課題等 

 

② 優先順位を考える 

・選挙出馬時の公約は大切 

・調査結果の集大成 

・選挙出馬前の確認は必ず行う⇒市政表明（市民へのマニフェスト） 

 

・質問は市町村の行財政全般にわたった、執行機関に疑問点をただし、所信の表明を求め

るものである。質問の範囲はその市町村全般と自治事務、法定受託事務であるを問わず、

市町村が処理する一切である。 

・質問の効果は、所信をただすことによって、執行機関の政治姿勢を明らかにし、それに

対する政治責任を明らかにさせる。結果としては、現行の政策を変更、是正させ、ある

いは新規の政策を採用させるなどの目的にと効果がある。 

 

③ 理想的な質問は市町村の行財政全般にわたって、執行機関に疑問点をただし、所信の表
明を求めるもの。具体的には、自治事務、法定受託事務であるを問わず、市町村が処理



する一切である。 

・質問には・政策提案型・課題追求型・自己主張型があるようです。 

 

④ 質問の効果は所信をただすことによって、執行機関の政治姿勢を明らかにし、それに対
する政治責任を明らかにさせ、結果としては現行の政策を変更、是正させ、あるいは新

規の政策を採用させるなどの目的に効果がある。 

 

３．質問の取扱い 

・質問通告→議員としては、質問の構成を練り理論構成をしてその要旨を議長に通告して

質問の原稿を作る。 
・議長は質問要旨を理解して質問と答弁がよくかみあうように議事進行する義務があるの

で、通告内容には具体性が必要。 
・質問内容が市町村行政に全く関係ないものは許されない。大所高所からの政策を建設的

立場で、簡明で次元の高い質問を展開したい。 

・質問作成までの基本手順では、現場主義を徹底する⇒自治会、地域有力者 

・担当課と質問する前に協議する事が大切⇒担当課長、係長 

・先進市への視察も大切⇒先進市には名物担当者が居るので参考にする 

 

４．理事者答弁のフローチャート（N市のケース） 

・①質問原稿作成②通告書作成③質問取り④担当者答弁作成⑤部課長チェック⑥総務課チ

ェック⑦総務課集約⑧答弁調整⑨特別職決済 

・質問を行う場合は過去の答弁等を確認出来る、答弁マトリックスシートを作成する事で  再質問に重みが生じる。（過去の市長答弁で検討しますとの場合には、その後、どのよう
に検討されたかを再質問をすることも大切。） 

 

５．所感 

・今まで、一般質問を行って来ましたが、正直内容等が正しいのか疑問でありましたが、

テーマ等では自分のプロフィールや自身の肩書で行った事は正しかった事を再認識出来

る事が出来ました。（住宅の耐震化や空き家対策等） 

・最近では想定を超える事案が発生しているので、緊急性のある分野の問題提起を行う大

切さも感じました。（東南海地震での対策・対応、豪雨災害時の対応） 

・質問を行う場合に事前に担当課と協議したことが無かったので、質問する場合には協議

を行い、政策実施に至る答弁を引き出すように、事前協議の大切さを感じました・ 

・先進市への視察、勉強会（学会等）を行っていますので、今後も実施して行きたい。    



平成３０年７月２７日（金） １４：００～１６：３０ 

議員２０年の経験から語る基礎講座 

『政策提案質問の事例』 

 

【目的】  一般質問の内容が市政を質し、市民生活の安全安心を守る為に行っているが、質問テー
マ等に間違いがないか、また、キラリと光る一般質問にする為の勉強をしたく参加しまし

た。政策提案質問の事例を紹介して頂くとの事を参考にしたいと思います。 

 

１．一般質問⇒市町村の行財政全般→疑問点→執行機関を質す 

 

２．過去の質問事例（田中角栄の隠れた物語） 

・１９６４年の東京オリンピック会場の国立代々木競技場の建設費は膨大で難題があった

が、田中角栄が建築家 丹下健三氏に直接お願いして、了承され素晴らしいデザインで
完成。 

・新潟県の佐渡島と本土を結ぶ航路を国道３５０号線に認定（海を越える国道として初め

て）→田中角栄は役人を動かした 

 

３．内閣府は統計の宝の山、それも無料（国民経済計算部 地域特性勘定課）は全国・都
道府県別の統計・調査がインターネットで公表→調査には重宝 

・総務省統計局では日本の人口から消費者物価指数、完全失業率、消費支出、日本の企業、

日本の事業所等のデータも公表されている。また、平成２８年熊本地震関連情報も掲載

されていて、議員はこれらの統計・調査を検索することも大切。 

 

４．質問での事例（大阪府寝屋川市） 

① 生活保護の不正受給対策 

背景：市民の多くからの生活保護者の素行について苦情が多かった。（モーニングサービ

スを食べている。パチンコをしている。車に乗っている等の情報が多く寄せられる。） 

行動：厚生常任委員会で質問⇒市民相談ベ－スに合わせた 

結果：特設ホットラインを設置することに成功する。 

成功のポイント：市長選挙の改選前の予算議会だった。 

内容では１００％で５５％の受給者は高齢者であり、年金が無い方で、４０％の方は障

害者、知的障害者等が受給。その他が５％。 

 

② 小学校での英語村授業 

背景：学校で習得した英語を実践できる場所がなかった。 

行動：一般質問にて質問・提案⇒自身が留学の経験をベースで行った 

結果：市立教育研修センターに希望する中学生が利用可能（希望があれば小学生も） 

成功のポイント：予算の割に大きな話題性と効果があった。 

 

③ 高齢者・障害者の個別ごみ収集→赤穂市でも実施 

背景：高齢者・障害者の方がごみステーションへの排出が困難である為 

行動：一般質問にて質問・提案⇒障害者団体の陳情ベースとなった 



結果：「寝屋川市ふれあい訪問収集」として実現 

成功ポイント：市役所のクリーン業務課の係長が士気の高い職員が居て、実現できた。 

 

④ 英語検定３級受験料補助 

背景：市が英語教育を重点施策としていた。また、当時の教育長も理解してくれた。 

行動：一般質問にて質問・提案および教育長との協議⇒懇話会を行った 

結果：中学校在学時に検定料一部補助、現在は小学生にも拡大 

成功のポイント：教育長が英語教育について相当前向きであった為出来た。 

母国語で英語は全体の２５％で非英語が７５％となっている。 

 

⑤ 地域協働協議会の創設 

背景・地域から相当細かい予算要望がでる（災害時での長靴の支給、靴代、飲み物代等） 

行動・自治会長等地域関係者との懇話会 

結果・中学校単位で地域協働協議会という組織を創設、予算分配 

成功ポイント・福井県越前市等先行事例が既に存在した 

 

⑥ 自治経営推進室の設置（行政評価システム） 

背景・市役所内に民間企業の厳しさが求められる苦情が多発した為 

行動・一般質問にて質問・提案及び理事者懇話会にて要望 

結果・自治経営推進室長（課長級）を外部から公募 

成功のポイント・当時市長が民間企業出身であった 

 

⑦ 補助金検討委員会の設置 

背景・効果の薄いと思われる補助金が儀礼的に予算化されていた 

行動・一般質問にて質問・提案及び副市長との政策設計 

結果・外部委員で構成する補助金検討委員会の設置 

成功のポイント・市役所事業とまったく関係がない外部委員５人を選任。公認会計士、 

元役所理事、ＮＰＯ理事長、大学教授、経営コンサルタント。 

 

⑧ 議員定数削減 ×否決～〇可決 

背景・近隣市と比較して議員が多いという声が多かった為。２７人→２４人に 

行動・新しい会派を結成して市内全域でタウンミーティングを開催 

結果・実質的な交渉無しで、僅差で条例改正否決 

不成功・成功のポイント・改選後は落ち着いて根回しにより条例改正可決 

 

⑨ 春の花火大会開催 ×否決 

背景・多くの市民から寄せられる一時開催していた花火大会の再開 

行動・一般質問にて質問・提案及び会派による予算要望 

結果・予算上等の問題で実現せず 

不成功ポイント・大規模イベントには、警察との緊密な関係が必要 

（市制５０周年の際は花火大会を実施出来た） 

 



⑩ 新しいキャラ育成 ×否決 

背景・市の知名度を上げる必要性があった 

行動・一般質問にて質問・提案及び市長との懇談会にて要望 

結果・全庁的な支持が得られず× 

不成功のポイント・市のシンボル的なキャラクター等の提案は首長権限 

 

５．質疑 

Ｑ.過去の一般質問で住宅の耐震化補助、助成金が平成１２年以前の建築物でも他の自治体

では助成金等が出て居るが、何度、質問しても、助成金などは出せないとの回答だが、

どうすれば良いか。 

Ａ.本来、住宅の耐震化は県が進めており、出来れば県に電話して協議する方が正確な回答

が貰える。市では、県が実施出来ていないことはしないとの方向性である。 

Ｑ,高齢者福祉事業で自治会、又は、地域で高齢者を見守り、家から出る事を進めているが

一向に出ない。何か良い方策はないか？ 

Ａ,現在、多くの自治体は自治会単位や地域で高齢者が集まる場を設定し、公民館や集会場

などで、健康イキイキサロンのような集会があり、高齢者が集う場所の提供を行ってい

る事例があるので、検討して下さい。 

Ｑ、離島での交通弱者や交通手段での補助、助成を行う質問を行ったが、実施出来ていな

いが、どうか。 

Ａ,一番は自治体の財政力で変わる。交通手段での助成等では最近、デマンドタクシーで個

通弱者の補助を行い制度は多く実施され、過疎化問題解決に向けて実施している。 

単に離島への補助となれば、難しい。他の地域から反対の意見が出る可能性がある。 

 

６．所感 

・理事者に向かい質問を行う大切さがつくづく実感しました。自治体の財政力も把握すべ

きで、無理難題は論外だと再認識しました。 

・実施出来ない、無理な問題は当初から質問を行っても、良い答弁は貰えない。 

・本市においても、財政力指数は良くないので、財源を使わずに効果の出る施策を提言し

て行きたいと考えます。 

・質問を行う事は議員の最大の仕事なので、今後も引き続きやっていきたいと考えます。 

 

７．講師・宮本正一氏の紹介 

・１９６７年大阪府生まれ、ボストン・ウェントワース工科大学卒業後、神戸大学経営大

学院でＭＢＡ（経営学修士）、大阪市立大学院医学研究科で医学博士号（公衆衛生学）を

取得。（医師では無く、病気になった際に原因等を調査やデータを集める） 

・平成７年に２７歳で寝屋川市議会議員に無所属で初当選し、その後、５期２０年の議員

在任中、第５４代市議会議長を歴任。 

・橋本とおる大阪府知事選挙をはじめ１２の選挙対策本部で事務局長を務める。 

・現在は「医療・健康問題研究所」及び「日本公共経営研究所」代表  


