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平成２６年度総務文教常任委員会管外行政視察報告書 

 

 

１ 視察日時  平成２６年１０月２７日(月)～１０月２９日(水）の３日間 

【１日目】長崎県雲仙市 

１０月２７日（月）午後１時 30分～午後３時 30分の約 2時間 

【２日目】長崎県諫早市 

１０月２８日（火）午前 10時 00分～午前 11時 30分の約 1時間 30分 

【３日目】長崎県五島市 

１０月２９日（水）午前９時 30分～午後 12時 00分の約 2時間 30分 

 

２ 視 察 先  長崎県雲仙市議会・長崎県諫早市議会・長崎県五島市議会 

 

３ 視察事項   （１）いじめの防止に関する条例制定について【長崎県雲仙市】 

（２）地域づくり協働事業について【長崎県諫早市】 

               （３）人口減少型社会への対応について【長崎県五島市】 

 

４ 視察目的  長崎県雲仙市 

いじめ問題が全国的に憂慮される事態になっている中、条例制定により市

や学校、保護者、市民、事業者などがいじめの防止及び解決に向けて、そ

れぞれの責任を明確化するなど、雲仙市におけるいじめ防止に対する取組

と状況を視察することにより、いじめ問題の解決に向けた先進的な事例を

調査することを目的とする。 

長崎県諫早市 

地域が行う主体的なまちづくり活動を支援し、地域コミュニティの活性

化や地域の課題解決を図る諫早市の状況を視察することにより、市域全体

の公平性を保ちながら地域住民による積極的な地域づくりを促す先進的な

取組を調査することを目的とする。 

長崎県五島市 

急速な人口減少が全国的な問題になっている中、市外の方との交流促進

や市の魅力をＰＲするほか、移住に関する情報発信を積極的に行い、定住

促進に取り組む五島市の状況を視察することにより、少子化の克服や地域

経済の拡大・活性化に繋がる定住人口の増大に向けた先進的な取組を調査

することを目的とする。 

 

５ 参 加 者  《総務文教常任委員会》（８名） 

          委員長 三 木 浩 一 

           副委員長  高 岸 博 之 

                 委 員 山 本 修 三 
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          委 員 木 南 裕 樹 

          委 員 原 田 研 一 

          委 員 柳 生 陽 一 

         委 員 今 川   明 

         委 員 横 田   勉 

       《随行》 

議会事務局副主幹 中 野 真 吾 

 

６ 視察先出席者 

 【雲仙市】  雲仙市議会 平野利和総務文教常任委員長 

雲仙市議会事務局総務班 大津参事 

        雲仙市政策企画課地域振興班男女共同参画センター次長 田口参事補 

        雲仙市政策企画課地域振興班男女共同参画センター主任 森田主査 

 【諫早市】  諫早市議会事務局 古賀局長 

諫早市議会事務局 樋口書記 

諫早市政策振興部地域振興課 水田課長補佐 

諫早市政策振興部地域振興課 今泉氏 

 【五島市】  五島市議会事務局 山田局長 

        五島市議会事務局 都々木書記 

        五島市市長公室参事兼まちづくり推進班 明石係長 

        五島市市長公室まちづくり推進班 久保氏 

五島市市長公室まちづくり推進班 竹内氏 

 

７ 行政視察内容 

 長崎県雲仙市 

（１）雲仙市議会 歓迎あいさつ《雲仙市議会 平野総務文教常任委員長》 

（２）三木総務文教常任委員会委員長あいさつ 

（３）長崎県雲仙市からの調査事項の説明概要 

「いじめの防止に関する条例制定について」《雲仙市政策企画課地域振興班男女共同参画セ

ンター田口次長、森田主任》 

  ①条例制定の経緯と制定までの取組 

  大津いじめ事件など全国的にいじめ問題が深刻化したことが発端。平成２４年第３回

定例会の一般質問での議員提案がきっかけで、市長がいじめ防止条例の制定に向け取り

組む。仮称「雲仙市子どものいじめの防止に関する条例制定に係る検討委員会」を設置

（メンバー：教育次長、学校教育課長、市民窓口課長(人権担当)、子ども支援課長、政

策企画課長、人事課職員(法制担当)、危機管理顧問(警察ＯＢ)。検討委員会による協議

（平成 24年 10月～11月、全４回）、パブリックコメントでの意見聴取を経て制定する。 

②条例の特徴 
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・市や学校、保護者、市民、事業者などがいじめの防止及び解決に向け、責任を持って 

対策に取り組むことができるよう、それぞれの責任を明確化。 

・子どもの努めを明記し、子どもも自分自身を大切にし他人を思いやり、いじめを許さ 

ない勇気を持ち、互いに仲良く生活できるよう努力をすることを規定。 

・専門家によるいじめの防止専門委員会を市長部局に設置。 

  ③条例の効果（ねらい） 

・学校においての効果：市長部局でいじめの防止の啓発広報活動を行うことにより、市 

民総ぐるみで子どもの成長を見守り、市全体で子どもが安心して過ごせる環境が整 

えられることで、学校は子どものいじめを早期把握でき、早期解決の手段を取りやす 

くすることで、学校での子どもの教育活動、生徒指導の充実を図ることができる。 

・事案発生時の対処：いじめ事案が発生した場合に、まず学校で取り組み、解決が困難 

な場合は教育委員会へ、さらに教育委員会で解決困難な場合は、専門委員会への判断 

を仰ぎ、適切な指導、助言がなされることで、学校、教育委員会、専門委員会の連携 

ができる。 

④雲仙市子どものいじめの防止専門委員会について 

・委員：弁護士、臨床心理士、人権擁護委員、主任児童委員、雲仙市ＰＴＡ連合会（保 

護者） 

・任期：平成 25年 3月 26日～平成 27年３月 25日（２年間） 

・主な活動内容等：年２回の定例会といじめの事案対応の臨時会、市長の要請に応じて 

子どものいじめの防止と解決を図るために必要な調査、審査、審議又は関係者との調 

整を行う。 

・平成 24年度第１回（平成 25年３月 26日）、平成 25年度第１回（平成 25年 11月 21 

日）、平成 25年第 2回（平成 26年 3月 20日）開催。 

⑤市の活動状況 

・児童、生徒へのチラシ配付（条例の説明） 

・いじめ防止標語コンテストを開催（市内全小中学校に、いじめ防止の標語を募集し、 

入賞作品を市報へ掲載するなど生徒、市民への意識啓発）。 

・標語ポスター作製、配付（小中学校、商工会、自治会、公共施設）。 

・定期的な広報誌への掲載。 

・いじめ防止専門委員会運営事業（定例会年２回、その他事案発生時に開催）。 

・市役所出前講座による条例の周知。 

・いじめ相談窓口の設置（親子ホットライン、家庭ホットラインほか）。 

⑥効果及び課題について 

・現在までに重大ないじめ事案は発生していない。 

・子どものいじめの防止専門委員会委員から適切な助言や提案があった。 
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・学校の認識が変わった。 

・条例や取り組みの周知が課題（いじめ防止に対する意識付けや市ぐるみでいじめ防止 

に取り組む雰囲気を醸成するために、それぞれの立場における役割を継続して周知 

していくことが必要）。 

・市の体制の再構築及び強化が必要（突発的な事件への対応、受入れ体制の整理及び周 

知、子ども及び家族に対する人権、プライバシー保護についての配慮）。 

・いじめ防止対策推進法との整理（法の制定後、市の条例の一部改正を行った）。 

 

 長崎県諫早市 

（１）諫早市議会 歓迎あいさつ《諫早市議会事務局 古賀局長》 

（２）諫早市概要説明《諫早市議会事務局 古賀局長》 

（３）三木総務文教常任委員会委員長あいさつ 

（４）長崎県諫早市からの調査事項の説明概要 

 「地域づくり協働事業について」《諫早市政策振興部地域振興課水田課長補佐、今泉氏》 

①事業創設の経緯 

諫早市は１市５町が合併し現在の市となっているが、合併前からそれぞれの地域で特色

のある事業を展開していた。合併後も引き続きこれらの事業を継続することで地域の活性

化が図られるとの考えから支援を続けていたが、祭り、スポーツ振興（運動会等）、伝統文

化継承事業など各分野でそれぞればらばらの交付規程があり、それに基づきばらばらの補

助率で交付されていた。これらを統合し、地域の人口規模に応じた額の配分により一括交

付する地域づくり協働事業交付金が創設された。 

①事業の目的 

地域が行う主体的なまちづくり活動を支援し， 地域住民による積極的な地域づくりへ

の取組を支援すること。 

また、地域住民による積極的な地域づくりへの取組を推進すると同時に合併による地域

間、活動間で異なっていた交付金を統合し、市域全体の公平性を保つこと。 

②事業の特色 

地域コミュニティの活性化や地域の課題解決のため、新たに支所地域への地域活性化交

付金を創設するとともに、祭り、スポーツ振興事業（運動会等）、伝統文化継承事業等の補

助金を統合し、その合算した額を「地域づくり協働事業交付金」として一括交付する制度

を創設している。 

また、交付金の配分や事業内容は、地域住民で構成される「地域づくり協議会」で自由

に決定できることから、地域の特性に応じた取組を地域住民自らが積極的に実施できる。

事業開始は平成２２年で、総事業費は年間 3,200万円。 

○各支所の実施事業 

・多良見地域：たらみ海辺の学校など 

・森山地域：菜の花プロジェクトなど 

・飯盛地域：地域演劇でまちづくりなど 
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・高来地域：まぼろしの湯江紙復活事業など 

・小長井地域：こながい「とれたて市」など 

○諫早地域（自治会支部単位で実施）＆全市枠の実施事業 

・本野地区：本野地区夏祭り 

・有喜地区：いさはや港祭り inうき 

・小野地区：夏まつり in小野 

・長田地区：ながた夏祭り 

・小栗地区：小栗夏まつり 

  ③地域づくり協議会組織 

・地域づくり協議会の構成は、自治会、ＰＴＡ、健全育成、老人会、商工会など地域の 

様々なジャンルの団体からなっており、９人から 15人程度の人数で構成されている。 

・各地域の住民で構成される地域づくり協議会（合併前の旧５町分）と全市的なものと 

して旧１市分が交付対象団体となっており、どのような事業にどれだけ配分するか 

については、地域づくり協議会自身で決定することができる。 

・市町合併後、地域間の様々な問題解決のため「地域審議会」を創設（合併後 10年 間 

設置）しており、地域づくり協議会と協力・連携している。 

・交付金の交付決定などは本庁地域振興課が担当するが、各支所が地域づくり協議会の 

事務局となり、指導助言を行っている。（交付申請書や実績報告書の作成を手伝う） 

・地域づくり協議会が事業計画や予算配分を決定し、実績報告、収支計算書を作成。 

・事業実施団体の構成は、健康福祉部会、安心安全部会、生活環境部会など、自治会や 

ＰＴＡ、子ども会のほか市民グループで組織している。なお、各事業実施団体は地域 

づくり協議会へ事業完了報告をする。 

  ④効果及び課題について 

・活動分野間での公平性が担保され、全体として事務量の軽減にもつながった。 

・各地域の特色を生かした取組を地域住民が考えて実施できる制度となっているため、 

地域住民からは地域コミュニティが図られたと概ね好評である。 

・事業創設当初は 10年計画で、最初の５年間については補助率を一定とし、５年目以 

降に交付金の割合を減らす方針であったが、合併前の旧５町の市民からは、使い勝手 

も良いということで、補助額の縮減に対して反対意見もある。 

・祭りや体育祭など地域での交流を通し、コミュニティの活性化が図られているなど大 

きな成果が現れており、市としても制度を継続するか検討している。 

 

 長崎県五島市 

（１）五島市議会 歓迎あいさつ《五島市議会事務局 山田局長》 

（２）五島市概要説明《五島市議会事務局 山田局長》 

（３）三木総務文教常任委員会委員長あいさつ 

（４）長崎県五島市からの調査事項の説明概要 

 「人口減少社会への対応について」《五島市市長公室参事兼まちづくり推進班明石係長、久保

氏、竹内氏》 
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「心のふるさと市民」について 

①事業概要 

 五島市の人口と心のふるさと市民をあわせて 10 万人を目指し、五島市外に在住してい

る方に五島市を身近に感じていただく情報を発信する。（毎月、心のふるさとからの手紙

発行、メールマガジンなど） 

②事業の目的 

・交流人口の増加による、五島の農林水産物の販売、観光産業の活性化を図る。 

・他地域の人々を受け入れることで、島民のもてなしの心・環境美化意識が向上するとと 

もに、幅広い知識や文化を受け入れながら、豊かな人づくりを目指す。 

・五島市への旅行者・移住者が増加し、地域の活性化を目指す。 

③主な加入促進活動 

・平成１９年３月募集開始（４月運用開始） 

・平成２１年度 緊急雇用創出事業交付金による加入促進（登録者 3,111人） 

・平成２２年度 五島出身者会への加入促進（登録者 266人） 

・平成２３年度 これまでの登録者への加入促進依頼（登録者 293人） 

・平成２４年度 平成２３年度新規登録者(20 歳以上)への加入促進依頼（登録者 22 人） 

・平成２５年度 ふるさと市民限定格安ツアーの実施等 

・募集パンフレットの配布 

④心のふるさと市民の効果 

・平成２２年１１月 地元市民と心のふるさと市民によるカラオケ交流会 

・島外イベントで心のふるさと市民が協力（東京池袋アイランダー） 

・心のふるさと市民の方が経営する通販会社で五島産品の販売 

・平成２４年１０月 ふるさと市民カップルが五島で挙式（東京から出席者 50人） 

・平成２５年５月 ふるさと市民の方が中心になって五島市への団体旅行 30人 

・心のふるさと市民として訪れた人が、家族や友人を誘って再度五島市旅行 

・旅行で五島市へ来た人が、五島を好きになって帰宅後に加入 

⑤今後の課題・展開 

・市内飲食店組合や旅館ホテル組合などへ協力を仰ぎ、特典提供協力店を拡大する。 

・ギフトカタログの配布や心のふるさと市民との連携による島内産品の流通拡大。 

・五島市ＨＰ内にインターネットを利用した申請フォームを作成し、スムーズな登録、ア 

ンケート調査の実施等を図る。 

・ポスター掲示やチラシの設置などをふるさと市民に協力要請し、市外の情報発信の拠点 

になってもらう。 

 

「Ｕ・Ｉターン、短期滞在型住宅整備」について 

 ①ＵＩターン総合窓口 

 移住に関する相談窓口。専任担当者を配置し、相談対応。 
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 ・平成２０年度 相談件数１９３件 移住件数８組１９人 

 ・平成２１年度 相談件数１９１件 移住件数１０組１９人 

 ・平成２２年度 相談件数１５７件 移住件数７組１０人 

 ・平成２３年度 相談件数１２６件 移住件数６組９人 

 ・平成２４年度 相談件数１００件 移住件数１０組１３人 

 ・平成２５年度 相談件数１０６件 移住件数１５組２８人 

 ②田舎暮らし体験ツアー（平成２４年度で事業終了） 

  五島市での田舎暮らしに関心のある方を対象に体験ツアーを実施。ツアーの中で五島

市の主要産業である農・漁業体験や市内の生活関連施設（大型スーパー、病院など）への

案内のほか先輩移住者の声が聞ける交流会などを実施し、五島市を体感してもらう。 

 ③都市部での移住相談会の実施 

五島市の移住に関する情報発信の場として都市部での移住相談会を実施。長崎県地域

づくり推進課が主催する「ながさき田舎暮らしキャラバン」と国土交通省が主催する「ア

イランダー」へ参加。 

  ④短期滞在型住宅整備 

   五島市への定住促進を目的とした、市内での生活を短期的に体験するための住宅。移住

希望者の仮住宅として住宅を探すまでの間、利用できる。平成１９年度から上大津町の県

の空き公舎を無償で借り受け、五島市への移住者希望者を対象とした「短期滞在住宅」を

設置。利用料無料、光熱水費は利用者負担。 

  ○利用条件（以下の条件に該当する方） 

  ・五島市へ移住するための住宅を借上げるまでの間、五島市内に居住しようとする方 

  ・五島市内で移住のための住宅を建築予定又は建築中の方 

  ・五島市へ移住を予定している方で、その調査・体験のため滞在しようとする方 

  ○利用期間：１月以上３月未満 

  ○付属設備：エアコン、ガスコンロ、照明器具 

（５）短期滞在型住宅の現地視察（下記施設の現地視察を実施） 

名 称 構 造 利用料月額 摘 要 

上大津Ｂアパート 

（五島市上大津町） 

鉄筋コンクリー

ト造２階建 

無料（浄化槽費、光熱

水費は自己負担） 

昭和５３年建築 

（３Ｋ、バス・トイレ付） 

 

８ 視察結果について 

 今回の行政視察の結果、雲仙市、諫早市及び五島市が取組み、実行している事項や質疑等の

回答を下記にとりまとめてみた。今後、それぞれの市の取組みを参加したそれぞれの議員が

個々の印象と同僚委員の印象とを咀嚼し参考にしながら、本市総務文教常任委員会としての調

査研究をより一層推進していくものとする。 

（１）長崎県雲仙市 

《いじめの防止に関する条例制定について》 
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[主な意見(要旨)] 

・いじめや人権侵害を行政がゆるさない、意思表示が大切。もしもの場合の解決方法をシス

テム化、条例化は市民に有益。いじめの解決とは別問題と感じた。 

・今までいじめになっていなかったことが定義化されたことでいじめになった。相手が受け

とる印象で決まる。周知や啓蒙のきっかけとして条例は意味がある。 

・条例制定の背景や経緯に様々な人の思いを感じた。地域の人が真剣に考えている。 

・条例は市民への意識づけ。道徳を本市としてどう進めるか。生徒同志でどう活かしてもら

うのかが大切である。 

《所感》 

・全国でいじめ問題から尊い命をなくす事例が増加しており、特に大津事件がきっかけにな

ったようである。いじめ問題は教育委員会が主たる担当課であるが、雲仙市においては政

策企画が地域を上げて取り組んでおられる。これからもまだまだ消滅しないであろういじ

め問題は、本市においても同様であり、取り組む課題と考える。 

・いじめの問題はどれほど生徒が知らせてくれるかが重要。教育では道徳が教科となります

ので、道徳教育の充実と生徒のＮＯと言える人間形成の確立を目指す教育指針が重要。ま

た、生徒が自分で電話出来るよう「秘密を必ず守ること」環境づくりも大事だと考える。 

（２）長崎県諫早市 

《地域づくり協働事業について》 

[主な意見(要旨)] 

・事務的な手続きなど職員のボランティア精神に感服した。 

・旧町の地域意識が強い印象を受けた。 

・継続事業ばかりだと「オラがまち」という意識が消えない。 

・淘汰する事業や市全体で融合する事業など発展的な考えが必要。 

・伝統文化保存事業は旧町地域で守り、スポーツ系事業など市全体で実施できるものは統合

すべきと感じた。 

・イベントは広げるのか廃止するのか、残すのか、見極めが大切である。 

《所感》 

・聞くと合併前から行われていた行事・まつりの継承のようだが、中には新たな取り組みも

ある。たつの市内でも各地域の行事など、再考すべきだろう 

・（住民がそれぞれ考えて事業を行うことが良いアイデアだと思う。ただ、旧町ごとに補助

金を分けるとせっかく合併したことが裏目にでてしまうことも考えられるのではないか

と思う。合併後の全体としての事業が大事だと考える。） 

・地域づくり協議会 共通の課題と言えるのが、活動の意義をいかに多くの住民に理解して

もらい、参加者・協力者を増やしていくかという点だ。全住民が一丸となったこの市のよ

うな例は少ないと考える。 

・活動の盛んなところとそうでないところの温度差はない。その要因は「危機意識の差」「一

人のリーダーに頼るのでなく責任の分担ができているか」「地域づくりは他人事でないと
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いう意識がどれだけ共有できているか」。 

・財政収支が悪化する中で、支所機能の縮小も不可避となるだろう。そうなったとき、協議

会がどれだけ「公」を担える力をつけていることが大きな鍵」となる。 

・協議会は５年後、１０年後を見通したビジョンを住民間で共有し、そのために今何ができ

るか考えていく必要がある 

（３）長崎県五島市 

《人口減少型社会への対応について》 

[主な意見(要旨)] 

・古い公営住宅では効果が表れにくいと感じた。 

・心のふるさと市民は良いアイデア。本市でも見習うことはできる。 

・ＵターンＩターン者の住居を不動産屋に任せるのは良くない。 

・全体として宿泊施設や公共施設の魅力が欠ける。 

・近隣の長崎市、佐世保市、平戸など有名な観光地があるが、五島市は釣りのイメージだけ

で、企業誘致も難しい立地か。１０年で１割以上の人口減少は厳しい。 

・子育て支援策は、子どもの取り合い。いかに地元から外へ出ないようなまちづくり、子育

てしやすいまちづくりが大切。総合的な対策が必要になる。 

・人口流出を防ぐには、仕事が大切。何か画期的な事業があれば仕事もできる。若い人がい

かに残ってくれるか、就職の斡旋までする覚悟がいる。 

《所感》 

・陸続きの街においても過疎化が最大の課題であるが、孤島となればよほどのことがない限

り、厳しい現状であろう。少しでも協力できればいいと委員の中で「心のふるさと市民」

に登録した。 

・県の住宅を貸すというアイデアは当市でも参考にできる。本市でも空き家バンクを始めて

いるので住宅メーカーと市とタイアップで空き家をリノベーションして賃貸もしくは定

住を促す施作を市として考えてみても良いと考える。 

・五島市は事務局長が西の端と言われていたが、他の地にない宝物がある。我われにはない

宝の島である。定住自立圏は、普通中心市と周辺町村がお互いの機能と役割を明確にする

とこから始まるが五島はそうではない。 

・過疎地域は決して日本の遅れた地域でなく、日本の将来を先取りした地域である。過疎地

域に生じた過疎高齢化という現象は今や中小都市や都市郊外地域にまで蔓延している。逆

に言えば、過疎地域のような状況を解決する取り組みこそ、人口減少地域の将来を切り開

く可能性を示俊するものである。五島市は、格差を嘆くのでなく、格差を逆手にとって全

国に未来を問う姿勢がある。 

 

 

 


