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第 8号様式（第 7条関係）

l平成？，0年 3月3( 日

久留米市議会議長様

久留米市城南町 15.番地3

会派名紘7は説、初

代 表 者 名 桝 勿 門 ⑧ 

政務活動費事業実績報告書

久留米市議会政務活動費の交付に関する条例第8条の規定に基づき、下記の

とおり報告します。

υ 

記

1 事業の完了年月日 キ九 30年 3月 31日（二）＿1年度分）！

2 事業実績の概要
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報告書

視察 平成 .21年号月 1日

ム派名 般 会派名 ;J¥il<'J¥=
ヨ代司 表者闘中多門 報告者奈蛇巨樹

緑水会議員同 包－，＜，ム露Jl.[司 ⑧ 

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

期日 平成29年 7月5日～平成29年 7月8日

視察先 北海道釘｜｜路市

北海道網走市

参加議員名 < 田中多門 栗原伸夫 塚本篤行

視察項目 ［剣I[路市】小学校統廃合について

［網走市］観光振興計画について

説明者 ［釧路市］小学校統廃合について

教育委員会学校教育課

【網走市］観光振興計画について

観光部観光課課長

説明概要 ［鍔I［路市］小学校統廃合について

(1) 統廃合の理由及び事業経過について

(2) 統廃合までの問題点について

(3) 今後の予定及び課題について

［網走市］観光振興計画について

［到I[路市］小学校統廃合について

(1) 統廃合の理由及び事業経過について

(2) 統廃合までの問題点について

(3) 今後の予定及び課題について

森崎巨樹 計4名

＊敬称略

北海道の出生率は昭和 42年から全国平均を下回り、平成 11年には 1.2という低水準にあった。

釧路市においては、昭和 57年度の 32,632人から平成 11年度には 17,265人、 52.9%まで減少し

た。平成 11年最小規模校 6学級 107入、最大規模学校24学級827人と学級数で4倍、児童数で

は7.7倍という状況にあった。平成 11年 4月保護者・市民代表・教育関係者・学校関係者による

釧路市学校のあり方検討委員会が設置され、平成 13年に最終報告書が提出された後に、郵I[路市学

校のあり方基本方針と適E配置計画が策定された。基本方針の概要としては、全市的な通学区の見

直しと統合及び再編の推進、小中学校め適正規模の基準を 12学級から 18学級へと変更、通学距、

離の目安を小学校2km中学校 3kmとする、計画実施の期間を平成 13年～20年までの 8年間、統

合では概ね2年程度の準備期間を置くとした。具体的方策として、通学区域の見直しを小学校7



< 
、 校 9件中学校4校 4件行い、経過措置地として在校生と新 1年生は通学区域を変更せず卒業でき

るよう対処した。学校統合は小学校4件 9校中学校2件 4校で実施された。

急速な少子化による小規模化と新興住宅地における大規模校の出現など学校間の規模格差の改

善と適正化を目的に行われてきた。適正な学校規模と して 12学級から 18学級を確保している学

校は5割に満たず、数字上は学校規模適正化の効果を見出すのは難しい状況となっている。

しかし、 数字には表れないものの、学校統合による複式学級の回避や小規模校 ・大規模校の解消な

ど学校規模適正化の効果は表れている。その他統合による効果として、児童生徒の社会性の伸長、

学校生活の活性化、競争意識の高まり 、学校運営上の効果、財政面での効果が表れた。

釧路市の学校統合は統合対象の学校を廃止し、新たな学校を新設する方式で行っている。統合校

の校舎はいずれかの学校校舎を使用するが、校舎を使用する側としない側との温度差をなくすこと

が極めて重要と思われる。2～3年間は統合対象学校問の交流を行い、校舎を使用しない学校に対し

ては廃校式や学校史の作成予算をつけるようにしている。廃校後の校舎利用は様々で、医師会看護

専門学校や私立中高学校などの教育施設としての利用や、 地区集会所や消防団庁舎、高齢者・福祉・

子育て支援団体が利用するなど公共的な利用、商業施設などとして民間への売却などが行われた。

今後、西側の人口が増加し東側の人口が減少する予測があり、立地適正化計画策定とコンパク ト

な街づくりが求められる中、 この 10～15年の聞に再検討が必要な時期が来ると考えている。耐震

補強及び大規模改修工事が平成 28年に完了しているが、 耐震化実施校においても建築より 30年

以上が経過し今後、学校施設改築計画の策定を考えている。

Q&A 

Q：統廃合において自治会組織からの反発はなかったか

A：さほどなかった

Q：通学区（校区）で自治会組織はないのか

A：校区単位の組織はない。全地域に説明を行い、対象校の自治会には別途説明を行っている

Q：給食の供給はどのように行っているか

A：給食センタ一方式で行っている

Q：後者の跡地利用はどのようにしているか

A：統廃合検討時には跡地利用は検討していない。統廃合完了後、市としての利用が第一に検討さ

れ、 利用を求める部署がない場合に他の活用を検討している。

Q：廃校に私立学校が活用しているがどのような経緯で私立が活用するようになったのか

A：学校法人の方から相談があり活用していただいている。市の方から話は持ち掛けていない。

ロ「亙圃

執行部説明 市役所前



【網走市］観光振興計画について

網走市への観光入込客数は年間 120～180万人で推移しており、平成24年度では 137万人を記

録した。前年度比 75.2%で、同様に道全体では92.2%、オホーツク圏では 78.4%で推移している。

網走観光における宿泊客の割合をみると、平成 16年度以降割合が年々低下傾向にあり、平成 19

年頃まで 30%前後だ、ったのが、平成24年度では 26.5%まで落ち込んでいる。 4半期ごとの入込客

数の推移をみると全体的に落ち込んでいるものの、流氷滞在期間である冬季においては平成20年

度以降同水準以上を保持している。 JTB地域ノ号ワーインデックス調査を基にした報告書において

認知度興味度については、知っているが「行きたし、」と思わせる動機づけが弱い、かつての知名度

は低下しつつあるとまとめている。イメージについては、「想像程でなしリ「自然を堪能する機会が

なかった」事がうかがわれ、食に関してのアピールがさらに必要としている。イメージについての

調査で訪問したことがある人もない人も「自然にあふれているj というイメージが最も多かった。

再訪問の意向としては、認知度は高いもののシニアは「一度きりでよいと患っている」若い人の認

知度は低いが、来訪した人の 92%が「また来たしリと思っており、若年層の方が来訪意向に結び

ついている。満足度に関して、全国 150観光地に対して網走は 125位。「地元の人とのふれあしリ

「まちのにぎやかさJ等の満足度が低い。観光客、地元住民、従業員の満足度の調査で「地域の料

理・食材」が高い結果となっている。全般に 20～30代の来訪者は「地域の自然J「地域での観光・

活動・体験j 「地域の料理・食材」に対する満足度が高く、網走への総合満足度に影響を及ぼして

いる。 60代は「地域の自然」に対する満足度が高いが、「地域の料理・食材Jが総合満足度に大き

く影響している。総合的に網走に対する満足度は世代に関わらず「地域の料理・食材」が決め手で

ある。

網走市観光振興計画の目標は五感に響き、おもてなしが心に残る「“おいしいまち”網走」の創

出～味覚のみならず、様々な場面・体験を通じ「おいししリを感じるまちあばしりの実現～基本方

針と戦略 1.網走の「オンリーワンJの開拓（強みを生かす成長戦略） 2.「泊ってこそ楽しめる網

走」の魅力開発（弱みを改善する改善戦略） 3.「網走観光ネックレス化Jの推進（強みを生かす成長

戦略） 4.多様なツールを活用しての「話題作り J（弱みを改善する改善戦略） 5.官・民・学・異業

種連携による網走観光の推進。

具体的な施策として、 1.網走の「オンリーワン」の開拓として、「食」を切り口とした事業の

展開を行い、ラジオやイベントにて情報発信を強化しブランド化を図る。天都山展望台・オホーツ

ク流氷聞の整備を国の地域元気交付金を活用し 18億円で行し、運営は指定管理で行っている。天都

山エリアの面的魅力アップに向けた整備では、テーマパーク化しエリアのネックレス化を図り、自

立した賑わいを行政ではなく民で目指す。 2.「治ってこそ楽しめる網走」の魅力開発として、ス

ポーツを切り口とした事業の推進では、フルマラソン大会を実施している。 26年から行し、毎年

2,000人以上の参加者が集まっている。フルマラソンを行う時期の宿泊は満室で、参加者には景観

景色・食を満喫できるようにしている。 3.「網走観光ネックレス化」の推進としては、既存観光

施設のネットワーク化事業ではWi-Fi環境整備と広域連携を取組んでいる。 4多様なツーノレを活

用しての「話題作りjとして、アジアを中心とした海外マーケットへの情報発信を行い、東南アジ

ア向けの Facebookページを運営している。また、国のクールジャパン政策と連動し、ゴールデン

カムイや網走監獄のコミックを活用し、香港ブックフェアにも出店している。

Q&A 

Q：この計画策定に当たり民間事業者の協力を得て作成されたのか。

A：行政のみで策定した。 iしかし、担当参事官が元JTB北海道の人間で海外へのフ。ロモーション

などJTB時代の人脈を活用して展開されている。



ぜ

Q：ニーズ調査はどこが担っているのか

A：道の第三セクターが行っている。

Q：ラーメンの売込みは行っていないのか

A：さほど有名ではないので、行っていない

Q：宿泊者誘致の為に行っている施策はあるか

A：夏季にゴ、ルフ誘客を行っている。閑散期対策として、パックツアーで一人 2,000円補助を行っ

ている。また、スポーツ合宿の誘客も行っており、施設料の減免や空港からの送迎をしている。

執行部説明 市役所前



会派名 緑水会議員団

代表者 田中多門

研修報告書

様

会派名

報告者

平成29年12月22日

緑水会議員団

田中多門 ⑮ 
政務活動のため研修会に参加したので、その概要を報告いたします。

期 日 平成29年10月13日（金）

開 催地 福島県福島市

参加議員名 参加議員名 田中多門・塚本篤行

自治振興セミナー（地方創生と地方分権）

研修項目
(1）「地方行政の地課域題づ」
(2）「持続可能な くり～人口減少時代の自治の在り方～
(3）創造的過疎から考える地方創生（徳島県神山町の取り組み

(1）前総務事務次官佐藤文俊
説 明 者 (2）中央大学大学院経済学研究科教授 佐々木信夫

(3）認定非営利活動法人グリーンバレー理事長大南信也

説明内容
(1）地方財政計画の推移・地方財政の借入金残高状況及び国の予算と地

説明内容
方財政
(2）人口減少時代の理域への影響と自治の在り方、及び求められる政策
自治体造了づ、くり
(3）創 的過疎からの課題から神山プロジェクトまで

( 1 ) 人口減少問題を克服し成長力の確保は、地方自治体共通の課題で
あるが、今後の国からの事務・権限の移譲など、地方行政の課題は、そl

のまま地方財政の課題と重なることを改めて考えさせられた。マイナン
ノ〈ーや連携中枢都市圏構想、ふるさと納税など、課題山積。

感 想
(2) 消滅都市の問題と戦後復興の70年の関わりや、地方議員の定数割

れ問題。監査のあり方と地方議員の立法能力など、共感すべきもあった
が、固と地方自治体の格差について、もっと踏み込んでほしかった。
( 3) 講師がNPOの代表ということで、実践活動の取り組みと、活動の

推移など面白く聞いた。注目されている過疎自治体の定住促進と地冗住
民と新規定住者の融和など興味深く聞いた。



研修報告書

平成29年12月22日

会派名 緑水会議員団

代表者 田中多門 様

会派名 緑水会議員団

報告者 田中多門 ⑧ 
政務活動のため研修会に参加したので、その概要を報告いたします。

期 日 平成20年11月15日・16日（木）

開催地 兵庫県姫路市 「姫路市文化センター」

参加議員名 田中多門

弟 lヌ旧lょ 剖改巾革爵の霊安実議績主主と主議ミ併会先力Lのノォ向ー上フ一ム政 m姫路
1、「議会 策創造の立法部を考えるー」

研修項目 2、パネノレデ、イスカッション「議会改革をどう進めていくか」
3、議会基本条例のこれまでとこれからを考えるJ

1、明治大学名誉教授 中部章
2、大山礼子（駒津大学法学部教授）
金井利之（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

説明者 l

新川達郎（同志社大学大学院総合政策科学研究所政策学部教授）
川西忠信（姫路市議会議長）

3、目黒章一郎（合津市議会議長）
豊田政典（四日市市議会議長）
盛泰子（伊万里市議会前議長）

1、基調講演・変わる地方議会一議会基本条例の10年一改革から政策創造
地方議会のこれからー防災と政策創造
電子政府への試み。国首長に立ち向かラー勉強する議員
議会基本条例の10年

2、議会改革を議会だけで終わらせない。

説明内容
地方議会の危機的状況について。
議員の改革意欲と住民とのイメージの差、
議会基本条例と議会改革。

3、議長選挙の在り方
タウンミーテイングと議員間討議の導入
市民の声の政策化
議会基本条例と課題

1、議会基本条例に報告会を組み込んでいる議会は多いいが、成功例は
少ない。最初の意気込みと、一律的内容の結果と思う。対策を考えるべ
きと思うが、聞けなかった。

感 想、
2、議員評価を一律にとらえ、スタンスや取り組みの違いなどに触れず、
一律選挙地域の代表扱いが、違和感を覚える。

3、議員のなり手不足、と議会内の権力闘争など、パネルデスカッショ
ンならではの生の声が聴けた。



要請 ・陳情活動報告書

平成30年 3月 31日

会 派名 緑水会議員団

代表者 田中多門 殿

会派名緑水会議員団 ..-... 

報告者森崎巨樹 li,霊 J 

政務活動のため要請 ・陳情活動を実施したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 2018年 2月 14日

参加議員名 栗原伸夫、佐藤晶二、塚本篤行、原口和人、森崎巨樹 計5名

要請 ・陳情先 在日カザフスタン共和国大使館（東京都港区麻布台 1・8・ 14) 

パウダルベック ・イエルラン特命塗権大使

相手方 ミルザティラエフ・アンヴァル参事官

ベイセノフ・クアニ、ンュ二等書記官（オりンピック委員会担当）

要請 ・陳情項目 2020年東京オリンピック・パラ リンピック事前キャンプ誘致について

要請 ・陳情内容 ＊別紙参照

要望・陳情の目的
2020年東京オリンピック ・パラリンピック事前キャンプを久留米にて実施す

る為の要望

－カザフスタン共和国との交渉窓口の開設

－大使の久留米訪問の約束

要望 ・陳情の結果 ・オリンピック委員会来日スケジュールの確認

－カザフスタン共和国とのオリンピック後のかかわり方の（要望事項）確認

＊詳細別紙参照

全権大使との面談



会派名

代表者

緑水会議員団

田中多門 殿

視 察報告書

平成30年 3月31日

会派名緑水会議員団

報告者森崎巨樹 ⑧ 
政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 平成 30年 2月 15日

視 察地 東京都品川区

参加議員名 栗原伸夫、佐藤晶二、塚本篤行、原口和人、森崎巨樹計5名

視察項目 ［品川区】東京オリンピック・パラリンピック事業について

［品川区］東京オリンピック・パラリンピック事業について

文化対。－＂）振興部オリンピック・ハ.7リンピリ準備課 課長 小川陽子

説明者 主査 山本秀志

＊敬称略

［品川区I東京オリンピック・パラリンピック事業について

(1) 開催機運の醸成のための活動について

(2) 会場の誘致、事前キセンプの誘致・推進事業について

説明内容
(3) その他スポーツ振興事業等について

1/3 



説明内容

I品川区］東京オリンピック・パラリンピック事業について

平成29年 10月28日が、東京 2020東京オリンピック・パラリンピックの 1000目前を記念

して「1000目前フェスタ」をふくしまつりとわせて行った。これまで様々なフェスタを開催、

平成26年9月にはブラインドサッカーフェスタを開催し、関東リーグ、の試合を行ったり、食べ

物ブースの出店を行った。平成27年 9月にはホッケーフェスタを開催し、期間前にホッケー教

室を全5回開催し、最終5回目をフェスタにて行った。教室は 50名定員で行ったが、学生時代

の経験者など隠れファンが多いことに気づいた。フェスタでは、ミニゲーム大会やエキシビジョ

ンマッチを行った。平成29年 9月にはピーチバレーボールフェスタを開催し、駅前通りを封鎖

し、実際に浜砂を敷き詰め会場を整備した。各フェスタは実行委員会形式を取り入れ、スポーツ

推進委員、各スポーツ協会、商店街組合などで構成した。その他の機運醸成事業として、日本ス

ポーツ界トップレベル競技観戦ツアーを平成26年度より行っている。平成26年7月「親子で

ホッケ一体験ツアーJを日光ホックー競技上にて行い、平成27年 5月「ピーチバレーボール観

戦・体験ツアー」を台場の JAPANツアーに合わせて行った。平成28年 8月「バドミントン観

戦ツアーIを駒沢のジュニア大会で行い、平成29年 8月「卓球観戦・体験ツアーJを行った。

年間で5～8競技を実施し、今年は 10競技にて実施した。移動は大型パスにて行い、移動時聞を

利用し、競技の／レール説明や見どころの説明を行っている。

その他の事業として、車いすバスケットボール国際親善大会のトルコ共和国チームの事前練習

会場の誘致を行った。練習場の提供の他、区内中学生との交流事業や豪州・日本3ヵ国の練習試

合も行われた。

競技が行われるブラインドサッカーにおいて、出前体験事業を平成27年より行い、平成28

年4月非営利法人日本ブラインドサッカー協会とパートナーシップ協定を締結し、同年8月より

区立中学校のグラウンドを活用し日本代表チームの練習場として提供している。また、体験会な

どで野球の指導者など別のスポーツ指導者が参加し、「コミュニケーションの大切さを学べる」

との意見が出ていた。また、今年度で3回目の圏内公式戦（東日本リーグ）を開催し、平成30年 3

月には世界初開催のIBSAワールドグランプリ 2018が天王洲公園で開催することが決定してい

る。開催にあたり、トップチーム 6ヵ国の試合は観戦料有料で行うものの、下位の4ヵ国は無料

にて行う。

パラリンピック啓発事業として、平成 30年 1月義足のダンサーダンス＆トークショーを行い、

平成 26年にパラ陸上幅跳びの選手のトーショー、パラリンピアンのトークショー、サッカー7

種の体験会などの事業を実施した。

機運醸成として、開催される 3競技の応援キャラクターを公募じ、 494件の応募があり、選考委

員が各3つの候補を選び、人気投票を行った。結果は区内小中高学生がそれぞ、れデ、サeインしたキ

ャラクターが選ばれ、フラッグツアーの際に着ぐるみのお披露目を行った。区関係施設等におけ

る啓発ツールとして、庁舎入口壁面に五輪エンプレムを設置し、庁内各窓口において、カワント

ダウンを示すタブレットを設置、庁内に競技体験ツールを配置するなど行い、区内公園に横断幕

を掲示するなどしている。さらに工事現場の保護ノξネルには応援競技の紹介写真を掲示してい

る。
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質疑応答

Q：啓発事業の予算はどうなっているか

A：平成26年度は数百万円、平成27年度で 1,600万円、平成 29年度では 9,000万円となって

いる。28年度ではリオの視察を行ったため膨大な額となっている。フェスタは数百万円で行い、

当初は会場設営など職員で、行っていたので、安価で、あった、今行っているフェスタの予算はほとん

どが会場設営費になっている。また、ビーチバレーフェスタでは会場設営に費用が掛かり 2,000

万円になっている。

Q：選手スタッフの食事はどうしているか（ハラール対応など）

A：商店街の自主的な動きとしてはある。商品表示に豚肉使用の表示など。担当の商工部が行っ

ている。

Q: （競技）スタッフはどのようにしているのか

A：スポーツ推進委員や学生団体が行っている。ボランティアは「品川サポーター」で募集して

し1る。

Q：通訳の確保はどのようにしているか

A：片言で、も話せる講座を都の事業で、行っている。商店街組織は話せるよう自主的に活動してい

る。

Q：マイナースポーツの情報発信はどのようにしているのか

A：区のホームページや広報誌で特集を組んでいる。また、区立校は開催 3競技の体験するよう

にしている。

Q：体育協会の連携 ・関係性は

A：競技写真の提供、ノレールの説明の確認などを してもらっている。また、競技の説明なども し

てもらうなど連携をしている。22の競技団体があり体験ツアーは体育協会に委託しフェスタは

共催で、行っている。しかし、開催 3競技団体は協会に属していない。

Q：先行自治体と して、久留米市はまず何を行うべきか

A：アス リー トの講演会などを行ってはどうか。その際、文化的著名人をプラスした方がいいの

ではないか。

団長あいさつ 担当課説明
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視 察報告書

平成 3。年占月Ji日

会派名 緑水会議員団

代表者田中多門 殿

会派名緑水会議員団 一
報告者森崎巨樹 ｛副！，：1 

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。

実施年月日 平成 30年 3月 27日～平成 30年 3月 29日

視察地
北海道札幌市

北海道旭川市

参加議員名 栗原伸夫、佐藤品二、塚本篤行、原口和人、森崎巨樹計5名

視察項目
［札幌市］国際プラザについて

［旭川市］日本酒の魅力発信及び観光名所としての取組について

［帯広市］国際プラザについて

公営財団法人札幌国際プラザ事務局長豊島

多文化交流部長阿部

さっぽろグローパルコミッション事務局長西村

説明者 ［旭川市】日本酒の魅力発信及び観光名所としての取組について

男山株式会社

取締役総務部長 朝野重充

総務部企画課主任金森徹諭

＊敬称略

［札幌市】国際プラザについて

(1) 事業の概要について

(2) 多文化交流事業について

(3) さっぽろグローパルコミッションについて

説明内容

［旭川市］日本酒の魅力発信及び観光名所としての取組について

(1) 男山酒造り資料館見学、
(2) 日本酒の魅力発信の取組について

(3) 観光名所としての取組について
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ν 

【札幌市］国際プラザについて

(1) 事業の概要について

(2) 多文化交流事業について

説明内容

(3) さっぽろグローバルコミッションについて

MIC Eと国際交流を同じ組織で、行っているのは仙台市と 2市くらい。コンペンションピ、ユーロ

ーは国際会議のフォローと留学生の宿泊をサポートしている。留学生の宿泊は指定管理で行って

いる。

基本財産について、札幌市の出資が4億円、道銀なY民間出資が 1億2千万で行われている。

職員構成は、代表理事（理事長）は札幌市長が担い、代表理事（専務理事）は札幌市からの派遣職員

が担っている。市からの派遣職員は、他に事務局長 1名、課長 1名で、民間派遣職員として、ス

ポーツコミッションの担当として JTBより 1名の派遣を受けている。賛助会員は法人で 134団

体おり、年間 400万円の年会費を徴収している。

多文化交流事業について、平成26年 3月に、札幌市国際戦略プランが策定され「創造性と活力

あふれる、誰もが住みたくなる国際都市札幌」を掲げ、基本方針として「国際競争力の獲得」「多

文化共生社会の実現」「海外ネットワークの活用j を策定している。札幌国際プラザ多文化交流

部の役割として、市民団体などの「声を聞き」、関係団体と「協力」し、「民間的な視線j を活用

しながら「国際交流・協力」「多文化共生」などの分野で具体的な事業を企画調整している。

園際黄龍事業においては様々な事業を行っており、姉妹都市との周年事業では、市民訪問派遣や

姉妹都市ファミリーフェスティパルなど、米ポートランドとは柏互の学生が相互訪問（ホームス

テイ）を行っている。市の年間のホームステイは 111名、日本文化体験事業は 40名参加しており、

運営はボランティアが担っている。現在、外国語のボランティアスタッフは登録上 500名おり

実際に派遣できる人員は 300名ほどである。言語は 10数か国で英語が最も多くレベルは自己申

告制で管理されている。活動の実績としては、雪まつりの案内や国際会議のインフォメーション

デスクなどで、日頃の活動は「外国語ボランティアネットワーク」において自主活動組織され、

交流サロンのカウンタースタッフとしての活動や、時計台の案内などを行っている。運営にかか

る費用は、年会費 2000円とボランティア保険 300円程度をボランティアが支出し、実際の活動

においては市などからの協力要請で活動する場合は市から交通費の支払いのみしか行っていな

し、。

国際協力事業としては、 JICAとの事業が中心で、 JICAや NGO共催事業を行っている。具体

的には海外ボランティア報告会や発展途上国に関する情報提供などである。また、米領事館との

交流事業を年間 3～4回行っており、イースターエッグづくり体験では、小学3～6年生20名が参

加し他にも読み聞かせ会や上映会なども行っている。

多文化共生事業としては、多国籍市民生活支援を行っており、年7回弁護士、税理士、行政書士

！などが相談会を行っている。また、外国人向けのセミナーも年3回行っており、介護保険につい

て・税務申告について・確定申告について・起業についてなど様々な事を行ってきた。

この他の事業として、医療機関向けの医療英語通訳セミナーの開催や外国人向け子育て支援補一

区園入署に関する説明会、地域づくりまちづくりに関連し、外国人コミュニティー支援などを行

い、防災訓練や防災施設見学なども行っている。

人材育成事業では、子供たちの国際理解促進のために国際交流員を派遣し総合学習の時間に授業

を開催している。また、姉妹都市のある 5ヵ国の在札外国領事館（名誉領事館）などと連携し、小

学6年生を対象に 30名 SAPPOROこども領事に任命している。こども領事の活動としては、そ
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の国の勉強をし、魅力発信を担ってもらい発表会を行っている。

さっぽろグルーパルスポーツコミッションは2016年 3月 31日に北海道・札幌市・札幌商工会

議所・札幌市体育協会・札幌観光協会・さっぽろ健康スポーツ財団・札幌ドーム・札幌国際プラ

ザ8団体で設立された。事務局は札幌市と国際プラザの共同運営で市3名国際プラザ3名（内 1

名 JTBより派遣）の 6名体制で運営されている。活動は、冬季国際大会スポーツベントの誘致・

オリバラ合宿誘致・スキーツーリズムの推進・スポーツボランティアの運営管理を行っている。

また、 178の道内市町村と連携し北海道札幌のブ。ロモーション活動行っている。

平成28・29年の活動実績は、冬季アジア大会（札幌）開催期間中中国メディア 50名を対象にセミ

ナーを開催、スポーツ関連会議EXPOへの出展（スポーツアコード・北京ワインタースポーツ展

覧会など）（スポーツアコードは年に 1回開催される国際競技連盟・ IOC・オリンピック委員会が

参加する会議）、各国NOCへの誘致提案書の送付、平昌オリパラ事前合宿誘致、ツーリズム EXPO

ジャパンへの出展、スポーツツーリズムコンペンションの開催、スキーツーリズムの基礎調査を

行つ！た。平昌オリパラ事前合宿誘致の実績は、スキージャンプ（ロシア・スイス）、カーリング（ア

メリカ（男・女・ MIX）・ロシア（男・女・ MIX）・ノルウェー（パラ））、バイアスロン（ロシア（パラ））、

（クロスカントリースキー（スウェーデン（男・女））＠伊達市）の誘致に成功している。スポーツボラ

ンティアについて、 2017年冬季アジア札幌大会のボランティア 4300人を継承し、スマイル・

サポーターズとして平成28年から 780名の登録を有している。活動実績として、平成29年度

では北海道マラソ1ンや札幌マラソンなどのイベント派遣が 15回、研修会が 3回行われた。

今後の課題としては、国際大会を誘致することは非常に難しい点と地元の競技団体との連携が大

切であるという点がある。また、スポーツコミッションは全国に 56団体あるが、スポーツ庁は

平成 33年までに 137団体にする目標を掲げている。

質疑応答

Q ・外国人の数は

A・住民登録上は 1万2千人いる。市の人口が 19 4万人なのでその 0.6%になる。国別でみると、①中国②

韓国朝鮮③ベトナムとなり、ベトナム人は5年前に 37人だったのが現在は670人と 20倍で留学生・技能実

習生の増加が要因と考えられる。

Q ・国際交流で外国人はどれくらい受け入れているのか

A ・観光客は統計があるが、国際交流目的の人数は把握していない。

Q ・外国人は自治会に入っているか

A ：とらえていない。自治会活動（行事）の参加を呼び掛けている。地域によっては北大留学生のアパートがあ

る所もある。まちづくりセンターで積極的に勧誘している。商店街組合の役員をしている人がいることは把握

している。

Q’技能実習生の対応はどのようにしているか

A・受け入れは行っていない。生活相談は行っている。最近は、日本語を学びたい、観光をしたいなどの相談

があるがその際はそれぞれのボランティア団体を紹介している。

Q ：外国人のスポーツ選手受入は行っているのか

A 外国人の国際交流員は雇っていない。別分野になる。

Q 交流は姉妹都市だけか、友好都市などはないのか
／ 

A ：他国との交流事業も行っている。局ごとに交流していることもあり、消防局ではスウェーデンと交流を行

っている。

Q ・技術交流などはあるのか

A 行っていると思うが、所管が市の国際部になる。商店街など、は行っている。
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Q ：北大との連携はどのようになっているか

A ：札幌圏大学交流フォーラム事務局が同じ施設内にあり留学生受け入れ支援を行っている。大学内の事務局

を通し留学生に情報を伝えている。

Q ：各国の交流会はあるか

A ：主催はない。支援団体 ・コミュニティから相談があれば対応する。

Q ：情報発信はどのように行っているか

A :H P、メノレマガPが中心。最近ではイベント参加者に広げている。

Q ：誘致PRはどのようにしているのか

A ：地元競技団体から各国の競技団体スタッフに話をしてもらっている。オリンピアンのつながりを活用し、

提案書を渡してもらうことや情報収集を行っている。

Q ：事前合宿で利用施設が被る際はどのように対処したか

A ：；カーリング会場がそうで、連盟が時間配分を行った。連盟にとってもトップレベルと触れるいい機会とな

った。

Q ：事前合宿の支援はどこまで行ったか

A ：足（パス手配jの支援のみしか行っていない。

Q ：事前キャンプ期間はどれぐらいであったか

A ：長くて 10日だった。短い場合は 4, 5日。スウェーデンはトータノレ2週間滞在していた。

視察写真

＜執行部説明＞

説明内容

［旭川市］ 日本酒の魅力発信及び観光名所としての取組について

(1) 男山酒造り資料館見学

(2) 日本酒の魅力発信の取組について

(3) 観光名所としての取組について

＜交流サロン＞

年間 16～18万人の来場者があり半数は外国人となっている。なぜ人が来るようになったのか。

それは、工場が国道 ・鉄道沿いに 50年前に移転し、昭和 30年欧州を視察しワイナリーを多数

見学した。 （それを参考に現在の工場の前庭を整備した）旭山動物園がヒットしてから他に観光地

はなし、かということで行政から旅行会社へ紹介してもらった。それから旅行会社（社長）のツアー

が 10年ほど続いた。現在の売り上げの 15%が海外への輸出である。な座海外で人気になったか

ということだが、男山の消費は主に道東で札幌に売り出そうと計画していた。そこで、札幌はど

この トレンドを見ているかということになり、東京に注目していることが分かつた。しかし、東
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京は海外を見ているということで、海外に注目するようになった。1977年欧州の品評会ワイン

の部に日本酒を出品し評価を受け 1980年から輸出を開始した。品質保持と消費の観点から 20

ヶ国に安定出荷を行っている。海外へは流通が大切である。酒蔵解放は 2000人からスタートし

た。男山自然公園を開宴しカタクリの花の群生地にした。草刈りで年間60万円かかり注目度は

あるが金にはならなかった。

質疑応答

Q ：ブランド（男山の名）はどうしているか

A ：男山 ・鬼ごろし・正宗などは日本では商標を取れない。海外では商標を取得している。現在FSS C取得

を予定している。

Q ：元卸との関係はどうか

A ：元卸業者は増やさないようにしている。取引を望む業者には直接ではなく元卸を紹介している。そうする

ことで、 他から話が来ているとのプレッシャーにもなる。海外においても 1ヶ国 1社か商社を通している。海

外の販売店も地元のバイヤーと一緒に回り、展示会の手伝いも行っている。

Q ：工場を移転して酒の味は変わらなし1か

A ：少しは変わるが大きくは変わらない

視察写真

＜資料館見学＞
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＜説明風景＞
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