
視 察 報 告 書

１ 視察年月日
平成２９年７月４日から７月６日まで

２ 視察場所

平成２９年７月４日（火）青森県平川市役所
平成２９年７月５日（水）青森県南津軽郡藤崎町役場
平成２９年７月６日（木）青森県青森市役所

３ 視察事項

平川市

・共通投票所の設置について

・健康づくり事業について

藤崎町

・ふじさき地域活性化助成金事業について

・まちづくり団体交流会事業について

青森市

・環境行政について

４ 視察参加者（７名）

山野井 隆、佐藤隆治、入江洋一、吉田 宏、細谷典男、竹原大蔵、関川 翔

５ 視察行程

別紙のとおり

６ 視察報告

別紙のとおり

上記のとおり報告します。

取手市議会議長 佐藤 清 殿

平成２９年 ８月 ４日

取手市議会会派創生会代表者 山野井 隆 ㊞



取手市議会会派創生会代表 山野井 隆 殿

行政視察報告書

取手市議会議員 竹原 大蔵

１ 視察日

平成２９年７月４日（火）から７月６日（木）まで

２ 視察先及び調査項目

平川市

・共通投票所の設置について

・健康づくり事業について

藤崎町

・ふじさき地域活性化助成金事業について

・まちづくり団体交流会事業について

青森市

・環境行政について

３ 視察内容

■青森県平川市 ７月４日（火曜日）午後１時

平川市概要

・平成１８年１月１日、２町１村による新設合併

県内１０番目の市として誕生

・位置：青森県南、津軽平野の南端

・交通：新青森駅から電車で１時間

青森空港から車で約４０分

・面積：３４６．０１㎢（県内７位／４０市町村）

・人口：３２，０８８人（県内１０位／４０市町村）※Ｈ２８．９末現在

・産業：農業（米、りんご、もも、高冷地野菜）

県産米初の「特Ａ」米『青天の霹靂』

りんごの栽培技術を生かした『津軽の桃』

【１】共通投票所の設置について

（１）概要



本年４月の改正公職選挙法により、７月の参議院議員通常選挙から、選挙

当日、既存の指定された投票所とは別に、いずれの投票区の選挙人も投票

をすることができる「共通投票所」の設置が、選挙管理委員会の判断によ

り可能。

二重投票防止のため、指定された投票所と共通投票所では、投票情報をリ

アルタイムで共有する必要があるため、オンラインシステムの構築が必要。

（２）背景

投票率

全国的に低投票率傾向にあって、青森県は直近の国政選挙（Ｈ２５参院選・

Ｈ２６衆院選）で２年連続全国最下位。その中で平川市の投票率は県内３

０位前後。

期日前投票所の増設準備

期日前投票の利便性向上（Ｈ２７．３投票環境の向上方策等に関する研究

会中間報告）

ア 便利な場所に投票所が設置されていれば有効な投票機会を提供できる

可能性。

イ 近年、駅構内や商業施設など頻繁に人の往来がある施設に期日前投票

所を設置し、投票率向上等の効果を挙げている自治体例がある。

★選挙権年齢引き下げの動向も踏まえ、大型商業施設イオンタウン平賀に

期日前投票所を増設

★関連経費約２２０万円をＨ２８年度当初予算で措置

ウ 選挙当日も引き続き投票所とすることにより、期日前投票所同様の利

便性を選挙当日においても享受することができる。

（３）場所の選定理由

①参院選より期日前投票所を設置する準備があったこと（Ｈ２８当初予算

計上）

②市内中央部にあり立地条件に恵まれ、人が集まりやすい商業施設

③主要バイパスが交差する位置にあり、車でのアクセスが便利

④十分な駐車場のスペース、段差がないバリアフリー化されている施設

⑤選挙事務を行うための必要なスペースが確保できたこと

⑥投票の秘密保持が可能なこと

⑦上記条件が備わった施設が他にないこと

（４）参院選での目標



前回Ｈ２５．７の参院選の投票率「45.35％」を上回ること。過去の国政選

挙の多くは全国・青森県の平均を下回る結果となっているので、そこを上

回ること。

（５）決定までの経過

・４月６日 共通投票所設置を可能とする改正公選法成立

・４月中旬まで 情報収集（問題・課題整理）

・４月中旬～５月上旬 検討会議

・５月２日 委員会定例会において方針決定（非公表）

・５月中旬 財政協議（予算組み換え）

・５月２０日 総務省公表（準備中または検討中）

・５月２３日 午前 市議会説明、午後 記者会見

・５月３０日 委員会臨時会。県報告及び告示

（６）検討経緯と設置の判断

①情報収集 共通投票所設置に関する問題・課題等の整理

・二重投票防止のためのシステム構築費が高額、国の委託費だけでは賄え

ない

・費用対効果が不透明

・光回線程度の速度が必要（山間部や離島）

・停電及びシステム障害時の対策と情報セキュリティの確保

・年１回あるかどうかの選挙のために固定回線を整備するのか

・固定回線は全投票所への引き込み工事が必要

・投票所が民間施設借り上げである場合、相手方との調整が必要・承諾が

得られるか

・投票所は必要に応じて見直しされるもので恒久的ではない

・新たな人材確保（投票管理者、投票立会人、事務従事者）、必要人員が不

透明

・準備期間が短い

②検討会議

・４月１９日、４月２６日、５月９日において共通投票所設置の可能性を

検討

・関係者の範囲

システムベンダー（選挙システム納入業者）、東日本電信電話株式会社弘前

営業所、株式会社ドコモＣＳ東北青森支店、平川市役所総務部管財課（シ

ステム担当）、選挙管理委員会事務局



★主な検討事項

①選挙人名簿対照のオンライン化（二重投票防止の仕組み）

②情報セキュリティの確保

③整備費用（国の委託費で賄えるか）

④停電、システム障害時等の対策

≪設置の判断 検討事項１≫ 選挙人名簿のオンライン化（投票システム

と通信回線）

①既存の期日前投票システムを選挙当日も活用可能。新たなシステム構築

は不要。

②本庁サーバーとｄ２３指定投票所及びイオンタウン平賀との間に専用の

ネットワーク回線の構築が必要。有線（ＮＴＴ東日本）、無線（ＮＴＴドコ

モ）とも既製品で技術的に可能。

③公職選挙法、技術的基準に「有線、無線」の規定がない。有線、無線に

関わらずセキュリティが確保されていること、自治体セキュリティポリシ

ーをクリアしていること。（４月２８日東京都・都道府県説明会）

④有線による構築は、

（１）全投票所への現地調査、固定回線の引き込み工事で相応の日数が必

要

（２）民間施設もあり相手方の承諾が得られるか

（３）投票所は必要に応じて変更する場合もあり恒久的ではない

（４）工事費用が無駄になる可能性 工事費概算約２８０万円

無線 約２００万円の経費削減

通信回線 無線によるネットワーク構築

≪設置の判断 検討事項２≫ 無線による通信回線と情報セキュリティの

確保

①ＬＴＥの特徴は電波を使った携帯電話・モバイル通信規格で非常に高速

なデータ通信が可能であり、平川市全域をカバー。

②通信内容は暗号化され動画・画像でないテキスト（数字）で通信速度に

支障がない。

③クライアントＰＣに接続するＬＴＥ端末（ルーター）を予めグループ登

録（ＩＤ、パスワード、電話番号）することでアクセスを制限し、特定の

拠点間のみで通信する。

④インターネットを経由せず外部から接続できない専用回線であるため、



第３者によるアクセスは不可能（閉域ネットワーク）

⑤国の技術的基準及び平川市情報セキュリティポリシーに抵触しない。

⑥クライアントＰＣ操作者に対し、システム稼動時に必要なＩＤ、ＰＷを

付与。

⑦当日の電算室への入退室は特定の職員、委託管理業者に制限。

⑧通信状況のモニター監視や不正アクセスの兆候を察知できるようログ監

視。

≪設置の判断 検討事項３≫ 整備費用（国の委託費で賄えるか）

①共通投票所関連経費の総額 約４８０万円

②二重投票防止のためのシステム構築費 約４００万円

うち、国の委託費による加算配分の見込み額 約３００万円

③国の委託費 歳入見込み額 ２，２３０万４

千円

歳出見込み額 ２，２５８万３

千円

差し引き▲ ２７万９

千円

④地方選挙に使用できるものについて、国の委託費加算分は５／９となる

ため、一部市の持ち出しもあり得る。 投票環境と投票率向上の期待

⑤以降の選挙時において必要となる経費見込額は約１５０万円

人件費２５万円、通信費３７万円、委託費４５万円、ＰＣレンタル４３

万円

≪設置の判断 検討事項４≫ 停電、システム障害時の対策

①停電対策

１．クライアントＰＣは商用電源がない状態で約５時間稼動するバッテリ

ーを標準装備

２．必要に応じて各投票所（町会管理の集会所）の非常用発電機により対

応。

②システム障害対策

１．システムベンダーの待機、電気通信事業者は故障受付、サポートセン

ターによる対応。

２．投票所ではオンラインによる名簿対照に加え、紙ベースの選挙人名簿

対照を行う。

３．臨時の固定電話設置、事務従事者職員の連絡先を事前確認。

４．緊急連絡体制・事務処理体制を整備。



③通信障害のリスク

１．通常業務や過去の選挙時（期日前投票）において通信障害が発生して

いない。

２．通信障害の最大リスクは災害時。

（７）今後の課題

①恒常的にイオンタウン平賀の催事スペースを利用できるか

②停電、断線など不足の事態に備えた緊急体制、事務処理体制の確立

③システム障害に備えたサーバーのクラウド化等バックアップの仕組みづ

くり

④解散総選挙など急な選挙への対応

１．電気通信事業者に対する申し込み期限は開通希望日の１カ月半まで

２．クライアントＰＣの確保（レンタル）

⑤指定投票所と共通投票所における選挙事務従事者数の整合と適正配置



【２】健康づくり事業について

（１）目的

市民の健康意識の醸成を図り健康づくり事業への参加や各種検診受診率の

向上につなげる

（２）概要

各種検診の受診や健康づくり事業への参加などでポイントを獲得し、獲得

したポイントに応じて賞品が貰える事業。

１．参加資格者

３０歳以上の平川市民

２．参加方法

①ポイントカードを準備

②がん検診、健康診査、健康づくり関連事業、個人の取り組みに参加

してポイントを獲得

③カードに必要事項を記入し、窓口で参加賞と引き換えをし、抽選賞

品に応募する。

３．予算額

１６０万６千円（賞品１２５万５千円、需用費等３５万６千円）

（３）実施状況（Ｈ２８年度実績） 参加賞引き換え数１，１１２人

４．効果

この事業をきっかけとして健康づくりの講座への参加につながったり、市

民が楽しんでこの事業に参加し、健康意識の醸成につながった。

５．今後の事業予定

今年度はよりこの事業への参加がしやすいように、参加項目に個人の取り

組みを追加し、抽選の応募に必要な必須項目を全項目からがん検診または

健康診査のいずれか１項目に変更した。今後は集団検診会場でのＰＲや広

報掲載等の市民への周知継続実施し参加者への増加を図っていく。



■青森県藤崎町 ７月５日（水曜日）午前１０時

藤崎町概要

・平成１７年に藤崎町と常盤村が合併

・位置：津軽平野の中央部

・交通：ＪＲ奥羽本線、五能線

国道７号と国道３３９号

・面積：３７．２９㎢

・人口：約１６，０００人

◎内容：藤崎町における住民主体の地域活性化活動について

【１】ふじさき地域活性化助成金事業

（１）対象団体（※全ての要件に該当する必要あり）

①町内に事務所又は活動場所を有する団体（ＮＰＯ、ボランティアグルー

プ、町民の活動団体、町内会等。ただし、自主防災会は除く）

②概ね３人以上の会員で組織されていること。

③組織の運営に関する規則の定めがあること。

④予算・決算の管理が適切に行われていること。

⑤原則として１年以上継続して活動する見込みがあること。

（２）対象事業（※全ての要件に該当する必要あり）

①対象団体が主体的に企画する事業

②対象団体が自主的に実施することが可能な事業

③公益的又は社会貢献的な事業

④町における地域課題の解決が図られる事業

⑤町における地域活性化の効果や成果が具体的に期待できる事業

⑥創意工夫やアイデアがあり、新しい視点から先進的に取り組まれる事業

⑦予算の見積もり等が適正である事業

⑧助成金交付の決定があった日の属する年度内に取り組まれる事業

（３）交付の期間・制限

①対象期間は、１事業に対し単年度を原則とし、年度内に１団体につき１

事業まで助成。

②同事業が助成金を受けることができる回数は通算５回まで。



③対象団体が当該事業を今後も継続する意思があり、要件に該当する場合

は同一事業が助成金を受ける回数を１０回までとすることができる。

≪６回目の助成を受ける要件≫

同一事業に対する助成を初回から５年連続で決定され、その翌年度に当該

事業に対する助成を申請し決定されたとき。

（４）対象経費

①団体の構成員に対する飲食費、人件費、謝礼

②謝礼品（金銭ではなく酒、物品、金券等で謝礼するもの）

③食糧費

④対象事業に直接関係のない旅費

⑤対象事業に直接関係のない備品購入費

⑥団体の経常的な活動に要する維持運営費

⑦上記の他、助成金を交付することが適当でないと認められる経費

（５）助成金の額

①助成金の交付の決定回数（決定の見込みを含む）が５回までの事業

助成対象経費合計額又は２５万円のいずれか低い額以内の額（千円未満の

端数切捨て）

②助成金の交付の決定回数（決定の見込みを含む）が６回以上の事業 助成

対象経費合計額又は１５万円のいずれか低い額以内の額（千円未満の端数

切捨て）

（６）手続きの流れ

①助成を希望する場合は、別に公表する期日までに担当課へ助成金申請書

等の必要書類を提出

②期日までに申請のあった事業について審査会で内容を審査。可否を決定。

③事業が完了したら実績報告書の提出。

【２】まちづくり団体交流会事業

（１）目的

Ｈ２８年度において各種助成金制度等を活用してまちづくり活動を実施し

た団体等が各々の取り組みについて報告・発表をしながら互いに交流する

ことによって今後のまちづくり活動がより一層発展し新たな団体がまちづ

くり活動を実施する動機づけになることを期待して交流会を開催している。



（２）参集範囲

①各種助成金等の制度を活用してまちづくり活動を実施している団体

②参加を希望する町民及び団体（広報等によって周知）

（３）その他

①ポスターセッションを実施した団体から賞を授与

１．まちづくり賞

今年度最も優れたまちづくり活動を行った団体

２．ユニーク賞

今年度最もまちづくりに対する視点がおもしろく独特だった団体

３．グッドディスプレイ賞

ポスターセッションのディスプレイが最も優れていた団体

②各賞の選考方法は参加者が投票用紙にて各賞毎にそれぞれ１団体ずつ投

票

③交流会会費は１人２，０００円（町理事者、事務局含む）とし、当日徴

収



■青森県青森市 ７月６日（木曜日）午前１０時

青森市は青森県の中央部に位置する市であり面積は 824.61 ㎢である。

総人口は 282,743 人津軽地方・東青地域に属する。県庁所在地であり、中

核市に指定されている。中心市街地は江戸初期に建設された港町に由来。

三内丸山遺跡や青森ねぶた祭がある。

①環境保全シンボルキャラクターの制作

～名称について～

平成 16 年度のキャラクター制作に伴い、親しまれやすい名称を一般公募。

環境保全というコンセプトに合致する「エコ」という言葉を含み、さらに

「エコについて考える・活動する」という意味にもつながり、広く市民に

慣れ親しんでもらえるような名称であるという点から、青森市在住の小学

1年生が考案した「エコル」を環境保全シンボロキャラクターの名称とし

て採用。

着ぐるみの貸し出し、キャラクターの使用などを通して環境保全、地球温

暖化防止をアピールしている。

〇経費関係

製作費 7.586 千円

（キャラクターデザイン、着ぐるみ政策、各種グッズの製作費）

H29 年度予算額：６千円（クリーニング代）

〇今後の展開

引き続きエコル着ぐるみの貸出や環境イベントへの参加、キャラクターの

使用を通して環境保全、地球温暖化防止を呼び掛けていく。

②地球温暖化防止活動推進センターの設立

NPO 法人青森県環境パートナーシップセンター（略称 AEPC）設立

【設立目的】

青森県を主な活動地域とし、住民・市民活動団体・事業者・行政などに対

し、各活動主体が対等な立場で役割を分担し、相互に協力・連携しながら、

環境を保全・再生・創造する活動を実践してく関係の構築に関する事業を

行い、環境問題の解決と持続可能な循環型社会の形成に寄与する。

〇業務内容

エコルとハナ



（１）地球温暖化に関する環境学習・環境教育機会の提供

（２）地球温暖化対策の普及啓発

（３）青森市地球温暖化防止活動推進員との連携及び人材育成

（４）青少年ボランティアの養成

（５）CO2 排出削減促進業務

（６）ネットワークの拡大

（７）地球温暖化防止活動に関する広報・情報発信

③環境講座の実施（地球温暖化防止活動推進センターに委託）

市民に様々な環境問題について理解してもらうため、子供から大人まで地

球温暖化について学び、日常生活において環境にやさしい行動を実施した

もらうための「体験学習講座」や「エコライフセミナー」市内の小、中学

校、寿大学、市民団体などが環境に関する行事や講演会を実施する際に講

師を派遣する「出張かんきょう講座」を開催している。

〇平成 29年度予算額（センター委託料に含む）

・体験学習講座 262.744 円（3回）

・エコセミナー 563.824 円（5回）

・出張かんきょう講座 808.367 円（16 回）

合計 1.634.935 円

④こどもエコクラブの実施

公益社団法人日本環境協会が全国事務局となり、幼児から高校生まで参加

できる環境活動クラブ。本市では地域事務局としてクラブの募集、登録受

付、情報提供、壁新聞・絵日記の募集などを行っている。子どもたちの環

境保全活動や環境学習を支援することで、子どもたちが人と環境のかかわ

りについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や環境問題解決に自ら

考え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げることを目的と

する。

〇活動内容

・「エコロジカルあくしょん」自主的に行う環境活動

・「エコロジカルとれーにんぐ」全国事務局が提供する環境活動・学習プログラムに



取り組む活動

〇平成 29年度予算額：2千円（郵便料）

〇5/31 時点登録団体：3団体（青森東こどもエコクラブ、うらまちっこ、おおぼし保

育園エコフレンド）

〇5/31 時点登録者数：194 人

まとめ

市をあげて環境保全活動に取り組んでおり様々な事業を展開している。

特に小・中学生などを対象とした環境講座やこどもエコクラブにおいては

利用者が年々ふえているとの事。この活動は環境教育としての役割も兼ね

ており素晴らしい事業だと感じた。

しかしながら、他の事業においてはイマイチな結果もあることから更なる

事業の拡大・拡充を検討していかなくてはならにと思う。

取手市においては、食農と結び付けながら環境教育を取入れた講座などを

小・中学生などを対象に行っていくと良いと感じた。

以上


