
視 察 報 告 書

１ 視察年月日
平成２９年１１月１４日から１１月１６日まで

２ 視察場所
平成２９年１１月１４日（火）大阪府大阪市役所
平成２９年１１月１５日（水）大阪府箕面市役所
平成２９年１１月１６日（木）兵庫県神戸市役所

３ 視察事項

大阪市

・大阪観光局公式ガイドブックについて

箕面市

・子育て支援について

神戸市

・健康ライフプラザ事業について

４ 視察参加者（６名）

山野井 隆、佐藤隆治、入江洋一、吉田 宏、細谷典男、竹原大蔵

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１２月１５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１１月１４日（火）から１１月６日（木）まで

２ 視察先及び調査項目

大阪府大阪市

・大阪観光局公式ガイドブックについて

大阪府箕面市

・子育て支援について

兵庫県神戸市

・健康ライフプラザ事業について

３ 視察内容

（１）大阪府大阪市：大阪観光局公式ガイドブックについて

大阪市内及び大阪府下をエリア別にて大阪の魅力等を紹介。公益財団法

人大阪観光局が主体となり製作

●印刷について

＊製作費 ２，２９５万円

＊発行部数 ４６万部（日本語１３万、英語１０万、韓国語９万、中国語８

万、漢語８万）

●配布方法

＊通天閣近くに設置されて新世界まちなか案内所のほか海外へ直接ＰＲも

している。東南アジア、韓国、香港、台湾。

●賛助会員

観光振興は関係者の総合力で実施していくとの考えから大阪の観光振興・

コンベンション誘致を一体的に推進していくため賛助会員を募っている。

年２回賛助会員の集いを開催。

●取り組み

＊昨年より市内のみならず府域の観光地を掲載

●成果

関西国際空港での調査結果によるとゲストハウス・民泊が増えた。



（２）大阪府箕面市：子育て支援について

①生徒指導専任教員について

●箕面市費で生徒指導担当者支援員を配置している

○中学校（小中一貫校を含む）生徒指導主事８名

○小学校（児童数６００人規模）＋パイロット校 生徒指導担当者

１０名

○アサンプション国際小学校・中学校・高校

加配教員及び校内調整で生徒指導として専念できる校内体制が確立さ

れている。

●生徒指導主事・担当者会（生指定例会）を実施している（毎週火曜日・第

３週は水曜日）

○各校で発生したトラブルを報告により情報共有及び対応策の検証

＊自校での対応策の参考

＊関係機関との連携

○校内生徒指導体制の充実に向けた論議により各校の実践を共有

＊自校の校内体制にフィードバック

＊他校との連携

●小学校の生徒指導体制

○学級担任制

≪長所≫

＊柔軟な教科指導

理解や習熟による弾力的運用ができる

＊様々な側面から児童理解

児童と担任の人間関係の確立、粘り強い生徒指導が可能

≪短所≫

＊学級王国の危険性

担任が権威的な存在になりやすい

＊第２の親心

生徒指導が担任裁量となりやすい

＊協働的な体制がとりづらい

○強化担任制交換授業

＊多忙になり時間を確保しづらい

＊適時に生徒指導ができない



②箕面子どもステップアップ調査について

●箕面子どもステップアップ調査とは

箕面市では、国の「全国学力・学習状況調査」「全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」の他独自に「箕面学力調査」「箕面学習状況・生活状況調査」

「箕面体力・運動能力、運動習慣等調査」「学校生活アンケート」「英検ＩＢ

Ａ」を実施。

これらの国の調査、箕面市独自の調査のすべてを総称し「箕面子どもス

テップアップ調査」と呼んでいる。

○目的

小中９年間を通して子どもたちの「学力・体力・豊かな心」をバラン

スよく育むために行うもの。

この調査により毎年子どもたち一人ひとりの各学年における学力・体

力・生活の状況を把握・分析し教員の指導力・授業力を高めると共に、

翌年度の各学年の指導・授業内容に反映していくことにより９年間を通

して継続的かつきめ細やかに子どもたちの総合力の育成が進められる。

●調査内容

○学力調査

＊学年ごとに子どもたち一人ひとりの各教科の到達度を把握・分析し、

子どもたち一人ひとりに応じた着実な学力の向上を図る。

＊調査結果を活用し各学年の年間指導計画を立て、継続性のある学習

指導を行うと共に教員の指導力・授業力の向上を図る。

≪内容≫

＊全国学力・学習状況調査

＊箕面学力調査

各教科とも１２月までに学習した範囲で各学年における各科目の到達

度を調査

［１～２年生］国語・算数

［３～６年生］国語・算数・理科・社会

［７～８年生（中１～中２）］国語・算数・理科・社会・英語

国語と英語はリスニング調査も実施

＊英検ＩＢＡ

［９年生（中３）］英語検定４級～準２級レベルを実施（平成２９年度

から）

○体力調査

＊子どもたち一人ひとりの発達段階に応じた基本的な運動能力を調査

し基礎体力の向上を図る。



＊日頃の運動習慣等を把握し学校での様々な取り組みにつなげると共に

家庭や地域と連携して課題の改善を図ります。

≪内容≫

＊箕面体力・運動能力調査

「全国体力・運動能力等調査」と同時に実施

［１～３年生］立ち幅とび・５０m走・ソフトボール投げ
［４年生］立ち幅とび・５０m走・ソフトボール投げ・反復横とび・

２０mシャトルラン
［５～９年生（小５～中３）］立ち幅とび・５０m走・ソフトボール投げ

（中学生はハンドボール投げ）・反復横とび・２０mシャトル
ラン・握力・上体おこし・長座体前屈

＊運動習慣、生活習慣等に関するアンケート調査 全学年で実施

○生活状況調査

＊子どもたちの学習習慣、ご家族や学校での生活状況をアンケート形式

で調査し、自尊感情などの向上及び学習課題や生活課題の改善を図る。

≪内容≫

＊自尊感情等の自己認識、規範意識や思いやり等の社会性、学級環境、

生活や学習の習慣等の調査

＊いじめに対する子どもたちの意識・状況も調査

●指標と目標値

平成２６年度から平成２９年度の３年間の目標値

１ 全国学力・学習状況調査

＊学力調査 トップの都道府県の平均正答率を上回る

２ 学習状況・生活状況調査

＊家庭学習時間の回答結果（全学年）平成２６・２７・２８年度の最良

の標準スコアを上回る

＊いじめのサインに関わる全質問項目の回答結果（全学年）

肯定的な回答が小学校８２％ 中学校９５％

＊自己肯定案に関わる質問項目の回答結果（全学年）

肯定的な回答が小学校８５％ 中学校９５％

＊自己肯定感に関わる質問項目の回答結果（全学年）

肯定的な回答率が小学校８５％ 中学校８０％

３ 英検ＩＢＡ

＊英検３級程度の力（中３） ５０％※英検３級程度の力を有する生徒

４ 体力・運動能力・運動習慣等調査

＊全８種目の結果（全学年） 毎年、全国平均値を上回る



５ 学習状況・生活状況調査

＊学級環境に関わる全質問項目の回答結果（全学年）

肯定的な回答率が小学校８３％ 中学校８６％

６ 学校生活適応状況

＊全学年の不登校（傾向）千人率 平成２６・２７・２８年度の最良の

数値より下げる。

●効果・成果

年々、肯定的な回答をする児童生徒の割合が高くなっている。

○肯定率が高い

１ 自己肯定感

２ いじめサイン

３ 学級の絆

○肯定率が低い

１ 学級環境・社会性

２ 学習習慣

箕面の授業の基本として調査結果を授業改善に反映。課題の把握、自己解決、

学びあい、学習の振り返りのう業モデルが確立されている。

（３）兵庫県神戸市健康づくりセンター健康ライフプラザ

健康ライフプラザ事業について

・民間事業者との連携

・事業の概要

・上記事業の成果、今後の課題

●施設目的

市民に自主的な健康づくりの場を提供すると共に、市民の健康づくりを

運動。栄養・休養等の総合的な面から支援する事業を実施することにより、

市民の積極的な健康の増進を図る

●施設概要

１ 名称 神戸市健康づくりセンター「健康ライフプラザ」

（平成１０年２月１日開業）

２ 所在地 神戸市兵庫区駅南通５丁目１番２号

（キャナルタウン中央の建物のうち地上１階の一部、

地上３－５階）



３ 敷地面積 １，５９９．１０㎡（神戸市持分）

４ 延床面積 ７，４１６．４２㎡

５ 構造 ＲＣ造 一部ＳＲＣ造 地下１階・地上３４階建

６ 施設内容 １階 倉庫・物置、塵芥集荷所

３階 医学的・生理学的検査施設、会議室・研修室

４階 トレーニングジム、スタジオ、食生活指導室（キ

ッチン）

５階 多目的室、ランニングトラック

７ 開館・休館日

★多目的室、食生活指導室、スタジオ、会議室・研修室

☆平 日 ９：００－２１：００

☆土曜日 ９：００－２１：００

☆日曜・祝日 ９：００－２１：００

★トレーニングジム、ランニングトラック

☆平 日 １０：００－２２：００

☆土曜日 １０：００－２１：００

☆日曜・祝日 １０：００－１７：００

★医学的・生理学的検査施設

☆８：３０－１７：００（祝日は休館）

★休館日

☆毎週月曜日、年末年始（１２月２９日－１月５日）

☆指定管理者が特に必要があると定める日

８ 法令の規程

地方自治法、医療法、神戸市健康づくりセンター条例及び同施行規則、

神戸市個人情報保護条例及び同施行規則

９ 運営履歴

①開業～平成１８年３月３１日 受託：兵庫予防医学協会

②平成１８年４月１日～平成２２年３月３１日（指定管理者制度第

１期）

指定管理者：兵庫予防医学協会

③平成２２年４月１日～平成２６年３月３１日（指定管理者制度第

２期）

指定管理者：兵庫予防医学協会

④平成２６年４月１日～平成３０年３月３１日（指定管理者制度第

３期）

指定管理者：兵庫予防医学協会・オージースポーツ・日立ビルシ

ステム共同体



●事業概要

○指定管理事業

１ 健康づくり事業 健康づくり教室・トレーニングジム等

２ 健康づくり支援事業 講師派遣・貸室・健康度測定

３ 診断証明書付健診

４ 施設の保守・管理、定期点検等

○自主事業

５ 上記３以外の健康診断

６ 自動販売機・売店による物販 飲料・健康食品等

７ 卓球スペース等の運営

●指定管理料 年額１１３，６３０，０００円（税込）

●指定管理事業収支（平成２８年度・税込）

≪収入≫１７１，７８５，８７３円

≪支出≫１７０，９２１，６１３円

≪差≫ ８６４，２６０円（平成２９年５月３０日返戻済）

●受診者・利用者数（平成２８年度）

○指定管理事業

１ 健康づくり事業

健康づくり教室 ８，３１３

トレーニングジム等 １２５，１１４

２ 健康づくり支援事業

講師派遣（※） ３，５１６

貸室（件） ２８１

健康度測定 １

３ 診断証明書付健診 １２０

○自主事業

４ 上記３以外の健診

人間ドック ３，７７６

定期健診 ８，１６７

セット健診 ３，１０６

ＭＲ検査（依頼分） ２２８

（※）派遣先の受講者・入場者数を指す



茨城県取手市議会会派「創生会」行政視察研修行程表

○１１月１４日（火）

※１日目の大阪伊丹空港から３日目の大阪伊丹空港までは、レンタカーで移

動します。

①飛行機利用（佐藤隆治議員以外の議員）

JL111

取手駅……品川駅……羽田空港国内線ターミナル……羽田空港……伊丹空港…

6：56 発 8:02 発 9：30 発 10：40 着

大阪市視察………ホテル

13:00～15:00 17:00 着予定

②新幹線利用（佐藤隆治議員）

取手駅……東京駅……新大阪……ホテル

16：44 発 18:00 発 20:33 着 21:00 着予定

・大阪府大阪市会事務局

住所：大阪市北区中之島 1丁目３番２０号（大阪市役所８階）

電話：０６－６２０８－８６７４（直通）

・研修事項

大阪観光局公式ガイドブックについて

・民間事業者との連携

・事業の概要、成果、今後の課題

【宿 泊】

ホテル イルクオーレなんば

住所：大阪市浪速区難波中１－１５－１５

電話：０６－６６４７－１９００



○１１月１５日（水）

ホテル…………箕面市視察…………旅館

9：00 発 10:00～11:30 17:00 着予定

・大阪府箕面市議会事務局

住所：箕面市西小路４丁目６番１号

電話：０７２－７２４－６７０５（直通）

・研修事項

子育て支援について

①生徒指導専任教員について

・これまでの実績と概要

・経費や課題、今後の事業展開

②箕面子どもステップアップ調査について

・これまでの実績と概要

・経費や課題、今後の事業展開

【宿 泊】

有馬ロイヤルホテル

住所：兵庫県神戸市北区有馬町９８７

TEL ０７８－９０４－０５４１



○１１月１６日（木）

①新幹線利用（吉田 宏議員）

ホテル……神戸市（健康ライフプラザにて）視察……新神戸駅…

9:00 発 10:00～11:30 13:06 発

東京駅……取手駅

16:02 発 16:49 着

②飛行機利用（吉田 宏議員以外の議員）

JL126

ホテル……神戸市（健康ライフプラザにて）視察……伊丹空港……羽田空港…

9:00 発 10:00～11:30 16:30 発 17:40 着

…羽田空港国内線ターミナル…品川駅……取手駅

18:02 発 18:53 発 19:51 着

・兵庫県神戸市健康づくりセンター 健康ライフプラザ

住所：神戸市兵庫区駅南通５丁目１－２－３００号

電話：０７８－６５２－５２０１（代表）

・研修事項

健康ライフプラザ事業について

・民間事業者との連携

・事業の概要

（特に「人間ドック、がん検診、健康度測定等」の導入経緯）

・上記事業の成果、今後の課題


