白風会
日

視察

加藤昭孝

時 平成 25 年 5 月 21 日（火）～23 日（木）

視察先 延岡市・東広島市・松山市
報

告

5 月 21 日（火）13:00-14:30 延岡市議会「健康長寿のまちづくり市民運動行動計画」
目

的 健康づくりを市民一体となって推進するため、行動計画を策定しており、豊田市における協働の
まちづくりにも通じる施策で、どのような方法で市民主体の行動計画を策定したのかその方策を研修
する。

地

勢 宮崎県の北部に位置する日向灘に面した自然豊かなまち。古くから城下町として栄え、大正時代
以降は東九州屈指の工業都市として発展した。平成の合併を経て、商工農林水産業など多彩な産業を
有する県北部の中心的な都市になっている。名前の由来は、江戸時代藩主有馬康純が 1656 年に今山
八幡宮に寄進した梵鐘（城山の鐘）銘文中の「延岡」が初出されている。

内

容 平成 22 年 4 月より市民団体の集合体である延岡市健康長寿推進市民会議を組織し、同年 12 月
に「健康長寿のまちづくり市民運動行動計画」を策定した。市内 16 地区に活動交付金平均 16,000
円を交付、地域における推進体制として、健康長寿推進リーダー388 人（H24 年度）
、健康長寿推進
員 654 人（H24 年度）
、団体組織における推進体制として、健康長寿推進委員は 44 団体、38 人であ
る。市の体制として、保健士 18 人、管理栄養士 4 人が対応している。この事業の目指すところは、
医師不足等により不安定な医療体制を余儀なくされている。
「健康長寿のまち」は延岡市が活力ある
地方都市として生き残るための究極の姿です。これは健康づくりにとどまらず、素晴らしいコミュニ
ティ社会をつくるための“まちづくり運動”です、としている。そのうえで 3 つの取組を行っていく
としている。
「１に運動、2 に食事

3 にみんなで健診受診」というキャッチコピーを作り、１．運

動（楽しく続ける運動習慣）
；①運動の習慣を身
につける②年齢、体力に応じ、自分に合った運
動をする③運動をする仲間と時間をつくる。２．
食事（ちょっと見直し食生活）
；①一日 3 食よく
噛んで食べる②主食、主菜、副菜がそろった食
事に心掛ける③定期的に体重計に乗る。３．健
診（早く安心健診受診）
；①年に 1 回、健康診査
を受ける②定期的にがん検診を受ける③健診結
果を生活改善や治療等に活用する④健診を通し

て健康長寿を意識する。という行動計画をつくっています。そして、
「市民運動は継続した取組み」
が大切だとして、最初の 10 年を 3 段階に分けて推進します。第 1 期（H23-25）健康長寿の行動に
ついて理解を深め、意識を高める時期、第 2 期
（H26-28）積極的に行動し、市民運動が活性化
してくる時期、第 3 期（H29-32）行動を継続し
さらに高い目標を目指す時期。としている。そし
て、
「個人・家庭」
「地域」
「保育所・幼稚園」
「学
校」「事業所」などでどのような行動をしたらよ
いか、具体な項目を挙げて次のような推進体制を
とっている。先にもあげた「延岡市健康長寿推進
市民会議が全体での取り組みを行い、地域では
「健康長寿リーダー（区長）」と「健康長寿推進
員」が進めます。そのうえで「市民会議推進委員
（非営利活動団体、医療保険者、保健医療専門家、マスメディア、運動・食・健康関連事業者、行政）
」
が、地域や保育所、学校、事業所などを支援していくというものです。平成 24 年度には、地域、組
織・団体等での学習会、研修会の実施、健康に関する全市的アンケート調査の実施、市民応援団隊の
設置、市民全体で取り組む「健康長寿推進月間」の設置、市内各所での体力測定会の実施がなされた。
こうした活動の上に、
「地域医療問題」と「健康長寿のまちづくり」についての話があり、全国の市
町村で初の「地域医療を守る条例」を制定されている。
「元気に暮らせば、地域医療も守られる」と
のことであった。
まとめ 取り組み自体は、平成 23 年度から行われており、今は第
１期の最中、と言うことである。
「健康長寿のまちづくり」を
行うことで、結果的に地域医療が守られ、しかも本人、家族、
地域のためにもなる、ということである。豊田市においても
ヘルスサポートリーダーがその任にあると思われるが、延岡
市のように「リーダー」は区長さんにお願いする、というは
っきりした体制があるため、何か事業を実施するうえでも理
解が得られやすいのではないか。何事にも「健康長寿のまち
づくり」のためである、という大義名分があり、あとはフォ
ロー体制がうまくとることができれば、継続して行われてい
く事業だと思われる。豊田市においても「誰が推進リーダー
か」をはっきり決めてかかれば、同様な効果が得られると考
える。
5 月 22 日（水）14:00-15:30 東広島市議会「第二次東広島国際化推進プラン」
目

的 多文化共生の理念が浸透し、今後は次の段階に来ていると思われる。豊田市においてもリーマン
ショック以降、外国人の生活様式なども変化してきている。そのような変化に対応するため、先進事
例を調査研究する。

地

勢 広島県のほぼ中央に位置し、古くから安芸の国の中心として栄えた。江戸時代から続く酒造りは
灘・伏見と並ぶ銘醸地として知られる。近年では製造業をはじめとした企業立地が相次ぐ中、中心部
では都市化が進み県央の中核的都市として成長が続く。名前の由来は、広島の東に位置する新興都市

として、広く全国的にその所在と性格が知られるよう配慮し名づけられた。

内

容 このプランの概要ですが、策定の趣旨として、東広島市には多くの外国人市民が在住しており、
多様な言葉と文化を尊重したまちづくりが求められています。第一次東広島国際化プラン（H20-24）
は、外国人市民が増加を続けることにより生じる環境に対応するため、
「多文化共生」という新たな
視点を取り入れ、
「心豊かに安心して暮らせる多文化共生のまちづくり」を基本理念として制定しま
した。第二次のそれでは、第一次プランの基本理念を踏まえつつ、国際学術研究都市としての素地を
生かし、
「外国人を日本人が支援するため」ではなく、
「外国人市民の自己実現と地域の活性化を一致
させる」という積極的な視点を取り入れ、豊かな市民生活を実現し一人一人が輝く地域づくりを進め
ることを目指します、としている。計画期間は、5 か年とし、
2013 年（H25）～2017 年（H29）とする。当市における国際
化の現状としては、外国人人口は増加傾向、定住化傾向にある。
年齢構成も 20 代 30 代
が多い。このことから、
地域経済や地域活動の
新たな担い手となるこ
とが期待される。基本
理念は、
「みんなが つ
ながる

まちづくり」

を掲げ、誰もが心豊かに
暮らすことができるま
ちづくりを進めるため
に、地域に外国人市民が
定着し、活躍することが期待される。今後は「外
国人を支援するため」ではなく「外国人市民の自
己実現と地域の活性化を一致させる」視点に立つ
必要がある。そして、すべての市民が相互理解の
もと、個性と能力を最大限に発揮し、活力に満ち
た地域を作り出していく社会の構築を目指す、と
している。施策の方向性として、「サービス対象
ごとに施策を策定」①外国人市民に向けた施策②受入住民に向けた施策③共通する施策④行政と国際
化と体制整備の 4 つを挙げる。次に「ターゲットを明確化し分析」
「サポート者へのサポート」
「重点
分野を明確化」という方向性を示した。実際の施策展開において、
「重点」
「最重点」をはっきり示し、

「推進プラン」の中で具体な事例を挙げて推進していく。
まとめ

施策の内容が、第一次国際化推進プランか

ら第二次国際化プランに引き継がれているとい
う印象がある。特に今後は「外国人市民の自己
実現と地域の活性化を一致させる」視点は、豊
田市においても生かすことのできる考え方であ
る。要は、地域、地域でどのような現状がある
のか、よく分析して、今後の施策に生かしてい
かなければならない。本市でもアンケートなど
で把握しているようであるが、その結果がそこ
に住む住民たちによく伝わってないのではない
か。現状をよくわかってもらって、そのうえで地域住民の協力がなければ、東広島市のような視点に
立つことはできない、と感じる。
5 月 23 日（木）10:00-12:00 松山市議会「環境モデル都市」
「まつやま Re･再来館」
目

的 同じ「環境モデル都市」として認定された都市であるが、その内容はそれぞれに特徴があり、豊
田市に無いプロジェクトが多く取り入れられている。今後の展開の一事例として、調査研究をする。

地

勢 愛媛県の中央部、松山平野にあり、東は四国山地を背景とし、西は瀬戸内海国立公園を臨む。明
治 6 年に県都となり、明治 22 年市制施行以来、愛媛県の政治・経済の拠点都市としての役割を果た
す。平成の合併を経て四国初の 50 万人都市となった。名前の由来は、慶長 8 年（1603）加藤嘉明が
勝山に築城し、
「松山城」と名付けたことに由来する。

内

容 「松山は、太陽の光に恵まれたコンパクトなまち。この地域特性を生かして“温泉と文化、そし
て環境と経済が調和する持続可能な低炭素社会”の構築によって「環境モデル都市」を目指します。」
この題目に従って、環境と経済の両立を目指して「誇れる環境都市まつやま」持続可能な低炭素社会
の構築を目指す。その中で 4 つの推進項目を掲げている。１「松山サンシャインプロジェクトの推進」
（脱温暖化・産業創出）太陽エネルギーの活用を核に市民・企業・行政が協働 ２「スマートコミュ
ニティの推進」
（エネルギーマネジメント）未利用エネルギーの利活用、エネルギーの効率的な活用
３「コンパクトシティの推進」
（集客・集住・コンパクト）低炭素型の環境に配慮した都市づくり ４
「地域循環システムの推進」
（循環型・自然共生社会）環境配慮型行動の基盤を整備し温室効果ガス
の排出抑制 である。それらの中で松山市の特徴として、天候に恵まれている、日照時間が長い、な
ど太陽エネルギーの利用に適したまちと言える。こうした背景から「サンシャインプロジェクト」が
立ち上がり、このプロジェクトをより効果的に推進するため「サンシャインプロジェクト・パートナ

ーシップ」が設置された。現在、196 団体が所属している。太陽光発電設置補助については、導入計
画に対して６～7 年の前倒しとなっており、促進計画に弾みがついている。特徴として「対象システ
ム」に「自立運転機能型パワーコンディショナー及び非常用コンセントを備えたもの」となっており、
これは東日本大震災の教訓によるものと思われる。
補助の申し込みは平成 21 年度から増加している。
これは「電気の買取制度」によるところが大きい。再生可能エネルギーには、
「風力（風が吹かない）」
「バイオマス（森林が少ない）
」
「中小水力（雨が少ない）
」があるが、松山では適さない。ただ、技
術は日進月歩であるので、今後も検討はしていくとのこと。ごみの減量については、３R（リデュー

ス・リユース・リサイクル）の推進を図り、50 万人以上の都市で一人一日当たりのゴミの排出量は
6 年連続最少とのこと。具体には、
「ゴミの分別を徹底」したことに要因があるとのこと。説明等を
受けたのち、「まつやま Re･再来館」を施設見学させていただいた。愛称は「りっくる」
。主な内容
は、
「リサイクル講座」
「りっくる工房」
「シルバー ワークプラザ（シルバー人材センター）」「リサ
イクル家具競売会」
。施設の特徴は、太陽光発電の利用、雨水利用、環境にやさしい建築材の利用、
などがある。また、この場所で松山市の環境教育の発展及び環境面での国際的な連携を促進するため、
松山市と姉妹都市であるドイツ、フライブルク市の環境学習施設の運営を担う NPO 間でエコフレン
ドシップ協定を締結した。

まとめ 同じ「環境モデル都市」とはいってもその地域の特性があることがよくわかる。松山では、太陽
光を利活用した都市モデル。豊田市は「くるま」や「自然環境を生かした」都市モデルとなる。それ
ぞれの特徴をよく知って、事業や施策を推進していかなければ、いくら補助金などを使っても伸びて
いくものではない。豊田市は「スマートシティ」を標榜しているようであるが、ただ「モデル都市」
で終わらせれば、失策のそしりを受けることになる。今行っている「モデル事業」をいかに「まちづ
くりに活かせるか」にかかっている。先を見据えた施策に期待したい。

