平成２９年８月７日
東松島市議会議長

阿部

勝德

様
（会派名）
代表者氏名

復興クラブ
上田
勉

印

会 派 活 動 実 施 報 告 書
東松島市議会政務調査費をもって、下記の会派活動等を実施したので、報告します。

１

会派活動の項目
調査研究費

研修費

広報費

会議費

２

活動名称
先進地視察
(１)山形県東根市視察
(２)山形県東根市陸上自衛隊神町駐屯地
３

実施期日
平成２９年７月６日(木)～７日(金)

４

活動成果
別紙「復興クラブ平成２９年度第１回視察報告」のとおり
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別

紙

復興クラブ平成２９年度第１回視察報告
１

視察期間
平成２９年７月６日（木）～７日（金）

２ 視察先
(１)山形県東根市視察
(２)山形県東根市陸上自衛隊神町駐屯地
３ 視察目的
(１)山形県東根市視察
ア 友好都市である東根市を表敬し、震災復旧・復興支援に感謝の意を表する。
イ 主として、改選後の新人議員を対象として、福祉関連事業 を視察・調査し相互
理解を深める。
(２)山形県東根市陸上自衛隊神町駐屯地
ア 東日本大震災時における災害派遣業務に感謝するとともに、本市と同様な防衛施
設を視察し、東北地区の防衛力整備の状況を確認し、国防に対する理解を深める。
イ 災害発生時の初動活動状況を確認するとともに、基地周辺環境整備等対策の資と
する。
４

視察項目及び内容等
視察場所

山形県東根市

陸自

視察項目
副市長・副議長表敬

視察内容
１
各種支援に感謝と新人議員の挨拶を
兼ねる
２ 福祉施設視察
各施設の建設経緯、実情を調査し、、
（あそびあランド及び
当市の福祉行政への提言の資とする。
さくらんぼタントクルセン
る。
ター）
市当局に福祉全般について説明を受
３ 東根市の福祉事業
け、空洞化する市街地及び少子高齢化
(健康長生き四葉のクロー 対策雇用・産業の活性化の現状を視察
バー事業)
し、わが市の復興事業及び今後の人口
増加対策・雇用対策の資とするととも
に、福祉事業の特徴ある実施に向けて
あるべき姿への提言の資とする。
１ 防衛施設である神町駐屯地を視察
１ 第６師団の任務
することにより、東北地区の防衛力
（国際貢献を含む）
整備の状況及び国際貢献の現状を理
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神町駐屯地

５

２

災害派遣時の装備品

３

施設見学

解する。
２ 東日本大震災時の活動を感謝する
とともに、災害発生時の初動・活動
状況を理解し、基地対策等の資とす
る。

視察時程
月

日

時 間
０７：３０
１０：００

７月６日
(木)

７日
(金)

１２：００
１３：００
１３：５０
１６：００
１７：００
０９：３０
１０：００
～１２：００
１４：００
１５：００
１７：３０

参加者名簿
氏
名
１ 上 田
勉

場 所
矢本発
東根市役所着
副議長・副市長表敬
福祉事業ついての調査

備 考
移動は、議員の私有車利用

昼食
サクランボタントクルセンター

あそびあランド
視察終了
ホテル着
ホテル発
神町駐屯地着
視察
駐屯地協力農家訪問
駐屯地発
東松島市着

東根市泊(よし田川別館)

視察終了

部隊喫食

６

２
３

７

石 森
手代木

晃 寿
せつ子

役
職
会派代表 ・民生教育常任委員会委員長
広報常任委員会
会派幹事長、総務常任委員会
会派会計、民生教育常任委員会
広報常任委員会

備

質問事項等
視察場所

視察内容
１

東根市役所
(０２３７－４ ２
３－１１７５)

１
２
３
４
５

あそびあランド
さくらんぼ
タントクルセンター
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質疑内容
背景と実施に至った経緯
建設経費
施設運営の状況
今後の目標と課題
その他

考

F：４３
－１１７８

３

神町駐屯地
１
(０２３７－４
８－１１５１)

東根市の福祉事業
(健康長生き四葉のクロー
バー事業)

６師団の任務について

１
２
３
１
２
３
４
５

関連各種福祉事業計画の概要
特色ある施策について
今後の課題について
東北地方の防衛の在り方
隷下部隊の任務について
国際貢献について
施設研修
自治体等関係機関等への要望
事項

８ 視察の成果
(１)全 般
改選後初めての会派による政務調査視察である。
わが会派は、新人議員２名在籍しているため、
まずは友好都市提携を結ぶ東根市の市政状況及
びわが市と同様に自衛隊を有する神町駐屯地を
訪れ、震災時のお礼と災害派遣時の対応などに
ついて説明を受けた。
東松島市は山形県東根市と平成２３年１２月
１１日に「友好都市盟約」を結び、教育、文化、
スポーツ、観光など幅広い分野でさらに交流を
東根庁舎前
深めることをめざしている｡
(２)東根市の概要
東根市は、古くより政治、経済上の中心地として、また交通の要衝として発展して
き。現在は、さくらんぼ、りんご等山形県有数
の果樹産地となっているほか、大森工業団地に
はハイテク産業などが集積し、また空の玄関山
形空港の所在地として発展を続けている。
さらには、土地区画整理による新都心の形成
や山形新幹線延伸に伴うさくらんぼ東根駅の開
業、そして東北中央自動車道の開通など、高速
庁舎エントランス
交通網の拠点都市として、これからも飛躍的な
発展が期待されている。
細部は、東根市ホームページ参照 「http://www.city.higashine.yamagata.jp/1.html」
友好都市(東根市)
なお、東松島市は、山形県東根市と平成２３年１２月１１日に「友好都市盟約」を
結び、教育、文化、スポーツ、観光など幅広い分野でさらに交流を深めることをめざ
している｡
ア 地勢等
面積は、２０６．９４平方キロメートルで県内１３市の中では８番目の大きさ。
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イ

人口
平成２９年７月
男
女

ウ

財政(２９年度)
一般会計

１７１３８世帯
２３５３４人
２４０８８人

合計

約２０５億円
うち市税 約６２億円
約１１７億円(構成比
約１１億円
約２．８億円

４７６２２人

特別会計(６会計)
３０．４４%)
水道事業会計
工業用水道事業会計
エ 議員定数等
議員
１８人
職員数
３６６人(定数４０７人)
(３)東根市視察
到着後、市長・議長不在であったため、副市長・
副議長に表敬。各種支援に感謝と新人議員の挨拶を
行った。
その後担当職員から、兼ねてから調整していた視
察項目に沿って職員からの説明及び施設見学を行っ
た。
ア 東根市の子育て支援について
天野課長らから説明を受ける
健康福祉部子育て健康課天野政実課長及び齋藤
勉課長補佐から説明を受けた。
(ア)子育て支援にかかる東根市の状況
人 口
４７，４７６(２９．３．３１)
平成２７年度国勢調査
４７，７６８人
(前回比 ＋１，３５４人)
特殊出生率
１．７４人
(全国 １．４６人、山形１．４８人)
(イ)主な施策の経過「子育てするなら東根市」
●さくらんぼタントクルセンター(Ｈ１７．４開館)
保健医療及び子育て支援の複合施設
１日平均１，０００人来場、室内遊戯施設(けやきホール)
ＮＰＯ法人「クリエイトひがしね」に管理委託
●「子育て応援５つ星」事業
・妊婦健診助成拡大
Ｈ２１から１４回すべて助成
Ｈ２６年度から「幸せパスポート事業」として妊娠確定までの健診費用(上限１
０，０００円)助成。
・こどもの医療費無料
現在中学生まで無料
・休日保育、一時保育の実施
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ひがしね保育所民営化 Ｈ２０
さくらんぼ保育所民営化 Ｈ２３
病後児保育所「さんさん」 Ｈ２４．４．１
・父子家庭医療費無料化等
●「子育て応援マニフェスト２０１０」
Ｈ２２年度～
・屋外版こどもの遊び場整備
あそびあランド
・東部子育てサポートセンター
・ミニ公園遊具整備事業
・子供医療費無料化拡大
・こうのとり支援事業(特定不妊治療費助成事業)
・育児相談充実事業
●ママとメール、臨床心理士による相談、マタニティ教室、すこやか初孫学級、す
くすく育児相談、赤ちゃん全戸訪問、第３子保育料無料化など
(ウ)さくらんぼタントクルセンターを拠点とした子育て支援
●ワンストップサービス
子育て健康課、検診室、休日診療所、ひがしね保育所、子育て支援センター、フ
ァミリーサポートセンター、けやきホールなど
● NPO 法人「クリエイトひがしね」が行う事業
・子育て支援センター
赤ちゃんサロン、たっちサロン、よちよちサロン、土曜日サロン、移動サロン、
など
(エ)その他
サクランボにこだわったまちづくり
イ 健康長生き四つ葉のクローバー
東根市の６５歳以上の高齢化率、２７年は２５%、２９年度には、２６．６３%
となることから「子育てするなら東根市」とともに「長生きするのも東根市」をテ
ーマに掲げ、その実現に向け、平成２９年度の事業として元気な高齢者が、地域・
仲間との交流や健康づくりを通して、生きがいを持って暮らせる環境づくりを目指
し、「健康長生き四つ葉のクロバー事業」を実施している。
(ア)健康遊具整備事業
自ら気軽に健康増進に取り組む環境づくりを目指し、市内７地区の公園施設等に
健康遊具を設置し、合わせて、体験事業等利用促進のための事業を実施する。
平成２８年度は、モデル地区として神町地区に８基整備した。
今後３１年度までに各地区３基づつ整備(１基約１００万円)する。
(イ)高齢者社会参加促進事業
７０歳以上で免許を持たない方にタクシー利用券(１枚６２０円)を年間２４枚(市
中心部より離れている場合は３６枚)を交付する。
申請・支給実績は、２８年度１００１人、約１０，８５８，０００円。
(ウ)老人クラブ活動助成事業の拡充
高齢者福祉向上のため、老人クラブにおける高齢者の健康増進と生きがいの高揚
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を図ることを目的としたスポーツ健康事業に対し従来の活動補助事業を拡充し補助
金を交付した。
(エ)高齢者ボランティアポイント事業
２９年度から開始。当初予算５０万円、３０年度・３１年度７０万円
元気な高齢者がボランティア活動を通じて積極的に社会参加し、地域貢献をする
ことを奨励し、介護予防及び心身の健康の保持・増進を図り、高齢者福祉の向上に
資することを目的としている。
６５歳以上の高齢者がボランティアとして登録し、活動した場合、ポイントを付
与しポイントに応じて交付金を付与する。
・２時間程度の活動で１ポイント、１ポイントについて２００円
・１０，０００円単位で奨励金交付(年間上限１０，０００円)
・社会福祉協議会に業務を委託。
(オ)その他の高齢者サービス <生きがい活動支援通所事業>
さくらんぼ東根温泉の旅館を会場に、健康づくりや温泉入浴を行い、閉じこもり
がちな高齢者がいきいきと生活できるよう支援する。
対象者、６５歳以上で介護なしで入浴や活動ができる。(介護認定を受けていない)
費 用：１，０００円(食事代含む)。
事業費約３，０００万円、個人負担７６０万円、平成２４年から実施。
年間約７，６００人、 ２４０日間
ウ さくらんぼタントクルセンター視察
説明を受けたのち施設の視察をした。
(ア)建設経緯
「大けやき」のもと自然に人々が集まるように、この「東根市さくらんぼタント
クルセンター」を子供たちから高齢者まで世代を超えた様々な人々がたくさん訪れ
る「生き生きと生きる」ための交流の場と捉え、市民が満足できるような子育て支
援・保健福祉の地域活動の拠点である。
基本設計の方針を遵守し「大けやき」のもと自然に人々が集まるように、この「東
根市さくらんぼタントクルセンター」を子供たちから高齢者まで世代を超えた様々
な人々がたくさん訪れる「生き生きと生きる」ための交流の場と捉え、市民が満足
できるような子育て支援・保健福祉の地域活動の拠点としての整備を行なった。
また、県内市町村の先駆けとして環境 ISO14001 を取得している市としては、施
設全体の熱源についてオール電化方式としたほか、一部太陽光発電設備を設け環境
に配慮した計画とし、人にも優しいハートビル法
にも適合した施設とした。
(イ)経過の概要
・平成 11 年 8 月
東根市福祉のまち整備促進
委員会より要望書の提出
（総合保健福祉センターの早期建設について）
・平成 13 年 10 月
第 6 ～第 10 回市民検討委
員会の開催
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～平成 14 年 6 月
・平成 15 年 11 月

施設名称募集
全体施設名 さくらんぼタントクルセンター
遊びセンター けやきホール
保 育 所 ひがしね保育所
施設オープン

・平成 17 年 4 月
(ウ)配置計画
市民の広場との繋がりを持つために、建物の位置を敷地の西側に配置している。
コの字型をした建物とし保育所の園庭（すこやか広場）を建物全体が温かく包み
込むような配置としている。
(エ)平面計画

①子育て支援エリア
●ひがしね保育所（定員１５０名規模）
乳児室兼ほふく室（１室）は日当たりの良い１階の南側に配置し室内の一角には
畳コーナー及びベビーベッドコーナーがある。
・保育室（６室）
２～５歳児室は年齢毎の定員に応じた余裕を
持った広さの面積を確保している。
・職員室は保育所内外の様子が見渡せるよう
に、また登・降所時の園児を見渡せるように１
階の中心に配置している。
●地域子育て支援センター
・育児講座の開催、保育サービスや情報提供を行う場として電話相談やインターネ
ットによるメール相談が出来るような研修室がある。
●けやきホール
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・子ども達に大人気の室内遊びセンター「けやきホール」！
けやきホールは、１階から３階までふきぬけで周り
がガラス張り、開放感あふれる遊び場だ。
シンボルである大けやきをモチーフとした大型遊具
を中心に、世代を超えて親子が一緒に楽しむことがで
きるようにしている。
主な遊具としては、子供シアター（日本昔ばなし等
の映像の放映）、滑り台、ボールプール、ネット遊具
（風の塔、水の塔）、木登り遊具等を設置し低年齢児から高年齢児までの対象年齢に
応じたものとしている。
また、スロープ途中にある踊り場やギャラリーでは
創作活動や絵画等の展示ができるようにしている。
(オ)保健福祉エリア
●保健福祉センター
・総合健診室は、総合健診や予防接種の受付、待合
のスペースとして親子１００組２００人程度が集まれ
る広さがある。
・調理実習室は調理台を 7 台設置し、1 台は昇降式で
車椅子の利用者にも配
慮した調理台としている。
・ミーティングルーム（７室）は各種団体の会誌、
講習会等に利用できる。
・教養娯楽室（和室２４畳の２室）は各種団体が趣
味の講座や娯楽等に利用できるようにしている。
(カ)医療エリア
●休日診療所
・内科、小児科を中心とした診察室を設けている。
健康診断時においても利用できるようにしている。
・処置室は処置スペースを２カ所ある。
(キ)共有エリア
●共有施設
・ふれあいプラザは施設の中心に位置し、開館時間
中は常時開放し、誰でも利用できるにぎやかな交流
空間としている。
・２層吹き抜けの開放的なアトリウム空間で、吹き
抜けを介して各施設の活動が互いに感じ取れる空間
としている。
エレベーターを設置し、バリアフリーに考慮。
・大ホールは２～３階に配置し、５０２席（内身障
者席２席）の２層のホールとしている。
３階は背面には固定席、両サイドは可動席。
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(ク)事務エリア
●福祉、保健事務室
・全体の施設管理部門として、主出入り口付近
で館全体を見渡せる位置に配置し受付カウンタ
ーがある。
事務室は利用しやすいオープンカウンタ一方
式
・事務室には健康福祉部子育て健康課が配置さ
れている。
エ ひがしね あそびあランド視察

施設では、施設・危機管理室長の奥田忠雄氏が熱くコンセプト、施設の特徴、意
気込みなどを説明してくれた。
この施設は以前にも議会として見学したこと
があるが当時と比較して充実していた。また、
維持管理を含め充実ぶりが目についた。
説明によると、この施設「子どもたちが遊び
の中から、人が本来持つ「自主性」・「社会性」・
「創造性」を豊かに育むことのできる場」との
こと。
「遊びから学ぶ」子どもの遊びの理想郷（ユートピア）あそびあランドです。
平成２５年５月にオープンした「ひがしね あそびあランド」は、「自分の責任で
自由に遊ぶ」遊び場です。
子どもたちが自然の中で、五感を使ってさまざ
まなことに興味をもち、自分のやり方や自分のペ
ースで「やってみたい」を見つけだし、創意工夫
をし、挑戦し、失敗し、それをのりこえて成長し
ていく過程を大切にしている。
また、子どもが安心して失敗できる遊び場づくりをサポートする「プレイリーダ
ー」が常駐している。
４ヘクタールある敷地の中には、５つのゾーンがあり、大けやきをイメージした
大型ネット遊具。
「シンボルゾーン」の噴水広場では、不規則に噴き出す噴水がある。
田んぼや果樹がある「農業体験ゾーン」は、田植えや稲刈りなど、来園した親子
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で活動できるエリア。
周囲は自然が豊かなので、ザリガニ池まで続く小川で生き物探しをしたり、葉っ
ぱの船を浮かべたり…ということも楽しめる。
小川から引いた井戸水を使って、「冒険広場ゾ
ーン」でどろんこ遊びをしちゃうことも。
管理棟近くの「幼児広場ゾーン」には、ふわ
ふわドームや自由に落書きができる広場など、
小さい子でも思いきり遊べる場所があり、「斜面
ゾーン」のしばふすべり台では、段ボールを使
って滑ったり、冬はそり滑りで遊んだりできる。
ただ、この時期マムシがでるようである。
諸活動について、ホームページで確認できる。
(ア)施設概要
【施設名称】 東根市子どもの遊び場（愛称：ひがしね あそびあランド）
【基本理念】 「遊びから学ぶ」あつまれ、遊びの天才！
【敷地面積】 約４ヘクタール
【事 業 費】 ５億７千７百万円
【事業年度】 平成２１年～平成２４年度
（実施までの事業年度）
【駐 車 場】
８８台 （他に障害者用３台分）
【来園者数】 ３５万人（平成２５年５月５日
～平成２６年３月３１日の実績）
(イ)遊び場のコンセプト・特徴
・「遊びから学ぶ」「あつまれ、遊びの天才！」
・さくらんぼタントクルセンター屋内遊戯施設「けやきホール」の屋外版
・生きるたくましさ、社会性、がき大将、仲間、泥んこ
・遊びをリードするプレイリーダーが常駐する
・禁止事項をなるべく設けない。子どもたちの
自主性、創造性
・遊びをつくり、発見し、挑戦する
・果樹園農作業、泥だんごつくり、木片工作、
火おこし
(ウ)配置計画・遊び場５つのゾーン
・幼児広場ゾーン
・・・幼児広場、ふわふわドーム、らくがき
広場、管理棟
・斜面ゾーン
・・・斜面広場、しばふ広場、多目的広場
・シンボルゾーン
・・・大けやきを模した大型ネット遊具、ふんすい広場、屋外ステージ
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・冒険広場ゾーン
・・・どろんこ広場、がらくた広場、井戸、プレイリーダーハウス
・農業体験ゾーン
・・・みのりの広場、田んぼ
(エ)５つの実施事業
・プレイパーク事業（対象：幼児～大学生まで）
冒険ゾーンをメインに穴掘り、秘密基地作り、
たき火、作ったり壊したり、どろで遊ぶ、風と
遊ぶ、水であそぶ、薪割り、畑作り、など・・
・子育て支援事業
対象：乳幼児と家族。
・地域協働推進事業
「あそびあ・あそボ」（あそボ＝遊びボランティアの略）協力者大募集中！
遊び場の企画・運営や施設の維持管理に協力してくださる方を随時受付。
・新幼児共育推進事業
対象：幼児～小学生と家族のみなさん
「事業名称：里山 DE あそびあ」
沼沢で田植え活動を通して、親も子も地域もプレイリーダーも「共に育ち合う」
機会をつくり、「感動」「体験」「発見」できる里山での活動を行う。
・遊育支援推進事業
「遊育（ゆういく）」子どもたちは自ら遊びを見つけ出し、遊びを通じてたくさ
んのことを学んでいる。
「遊びから学ぶ」をモットーに大人が子どもを遊ばせて育てるのではなく、子
ども自らがやってみたいことに挑戦し、
「遊んで育つ」ことの大切さを伝えている。
<指定管理者>
NPO 法人クリエイトひがしね（理事長：菊地和博） プレイリーダー１２名
http://www.higashine.org/about/
カ

国指定特別天然記念物の大ケヤキ
視察終了後、東根小学校の校庭の大けやきを
見学した。
国指定特別天然記念物の大ケヤキ。
東根の大ケヤキは、南北朝時代（１３４７年
ころ）小田島長義が築いた東根城内に植栽され
ていたものといわれる。
高さ ２８ｍ
根回り ２４ｍ
樹齢１５００年以上と推定される
昭和３２年９月１１日
国指定特別天然記念物
小学校の大ケヤキは、これまで入学、卒業していった児童生徒の心の支えであ
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り、かつ希望のシンボルでもある。
子供たちの下校時間と重なり、元気な子どもたちと一緒になっての見学となっ
た。
(４)神町駐屯地視察
７日、東松島市と同様防衛施設である陸自神町駐屯地を視察した。
神町（じんまち）駐屯地は山形県
東根市神町に所在、太平洋戦争中の
昭和１９年（１９４４年）に「神町
海軍航空隊」として設置され、予科
練の操縦教育の基地となり、昭和２
０年の終戦後は米軍が進駐、日本に
返還される昭和３１年（１９５６年）
６月まで「神町キャンプ」として駐
留し、さまざまな敷地の拡張整備が
されてきた。
返還された同年１２月に青森の第
２０普通科連隊が移駐、
『神町駐屯地』
と名前を変えました。
その後さまざまな部隊が移駐するなどして現在に至り、平成２８年（２０１６年）
に駐屯地創立６０周年を迎えました。
駐屯地の面積は、東西約３ｋｍ、南北約１ｋ
ｍ、外周約８ｋｍの総面積約１７４万㎡（東京
ドーム約３７個分）あり、陸上自衛隊の駐屯地
としては６番目の広さを持つ駐屯地。
現在神町駐屯地に所在する部隊は、第６師団
を統括する師団司令部をはじめ、師団隷下９個
部隊、東北方面隊直轄６個部隊、大臣直轄２個
部隊があり、約２，６００名の隊員が日夜訓練に励んでいる。
また、神町駐屯地は、第６師団司令部があり山形県、福
島県、宮城県に所在する陸自部隊の司令部である。
第６師団の沿革としては、昭和３７年第６管区隊から山
形・秋田・宮城・福島を警備地区とする師団（３個普通科
連隊）として編成され、司令部は、福島駐屯地から神町駐
屯地に移動、開設された。
昭和４５年に福島駐屯地に第４４普通科連隊が新編され
て４個普通科連隊を基幹とする約６、０００人が所在する
師団です。
また、平成２年には第６後方支援連隊・第６高射特科大
隊が新編され、平成１１年度の陸上自衛隊の体制移行に伴

- 13 -

い、秋田駐屯地の第２１普通科連隊が第９師団の隷下となったことにより、防衛警備
担当地域が山形・宮城・福島の南東北３県とな
りました。
平成１８年には陸上自衛隊の改革に伴い、コ
ア部隊の第３８普通科連隊が方面混成団の隷下
となり、第６師団は即応性と機動性を向上させ
た「即応近代化師団」に改編、平成２２年には、
第６化学防護隊が増強し第６特殊武器防護隊と
なるなど、部隊改編を経て現在に至る。
近年は、国際貢献活動としてゴラン高原、東
６師団司令部前で記念撮影
チモール、イラク、南スーダンなどへの派遣活
動を完遂した。
今回の視察は、先の大震災時、最初に災害
派遣部隊として到着したのが郡山の第６特科
連隊と大和駐屯地の第６戦車大隊の皆さんで
あり、約１カ月後多賀城の第２２普通科連隊
が入り数々の活動をしてくれました。
感謝とお礼そして同じ自衛隊の部隊を有す
る市として陸自の現状を知ることを目的とし
て行った。
到着後装甲車の前で記念撮影を行い、以下の項目について視察した。
①任務②災害派遣装備品③国際貢献参加状況
④炊飯競技会など視察ののち会食した。
炊飯競技会は、近年、隊員の食事作りが民間
業務委託になったため、隊員の炊飯能力向上の
ため近年行っているとのこと。
ア 任務
第６師団は、山形・宮城・福島の南東北３
県の防衛警備・災害派遣などを担当し、５つ
の駐屯地にそれぞれ１４個部隊を配置している。
また、有事の際や大規模災害発生時には、他方
面隊管轄地域に派遣されることになっている。
国際貢献関連では、昭和６２年に国際緊急援助
隊法を施行に基づき、被災国政府または国際機関
の要請に応じて国際緊急援助活動を行ってきた。
平成４年、国際緊急援助隊法が一部改正され、
自衛隊が国際緊急援助活動や、そのための人員や
機材などの輸送を行うことが可能となり、これ以
南スーダンでの活動
来、自衛隊はその装備や組織,平素からの訓練など
の成果を生かし、自己完結的に国際緊急援助活動を行う態勢を維持してきている。
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また、平成４年に成立した国際平和協力法により、国際連合平和維持活動、人道
的な国際救援活動、国際的な選挙監視活動の３つの活
動に対し適切かつ迅速な協力を行うための実施体
制を整備し、活動に対する物資協力など国連を
中心とした国際平和のため努力してきた。
イ 災害派遣装備品の展示
災害発生時の部隊展開時に携行する装備品を見
た。
自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要がある
と認められる場合は、都道府県知事等の要請
（ただし、特に緊急を要する場合は、要請を
待たずに出動する自主派遣がある）に基づき、
防衛大臣またはその指定する者の命令により
派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、
給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派
遣活動を行う。
また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島
などでは救急患者の輸送などにも当たり、近年では大規模災害が多発していること
から陸・海・空の統合された部隊派遣が多くなっている。
各部隊には初動に必要最小限の装備を保有し、有事に備えている。
ウ 炊飯競技会
近年駐屯地での給食支援は従来の隊員によ
る休職作業をやめ、一般企業への委託により
食事を作るようになった。
部隊は従来派遣された現地で食料品を調達
し、現地で炊事し、配属部隊隊員に職を与え
ていた。災害派遣や部隊演習を含む活動時隊
員の食を自ら準備していたものがその機会が
なく実活動に支障をきたすようになった。
以前にもまして、平時からの炊飯納涼句を
高めておくことが重要となってきている。
そういう意味では、この種の訓練の継続が
大切となってきている。
７月７日、第２０連隊は、隊舎前において、
「平成２９年度連隊炊事競技会」を実施した。
この競技会は、炊事能力、資質の維持向上
及び 炊事要員の育成を図るとともに、各中
隊の競争心の涵養と士気の高揚を図ることを
目的として行われ、各中隊から選出された７
優勝した１中隊
名（陸曹４名、陸士 ３名）により示された
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時間(２時間４０分以内）に、競技献立の「炊き込みご飯」「酢豚」「スープ」と各中
隊計画による「小鉢」の四品目を、炊事車を活用し、味覚、見栄えなどを競い合い、
審査員として駐屯地厨房長、駐屯地栄養士と部外の方を含む８名により試食審査を
行い、順位が決せられた。
競技間は、中隊代表の選手に対し、各中隊の応援が繰り広げられ、代表選手は中
隊の名誉をかけ、独自の味付けによる炊事を行い、全中隊いずれも時間内に献立を
完成させた。
結果について確認したら、第１中隊が７年ぶり（４大会ぶり）の優勝を勝ち取っ
たとのこと。
９ 視察所感
(１)改選後初めての会派視察であった。
今回は、１泊２日の行程で実施した。
改選後の姉妹都市への挨拶及び姉妹都市の福祉関連事業について現状掌握及び震災
を通じての感謝とお礼を兼ねての視察であった。
あいにく、市長及び議長は、海外出張中でありお会いすることができなかったが、
成果は大で会った。今回の視察に関し、調整及び現地で対応してくれた議会職員の皆
さんに感謝したい。
土田市長が掲げる、「教育に力を注いでいる地域は滅びることはない」子どもは遊び
から学ぶ。まちづくりに加えて若い子育て世代を呼び込む子育て施策を推進し、その
シンボルの建設が総合保険福祉施設「さくらんぼタントクルセンター」だ。
遊びをテーマに子供の冒険心や探求心などを満足させるとしての施設も「こんな危
ない施設」と言われつつ、「そういう人は来てもらわなくとも結構、多少の傷は、お持
ち帰りください」とのメッセージは、遊びの中で子は育つとの強い信念からだという。
また、屋外施設の「あそびあランド」も年々施設が充実し、集客が伸びている。
子どもに対しても、福祉事業についても建設予算・維持管理を前面に出してしまう
と何もできない。必要性について十分検討し、税金の使い方碑を問うのが大切だ。
ややもすると予算(補助金・交付金)のなかで検討すると枠が小さくなる。
震災後の街づくりが一応の成果を収めつつあるが、
これからは全体としての福祉事業、来るべき時代の
特性や地域特性を踏まえた、福祉事業・教育施策が
必要である。
(２)今年４月、東根市は、さくらんぼをブランド保護
登録(ＧＩ：地理的表示保護制度)した。
地元のさくらんぼ農家は徹底した栽培品質管理に
取り組んでいる。今後が楽しみでもある。
朽木氏のさくらんぼ農園にて
神町駐屯地の紹介で、その農家を見学した。
(３)今回の視察では、その対象とはしなかったがＰＦＩ方式による総合文化施設の建設
やその近隣に隣接した県立の中高一貫校「東桜高校」が昨年４月にに開校した。市長
が提唱する「教育によるまちづくり」が晃を奏した格好だ。
しかし、既存の学校との学力差が新たな問題となることを予測し理数科教師の補助
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教員の配置、小規模特認校制度などを活用しての教育環境の整備が成果を上げている。
本市も今年からコミュニティースクール制度が拡大されていくが、よい関係での地域
とのかかわり、アフタースクールなどでの様々な体験や交流を通じての豊かな人材育
成に努めることが望まれる。
(４)今回の会派視察研修に関し、東根市議会事務局及び陸自神町駐屯地広報のご協力に
感謝します。
完
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