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平成 29 年度 飯田市議会 総務委員会 所管事務調査（視察）報告 

平成 29 年９月 28 日 

 

 

第１ 調査実施期日  平成 29 年６月 27 日（火）～29 日（木） 

 

 

第２ 調査事項（視察項目および視察先） 

１ 再生可能エネルギーの取組について    〔福島県 福島市〕 

２ 移住定住環境整備事業について    〔岩手県 一関市〕 

３ 東日本大震災における遠野市の果たした後方支援の役割について 〔岩手県 遠野市〕 

 

 

第３ 参加者 

総務委員長 湊 猛   総務副委員長 木下 容子 

塚平 一成  小林 真一  木下 德康  後藤 荘一  木下 克志  井坪 隆 
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第４ 調査概要（視察報告） 

１ 福島市の再生可能エネルギーの取組について 

 

（1） 調査概要（視察目的・視点） 

平成 29 年 6 月 27 日（火）13：30～  環境部環境課課長 宍戸 亮 氏 

ア 再生可能エネルギーの取り組み 

イ 市の取り組み事例 

ウ 民間事業者の取組み事例 

エ 福島市次世代エネルギーパーク 

 

（2） 調査報告（調査内容） 

ア 福島市再生可能エネルギーの取り組みについて 

東日本大震災における原発事故を教訓とし、地域に身近にある資源を地域特性を活かしたエネル

ギーの地産地消の観点から「再生可能エネルギー」を重点政策と位置づけ、2015 年「福島市再生可

能エネルギー導入推進計画」を策定。「環境最先端都市福島」としてエネルギー自給率の向上を目指

し、エネルギー自家消費型施設の普及を進めるため、市・市民・事業者が役割分担を明確にし、一体

となって取り組んでいる。 

現状として 3 つの数値目標を設定。状況は以下の通り。 

・エネルギー自給率（市内の一年間の電力消費量に占める市内で産み出された再生可能エネル

ギー発電量の割合）は 2050 年度には 50.0％を目標（2015 年度実績で 28.0％）。こちらはある程

度の道筋が見えてきている状況である。 

・エネルギー自家消費型施設普及率は、公共施設へは 2040 年度に普及 100％を目標としている

が、2015 年度実績で 9.7％。また同普及率の一般住宅の目標は 2040 年度に 40.0％であるが、

2015 年度実績は 6.8％。 

 

イウ 市及び民間事業者の取組事例 

 市では再生可能エネルギー発電設備等の導入や再生可能エネルギー等施設整備資金利子補給

事業を行い、また水道施設の位置エネルギーを活用した小水力発電事業を公募型企画提案方式に

より官民連携で行われ2018年4月に運転開始が予定される。民間では太陽光発電売電益による循環

コミュニティバスの運営がされ、経営は厳しいものがあるが経済産業省の補助を得ながら運営がされて

いる。またメタンガスを利用したバイオマス発電や遊休地を活用したメガソーラー事業が行われていて

いる。 

 

エ 福島市次世代エネルギーパーク 

次世代のエネルギーについて実際に住民が見て触れる機会を増やす事を通じ、地球環境と調和し

た将来のエネルギーの在り方に関する理解の増進を図る計画を資源エネルギー庁が認定。福島市は

2015 年 10 月 30 日付で認定された。 

市全体を一つのエネルギーパークと見立て、市内 5 か所をモデル地区として位置付ける。今後パー

クの新しい施設として、メガソーラー発電所や水道施設利用の新たな水力発電施設を計画の中で組
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み入れていかれる意向。 

各施設の概要は以下の通り。 

① 福島駅では駅内の年間使用電力の約 20％が再生可能エネルギーを使用。 

② 産業交流プラザでは再生可能エネルギーを学べる展示コーナーが設置。 

③ あらかわクリーンセンターではごみ焼却時の余熱で電力発電がなされ、余剰電力は市立小中学校

等 71 校へ提供される等、再生エネルギーの地産地消が進んでいる。 

④ 四季の里小水力発電設備は、農村をイメージした四季の里へ水車が設置され、水車小屋内には

展示コーナーが設置される等、環境学習等の啓発用施設の色合い。 

⑤ 土湯温泉では砂防堰堤を利用した小水力発電・源泉の蒸気と熱水を利用した地熱バイナリー発

電に取り組む事により全国から注目を集め、また余ったお湯を利用したオニテナガエビの養殖の

試みも開始される。 

情報発信と普及啓発 

資源エネルギー庁デジタルパンフレット「エネパガイド 2017」を通じた広報や市独自のリーフレットや

ポスターを作成予定。また夏休み市政見学会も一般と親子で開催される。 

 

（3） 主な質疑応答 

Ｑ：土湯温泉街は震災後旅館数の減少等のダメージを受けたが、取り組みによる温泉街回復の効果は。 

Ａ：温泉街の現状の詳細は把握していないが、発電への視察に主に市外より多くの方が来られている。 

Ｑ：土湯温泉のバイナリー発電で、源泉利用という事で他の温泉街への影響はないのか。また、発電事

業にあたり温泉関係者の賛否はどのようなものであるか 

Ａ：地熱バイナリー発電という、沸点の低いペンタンという媒体を使用してタービンを回し、低温度域での

発熱となるので温泉自体へは影響がなく、他の温泉街等への影響もない。また、この発電は温泉街

をあげて取り組まれていて、大変前向きに取り組まれている。 

Ｑ：土湯温泉の発電は民間企業が運営しているのか。 

Ａ：民間事業者が運営している。 

Ｑ：土湯温泉の小水力発電について河川種別は。また落差はどのくらいか。 

Ａ：河川種別は不明。その周辺は国立公園に入っている（砂防堰堤の管轄は国土交通省）。また落差は

50 メートル強。取水方式は砂防堰堤に穴を開けて水を引く方式。 

Ｑ：土湯温泉でのオニテナガエビ養殖事業は、本格的な採算の取れる見通しはあるのか。 

Ａ：取組は始めたばかりで、まだ採算の試算には至っていない。 

Ｑ：水道施設活用の小水力発電の高低差はどのくらいか。 

Ａ：73 メートルの高低差を利用して発電される。なお、この取り組みは事業者へ設備をお貸しするという

取り組みで、事業そのものは事業者が行う。 

Ｑ：水道設備小水力発電について、民間事業者へ貸出という事であるが。 

Ａ：市で所有の水道施設を活用して頂く。東京発電株式会社が事業を請け負っている。 

Ｑ：水道設備小水力発電について、採算的に何年くらいで元がとれるものか。 

Ａ：市としては、事業者から施設利用料と土地賃貸料として年間 190 万円位の試算をしているが、事業の

採算性については確認していない。 

Ｑ：公共施設へのエネルギー自家消費型施設の普及率について。 
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Ａ：現在の進捗率について、あまり進んでいないのが現状である。財政当局との話の中でなかなか予算

化できない部分がある。 

Ｑ：公共施設のうち避難所となる施設へのエネルギー施設の設置は終了しているか。 

Ａ：市内145施設のうち、避難所は139施設になる。したがって避難所への設置の終了にはまだまだ至っ

ていない。 

Ｑ：飯田市ではおひさま進歩エネルギー㈱へ公共施設の屋根貸しが行われたので民間の資金での設置

がされたが、福島市ではそのような取り組みは考えるのか。 

Ａ：福島市では今のところ民間事業者への公共施設の屋根貸出は行っていない。 

Ｑ：今後重点的に取り組みたい発電形態は 

Ａ：地域の特性がより活かされる発電を。例えば風力発電については、盆地なので風がそれほど強くな

い、という側面もある。阿武隈川等に視点を置いた小水力発電の充実に今後は取り組んでいかれる

か。また市としては公共施設への発電設備の充実にも力を入れていきたい。 

Ｑ：一般家庭への太陽光発電システム設置助成事業について。 

Ａ：助成件数は年間 600 件程度を予算化しているが、この 2 年くらいは年間 500 件に満たない申請件数

となっている。逆に飯田市へ相談したいところである。 

Ｑ：地域単位で再生可能エネルギーを有効活用する取り組みへと発展させることを検討、とあるが、具体

的にどのような考えか。 

Ａ：スマートコミュニティを意識している。 

Ｑ：エネルギー収支についてはどのような状況か。 

Ａ:エネルギー収支の試算の段階には至っていない。 

 

（4） まとめ・考察 

・計画の数値目標の進捗について、エネルギー自給率は順調な推移が予測されている状況である。た

だ、エネルギー自家消費型施設の公共施設への普及については進捗が芳しくなく、また同施設の一般

住宅への普及に関しても設置助成事業への申請が少ない状況にある。今後の課題として受け止める。 

・水道施設を活用した小水力発電事業等、官民合わせて様々な取り組みが進んでいる。民間事業者の

取り組みの中で、太陽光発電売電益によるコミュニティバス運行事業は経営的な厳しさを抱えている等

の話もあるが、今後の推移に注目したい。 

・次世代エネルギーパークについて、土湯温泉の発電施設が注目を集める等の効果により内外より多く

の視察来訪者が訪れる等、観光振興の意味合いでも有益な結果が出されていると受け止めるが、具体

的な相乗効果の図式がまだ明確に見えていない印象も受けた。5 つの施設のうち福島駅と産業交流プ

ラザの見学をしたが、パークとしての訴求力がどこまで浸透されていくか、飯田市で同取り組みを検討

する事が有用であるか否かという観点からも、今後の推移に注目したい。 

 

(5) 各委員の所感 

○良かった点 

・エネルギー自給率等目標設定を数値で明確に定めた上での計画推進。 

・水道施設活用の小水力発電事業や太陽光売電益によるコミュニティバス運行事業等、官民合わせ

た様々な取り組み事例の紹介。 
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・蓄電池を備えた太陽光発電設備の避難所指定施設への計画的な設置 

・市の水道施設を活用した小水力発電事業への取り組み。発電設備を事業者へ貸出。 

・情報発信の目的で補助等はないが、次世代エネルギーパークの計画。 

・温泉施設を利用した地熱バイナリー発電事業。 

 福島市次世代エネルギーパーク（経済産業省資源エネルギー庁）の認定を受け、「環境先端都市 

福島」を目指す姿を広く情報発信。長野県に次世代エネルギーパークはなく、環境文化都市宣言を

している飯田市は認定を検討してはどうかと思う。 

・環境最先端都市への取り組みを、市民、事業者、市の３者が一体となって行っている点。 

・今から 6 年前、東日本大震災における原発事故を教訓として、「再生可能エネルギー推進導入計画」

を策定し、重点政策と位置づけ、2015 年より「環境最先端都市福島」として取り組んだ点。 

・様々な方式の再生可能エネルギーを活用しようとしている。 

・NPO 法人をつくり、太陽光発電事業と循環コミュニティバス事業と連動させている。国からの補助で

何とか運営をしている。 

・市、市民、事業者が個々に目標を持って取り組んでおり、再生可能エネルギーに対する底力を感じ

る。 

・地域単位で再生可能エネルギーを有効活用する取組みを目指していること。 

 

○参考となりそうな点 

・あらかわクリーンセンターでの熱利用発電の余剰電力が市立小中学校 71 校へ提供される等、再生

エネルギーの地産地消への取り組み事例。 

・遊休地を利用したメガソーラー事業の取り組み。 

・温泉施設を利用した地熱バイナリー発電事業。沸点低い「ペンタン」を利用している。また、見学受入

等、観光振興との相乗効果向上への取り組み。地域、温泉街の方も協力的である。 

・水道施設の取水口から配水池までの落差 73 メートルを利用した小水力発電。年間 730,000KWh

（200 世帯分相当）発電できる。公募型企画提案方式により設備、管理維持を業者に任せ、売電収入

から市の収入として年間 190 万円を試算している。平成 30 年 4 月運転開始予定。この場合価格単価

を 20 円/kWh として計算すると年間売電で 1,460 万円の収入となる。飯田市の水道も取水から使用

口までの高低差あるので、設置の可能性はあると思う。設置、維持管理はよく試算をし、業者への委

託の仕方を吟味してゆくべきだと思う。 

・太陽光発電風力発電、バイオマス発電、小水力発電、地熱発電、太陽熱利用、温度差熱利用、バイ

オマス熱利用など、色々な再生可能エネルギーに取り組んでいる点。 

・次世代につなげることができるよう、子どもたちが再生可能エネルギーを理解できるよう、「夏休み市

政見学会」を実施している点。 

・再生可能エネルギーの普及啓発を図り、福島市の取組を全国に向けて発信するため「市民地域共

同発電所全国フォーラム」を開催している。 

・NPO 法人をつくり、太陽光発電事業と循環コミュニティバス事業と連動させている。 

・エネルギー自給率、エネルギー自家消費型普及率、エネルギー自家消費型施設普及率が毎年右

肩上がりの進歩。市民の意識の高さが違う。飯田市は上面だけ。 

・砂防堰堤を利用した小水力発電による初期投資の軽減。 
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○その他、感じたこと等 

・市の玄関である福島駅を見て、市全体がエネルギーパークである、という訴求力がどこまで打ち出さ

れているであろうかという事を感じた。 

・飯田市と比べると人口、世帯が約三倍、飯田市に置き換えて参考になるものを今後勉強して参りた

い。 

・原発事故を踏まえて、次世代の福島市へ再生エネルギーへの取り組みと、地産地消を考えた市の

取り組み姿勢を見習って参りたい。 

・飯田市も温泉があるため、地熱バイナリーのような取り組みができないか、勉強して参りたい。 

 「次世代の環境」の住みよいまち再生可能エネルギーの導入推進は 5 つある福島市の重点目標の

一つに掲げている。これには原発に依存しないとの説明もあった。庁舎ロビーに放射線や身の回りの

放射線物質とかの環境省のパンフレットがビッシリ置かれていたのは印象であった。 

・飯田でも太陽光発電が取り組まれているが、２０年後のパネルの最終処分処理や、再利用について

の検討を、今から考えていく必要があると感じた。 

・原子力発電所事故による放射能物質汚染という、大変な状況下での取り組みである点が、他の市町

村とは状況が異なる。安全性確保が最優先されなくてはならず、目標達成に向けても、厳しい一面が

あると拝察する。 

・公共施設への太陽光パネル設置率が低いことが気になった。 

・２０１１年の福島第一原発の事故を教訓にして再生可能エネルギー導入推進計画を策定されている。

目標が達成されることを期待したい。 

・飯田は、おひさま進歩エネルギーの活躍が飯田の環境施策を支えている感じ。福島市は、市、市民、

事業所が一体感を持って取り組んでいる。（原発事故の影響もあるかも） 

・原発事故が契機となり、再生可能エネルギー導入推進計画が策定されたことから、長期的、かつエ

ネルギー収支に至るまでの総合的な取り組みの視点という面では、やや物足りなさを感じる。 
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２ 一関市 移住定住環境整備事業について 

 

（1） 調査概要（視察目的・視点） 

平成２９年６月 28 日 10：00～11：30 まちづくり推進部いきがいづくり課 小山主任主事 

ア 事業の概要、取り組みまでの経過 

イ 事業の特徴 

ウ 事業への市民及び事業者の協力 

エ 事業期間(平成 25 年度～平成 27 年度)と終了後の事業に違いはあるか 

オ 事業期間３年間の効果は 

カ 28 年度以降も事業を継続していると思うが、その内容は 

キ 定住自立圏の中でも移住定住に取り組んでいると聞くが、それとの関係は 

 

（2）調査報告（調査内容） 

ア 大幅な人口減少と高齢化による地域活力低下、税収低迷による財政の悪化など、今後厳しい状況

が見込まれる中での対策として 

イ 「移住定住環境整備事業」は空き家バンク、いちのせき暮らし体験ツアー等を実施。「移住者住宅取

得補助金」は平成 28 年度より新設、住宅を建築、購入した者へ助成等の取り組み。 

「空き家バンク登録住宅改修等補助金」も平成 28 年度より新設、空き家の賃貸借、の際に必要な改

修等の費用を補助。 

「いちのせきファンクラブ事業」は「あばいんクラブ」への加入、年会費 1 万円に対し基本特典と選択

特典 1 万 4 千円分を提供。 

ウ 農村定住、就農支援員の配置を実施、新規就農希望者と農村移住希望者に対し、定住・就農サポ

ートを行っている。 

エ 事業期間(平成 25 年度～平成 27 年度)終了後は期間制度時の約半額の補助にしてはいるが、大幅

に希望者が減ってしまったということは今のところ見受けられない。 

オ 期間限定で実施していたが毎年実績は右肩上がりで、最終年度は駆け込み需要もあり大幅に増加

した。 

カ (4)でも説明があったが、事業期間の制度時の約半額の補助にしてはいるが、大幅に希望者が減っ

てしまったということは今のところ見受けられない。 

キ その他の取組内容になってしまうが、民間団体との連携を行っている。 

 

（3）質疑応答 

Ｑ：いちのせきファンクラブ約 300 名の会員は地元出身者が多いか。 

Ａ：正直把握できていない、観光要素が多いため地元以外が多いと思われる、宮城県の方が多いように

も思う。 

Ｑ：ＵＩターン住民の状況はどうか。 

Ａ：移住者補助金を受けた方へアンケートを実施、①本人または、配偶者が地元のため移住、②職場、

仕事の関係で移住、の二つが主、③自主的に移住してきた方は一部に留まっている状況。 

Ｑ：「あばいんクラブ」の「あばいん」とは何か。 
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Ａ：「あばい」という方言、一緒に行きましょうなどの意味がある、語呂をよくするため「あばいん」とした。 

Ｑ：事業期間(平成 25 年度～平成 27 年度)と終了後、平成 28 年度事業への影響はあるか。 

Ａ：補助金が約半額になったが、問題は殆んどなかった、事業期間中にしっかりアナウンスし続けていた。

補助金は減ったが、20 代 30 代の利用者が増えてきている。 

Ｑ：空き家の管理方法はどのようにしているか。 

Ａ：家の所有者の方に全て一任している。空き家バンクの見学の際は所有者に同席してもらい、空き家

利用を検討している方と直接会って話をして頂いている。 

Ｑ：危険空き家の所有者が見つからない場合の対応策は何か。 

Ａ：使える家に焦点を当てて今は活動しているが、極力、危険空き家の所有者に働きかけをしている。最

終的には解体の強制執行もあるが、今のところ実施例はなし。 

Ｑ：所管の苦労はないか。 

Ａ：一人一人が専門業務に張り付きで業務している状態、今後の人事異動を踏まえてマニュアル等が必

要と考える。 

Ｑ：所管の課題、問題点の掘り下げはどうか。 

Ａ：専門業者の方からアドバイスをもらい、部内で共有を図っている。 

 

（4） まとめ・考察 

ア 飯田市と似た環境（人口や世帯）のため、これからの飯田市の移住定住事業のために参考にできる

ものを勉強し、役立てて参りたい。一関市も人口減少と高齢化に危機感を持ち、移住定住環境整備

事業に力を入れているため、飯田市議会としても参考にできる部分を研究して参りたい。  

イ 地の利を利用した国際リニアコライダーの誘致の推進事業にも取り組んでおり、宇宙の成り立ちを研

究する場を設け、企業誘致、雇用の確保や交流人口の増に役立てたいとの思いがある。  

ウ 空き家バンクの見学について、いちのせき暮らし体験ツアーの時は、市で見学空き家の選定をした

上で見学を実施している。住める住宅を見てもらう必要がある。  

エ いちのせき暮らし応援隊や、若手事業者どうしのネットワーク活動が盛んであり、一関市の情報発信

活動(ＳＮＳや Facebook を活用)に積極的。この活動を市でも応援している。  

オ 一関市まちづくり推進部いきがいづくり課の活動が少人数で仕事をしていることに驚いた。本職６名

で、臨時職員が４名という中で市政運営を行っている。市としての重要な課、一関市まちづくり推進

部いきがいづくり課の活動状況や内容をもう少し掘り下げて話を伺いたかった。  

 

 (5) 各委員の所感 

○良かった点 

・いちのせきファンクラブ事業は 4 年間で 300 名余が実会員になる等、一定の成果を果たした点。 

・いちのせき暮らし応援隊や、若手事業者のネットワーク活動が盛んであり、積極的。この活動を市で

も応援している。 

・空き家バンクについて、いちのせき暮らし体験ツアーでは市で空き家を選定した上で見学を実施して

いる。住める住宅を見てもらう必要がある。 

・一関に訪れてもらうことを目的にした「いちのせきファンクラブ事業」の実施。移住定住は、まずは訪

れてもらうことから始めることが基本であると考える。うまく機能できると良い。 
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・「移住定住奨励助成事業」として、住宅購入や建築した方への助成。さらに、子どもがいる世帯や市

内業者が施工した場合にも助成金が加算される点。 

・空き家調査を市として取り組んでいる 

・平成２１年度より移住定住環境整備事業として４事業を実施している。特に移住者住宅取得補助金

を助成している。また空き家バンク登録住宅改修等の補助金も出している。 

・市から地方への移住・交流の機運が高まっている。 

・平成２７年度機構改革により新設されたまちづくり推進部いきがいづくり課。担当業務は、社会教育

関係業務、移住定住関係業務、ふるさと納税、男女共同参画推進、結婚活動支援事業、文化行政

関係事業の六業務を、正規職員６名、臨時職員４名で運営できている。（→支所機能の中で、同様の

業務を重複して行っている） 

・移住定住事業が、多彩かつ本格的に取り組まれており、事業の結果はともかく、次の手を打つため

の糧となっている。 

 

○参考となりそうな点 

・担当者所感で、移住促進のためには内容の先鋭化が必要で、市出身の 20～30 代の若者が同世代

をターゲットに移住を進める団体への支援の必要性を語られた点。 

・いちのせき暮らし体験ツアーを行い、先輩移住者との交流と、不動産物件、分譲地の見学。 

・所管の職員の異動を踏まえマニュアル等が必要と考えている。 

・平成 28 年度から現在、移住者住宅取得補助金を 40 歳未満、新築で 100 万円補助している。（もっと

他にも条件はある）しかし、25 年度〜27 年度には同条件で 220 万円出していたとのこと。それに対し

て補助金利用の市民に不満はなかったという。当時、「この制度は 27 年度で終了します」と説明をし

ていて、28 年度から新たに始める形をとったとのことで、正確で良い説明だと思った。 

・「いちのせき暮らし応援隊」の取り組み。色々なメンバーが費用弁償もなく、月１回会議を行っており、

情報発信を通じ、移住定住促進に役割を果たしている。 

・「いちのせき暮らし体験ツアー」では、先輩移住者との交流が行われており、疑問や不安の解消に役

立っていることが伺える。 

・「いちのせきニューツーリズム協議会」との連携により、お試し移住の実施が行われている点。民間団

体と連携している点は参考になる。 

・住宅取得補助金や住宅改修補助金などのメニュー 

・一関市⇒いちのせきファンクラブ事業を行っている点。年会費１万円で会員数は 293 名１万４千円分

の選択特典を与えており一関市へ来てもらう懸命な努力をしている（あばいんクラブ） 

・見学ツアー等のプロモーションされている。 

・支所機能に重点を置いている→支所長は部長。面積は飯田市の２倍、人口は 12 万余。面積が広い

ため、文化も違う。したがって、それぞれの地区で地区にあった活動を展開している。 

・移住定住を対象とした空き家の改修に積極的な支援を行っている点。 

 

 

○その他、感じたこと等 

・いちのせきファンクラブ事業は観光的要素が強いという事で現時点での定住人口増にはまだまだ直
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結されていないという事であり、今後の流れも注視したい。 

・いちのせき暮らし体験ツアーの説明内で、「男子は厨房に立たない」風習を象徴する説明を受けたが、

移住希望者の中にはその風習に抵抗感を感じる方もいるのでは、と感じた。 

・飯田市と近い環境、人口、世帯のため、これからの飯田市の移住定住事業のために参考にできるも

のを勉強し、役立てて参りたい。 

・地の利を利用した国際リニアコライダーの誘致の推進事業。宇宙の成り立ちを研究する場を設け、企

業誘致、雇用に役立てたいとの取り組みもしている。 

・市としての重要な課、一関市まちづくり推進部いきがいづくり課の活動状況や内容をもう少し掘り下

げて話を伺いたかった。 

・担当者の所感ということで移住者支援について「どの自治体でも同じような事業が実施されるなど、政

策の平準化が進んでいる」としている。一関市、飯田市のみならず、どこの自治体でも人口減少が問

題で、定住、移住施策をとっている。平準化とは同感である。 

・全国の各自治体が、それぞれ移住定住促進活動を行っている現在、特色を出していくことの難しさを

感じた。 

・移住者の例を聞くと、何のゆかりもない場所に移住をすることは少なく、修学旅行で訪れたなどのつ

ながりがあることが多いとのこと。そのきっかけを、「ファンクラブ事業」や、「暮らし体験ツアー」が作り

出していけばよい。 

・説明をお聞きする限り、移住定住促進事業は全国どこも同じような事業を取り組んでいると思われ

た。 

・公民館（地区館と思うが）を市民センターとして地域共同体が指定管理していることに驚いた。 

・移住定住事業は何といっても、地域社会との協力が必要である。 

・移住相談会（農業も含め）細やかな対応が大切である。 

・まちのくらし、里のくらし、山の暮らしがあるが、それぞれの特徴を活かした活動展開が大切で、支所

中心は的を得ている。 

・この種の政策は全国的に平準化が起きることは予想できる。その点を身をもって経験したことが移住

定住策をさらに充実させることにつながるのではないか。一人の担当者による精力的な取り組みから

考えるものがある。 
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３ 東日本大震災における遠野市の果たした後方支援の役割について 

 

（1） 調査概要（視察目的・視点） 

平成 29 年 6 月 29 日午前 10：00〜12：00 

場 所 遠野市総合防災センター 大会議室 3.11 東日本大震災後方支援資料館 

説明者 本田敏秋遠野市長 

同席者 鈴木惣喜総務部長兼防災危機管理課長 

  佐々木伸二総務部長兼防災危機管理課主幹 

  奥寺洋一防災危機管理課主任 

  村上 猛議会事務局張 

  震災後採用された市職員約 40 名（研修） 

研修次第 

① 後方支援活動記録映像上映（遠野ケーブルテレビ制作） 

② 市長講話「遠野市の後方支援活動」 

③ 3.11 東日本大震災後方支援資料館見学 

 

（2）調査報告（調査内容） 

ア 後方支援の概要 

 遠野市は 2011（平成 23）年 3月 11 日東日本大震災において地震に加え、津波により甚大

な被害を受けた釜石市をはじめ沿岸部への後方支援の拠点として活動した。内陸にあるその

地理的条件から必要性を説き、沿岸部津波災害時における後方支援訓練を重ねていた。 

 

イ 後方支援に至った経過 

（ア）東日本大震災時の後方支援活動 

① 発災直後の時系列 

3 月 11 日 14:46 発災 遠野市 M9.0，震度５強 

15:00 遠野運動公園の開放を指示 

15:20 避難所解説指示 

15:28 全市避難勧告発令 

16:30 市内被害状況概ね把握 

・ 死亡者なし（被災地にいた市民の死亡者はあり） 

・ 傷者あり 

・ 火災なし 

・ 家屋の倒壊はなし（一部破損多数） 

・ 断水多数 

17:00 自衛隊第 9師団、遠野運動公園到着 

 3 月 12 日 01:40 被災状況、大槻高校への避難状況を知る（佐々木さんより） 

09:30 被災地から戻った職員の「言葉になりません」との報告 

20:00 頃 電力復旧しはじめる。 
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避難者帰宅開始。（50 施設、2,027 人市民避難者） 

 発災後、停電により TV は電源のバックアップのある消防署のみ、あるいはワンセ

グでの視聴と限定的なものであった。ラジオのみが情報源だった。その中徒歩で来

た佐々木さんの被災地の被害の実情（デジカメ画像）が入り、また大槻高校に避難

した状況を聞いた。夜明けを待って支援物資（毛布、非常食、水と灯油等）届けた

（市職員 2名）。ここから後方支援活動は始まった。 

 

② 後方支援活動 

・炊き出し活動 

地域の女性団体、自治会、中高生など市民ボランティア述べ 2050 人が 3 月 11 日から

29 日間でおにぎりを 142,400 個握った。 

・ 物資センターの運営（受入れと被災地への仕分け、搬送） 

・ 被災地からの広域避難者の受入れ 

・ 全国の医療チームの集結、被災地に展開の拠点 

・ 全国のボランティアの受入れのため、市内 144 箇所の集会所を開放 

・ 災害ボランティアセンターの設置と運営 

・ 遠野被災地支援ボランティアネットワーク「遠野まごころネット」設立と活動 

・ 火葬受入れ   等々。 

 

（イ）後方支援訓練と提言活動 

① 後方支援訓練の必要性と根拠 

・ 遠野市は地理的に内陸と沿岸の中間地点にあり、沿岸部まで半径50kmの位置である。

地質が花こう岩で安定している。 

・歴史的に遠野南部氏の時代から交通の要所であり、明治三陸地震津波等でも後方支援

を行なってきた。 

・ 後方支援活動を行うのに必要な機能を有する遠野運動公園等を所有していた。 

・ 市長が阪神・淡路大震災の現場を前職県庁職員、消防防災課長として調査し、県の

地域防災計画の見直しをした経験を持つこと。 

・ 宮城沖地震の発生確率「30 年以内に 99％」と震災前から想定されていたこと。 

② 主な後方支援訓練と提言活動の経過 

・ 平成 19 年岩手県総合防災訓練 

通常は開催自治体が被災した想定でおこなわれるものであるが、沿岸部への医療救

護、救援物資輸送など、後方支援の基地としての訓練がおこなわれた。 

・ 三陸地域地震被害後方支援拠点施設整備推進協議会（９つの市町村で構成）を立ち

上げ、同協議会名で提案書を岩手県庁、自衛隊他関係機関へ提出。 

・ 「平成 20 年度陸上自衛隊東北方面隊震災対処訓練〜みちのく ALERT2008〜」開催。

宮城県沖を震源とした地震発生し、三陸沿岸に津波が襲来したと想定。東北 6件自

衛隊全部隊、岩手・宮城両県の自治体、警察、消防。医療隊、地域住民約 18000 人、

車両 2,300 台、航空機 43 機が参加。 
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ウ 東日本大震災の後方支援をして、見えてきた課題は何か 

(ア) 被災時の初動の重要性 

 自衛隊が救助した人数、発災の 3 月 11 日 8,202 人、12 日 6,362 人、13 日 3,944 人、

14 日 465 人。発災直後、大規模な人員を投入することが人命救助においては重要。 

(イ) 水平連携の有効性 

 災害救助法は被災自治体からの要請を前提としたものだが、その自治体の庁舎が被

災し、機能不全となっていた。国・県の情報が被災自治体に伝わらない。被災市民は

情報がなく不安感が増した。 

 友好自治体をはじめとする全国からの救援物資が遠野市に送られ、被災地へ配送す

ることができた。支援自治体の横の連携が機能した。 

 自ら情報を収集し、適切な支援策を独自に決定・展開。非常事態であり法律や制度

の超えた対応を現場の機転では必要。 

(ウ) 資料保管の重要性 

 誤報による過剰対応 準備をしたことがあった。これは非常事態であり、仕方のな

いことである。情報の真否はその時点での判断はできなくとも、経時的には明らかに

なる。そのためにも資料はすべて保管し、後に検証をする。 

 冊子「50 日の記録」「遠野市後方支援活動検証記録」等の発刊。 

 

エ 課題に対して今後の対応は 

（ア）受け入れ体制の充実 

（イ）有事の際の自治体間の水平連携のため、平時に「顔の見える関係」が重要。 

→平時の交流 

 

オ その他 （市長講話、その他で印象深かったこと） 

・ 25 年以上友好・交流関係にある 10 の自治体に、そのうちの武蔵野市が支援物資は遠野市に

送れば被災地に届くことを連絡、周知してくれた。 

・ 国があり、その下に県、そして市町村という縦割りをインターネットは変えた。私どもの

ような小さな自治体でも霞が関の情報が入手できる。その情報を消化するセンスと能力が問

われる。 

・ 遠野ケーブルテレビの普及率は約 8 割。 

 

３ 質疑応答 

 質問時間なし。 

 

Ｑ：平成 19 年岩手県総合防災訓練、みちのく ALERT2008 などの後方支援訓練、あるいは東日

本大震災時の後方支援は市民にどう受入れられていたか。 

Ａ：後方支援訓練には消防団、日赤奉仕団、婦人消防隊などをはじめ市民の参加があり、ある

いは、この訓練実施を知っているので、市民は「沿岸部に災害が起きれば遠野市は後方支援を
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する」というような認識になっていたと思う。震災時にはボランティアとして「手伝いたい」

という市民が多くいた。実際、おにぎりを握りたいという申し出を断わったこともある。 

 

（4） まとめ・考察 

・将来の災害時の減災をするには２-(3)「…見えてきた課題…」で言われた被災時の初動の重

要性、水平連携の有効性、資料保管の重要性を認識して進める必要がある。これら課題は今回の

震災でおこなった遠野市の支援の反省点ではなく、やった上で、災害時の減災に必要な課題と再

認識したとの印象であった。 

・南海トラフ、東南海、東海地震が想定されている今、遠野市と同じように津波の心配のない

内陸にあり、古くから交通の要所であった飯田市において、後方支援のあり方を検討しておくべ

き、と考える。遠野市において自衛隊、警察の基地となった遠野運動公園が果たした機能・規模

のインフラが飯田市にはあるか検証も必要。これらを通し災害時の支援を考えることは、そのま

ま受援力の向上に繋がる。 

・沿岸部の被災地ではないが、後方支援として最前線にある遠野市を友好・支援関係の多数の

自治体をまとめ、サポートした武蔵野市の活動は注目すべきである。 飯田市では災害時応援協

定を締結しているところが 68 団体、そのうち災害時相互応援に関する協定等を結んでいる自治

体は 20 弱ある。これらの自治体が、他にどこの自治体と締結しているかを知り、日頃の交流を

してゆく必要があると思う。 

 

 市長講話、頂いた資料、3.11 東日本大震災遠野市後方支援活動検証記録誌、後日の電話での追加

質問をもとに作成しました。 文責 木下徳康 

 

（5） まとめ・考察 

○良かった点 

・事前の想定に基づく先を見据えた準備態勢と地道な訓練活動。 

・後方支援活動の大きな動機付けとして、市町村間相互において様々な連携を築いていかなけ

ればならない時代である、という認識を明確に持たれている。 

・東日本大震災の発生直後からのエピソードを市長様ご本人から拝聴でき心に響きました。 

・有事の際は縦割りの仕組みや、法律が有るがゆえに、逆に救助活動にブレーキがかかってし

まう。最善の判断とは、最善の行動とは何かを考えさせられた。 

・災害大国日本のこれからのあるべき姿を考えさせられた。 

・平成１９年の時点で後方支援の必要性を認識しており、実際に平成１９年の県の「総合防災訓練」、

平成２０年の「みちのくＡＬＥＲＴ２００８」では後方支援の訓練を行っている。その経験が生きた点は素

晴らしい。 

・平成１９年には大規模な岩手県総合防災訓練を行った。その場所が遠野市運動公園を広報支援拠

点としてヘリポート等すべて結集している点。 

・線が結ぶ復興への絆として遠野市は広報支援を可能になり、地理的背景からヘリコプターで沿岸、

宮古市、山田長、大槌町、釜石市まで５分で行けるのである。 

・震災発生の１４分後には、災害対策本部は集結の拠点となることを想定し、運動公園の開放をいち
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早く指示した点。 

・後方支援の重要性が理解できた。 

・市長自らの１時間半の講演には頭が下がった。 

・遠野市も震災を受けているのに後方支援の拠点として活躍し、官民一体の活動は遠野モデル

として注目を集めたが、遠野市後方支援資料館は、崩れかけた市役所内で職員が聞き取った

メモや写真等 300 点が展示されており、ともに支えあう大切さを感じた。 

・後方支援の哲学（スピリッツ）を持つことの重要さを、先人に学ぶ歴史、まちの地理的背景、

訓練という実践から確信している点。 

 

○参考となりそうな点 

・非常時・緊急時における広域の市長村連携の重要性。 

・震災年の 3 月末での人事異動と定年退職が先延ばしにされる等の臨機応変な対応。 

・地の利を利用した後方支援活動の在り方。 

・ライフラインのための道路インフラ整備の重要性。 

・本当のリーダーシップの在り方には明確な答えがない。その時に最善を尽くすために、シナ

リオのない真剣な訓練が役に立ったということ。 

・官民一体で取り組んだ後方支援の活動記録を、廃棄せずに全て残してあり、「後方支援資料館」に

展示していた点は参考になった。 

・被災害直後は国・県・被災地という縦の行政はなかなか機能しなかった。国や県がきちんとした体制

ができるまでに、いかに地本として体制を作るかが大切。 

・東日本大震災発災から短時間で、災害対策本部を終結の拠点である。運動公園の解放を指示

した、市長の初動指示が素晴らしく感じる。 

・遠野市広報支援資料館では、3.11 の資料を展示しているが、すべての資料を保存している点。 

・震災前に後方支援体制の訓練を行っていたことが役に立った。 

・遠野市も被害を受けていたのに、後方支援できる度量の大き、これに尽きる。こうなりたい

ものだ。参考点は山ほどあるが、ベースとなっているのはともに支えあう意識の高さ 

・発災の翌日に市長が全員協議会を招集（実際の招集は議長）した。結果として、遠野市にお

ける議会の存在というものが市長にそうさせたのではないか。 

・非常時には、現場で知恵を出すこと。法を乗り越える決断をする。それを誰がするのか。そ

れが市役所職員であり組織のリーダーである。 

・発災直後の現場では、公的機関に何かと要請する状況にないので、公を頼るのではなく自分

たちで動くこと（72ｈの初動の重要性） 

・自治体間の「水平連携」による責任と権限の枠を超えた支援行動が求められる。 

 

○その他、感じたこと等 

・阪神淡路大震災発生直後の春から県の消防防災課長を歴任された防災意識の高い市長のもと

であったからこそ、このような対応ができたのであろうと思われる。 

・昔からの民話や教訓を市ぐるみで大切にしている姿勢が、明治や昭和の時代の三陸大津波等

過去の教訓が地域でしっかりと受け継がれてきた、という土壌があったと推測する。 
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・東日本大震災より６年４ヵ月、まだ仮設住宅に住んでいる方が多い。 

・小中高校のグランドに仮設住宅があるため、子どもたちは体を動かせないため、肥満が増え

ているという現実。 

・地震で議会棟が崩壊し、現在は２０ｋｍ離れたショッピングセンターに入っているという。何を優先する

のかをきちんと判断してのことだと受け止めた。 

・官民一体の後方支援活動の重要性 

・人命救助における初動の重要性（72 時間で大きく変化する） 

・基礎自治体間の水平連携 

・災害・危機への対応。被災地に後方支援活動、遠野モデルとして全国が注目した。遠野市 本

田市長の気づきと行動であると感じる。 

・市長の説明で、遠野市の地理的・歴史的に、交通の要衝として位置付けられていたことから、

また日頃の三陸地方との交流から震災時に後方支援を、国県からの支持を待たずにおこなっ

た。大災害時には横の連携が必要との話は、緊急時には必要と感じた。 

・自身の本庁舎が被災し、倒壊したにもかかわらず官民あげて三陸に支援を行なったことに対

し敬意を表す。 

・日頃の交流が、大災害など緊急時には効果を発揮すると今更ながら感じた。 

・遠距離の自治体間も必要だが近距離の支援体制も重要と思われる。 

・市長が立派なら市民も立派、人的モラルの高さを感じた。 

・遠野スタイルの地域経営はもう一歩踏み込んで調査すると、もっと参考になるものが出てく

る気がする。 

・海のない津波のこない遠野市が、後方支援に徹するという遠野市の姿勢とその実践は、本田

市長のリーダーシップに尽きる。それは、俗に言われるところのリーダーシップだけではな

く、人の命とくらしを守るための政治とは何をすべきか、と市民に伝え続けてきた、そして

今も、災害を風化させないためにも何を伝えていかなければならないかを市民に訴え続ける

姿勢そのものであると考える。 

 

・本田市長の精神的拠りどころと解せられる「山折哲雄」（宗教学者）の著書より 

想定外に起こるであろう災害の可能性をゼロにすることなどできないのも誰の目にも

明らかだ。発生確率の数値を精密化しても、それは不可能である。そして、まさに、ここ

にこそ「想定外」思考の限界があるといわなければならない。「想定外」と「想定内」と

いう二元論的な考え方の不毛性といってもいい。それに頼っている限り、われわれの不安

を真に沈静化することなどできないからだ。まして、いわんや、安心を手に入れることな

どできるわけがない。 

 

このわれわれの世界で発生することは、すべて「想定内」と受け止めることである。そ

れが、この災害列島に生きつづけてきた日本列島人たちが身につけてきた覚悟であり、人

生の知恵だったのだと思う。大自然との生きるか死ぬかのつき合いの中で、「想定外」、「想

定内」という二項対立的な考え方が、いかに脆弱（ぜいじゃく）なものであるかを骨身に

徹して知っていたのだ。そして、そのことを、寺田寅彦はすでに「天災と国防」の中では
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っきり主張していた。「良いことも悪いこともいつかは回ってやってくるのが自然の鉄則

である。そのことを覚悟せよ」と書いていたのである。 

（「日本人と災害」山折哲雄著 より引用：井坪） 
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飯田市議会 社会文教委員会 所管事務調査（視察）報告 

平成 29 年９月 28 日 

 

第１ 調査実施期日 

   平成 29 年７月４日(火)・５日(水)・６日（木） 

 

第２ 調査事項（視察先及びテーマ） 

１ 周南市もやいネットセンター推進事業について     （山口県 周南市） 

２ 国保医療費適正化に向けた取り組み          （広島県 呉市） 

３ 減塩生活による健康増進、健康寿命延伸への取り組み  （広島県 呉市） 

４ 子育て応援施策 11 のカギについて           (兵庫県 相生市） 

５ 学校教育の情報化推進事業（ＩＣＴ教育の推進）について (兵庫県 姫路市） 

 

第３ 参加者 

  社会文教委員長 福沢 清、社会文教副委員長 山崎昌伸 

  清水優一郎、古川 仁、永井一英、新井信一郎、吉川秋利の各委員 
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第４ 調査概要（視察報告） 

１ 周南市もやいネットセンター推進事業について  山口県周南市 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

  ア 日 時 平成 29 年７月４日（火）13:30～15:00 

  イ 場 所 周南市役所 

 ウ 説明者 

    周南市議会 議長：小林雄二 氏 

    周南市地域福祉課 課長補佐  山本説彦 氏 

（地域包括ケア推進、もやいネットセンター担当） 

周南市地域福祉課 もやいネットセンター担当係長 宮本隆之 氏 

 

エ 視察の視点 

(ｱ)周南市もやいネットセンター推進事業の概要について 

(ｲ)事業の内容、事業のきっかけ、仕組みづくりの経過 

この事業への市民の参加や事業者の登録状況は、計画から実際に地域 で見守りがで

きるネットワークとして機能するまでの期間等 

(ｳ)この事業による成果や影響 

行方不明者が出た時の事業開始前との比較で、事業開始後の市民の関心度や意識の変

化や地域コミュニティへの影響等はあったか） 

(ｴ)この事業に対する市民の意見・評価は 

(ｵ)高齢者を対象としたもやいネットセンター推進事業から、子ども・障害者・生活困窮 

  者なども対象とした「福祉総合相談窓口」として発展した経過。発展しての効果はあっ 

たか。 

(ｶ)今後の課題や展望について 

 

(2) 調査報告（調査内容） 

上記(ｱ)(ｲ)(ｳについて一括 

名称の「もやい」とは、共に行う。解けにくい。もやい結びのもやいの意味。 

ア 周南市もやいネットセンター 

・所管業務  福祉総合相談、もやいネット（全市的な共に見守り支え合う体制）の充 

実強化。高齢化率30パーセント超、一人暮らし6,700人余に対応するため、 

平成 25 年 4 月に設置。 

・職員体制  ７人（内保健師・社会福祉士等の専門職４人）。 

・相談対応  365 日 24 時間対応（休日・夜間対応は原則、民間委託機関）。 

・相談実績  H28 年度月平均約 185 件。増加傾向にある。 

 

イ もやいネット支援事業者 

・登録数   全 66 事業者（H29.3 月時点）。 

登録事業者は、主に水道光熱、新聞、運送（鉄道、タクシー）、配送等と 

いった定期的に住宅を訪問する事業者が多い。 
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・支援内容  日常業務の中で高 齢者等の異変を察知した際通報するなどの見守り活動 

       を行う。 

 

ウ もやいネット地区ステーション 

市内 31 地区に 37 人の地域福祉コーディネーター配置。 

各地区社協に地域福祉コーディネーターを設置し、安否確認、早期対応、孤独感の防止

につなげている。 

・活動実績  １地区あたりの訪問対象者数は約 30 人。 

訪問回数は延べ 10,063 回（H27 年度実績）防犯や危機管理の役割も果たす。 

 

・別に、「しゅうなんメールサービス」や FM 放送を活用し、通報拡大による行方不明者の 

早期保護、発見につなげるため、行方不明になる可能性のある人の氏名や特徴、写真な 

どをあらかじめ登録できる。（現在 46 名が登録） 

 

＊もやいネットセンター、地域包括支援センター、もやいネット地区ステーションの 

３層体制の構築を目指している。 

 

エ 市民の評価 

アンケート等の集計はしていないが、ネガティブな意見は聞かれない。 

 

オ 「福祉総合相談窓口」として発展した経過 

市長の強い思いと決断によるもの。たらい回しにならないよう、市民にストレスを感じさ

せないよう、つなぐことを目的として発展した。 

 

カ 今後の課題  一時的な解決をした後の対策。 

 

(3) 主な質疑応答 

 Ｑ：時間外については民間事業者に業務委託しているとのことだが、個人情報の取り扱いなど

はどのようにされているか。 

 Ａ：委託先の事業者は、緊急通報システム事業を以前から委託している事業者である。 

 Ｑ：地域福祉コーディネーターの条件、資格の有り無しは。 

 Ａ：特にないが、地域のことをわかっている人になってもらっている。 

Ｑ：支援事業者に登録した事業者のメリットは。 

 Ａ：特になし。見守り活動に協力していますステッカーも、必要あれば自費で製作してもらう。

登録した事業者には、認知症サポーター講座など年１回行っている。 

 Ｑ：66 事業者の登録は、多いと捉えているのか、少ないと捉えているのか。 

 Ａ：市長は 100 事業者を目標としている。 

 

(4)まとめ・考察 

・ 市民同士お互いを見守り合い、助け合うことは市民の関心度につながると感じた。 
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・ もやいネット支援事業者には、日常業務に支障の無いよう支援をお願いしている。あくま

でも見守り。気づいた時に通報をもらう点が事業者登録の増加につながることがわかった。 

・民間事業者と協力することは、防犯や危機管理といった、横展開の可能性も感じた。 

・見守り活動を通して、地域の一体感がより高まることに繋がると感じた。 

 

(5)各委員の所感 

 ア 良かった点 

委員名 内容 

福沢 清 ・相談体制が三層になっており、相談する側からするとそれぞれの事情によっ

て相談できるので良いと思う。 

・休日の相談体制があり平日は行きづらい人に対して、配慮がされている点も

よいと思う。 

・また、全地区にコーディネーターが配置されている点も行政として目が行き

届くのではないかと思う。 

・行方不明になる可能性のある人に対して、事前登録制度があるのはこれから

認知症の方が増えていくことが考えられることから良いことだと感じた。  

・支援事業者が多岐の渡っているところ 

山崎昌伸 ・高齢者、子ども、障がい者、生活困窮者などいわゆる社会的弱者と言われる

人々の福祉相談窓口が一本化され、専門部署へつなぐコーディネイト機能を

確立。 

・認知症サポーター養成講座の受講者が目標を超える１万人に達し、市民の関

心の 高まりに繋がっている。 

・相談内容として「相談全般 (話相手、近隣トラブル）」の件数が多く、様々な

ニーズに対応している様子がうかがわれる。 

古川 仁 ・身近な業者にお願いし、より多くのみなさんで見守りの取り組みを行ってい

るところ。 

・「周南市における見守り活動 ～事例集～」も、ふんだんなカットや４コマ漫

画など取り入 れられ、とても読みやすく作られているところ。 

永井一英 ・介護施策を他市よりも先んじて実施していること 

新井信一郎 ・市が中心となり、それぞれの団体と連絡をとり、全体会などはしない。 

・現在パートナーシップ企業は 66 社であるが、今後 100 社を目指し、さらなる

充実を目標としている。それは市長の強いリーダーシップにより推進されて

いる。また、単に数値を追うのではなく、趣旨賛同と行動がともなわないよ

うでは意味がないことは十分理解の上、水平展開を図っている。 

吉川秋利 ・市長のリーダーシップにより、全市的な取り組みとなっている。 
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イ 参考になりそうな点 

委員名 内容 

福沢 清 ・良かった点のうち、休日の相談体制、事前登録制度、支援事業者な拡大は、 

飯田市でも検討して採り入れられるのではないか 

山崎昌伸 ・行政のタテ割りを払拭し、きめ細かい対応を行っている。 

・もやいネット支援事業者の確保、拡大。 

古川 仁 ・飯田市も、民生児童委員さんをはじめ、新聞店さんや配食業者さんなど見守

りを支援する業者さんや団体はあるが、それぞれの取り組みとなっていると

考える。周南市の様に音頭をとり統括してセンター的なものが出来ないかと

考える。 

永井一英 ・福祉全般に亘る総合相談窓口があること 

・24ｈ対応を受け入れてくれる委託先 

新井信一郎 ・飯田市での展開の可能性は、窓口業務の一本化。総合的な有識者が必要。 

・企業の協力体制 

・地域での人材育成と継続 

吉川秋利 ・地域の公民館に「地域福祉コーディネーター」を設置し、高齢者の見守りや

異常の早期発見を行なえるようにしている。 

・事前登録制度で、行方不明になる可能性のある人の氏名・特徴・写真をあら

かじめ登録している。（捜査時の「周南メールサービス」の配信では詳細デー

タは出さず、主に本人の照合に使用している） 

・情報の収集に力を入れており、専門部署へつなぐことが基本である。民生児

童委員だけでなく、地域で見守る仕組みを作っている事は、有効である。し

かし、新聞・郵便配達関係とその他事業所の取り組み方は異なるので、層別

することも必要である。 

 

ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

福沢 清 ・飯田市と比べて、高齢化率が同じくらいだが、高齢者に対して見守り体 

制が整っている。 

山崎昌伸 ・市長の強い意志で行われた事業とのことで、トップの決断が大切。 

古川 仁 ・この事業が「市長の強いリーダーシップ」のもと行われていること。 

・飯田市より介護施設が少ないように思えます。そのため、どうしても各 

家庭で面倒を見るため認知症の方の徘徊も多いのかと考えます。見守り 

も重要ですが、認知症 の方の介護施設の充実なども必要と考えます。 

永井一英 ・市長の思い入れの深さを感じた 

・（市長は 100 件にしろと言っているようだが）もやいネット支援事業者の数が

多いのには感心した。気づいて連絡をくれることが大切だ。 
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新井信一郎 

 

・市長の決断力と、民間事業者とのパートナーシップの盤石さが際立つ。机上

の締結ではない、実行力と実践力に市全体の結束力（ネガティブな感じが少

ない・やらされている感が少ない）また、地域愛を感じました。 

 

２ 国保医療費適正化に向けた取り組み          広島県 呉市 

(1) 調査概要 

ア 日 時 平成 29 年７月５日（水）9:30～11:00 

イ 場 所 呉市役所 

ウ 説明者 福祉保健部 保険年金課長  山川聡吉 氏 

エ 視察の視点 

(ｱ)事業の概要 

(ｲ)事業のきっかけとこれまでの経過 

事業を実施するまでの計画や準備、関係機関と� 協議や連携体制づくり、市民への周 

知等 

(ｳ)事業による成果（財政的効果、患者数� 削減等の効果は） 

(ｴ)この事業� 対する市民� 反応や評価、市民意識の変化や影響 

(ｵ)今後の課題について 

  

(2) 調査報告（調査内容） 

  医療費は何も対策をしなくとも年間２～３％上がる傾向がある中で、いかに医療費を抑え

るかが、各自治体の課題と考える。そのような中、呉市では「レセプトデータベース」を元

に  ア 比較的安価なジェネリック医薬品への切り替え推進の取り組み 

イ 糖尿病性腎症等重傷化予防事業の推進 

を行い、医療費� 削減を実施している。 

 

ア ジェネリック医薬品への切り替え推進の取り組み 

19 年に医師・薬剤師・看護師を対象にジェネリック医薬品小検討委員会を立ち上げ検

討開始。翌 20 年に初めて国保加入者の対象のみなさんへ「ジェネリック医薬品促進通

知」を発送。現在も年 6回発送しているとのこと。当初は、ジェネリック医薬品を推進

する上で医師会との意見の違いがあったが、今でも関係も良好とのこと。 

 

   イ 糖尿病性腎症等重傷化予防事業の推進 

広島大学・医師会が連携し「重症化予防事業」を行い自己管理を高めるプログラムを 

提供している。ここでも用いられているのは「レセプトデータベース」で分析し進める 

なか、悪化し人工透析へ移行する患者さんを抑制していた。 

 

(3) 質疑応答 

Ｑ：新薬を使用したい医師もおられるなか、医師会と� 関係� 良好か？ 

   Ａ：現在もジェネリック医薬品へ否定的なお考えの医師もいるが、医師会と 

     の関係は良好である。 
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   Ｑ：地域総合医療ＰＤＣＡサイクルの検証をどのように行っているか？ 

   Ａ：年 1回検証し評価している。 

   Ｑ：予防事業で目標をなかなか達成できないが、支援をどう行っているか？ 

   Ａ：出来たことや数値がよくなっていたことに対して、医師に「褒める」ようお願いして 

いる。 

   Ｑ：レセプトデータベースの点検と今後、介護分野まで展開していくか？ 

   Ａ：月 1回点検している。介護分野はこれからである。 

 

(4)まとめ・考察 

   飯田市も、国保加入者� みなさんへ、ジェネリック医薬品へ移行するよう医師会を通し

て進めてはいるようだが、移行率が 60％台と国が進める 80％へは、ほど遠い現状である

と考える。  

   呉市での不断の努力で８８％と移行率も医療費削減も結果を出している。 

  また、市も予防活動の面では、転倒予防や生き生き体操、料理教室など病気や寝たきりに

ならない取り組みは行ってはいるものの、医師会や大学などを巻き込んだ大きな取り組み

にはなっていないのが現状と考える。 

   いずれにしても、これらを進めるに当たっては、「レセプトデータベース」を用いての

調査研究が何より大切と考える。まずは、「レセプトデータベース」をしっかりと活用し

国保加入者� みなさんがいま、どのような疾病であるのか、生活状況はどうであるか等、

分析・研究を重ねることが重要と考えます。 

    呉市の担当の方がおっしゃっていたことが印象的でした。 

  「２ヶ月３ヶ月レセプトがないと、家で倒れてはいないか？ 病院に来られない状況（経

済的）にあるのか？と心配になる」とのことでした。 

   まさに、「レセプトデータベース」を元に活用し、国保加入者一人一人を把握し取り組ま

れておられることに感動しました。 

   また、今後は研究を重ね医療だけではなく、介護分野にも広げ、医療から介護へ移行す

るみなさんの対応も行うとのことで、医療費だけでなく介護費の削減も視野に入れ取り組

まれようとしていました。 

   このように、「レセプトデータベース」の活用は、先進的なものがあり飯田市も速やかに

「レセプトデータベース」を取り入れ、調査研究し国保加入者一人一人の実態把握を行い、

医療費の削減はもとより、介護費削減も出来るよう努められている。 

                              

(5)各委員の所感 

 ア 良かった点 

委員名 内容 

福沢 清 ・レセプトのデータデータベースが進んでいる。特にジェネリック薬品に対し

て、財政的な効果をはじめとして、疾病ごとの分析までされているのでその

本気度が見られた。 
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山崎昌伸 

 

・レセプトデータベースの活用により、レセプト点検の効率化とジェネリック

の使用促進が図られ、医療費の節減につなげている。 

・レセプトデータの活用により、特定健康診断の受診率が大幅にアップ。 

・ジェネリック使用促進通知を発行することにより、切替者数が増加。 

・レセプト点検、ジェネリックの使用促進、いずれも成果などが「見える化」

されそれが市民のインセンティブにつながっている。 

古川 仁 ・医療費削減のため、行政が音頭をとり安価なジェネリック医薬品へ移行する

よう国 保加の対象者に通知を出し周知しているところ。 

・レセプトデータベースを元に、疾病が重症化しないよう予防活動を行ってい

るところ。 

永井一英 ・例えばジェネリック使用促進通知による費用対効果額が明確になっているこ

と 

新井信一郎 ・薬剤師会などとのタイアップ（かかりつけ薬剤師）の充実 

・レセプトデータベースの活用が機能している 

吉川秋利 ・ジェネリック医薬品の使用促進による、医療費の削減に効果を出している。 

・生活習慣病・重症化予防の指導を行う。 

 

イ 参考になりそうな点 

委員名 内 容 

福沢 清 ・飯田市でもジェネリック薬品の普及を目指した取り組みが必要と感じる。 

まずは実態を把握し、その普及、分析をしていく必要がある。 

山崎昌伸 ・医療費の伸びが大きく、医療費が高額な疾病への対策として、糖尿病の危険

因子や腎機能障害が進行している人を早期に把握し、訪問指導などにより因

子の重複化や疾病の重症化を予防している。 

・広島県で行っている、健康ポイント制による市民意識の向上。 

清水優一郎 ・ジェネリック医薬品使用促進には、医師会・薬剤師会の十分な理解と連携が

カギとなる。 

・レセプト点検は、単にジェネリック医薬品の使用を促すということに限らな

い。病的な通院、生活習慣病放置者の発見や分析等にもつなげることができ、

結果として医療費の削減にもつながる。 

古川 仁 ・ジェネリック医薬品への移行にしろ、予防事業にしろ、「レセプトデータベ

ース」を元に取り組まれているところ。 

永井一英 ・レセプトデータによる医療費分析ができる集団が必要だ 

・特定検診受診率は 25.3％と案外と低かった。しかし、レセプトデータによ

り約７割の人の状況は把握できるというが・・ 

新井信一郎 ・日ごろから、医師（病院）にかかる前の薬剤師会などとのタイアップ（かか

りつけ薬剤師）は、医療費全体を見た場合、医療費圧縮につながる 

吉川秋利 

 

・レセプトのデータベース化して解析することにより、個々の状況により、指

導が出来る。 
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吉川秋利 

 

・糖尿病性腎症等重症化予防事業。行動目標を設定し、重症化しない指導を行

っている。 

・国保対象者だけでなく全市民対象とした健康計画として進める必要がある。 

 

ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

福沢 清 

 

・健康長寿日本１をめざして、医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携している

点は全国的な傾向と感じた。 

新井信一郎 ・総合的なデータベースの共有化は、時代の流れであり、マイナンバー制度等

は有効に利用するべきだ。 

吉川秋利 ・レセプトデータの分析など、担当部署の対応の他、医師会の協力が必要。 

 

 

３ 減塩生活による健康増進、健康寿命延伸への取り組み  広島県 呉市 

(1) 調査概要 

ア 日 時 平成 29 年７月５日（水）9:30～11:00 

イ 場 所 呉市役所 

ウ 説明者  福祉保健部健康増進課 課長 倉本誠司 氏 

エ 視察の視点 

 呉市は、市民の健康寿命を延ばすため、市の重点事業の一つとして、高血圧の要因でも

ある塩の過剰摂取に着目した健康づくりを開始している。 

飯田市においても 48 歳を過ぎたころから心疾患と脳血管疾患の発症数が増えており、 

今後の健康増進の取り組みを進めるに当たり参考としたい。 

 

(ｱ)事業内容、事業実施までの経過 

(ｲ)市民に取り組んでもらうための工夫、事業を継続するための工夫 

(ｳ)事業実施による効果（生活習慣病の患者数等） 

(ｴ)この事業への市民の反応や評価は 

(ｵ)今後の課題 

 

(2) 調査報告（調査内容） 

ア 事業の経緯 

・呉市では、生活習慣病の主な疾患である「がん」・「心疾患」・「脳血管疾患」による死亡

率が、全国平均よりも高かったことから、第２次呉市食育推進計画（平成２４年度策定）

において、食「減塩」を通して高血圧や糖尿病の予防改善に重点を置いて取り組むこと

とした。また、全国初の「減塩サミットｉｎ呉」の開催以降、減塩についての機運が高

まる中で、減塩による健康づくりを推進し健康寿命の延伸を図ろうとした 
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■「減塩サミットｉｎ呉」 

 ２０１２年、「日本の減塩を本気で考える」として、県民、市民、医療関係者、栄養士、

食品業界、行政が一体となって開催した。高血圧の専門医・日下美穂 氏と管理栄養士

の中東教江 氏、日本高血圧学会が中心となって行った 

イ 事業の概要 

(ｱ)「はじめよう！減塩生活」をキャッチフレーズに食塩摂取量 まずは１日８ｇ未満

を目指して取り組んでいる 

(ｲ)減塩プロジェクトの３つの柱 

 

ａ減塩いいね！キャンペーン 

対象者 26 年度予算（千円） 事業内容 

全市民 ２,４３８ ・減塩リーフレット、ポスター、ホームページなどによ

る普及啓発 

・減塩講演会、減塩教室、出前トークの実施 

・減塩イベントへの出展参加 

・毎週金曜日と毎月１９日に健康増進課の職員が減塩Ｔシャツを着てＰＲしている 

・医学講演会、減塩の体験実習、調理のコツ講座を実施 

・若い世代を対象とした減塩教室 体育会系の学生を対象とした減塩教室を実施。 

参加者の内、男性の６５％、女性６２％が８ｇ未満/日だった。汗から塩分が排出されるの 

ではないか 

 

ｂカラダよろこぶ！減塩プログラム 

対象者 26 年度予算（千円） 事業内容 

特定検診受診者 ６,３４９ ・特定検診に付加した食塩摂取量検査（尿検査）の実施 

・減塩プログラムの実施 

・若い世代を対象とした減塩指導 

・減塩プログラムの実施  塩分と血圧からみたハイリスク者へ減塩に特化したカリキュラ 

ムと個別フォローによる支援の実施 

 

ｃ減塩でおいしい！食育 

対象者 26 年度予算（千円） 事業内容 

子どもから 

大人まで 

３０９ ・減塩給食の実施 

・保育所だより、給食だより等を活用した情報提供 

・保育所、幼稚園、学校への出前教室の実施 

・健康生活応援店への支援 

・学校給食の塩分量は、Ｈ25 年度 3.14ｇ → Ｈ27 年度 2.45ｇに減らした 

・庁内でも保健課、教育委員会、保育所の３つが連携し、子どもが小さい頃から取り組む 

ことが大事と考え、25 年度から減塩連絡会を発足させた 

・健康生活応援店への支援 飲食店へも依頼し減塩、低カロリーメニューを提供。 
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25 店舗に取り組んでいただいている。 

 

ウ 市民に取り組んでもらうための工夫、継続してもらうための工夫は 

・新たに大学生を対象とした減塩教室の実施 

・新たに飲食店への協力依頼 

・世代別教室として「塩減ルス教室」を実施 

 

エ 事業実施による効果（生活習慣病の患者数等期待された効果は） 

・年齢別にみると 70 代までより 80 代からの方が成果が上がっている 

Ｈ25 年度 8.37ｇ/日 Ｈ26 年度 8.20ｇ/日 Ｈ27 年度 8.11ｇ/日 

・見える化で効果はあった 

・血圧の変化で見ると正常値に入る人が増えた 

・「塩減ルス教室」を体験実習として行った結果、 

教室参加者の内、男性９．８ｇ/日→９．１ｇ/日へ、 

女性１０ｇ/日→８．７ｇ/日となった。 取り組みは女性の方が効果がある 

 

オ 今後の課題や展望 

・それぞれの地域において、減塩の重要性を住民に意識付けできるような「まちづくり」

をどのように進めるか 

・更なる見える化をどのように進めていくか 

・飲食店などと連携した取り組みをどのように進めるか 

 

(3) 質疑応答 

   Ｑ：特定検診に付加した食塩摂取量検査を尿検査に併せて行っているとのことだが 

どのようか。 

Ａ：検査センターによってできるところとできないところがある。医師会の協力が必要。 

Ｑ：飲食店にも減塩を呼び掛けたとのことだが、どのように連携をとったのか、 

また今 後の展開は。 

Ａ：人間関係によって飲食店へのＰＲを進めている。病院の栄養士がフォローして 

 いる。 

 

(4)まとめ・考察 

・市民・事業者、世代別、性別、ライフステージ別、専門家を交えるなど、また、 

学校の授業や実践講座の開催など様々な工夫をして全市をあげて取り組んでいること 

は素晴らしい。 

・年度ごとに、特定検診を受診した６千人を超える人を対象にした推定食塩摂取量 検

査の結果、を分析していることは素晴らしい。飯田市においては、取り組もうにもま

ずは基礎データがないのではないか。 

・参加した委員から「塩分を減らすのはダシ」との意見も出されていた。 

最新のレシピ集には若干触れられているが普段の生活に沿った形でのＰＲが更に必要 
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ではないか。 

・これも当日委員から意見として出されていたが、減塩といっても実際は例えば「漬物」

を「酢漬け」に変えるなどしないと塩分摂取量は減っていかないのではないか。 

 

(5)各委員の所感 

 ア 良かった点 

委員名 内容 

福沢 清 ・市民への PR がパンフレット、減塩のレシピなどを使って意欲的に取り組まれ

ている。 

山崎昌伸 ・全国で初と言われる「減塩サミット」を開催し、減塩への機運を高めて取り

組んでいる。 

・「減塩」と共に「適塩」という言い方もしていて、市民の取り組みやすさにも

繋がっている。 

・「減塩」＝美味しくない、と捉えられがちだが、減塩レシピ集を作っておいし

く 減塩出来るよう努めている。 

清水優一郎 ・塩に特化することで、特徴的な取り組みとなった。単に塩を減らす「減塩」

だけでなく、「適塩」というワードが健康増進を目的とした積極的な取り組み

であることを感じさせる。 

古川 仁 ・飲食店も協力しての減塩活動の取り組み。 

新井信一郎 ・市民はもちろん、全国に向けての「減塩サミット」を開催し、減塩への機運

を高めて取り組んでいることは、良い。 

 

 

イ 参考になりそうな点 

委員名 内容 

福沢 清 ・飯田市ではここまで「減塩」に対して意識が至っていないような感じがある。

「減塩」についての意識改革が必要。 

山崎昌伸 ・「適塩」という表現は、使っていくべき。 

清水優一郎 ・「塩分を減らしましょう」という一方的な投げかけではなく、「塩をダシに替

えましょう」「ソースをレモンに替えたら？」といったアプローチの仕方がわ

かりやすく、具体的で取り組みやすいと感じた。 

古川 仁 ・グッズやＴシャツ、もよかったが学校の先生がカット・さし絵を担当した配

布物が、とても読みやすく参考になりました。 

・保育園から小・中学校も巻き込み減塩の取り組みを行っているところ。 

新井信一郎 ・理屈ではなく、なぜ、健康でいてくれないと困るのか、ストレートに示し、

その取り組みが呉市の生活習慣病減につながっているところ。 

・幼児の食事から、その食生活は一生続いてしまう。親の責任は重大だ。 

吉川秋利 ・事業促進の熱意は評価するが、人それぞれの塩分必要量や、代替えの方法も

提示しないと、塩分を悪者として扱ってしまう恐れがある。 
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ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

福沢 清 ・説明していただいた保健師が熱心、 

山崎 昌伸 ・説明をしてくれた保健師さんの、取組への自信溢れた姿勢。 

古川 仁 ・減塩も大切ですが、適塩も大切と思いました 

新井信一郎 ・それぞれ、飯田市においても取り組める項目が多く、着手することや長寿県

ではなく、健康寿命での首位を得られるよう努めなければ無尽蔵に膨れ上が

る社会保障費抑制は重大な課題であり、将来ある子どもたちへ負の遺産をバ

トンタッチさせてはいけない。 

吉川秋利 ・世界初の減塩サミットを開催したとのこと。 

・パンフレットの寿司の食べ方は、間違いと思う。 

 

４ 子育て応援施策 11 のカギについて   兵庫県相生市 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日 時 平成 29 年７月５日（水）15:00～16:30 

イ 場 所 相生市役所 

ウ 説明者 企画総務部 参事（地方創生担当） 西角隆行 氏 

エ 視察の視点 

   (ｱ)事業のきっかけ、経過について 

11 の事業を実施するまでの準備・手順、複数部署で横断的に取り組む体制づくり等 

(ｲ)市の財政負担について 

対象者の増加に比例して増加する財政負担についての考えは、保育園・幼稚園や 

小中学校等ほかこの事業以外の子どもに関わる事業への影響は 

(ｳ)複数部署で横断的に取り組む子育て支援策の部署間の連絡や調整は 

(ｴ)子育て支援事業を部分的でなく幅広く総合的に実施した成果や影響について 

転入者や世帯数等の変化、出産数の変化、保育園・小中学校での変化は） 

(ｵ)市民の反応・評価（子育て世代以外の市民の理解は） 

(ｶ)行政としての評価（期待通りの効果は） 

(ｷ)今後の課題や展望 

 

(2) 調査報告（調査内容） 

  ア 子育て応援都市宣言に至るまで 

   国の三位一体の改革の影響により、相生市の財政状況が危機的状況となる見込みとな

った。そこで平成１７年３月に「相生市財政 SOS 宣言」を行い、「第一期相生市行財政健

全化計画（平成１８～22 年度）」を策定、平成 18 年 4 月よりスタートさせました。 

第一期行財政健全化の取り組みは、持続可能な行政運営を図るために、平成 17 年度 

当初予算総額をベースに平成 22 年度当初予算額を約 20％削減した。 

① 市民への受益者負担 

② 投資的経費事業の見直し 
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③ 繰上償還等による市債残高の削減 

④ 職員数・人件費の削減 

⑤ 下水道管理センター・図書館業務などの民間委託 

⑥ 財政調整基金積立金の増加 

その効果は、27 億 6 千万円。 

その中で、将来の人口減少が最重要課題として浮き上がってきた。 

特に、年少人口（15 歳未満）が県下でも最下位。年少人口の減少は将来の相生市の人口

に大きく影響を及ぼす。 

そこで、「第 2期行財政健全化計画（平成 23～27 年度）」策定 

  地域活力向上 ～活力ある元気な相生づくり～ 

  → 選択と集中 により、 

①人口減少対策（転出抑制と転入促進による人口の社会減対策） 

②教育・子育て・少子化対策（教育環境や子育て環境の充実） 

③ 産業の活性化対策（企業誘致や市内の経済活性化） 

①～③実現のため、積極的な PR を展開（JR 電車の中刷り広告、テレビ CM など） 

行政資源の均一配分（あれもこれも）から脱却し、行政改革による効果的・効率的な行政

経営に取り組む。即ち、自主的・自立的な地域経営を目指すことへシフト。 

そして「子育て応援都市宣言を行い、子育て世代をターゲットに定住促進を図る」ことと

した。 

 

イ 相生市子育て応援都市宣言（平成 23 年 4 月 1日宣言） 

 11 の定住促進関連事業を「11 の鍵」として、市内外へ PR を展開 

①新婚世帯家賃補助金交付事業 

市内の賃貸住宅を契約し入居した新婚世帯に、3年を限度に毎月 1万円の家賃補助。 

②定住者住宅取得奨励金交付事業 

市内に住宅を新築又は購入した 40 歳未満の世帯に 50 万円。市外からの転入者で住宅を

新築又は購入した世帯に 30 万円を交付。 

③マタニティータクシークーポン事業 

妊婦さんが健診や外出の際に利用できるタクシー助成券（10,000 円） を交付。 

④出産金祝金支給事業 

市内にお住まいの方が出産した場合、出生児 1人当たり 5 万円のお祝い金を贈る。 

⑤乳幼児等こども医療費助成事業 

中学 3年生までの医療費の無料化（所得制限あり）。 

⑥子育て応援券交付事業 

お子様が誕生された世帯を対象に、３歳になるまでの期間に利用できる 20,000 円分の

子育て応援券を交付。 

⑦保育料軽減事業 

市立幼稚園に通う園児の保育料を無料とする。認可保育所、認可外保育所、私立幼稚園、 

認定こども園の園児には、保育料月額 8,000 円を限度に補助します。 
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⑧市内幼稚園預かり保育事業 

市立の 6幼稚園で、4 歳児と 5 歳児を対象に、月額 5,000 円で預かり保育を実施。 

通常保育終了時刻から 16 時 30 分まで 

⑨給食無料化事業 

市内在住の 3～15 歳の児童・生徒等を対象に豊富な献立メニューと栄養バランスのとれ

た給食を無料で実施しています。 

⑩相生っこ学び事業 

小学 5・6年生の希望者を対象に放課後の居場所づくり、自習力と基礎学力の向上を図る

ため、週一回の国語と算数の学習塾、月二回程度英語と珠算の教室を無料実施。 

⑪ワンピース・イングリッシュ事業 

幼児期から中学校卒業まで、段階に応じた英語教育のため総合的なプログラムを実施。 

 

ウ 「11 の鍵」の反響は… 

①なぜ、子育て世代だけの支援なのか 

②食に関しては（給食費）は、保護者が負担するべきではないか 

③高齢者福祉サービスが後退するのではないか 

④短期間で終わってしまうのではないか 

⑤財政的に続けていけられるのか 

 

それぞれの心配事は、議会・市民当へ理解を得るために、コスモストーク（市民対話

集会）を通じて説明。財政面でも中、長期のシミュレーションを行い実施。また、高齢

者・福祉サービスは維持。 

   一方で、やはり特に子育て世代からの評判は良い。 

①幼稚園から配膳や食べ方の教育をしてもらえ、ありがたい。 

同世代の子どもと給食を食べることで、好き嫌いが無くなった。 

②給食無料化は、地元の食材を多く使い、栄養バランスも考えられた給食で食育をされ 

ることは、（サービスの直接支給なので）税金のばら撒きとは違う。 

今後も絶対続けてほしい。 

③子どもが小さいときは体調を崩しやすく、不安になるときが多いので、医療費助成が 

あり、安心して病院に行けます。 

 

ただ、やはり、財政面で事業がこのまま継続できるのか不安視する声もあるが、発足当

初のような大きな反対の声は無くなってきている。 

  また、転入者の声からも 

①子育てするにはとても良く、住みやすい 

②給食費無料、医療費助成などの支援があり、子どもの教育に熱心な市だと思う 

③コンパクトにまとまっていてバランスの良いまちだ 

④妊婦への助成も手厚い 

⑤静かなまちだが、交通面はしっかりしている。 
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人口推移の数値からも、定住政策開始以降、社会増減の幅が約半減している。 

平成 27 年度末は 92 人、平成 28 年度末は 33 人と連続して社会増となり、政策に一定の効果 

が認められる。しかし、今後も長期間で取り組む必要がある。 

 

エ 今後の課題 

①子育て応援都市として、子育て世代への周知割合も 8割を超える結果となっており、 

確実に口コミで評判が広がっている。 

②最大の目的は定住者を増やすことであり、定住する場所として相生市を選ぶ理由とし

ては教育・子育て支援および住宅取得助成のみではなく、住環境や交通の利便性など

の要素も大きいと考えられる。平成 28 年度にプロモーション動画を作成し、様々な場

所で動画の配信を行っているが、今後ともＰＲとその分析の継続が必要である。 

③近年の社会経済状況の低迷による影響により財政状況についても、平成 23 年当時と変 

化している。地域創生総合戦略である「相生市もっと活力向上」を軸とし、ターゲッ

トを明確にした事業を展開する。 

 

 (3)まとめ・考察 

・ 近隣市との区別化は良い。それが市民へ訴えることができる最大は市長選挙である。 

・ 今、子育て世代やこれから家庭を持とうとする世代のニーズに予算配分を含め合致し

ている。 

・ 周辺都市との役割分担的発想。そしてその実行力。だからこそ広域連携が逆に飯田市

の良さを引き出すなど、相乗効果への取り組みは参考となった。 

・（飯田市の課題） 

ＰＲ不足。下伊那の一部としてみれば、市民の分散は良い、とするべきなのか、それ 

とも市内に定住させられないのか。農地転用や農業振興地の現実的現状から目を離さな 

いこと。 

ＰＶは、飯田市も作成しているが、全国展開に繋がっていない。また、市内の子ども

たちに日々印象つけられないようでは取り組みが活かされていないのではないか。 

 

(5)各委員の所感 

 ア 良かった点 

委員名 内容 

福沢 清 ・相生市の人口の社会増に転換しているのは子育て支援事業が浸透して次第に

定住者が増えている。 

・英語教育を小さい時から中学校卒業まで一貫したプログラムを作っているこ

と。 
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山崎昌伸 ・行政資源の均一配分(あれもこれも)から脱却し、選択と集中による投資とし

て予算も含めて子育てに特化した定住策を打ち出した。 

・「子育て応援都市宣言」を行い、ターゲットを絞った施策を展開している。 

・議会、市民の理解を得るために、市内２０箇所以上でコスモストーク(市民対

話集会)等を通じて説明するなどの努力をしている。 

古川 仁 ・数ある実施事業の中で、保育園から中学まで給食費を無料にしていることに

は、驚 きました。 

永井 一英 ・結婚生活から出産、育児、小中学校までの一貫した子育て支援のメニュ 

ーを改めて見直すことができたこと。 

吉川 秋利 ・地域活力向上のため年少人口の増加を図り、積極的なプロモーション 

活動を行った。 

 

イ 参考になりそうな点 

委員名 内容 

福沢 清 ・社会増は飯田市としても目標としている。 

・「小さな世界都市」を目指す飯田市としては、幼児時から中学までの英語教育

は必要ではないか。 

山崎 昌伸 ・定住促進室、健康介護課、子育て支援室、市民課、教育委員会管理課、学校

教育課、生涯学習課など、一部署だけが取り組むのでなく、関係部署が横断

的に取り組んでいる。 

清水優一郎 ・大胆な取り組みだが、子育て世代には良い施策と感じた。マタニティータク

シークーポンは、当地の課題に沿った取り組みで参考になった。 

古川 仁 ・どの事業も予算が伴うものだが、これも市長の強い思い入れがあったからこ

そ出来たことと伺い、改めて市長のリーダーシップの重要性を感じました。 

永井 一英 ・人口・財政規模が異なっているので一概には言えないが、視点として飯田市

に持ち込んではどうかという支援策はあると思った。 

吉川 秋利 ・移住した若者は、姫路市などに就職をしている。病院は無く隣接市にて出産

を行っている。３次産業人口が６０％と言う事で小規模な商業が多いと思わ

れる。従って、大企業の恩恵があるとも思われず、財政基盤は弱い中での、

若者支援である。ふるさと納税を給食費等に充当している他は、補助金もな

く運用している。 

 

ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

福沢 清 

 

・子育てプランが多岐にわたるのに対して、財政負担が２．５パーセントと、

割に少なく感じた。 

清水優一郎 ・市内に産婦人科（分娩施設）がなくとも近隣自治体で補い合えること。 

・転入者を増やすとなると子育て支援のみならず、仕事との兼ね合いが大変重

要になってくること。 
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古川 仁 ・同じように手厚い子育て支援を行っている下条村では、支援が終わる中学校

を卒業すると高校が近い村外に引っ越してしまう。と言った話も耳にします。

どこに、どのような支援を行うか、飯田市に定住していただくような施策に

つながるよう考えていきたい。 

永井一英 ・子育て支援は総合政策だということを改めて感じた 

新井信一郎 

 

・当たり前だが子が育ち大人になり社会経済を回す。そこができなければ、い

くらこの先ＡＩやロボットが社会に組み込まれる時代であろうと必要な政策

部門である。総合的に政策のシフトは必要な時代と感じ、また一自治体で取

り組むことへの限度をも感じた。 

 

 

５ 学校教育の情報化推進事業（ＩＣＴ教育の推進）について  兵庫県姫路市 

 (1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日 時 平成 29 年７月６日（木）9:30～11:30 

イ 場 所 姫路市総合教育センター 

ウ 説明者  

 【説明者】谷口 睦 所長 挨拶 

   教育研修課       課長 有方栄一郎 氏 

      研修企画・ICT 係 係長 柳井 克文 氏 

             指導主事 坂田 怜輝 氏 （中学校担当） 

             指導主事 飯田  晋 氏 （小学校担当） 

エ 視察の視点 

(ｱ)姫路市の学校教育情報化推進事業の概要について 

(ｲ)情報化推進事業取り組みの経過、内容について 

100 校を超える小中学校との調整、教職員への研修、ＩＣＴ機器の選定・導入、基本

方針の策定など 

(ｳ)姫路市のＩＣＴ教育推進における総合教育センターの役割について 

(ｴ)「姫路スタイル」とされる、１人 1台のパソコン環境の「パソコン教室」と、大型デ

ィスプレイ・書画カメラを備えた「普通教室」、グループ学習など協働学習で活用する

「タブレット型パソコン」を連携して活用することを確立するまでの検討経過や３つ

の学習形式を連携させる理由。 

(ｵ)「姫路スタイル」と呼ばれるＩＣＴ活用環境の成果について 

小中一貫した学習環境による学習指導の効果、教職員の指導方法の確立等 

(ｶ)今後の課題や展望について 

 

(2) 調査報告（調査内容） 

 ア 姫路市立総合教育センターの役割 

   「姫路市教育振興基本計画」を基に「特別支援教育」「教育相談」「研究開発支援」「教

職員研修」「少年愛護」を行う姫路市教育の中核施設と位置付けられている。 
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具体的には、学校園・教職員の教育活動を幅広く支援する教育支援と子供・保護者・

教職員の相談に総合的に対応する育成支援に分かれ、 

教育支援は（わかる授業づくり）（教育研究・教材開発）（教職員研修）（教育の情報化）

（教育情報の発信）、育成支援は（教育に関する相談窓口）（子供の実態に合わせた支

援）（健全育成・非行予防）について教育研究関係団体・市内教育施設・関係機関と連

携を図る。 

 

  ■施設概要等 

   ・旧姫路市立城巽小学校の敷地・校舎等を大規模改修し、ゆったりした施設である。 

（延床面積：５２６３㎡、総事業費：７億２０００万円） 

・教職員研修、教育研究、教材開発のための研究室などの他、外部の教育関係団体等 

への貸し出しを行っている。 

   ・スタッフは約６０人で支援活動を行っている。 

 

  イ「姫路スタイル」の学校 ICT 活用環境 

    すべての小学校・中学校が同じ環境で対応できることが特徴。 

(ｱ)普通教室 

各教科指導で日常的に活用できる提示機器を備えた「普通教室（特別教室）」で大

型ディスプレイ・書画カメラ、指導者用 PC を備え、わかる授業の推進。 

(ｲ)パソコン教室 

一人１台環境として活用し、義務教育９年間を通した情報活用能力の育成を目指 

す。 

(ｳ)ICT 活用の学習スタイル 

タブレット型 PC（４人に１台）によるグループ学習による連携+交流等多様な学習 

スタイルに対応。 

タブレット型 PC は、１０台が１セットで各校に配布、大規模校は２セット配布。 

 

 ウ 教育の情報化（教育クラウド） 

   総合教育センターのセンターサーバーとそれぞれの学校とは専用回線で接続され、 

データ管理されている。インターネット回線により、学校間のテレビ会議や交流授業 

が可能。 

また自宅・主張先などにおいても学級通信、自作教材、学習指導案などのデータ 

の活用が可能となっている。 

 

 エ 小中一貫した学習環境 

小中一貫教育については、全校一斉に実施しており、県による学習支援ソフトを使用 

しているために、カリキュラムは同じになると思われる。教職員の指導方法の確立等 

については、必ずしも足並みがそろうとは言えないところがある。 

 

 



 20 / 23 

 

(3) 主な質疑応答 

 Ｑ：教職員の転勤や新任の影響は？ 

 Ａ：移動については淡路市内だけのため特に問題ない。新任については負荷がかかるため 

指導・支援を充実している。 

 Ｑ：システムを確立するための方策について 

 Ａ：操作については各校から３～４名を２年間研修している。運用上の疑問点などについ 

ては、１６時～２１時まで相談窓口を設けている。 

Ｑ：この相談窓口の該当者は 

Ａ：教職員である。（飯田市で試行している登校拒否児童などの対応は考えていない） 

Ｑ：ＩＣＴの教科書について  

Ａ：県の学習支援ソフトによるもので、公民であれば時代の映像で説明をされ、英語であ

れば、ロールプレーイングの様に立場を変えた会話が出来るなど、多機能を有している。  

Ｑ：予習・復習について  

Ａ：オンラインで予習・復習はできないが、グループ学習での結果は、アウトプットでき

る。 

Ｑ：ICT 機器の選定理由について  

Ａ：従来の PC 整備など、検討を重ねてきた中で、継続する形で選定した。 

Ｑ：今後の課題などについて  

Ａ：生徒児童への PC 配置の充実をしていきたい。又、学校ごとの進行レベルにはどうして 

も違いが出てくるので、改善していきたい。 

 

(4)まとめ・考察 

 ・書画カメラの使用は大変有効であり、可視化と言う点でも、かなり理解度が高いと感じ 

た。 

・タブレット端末を使用した授業については、全校１セットであり使用頻度は高い。 

・教職員への指導・支援については、非常に充実していると感じる。 

・小中一貫教育と ICT 教育推進については、全市の小中学校一斉に取り組みをはじめてお

り、飯田市の様に遠隔地の対応とか、不登校児対策については、配慮をせず進めている。 

飯田市も ICT 教育の本筋を確立し、進めることが必要であり、その上で遠隔地の対応と 

か、不登校児対策について対応するべきと感じた。 

 

(5)各委員の所感 

 ア 良かった点 

委員名 内容 

福沢 清 ・早い時期から取り組んできただけあって、授業設計イメージや教員の支援を

はじめとして制度が進んでいる。 

・教育クラウドを活用して、学級通信などができている。 
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山崎昌伸 ・総合教育センターを設置し、教職員の研修や研究・カリキュラム開発支援の

機能、子ども・保護者・教職員からの相談に一元的に対応できる相談機能、

関係機関や地域と連携した支援・健全育成機能を担っている。 

・ICT 教育に� 最も大切な、教職員の指導力の標準化を図るための研修・指導体

制が確立されている。但し、姫路市� 教職員の異動が市内だけで行われるた

め、例えば長野県のように県教委が人事権を持っている地域� 難しい。 

・小中一貫教育と連携して、義務教育９年間を通して ICT 教育が行われている。 

古川 仁 ・市で総合支援センターを立ち上げ、学校や教職員のみなさんの支援や相 

談窓口を開 いていることは素晴らしいと思います。 

永井一英 ・デジタル教科書を含めたＩＣＴ技術を授業に持ち込むことで、授業を受ける

子供たちにどのような効果を持たらすのかが、おぼろげながら理解できたこ

と。 

・小学校、中学校の現役の先生と教員経験者が一堂に会して説明していただけ

たので、年齢の違いによる受け止め方の違い、もたらす効果の違いなどが理

解できた。 

新井信一郎 ・市独自の教育を、国の示すカリキュラムと連携させ無駄が少ない。 

・市内のみで教師をローテイションできること。市の歴史伝統も教師は知り得

たうえで、子どもや地域と接することができている。 

・長野県のような県土ばらばらな地域でこそ、ＩＣＴを使った基礎学力定着や、

身近に高等教育の選択支が乏しいエリアを抱える県政運営なのだから早急に

整備は必要である。これ以上、県内格差は許しがたい。他県、他市の現状は

確実に進んでいる。 

吉川 秋利 ・明確な方向（計画）が示され、それに従った指導・支援が行われている。 

 

イ 参考になりそうな点 

委員名 内容 

福沢 清 ・飯田市ではモデル校で始まったばかりなので、具体的なこと１つ１つで参考

になるのではないか。 

山崎 昌伸 ・書画カメラの活用。 

・一人一台環境として活用できる「パソコン教室」の設置。 

清水優一郎 ・生徒 4人に 1台のタブレットという整備内容は、一つの目安となりそうだ。 

・教員の ICT 活用の力量によって教育内容の差が生まれそうだと感じた。定期

的な研修、必要な教員へは特別研修等を実施するなどの措置の必要性を感じ

た。 

・学校・教員が使いこなせるための支援やサポートが不可欠で、市総合教育セ

ンターの役目がこの事業の核となる。 

・導入時の不安の一つである破損や故障についてはほとんど無いとのこと。 

古川 仁 ・ＩＣＴを行う教員のみなさんの負担もある中で、年数回レベルに合わせての

研修会 が開かれており、参考になりました。 
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・予算や財源の問題もＨ２２年国の大型補正で行っていること。 

永井 一英 ・今のところ大変なお金がかかりそうだということ 

・長野県の場合、飯田市の場合は、教育センターを作ることはなかなか難しい

ということ 

新井信一郎 ・そもそも自治体規模が大きく違うが、国の戦略を適時汲み、チャンスを上手

に活かし整備を進められた成功事例と判断させていただきました。 

・また、長野県と大きく違う点は、姫路市は姫路市のみの教員採用であり、文

化や気象条件が大きく違う赴任地で戸惑う事無く授業に専念できる点は、飯

田市だけではなんともならない大きな政治的壁を感じた。 

・今後微力ではあるが、声を出し、行動し、指導者の不安の払拭と効率性、迅

速性、何より時代のニーズに合致し、将来に不安のない知識と経験を児童生

徒に与えられる教育環境整備は国際化を遠くない将来に控えたリニア新時代

の幕開けの飯田市にとって重大な課題である。 

吉川 秋利 ・書画カメラを有効に使用しており。時間短縮や、理解度に効果がある。 

 

ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

福沢 清 ・姫路市では教員の異動が原則市内ということで事業を進めていくうえで、や

りやすい点がある感じ。 

山崎昌伸 ・早い段階から取り組んでいることもあって、かなり先を行っている印象。改

めて、教職員の取り組む姿勢と研修・指導体制が重要と感じた。 

古川 仁 ・やはり教職員のみなさんが、同じレベルで行えるよう研修など負担が大変で

はある。教員みなさんの人事異動は、姫路市内のうちでした。県内と移動す

る長野県・飯田市とは条件が違いレベルを合わせることはかなり困難がある

と考えます。今後ＩＣＴ教育を進める上での課題と考えます。 

永井一英 ・５月の管内視察と今回の管外視察で教育現場はおおよそ理解できた。 

あと、民間企業の開発の現場を見てみたい。 

新井信一郎 ・自治体レベルの違いはあるけれど、他県、他市の実情、そして現状から見て

なぜ飯田市や長野県ではできないのか、それともしようとしないのか、誰の

ための教育なのか、グローバルと口で言うものの子どもたちにそれを実感さ

せてあげられているか、反省を含め改革に取り組みたい。 

吉川 秋利 ・飯田市のように試行ではなく、全市一斉に取り組みを行っており、教職員へ

の指導・支援は充実している。 
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 第５ 視察を終えて今後の検討課題・方向性 

 

１ 周南市 もやいネットワークセンター推進事業 

（１）福祉相談窓口の体制について 

地域的な体制、休日体制、委託先との関わり方、全体的な統括 

（２）高齢者見守り体制の確立のための業者との関わり 

 

２ 呉市 国保医療適正化に向けて 

（１）レセプトデータベースの整備とその活用 

  ア ジェネリック医薬品への切り替え推進 

  イ 糖尿病性腎症等重症化予防の推進 

 

３ 呉市 減塩生活による健康増進、健康寿命延伸の取り組み 

減塩あるいは適塩の論議、市民への PR 

 

４ 相生市 子育て応援施策について 

    （10 月に飯田市議会が行う議会報告会の意見交換会を経て、子育て施策全般を 

論議 

 

５ 姫路市 学校教育の情報化推進事業 

教職員 ICT 教育の関わり方、進め方をどのようにしていくか 

（この地域は県内異動があることを踏まえて） 
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飯田市議会 産業建設教委員会 所管事務調査（視察）報告 

平成 29 年９月 28 日 

 

第１ 調査実施期日 

  平成 29 年７月 11 日（火）～12 日（水） 

 

第２ 調査事項（視察項目及び視察先） 

１ こまつ・アグリウェイプロジェクトの取組みについて   〔石川県 小松市〕 

２ 金沢クラフト・ツーリズムの取組みについて 

  金沢市の観光の現状について              〔石川県 金沢市〕 

３ クリエイタープラザ桜クリエの取組みについて      〔富山県 南砺市〕 

 

第３ 参加者 

  産業建設委員長 湯澤啓次、産業建設副委員長 熊谷泰人、 

  岡田倫英、竹村圭史、福澤克憲、村松まり子、原 和世 
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第４ 調査概要（視察報告） 

１ こまつ・アグリウェイプロジェクトの取組みについて  〔石川県 小松市〕 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月 １１日（火）   13：30～15：10 

イ 場所 石川県小松市役所 

ウ 説明者 環境王国こまつ推進本部長 松野 真弓氏 

      小松市議会副議長 吉本 慎太郎氏 

      小松市議会事務局課長 本谷 徹 氏 

エ 視察の目的 

平成 25 年７月、コマツ、 ＪＡ小松市、小松市の三者は、 ６次産業化の促進や農

業技術と農業人材の育成などのテーマを掲げた連携協定を締結。世界的な建設機械

メーカーであるコマツの持つ「ものづくり」のノウハウを農業に活用することで、

農作物の効率化など新しい農業の形となるような先進的な取り組みを進めている。 

プロジェクトでは、農業の生産性の向上、雇用創出による地域経済の活性化、地域

人材の活用、新商品の開発等の取組みを通じて市の農業の活性化を図ることで、 日

本の農業を元気にすることを目指している。小松市の先進的な農業振興施策を学び、

当市における農業施策の一助とする。 

オ 視察の視点 

(ｱ) 「環境王国こまつ」 の概要について 

(ｲ) 「こまつ・アグリウェイプロジェクト」設立経過、体制について 

(ｳ) 具体的な取組みについて（事業の進捗、成果と課題等） 

(ｴ) 今後の事業展開について施設建設の経過や現状について 

 

(2) 調査報告(調査内容) 

ア 小松市の概要 

 人口  108,564 人、世帯数  42,392 世帯  ※Ｈ29.６.１   

  面積  371.05ｋ㎡ 

 (ｱ) 産業：ブルドーザーのコマツを中心とした物作りの町、グループ企業 200 社 

     ジェイバス：日野車体とイスズのバス部門が合併した会社。 

(ｲ) 空の玄関:小松空港は国内６路線、海外３路線 日本海側最大の空港。小松空

港・小松基地があり騒音対策として国からの交付金・補助金がある。新幹線開

業後、羽田空港からの利用客が減少。活性化に向け石川県・県議会・市議会・

近隣市長と併せて国際化に取り組む。香港、タイへ毎年訪問し定期便に向けた

依頼をしている。 

(ｳ) 観光:歌舞伎のまち、乗り物のまち、環境王国のまち、科学と人づくり、珠玉と

石の文化 

イ 「環境王国こまつ」 の概要について 

  小松市は平成 23 年 10 月 12 日に全国では 11 番目、北陸三県の自治体としては初

となる「環境王国」として認定された。「安全・安心・本物」の農産物や加工品を消

費者に提供できる地域ブランドとして、全国に 14 あり連携しながら取り組んでいる。 
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  「環境王国」とは、地域住民が築き上げた優れた自然環境と農業のバランスが保

たれ、安心できる農産物の生産に適した環境の地域のことで、ＮＰＯ法人「環境ル

ネッサンズ」が定めた基準で、有識者で構成される「環境王国認定審査会」が認定

する。 

  「環境王国ロゴマーク」は、厳しい認定条件を満たした市町村の農産物やその加

工品にのみ認められる安心・信頼のブランドの証。 

(ｱ) 環境王国こまつの取り組み 

 ａ 里山の振興 

  小松市面積の７割が中山間地域。人口減少・高齢化。 

里山の自然資源の活用、伝統文化を活かした、国内外からの誘客促進。 

①地域活性化推進、里山里湖の資源保全、②環境教育、④里山と都市の交流、 

⑤定住・移住の促進、⑥石文化の発信、継嫋 

「こまつ里山協議会 15 団体８個人」で環境保全活動や里山地域で取れる資源を

活用したビジネスの創出を実施。 

  里山地域にある４施設（里山健康学校・里山自然学校など）を地域住民が管理

し食育や環境教育、自然体験などを提供し利用者を拡大している。 

  「美しい日本の村景観 100 選」に選ばれた日用町の美しい苔と日用杉の木立、

古民家が織りなす空間で注目を浴びた。この地域には７軒の民家しかないが、

海外の有名デザイナーが訪れている。 

ｂ 農業振興 

  農業所得の向上のために 

・マーケットインの展開/・付加価値化、経営の高度化、新規農業者の育成を促

進/・産業の高次元化による新たな産業振興モデルの創出/・業界全体への経済

波及効果/・機能性付加＝６次産業化商品の開発・販売 

ウ 「こまつ・アグリウェイプロジェクト」設立経過、体制について 

25 年度に（株）コマツからの 5,000 万円の寄附を基金として、小松市、ＪＡ小松

市、小松製作所の３者が連携協定を締結し、①６次産業化の促進、②農業技術と農

業人材の育成、③里山振興と保全、を目的として立ち上げたプロジェクト。 

・３者の役割 

  小松市：政策的支援、株式会社コマツ：技術的支援、 

  ＪＡ小松市：農産物の生産や生産者への支援 

(ｱ) 地元農産物のピューレ化事業 

プロジェクトの第 1 弾として、「形が不揃い」などの理由でこれまで廃棄されて

いた規格外の農産物（トマト、人参、大麦）をピューレ状に加工することで、素

材の無駄のない利用を可能にした。ピューレは、お菓子やパン、ジュース、離乳

食、カレーなど様々な商品に使用されている。基金からは製造のための炊飯器や

フードプロセッサーなど購入の為に支出している。 

石川県立大学の協力のもと、小松市産の農産物やピューレを使ったレシピ開発

を行い、コロッケや小松市出身のパテシエにより大麦ピューレを使用したバーム

クーヘンを開発。最大のヒット商品となった。レシピブックは道の駅こまつ木場
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潟や小松市役所などで配布している。 

〔実績〕 

  Ｈ25 年度：ピューレの機能性の検証。試作品の制作や販売を実施 

 0.3ｔの消費。 

  Ｈ26 年度：製造方法の改良や食品開発販売を実施 4.0ｔに消費拡大。 

  Ｈ27 年度：ＪＡ小松市が単独で事業を本格化 9.3ｔに拡大。 

  Ｈ28 年度：約 20ｔの消費までに拡大。販路は県内のみ。 

(ｲ) 小松とまとハウス栽培のＩＣＴ化事業 

  生産者の経験や勘に頼ったこれまでの農業では、異なる天候条件や圃場の立

地に対応して、収穫量や品質の維持に多大な労力が必要でした。こまつ・アグ

リウェイプロジェクトでは、ＩＣＴ化により計画的で精度の高い生産体制の構

築を目指す。事業の実施主体はＪＡ小松市。（株）コマツと小松市は要請に応じ

て支援。 

ａ コンセプト 

(a) 産地力の向上と人材育成 

ハウス内の環境を見える化し、問題点の把握と改善策を具体化すること

で、収穫量や品質の向上により出荷量の拡大に繋げ琉とともに担い手の確

保に結びつける。 

(b) 生産所得の向上 

生産マニュアルを作成し、高品質の維持とデータ活用による生産コスト

の削減。 

(c) 労働力の軽減 

ハウス内の環境を自動化し効率的な生産と作業労力の削減。 

ｂ 実施内容 

  生産者個々の土壌により環境の異なる為、それぞれ環境の違うハウスを大

中小設置。ハウス内にＩＣＴ機器を設置し環境センサーによりデータを収集。

データは遠隔地からも確認できるよう、インターネット回線を介してスマー

トフォンなどで随時確認できる。データ種類は温度、湿度、照度、炭酸ガス

濃度の４種類。 

集積データと環境条件や収穫量をもとに最適条件をマニュアルにもりこみ、

技術の共有化、次世代への継嫋を図る。更に、ハウス内の環境をコントロー

ルできる細霧冷房装置や炭酸ガス発生装置を併用することで収穫量と品質を

向上させ施設管理の自動化を目指す。実証実験として５軒の農家が取り組ん

でいる。 

ｃ とまとウィークの開催 

  市の特産であるトマトの消費拡大と産地の定着化を図るため、春とまとの

収穫時期に開催。期間中に市内３２の飲食店で新たにトマトを使ったオリジ

ナルメニューを提供。小中学校の給食でも提供。秋にはレシピコンテストを

開催。 
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(ｳ) こまつもんブランド認定 

環境王国こまつの「安全・安心・おいしい」自慢の農産物。 

その特色を活かして開発された商品を「こまつもんブランド」として認定す

ることで、地産農産物の利用拡大と環境王国こまつのイメージアップを図る。

現在１５０種を認定。 

特に「小松のイメージアップに繋がる」と認められた商品を「こまつもんゴ

ールド」商品として 14 品目を確定。 

(ｴ) 「環境王国こまつ」米食味コンクール、小松市産米のブランド化 

  「環境王国こまつ」米食味コンクールは、小松市産米の品質や生産者意欲を

向上させ、ブランド力を高める取組み。平成 24 年から開催。これまでの４回の

開催により味度値、食味値がレベルアップ。 

  26 年度にＪＡ小松市でコンクールでの金賞受賞を目的としたプロジェクト

を立ち上げ、食味値や味度値の向上を目指した栽培を開始。平成27年 11月 22、

23 日に小松市を会場に開催された「第 17 回米・食味分析鑑定コンクール：国

際大会」で、国際総合部門で小松市は３部門で金賞受賞。 

  金賞受賞プロジェクトで栽培された米を「えちゃけな」としてブランド化し

販売開始。 

 

 (3) 主な質疑応答 

Ｑ：規格外品をピュ－レにすることに目をつけた理由は、また大麦をピューレにし

たのはなぜか。 

Ａ：ピューレは加工品として活用の幅が広がる。主食、副菜、スイーツなど大麦は

北陸一の生産量だが主に麦茶に活用しており市民の認知度も低い。転作作物と

しての国からの交付金削減が予想されるなか水田をフル活用するために、ピュ

ーレ化することで市民や事業者に着目してほしかった。 

Ｑ：トマト栽培ＩＣＴ化、ＮＥＣが関係しているか。 

Ａ：小松製作所との連携。 

通年栽培を目指し冬採りが出来ないか実験したが日照時間が短く失敗した。全

て機械化すると農家の設備投資がかかり現実的でない。通年栽培を目指す。 

Ｑ：仕組み体制づくりはどこが主体でやられたか 

Ａ：ＪＡ小松市が中心、なぜトマトかについては、県内一番の生産、市内約 60 ある

農家のうち後継者がいる農家５０％と多い。生産者が多い農産物の販路を拡大

し生産者の所得を上げることで農業全体のマイナスイメージを払拭する。 

ＪＡと市は元々つながりがあったが、民間企業が加わってくれたことで小松製

作所は製造工程の改良助言や損益計算や原価計算など行政が苦手な分野を補っ

てくれる。3 者にそれぞれ担当者がいて連携を取っている。小松市の役割は補

助金の確保や販路拡大、プロジェクトの周知。 

石川県立大学に最初に知見をいただき、必要に応じて携わっていただいている。 

Ｑ：企画からスタートラインに立つまでの経過期間は。 

Ａ：ピューレは１年で試作。平行して販路をＪＡが確保。小松製作所や小松市が一
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体となっているということで、多くの事業者が協力してくれた。小松製作所の

助言により、事業を拡大することより、地産地消に特化し身の丈に合った事業

を展開しており、継続できている。 

Ｑ：ＩＣＴ機器の導入により後継者がいる農家が確実にやっていける状況を作る。

新規就農者の状況は 

Ａ：別部署で取り組んでいる。新規就農者は昨年５～６名。トマトではないが、１

名拡大している。 

Ｑ：事業費について、市の持ち出しは。 

Ａ：小松製作所 5,000 万の基金で全てまかなっている。市の持ち出しはない。 

Ｑ：人材の活用はどのくらい増えたか。 

Ａ：ＪＡではピューレに関しては５名増。各農家の状況は把握できていない。 

Ｑ：農家からの全量買い取りは、ＪＡと農家が契約しているか。 

Ａ：契約栽培ではない。それぞれの農家の要望があれば全て買い取る。 

Ｑ：ピューレは規格外品だけで需要に対応できているか 

Ａ：小松製作所の指導で地産地消に特化しているので、小松市の農家から出る規格

外品の量に見合った量しか生産しない。 

Ｑ：アグリウェイプロジェクト事業が実施された背景は 

Ａ：小松製作所の会長は農業振興と里山振興に強い思いがあり、国土を守るには農

地を守る必要があるとし、市に申し入れがあった。市長は小松製作所出身でも

あり取り組んだ。 

Ｑ：米のブランド化に向けた食味コンクールに行政はどう関わったか。 

Ａ：技術職はいないので、技術支援は出来ない。県外の取り組み視察や各種団体の

ネットワークの構築など人を集める。実際にやるＪＡや生産者がやりやすいよ

うに効果的な情報発信を行う。 

Ｑ：スタートから結果が出るまでの期間は。 

Ａ：２年で組織作りし実際に取りかかってから２年で成果。ブランド米「えちゃけ

な」は新潟米と味は遜色ないが、販売力が弱いのが課題。新潟と石川県とでは

知名度が落ちる。 

Ｑ：ＩＣＴ化に取り組んでいる５農家の投資額と効果は。 

Ａ：モデル事業なので投資額は基金から全て出している。農家の持ち出し無し。効

果としては、ＩＣＴ化により恒常的にトマト生産に携わらなくても良いため他

の仕事が出来る。奥さんは農業でなく他の仕事で収入を得ることが出来ている。 

Ｑ：「こまつもん」認証商品の審査は。 

Ａ：小松市の物であれば書類審査のみで認定。小松らしさの発進力の強い物の「ゴ

ールド」の認定については、フードジャーナリスト、大学の栄養学教授、デザ

イナー、料理研究家など専門家により味やパッケージなどの審査を行う。 

Ｑ：品質の維持管理は。 

Ａ：効果成果について追跡調査が必要と考えている。今後の課題。 
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 (4) まとめ、考察 

・「環境王国」の認定には 35 項目の厳しい基準があり、全国に 14 市町村、長野県で

は木島平村だけが認定されている。【環境王国】とは、「そこに住む地域住民が築

きあげた優れた自然環境と農業のバランスが保たれ、安心できる農産物の生産に

適して環境地域」ということで、小松市は平成 23 年に認定されている。「自然も

人も豊かな環境王国こまつ」の取り組みとして「里山振興・農業振興」を重点に、

安全、安心、本物の農産物が生産出来る環境づくりに取り組んでいる。 

・視察の目的であった「アグリウェイプロジェクト」は、農業振興の一環として、

地元農産物の６次産業化を実現するための事業だが、その設立経過は、行政主導

ではなく、民間企業主導であり、その事業費も企業が全て負担するという、当市

にしてみると夢のようなプロジェクトであった。「里山、農業振興」は当市でも大

きな課題であり、小松市のこの取り組みは大いに参考にすべきであり、「環境文化

都市」を宣言する当市でも、「環境王国いいだ」を目指す取り組みも必要ではない

かと感じた。 

・小松市は、航空自衛隊の基地や（株）コマツなどの上場企業が３社あり、財政事

情は良いように思えるが、実質公債費比率・経常収支比率をみると、人口で同規

模の当市より数値は良くない。当市でも、民間企業やＪＡみなみ信州と協働して、

農産物の６次産業化に向けた新たな取り組みを模索する必要があるのではないか。

小松市のブランド米「えちゃけな」や「こまつもんゴールド」の取り組みのよう

に、果樹の盛んな当市では、例えば、いいだブランドとして、りんごの品種改良

を行い「つがる」や「シナノゴールド」「ふじ」などのように「かざこし」と命名

した、飯田産りんごを生産販売するような取り組みも良いのではないか。 

 

(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・６次産業化の成功事例は農家レストランなどをイメージしやすい

が、民間企業の主導で行政と JA とが連携し地元産野菜に特化した

加工商品を開発、民間の経営手法を最大限に活かし事業化している

好例を学べた。 

熊谷 泰人 

 

・民間企業・ＪＡ・行政３者が協働した取り組み。特に小松製作所

のもつ資金力・経営ノウハウとＪＡ小松市の積極的な姿勢に行政と

して専門部署を設置し対応していること。 

岡田 倫英 ・６次産業化を進める上で、売り込む対象を「トマト」と明確にし

てメリハリを付けながら商品開発（ピューレ化）、ハウス栽培のＩ

ＣＴなどにつなげている。 

・小松市とＪＡ、さらに民間（コマツ）による３者連携が効果的に

機能している。特にコマツは損益計算など経営感覚に関する部分で

関与し、小松市の制度情報収集、ＪＡの販路拡大とうまく機能分担

されている。 

・小松市、ＪＡ、コマツの３者連携が、それぞれの役割を明確にし

ながらうまく機能している。小松市は農政課に技術職が１人もいな

いが、事務職がネットワークの構築や情報発信の分野に力を尽くし
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ていることで、役割を十分発揮している。 

・地元産品を生かした加工品のブランド認定制度「こまつもん」は、

関係者のモチベーションを高めつつ購買層への訴求力が高まる仕

組みとなっている。 

・農業改良普及センター、石川県立大学が研究・開発部門として関

与している。 

・基金制度の運用により、プロジェクト推進にかかる市からの持ち

出し金が「ない」。と。  

竹村 圭史 ・コマツ製作所・ＪＡ小松市・小松市役所が役割分担する中で，「原

価計算」と「損益分岐計算」をコマツ製作所が担い，「地産地消に

特化した取り組み」という事業規模を明確化し事業の継続性を最優

先させたことにより，とかく規模を大きくしたがりがちなＪＡと行

政を制御しつつ，三者がそれぞれ持つ得意分野を持ち寄って補完し

あっていることが，本事業が今後安定した軌道に乗っていくと受け

止められる点であると感じた。 

・生産者が希望すれば収穫した農作物を「全量買い取る」仕組みに

していることは，安心して農業に従事することができるという点で

良いと感じた。 

福澤 克憲 ・(株)コマツから小松市への 5,000 万円の寄附からはじまり、(株)

コマツ、ＪＡ小松市、小松市の３者が連携して取り組んでいるプロ

ジェクト。地元農産物６次産業化（ピューレ化）、トマトのハウス

栽培ＩＣＴ化事業などにおいて、３者がそれぞれの役割（ＪＡ小松

市＝アイデア提供・商品開発・規格外産物買取、コマツ＝事業支援・

損益計算による事業管理、小松市＝補助制度の活用等）をしっかり

と担っており、それがこの事業の成功につながっていることを学ぶ

ことができた。 

村松 まり子 

 

・コマツ・JA 小松・小松市の三者が、６次産業化の促進や農業技

術と農業人材の育成、里山の振興と保全等のテーマを掲げた連携協

定の締結。 

・コマツから資金（５千万）と経営面（ものづくり）のノウハウの

支援とＪＡ小松から農産物や農業技術の提供で、トマト・大麦など

の地元農産物の集積、加工、販売を一元化している。 

原  和世 ・企業・農業・行政がそれぞれの役割を果たしていると思われる点。 

 例）企業---マネジメントアドバイス、農業---JA と農家のタッ

グ、行政---情報発信と全体の取りまとめ など 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・飯田市に「コマツ」は存在しないが、従来の行政と JA との連携

に加え、民間の経営手法を導入することで無理な拡大を避け事業の

継続性が維持できている点。 

・飯田の多様で豊富な果物を活用した加工商品開発、事業化に応用

できないか。 

熊谷 泰人 

 

 

・商品にならない農産物のピューレ化。 

・ＪＡと行政の関わり方。 

・地域ブランド「こまつもん」認定制度。 

・米のブランド。 

岡田 倫英 ・プロジェクト推進にはコマツの存在、熱意によるところが大きい

が、「損益計算への関与」など本業そのものとは別のところで貢献

している。このことは、業種いかんにかかわらず飯田下伊那の地元
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企業に置き換えて考えられることを示唆していそう。 

竹村 圭史 ・人参・トマトの規格外品および麦茶にしか利用されない大麦を，

いかにして「活用の幅を広げるか」という視点から「ピューレ化」

に着目したことは，既存の概念にとらわれない発想の転換という点

で参考になった。 

・トマトハウス栽培のＩＣＴ化事業は，ハウス内の状況をスマホ等

で確認できることは，今後労働力人口が減少していくという根本的

な課題においても労働力の軽減につながることから，多品種栽培等

の促進につなげられるのではないかと感じた。 

福澤 克憲 ・米のブランド化を行うための「米・食味コンクール」の開催、地

域産農産物を使用した商品を地域ブランド「こまつもん」として認

定しているところなど、消費者の需要拡大、市のイメージアップに

つなげていく取り組みが参考になった。 

村松 まり子 

 

・小松トマト栽培のＩＣＴ化 

・転作作物を使った加工品の製造や規格外農産物のピユーレ化事業

で６次産業化の推進「安心・安全・おいしい」農産物の魅力を活か

した６次産業化食品の開発、米のブランド化・販路拡大、小松産農

産物を使用した商品を地域ブランド「こまつもん」 

として特産品に認定また、「こまつもんゴールド」商品として差別

化をし 需要拡大、地域振興・イメージアップを図る農業振興策の

取り組み。 

原  和世 ・飯田市の場合は産業が行うべき点まで入り込んでしまっている感

があるが、主体は産業で 2者は支えるという構造 

  ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・小松製作所の会長の思い「国土を守るには農地を守ることが必要」

が、アグリウェイプロジェクトの実現に大きなウェイトがあったと

感じた。企業の社会貢献性はもっと評価されて良いと感じた。 

・改めて資金力とマネジメント力が不可決であり、しっかりした経

営理念が求められていると感じた。 

熊谷 泰人 

 

 

・「環境文化都市飯田市、環境王国小松市」一般の人が見れば、ど

こに違いがあるのか？････飯田市は低炭素社会実現に向け太陽光

発電などに取り組んでいる。小松市は、同じ環境でも「里山振興・

農業振興」を重点に自然環境と農業のバランスを保ち、安全、安心、

本物の農産物が生産出来る環境づくりに取り組んでいる。当市でも

「里山、農業振興」は大きな課題であり、小松市の環境施策を大い

に参考にすべきと感じた。 

・航空自衛隊の基地や小松製作所などの上場企業が３社あるが、小

松市の財政事情は決して良くないように見える。そのような中で、

行政がお金を使わず民間主導で行っているこの事業は、飯田市でも

ＪＡと協働して取り組むことで可能ではないかと感じた。「農業振

興」の小松市の様々な取り組みは。当市でも大いに参考になる。 

竹村 圭史 ・どこの地域でも農作物のブランド化に力を入れているが，近年「客

観的なデータ」としての「食味値」に大きな比重が置かれすぎてい

る感がある。経験上，「食味値」のデータとしてはいい数値であっ

ても，実際にはそれほど「おいしい」と思わなかったこともある。

あくまでも食べてみて「おいしかった」と思うもののバックデータ

分析値として活用するにとどめ，数値が独り歩きしない取り組みも

必要と感じた。（食味値が悪いという訳ではない） 
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福澤 克憲 ・人口約 10 万人の当市と同規模の自治体であるが、財政力指数は

0.69（当市 0.53）と当市よりも高い、コマツや自衛隊基地による

税収が主な要因と思われるが、交付税不交付団体までには至ってい

ない状況。一方で、経常収支比率は 92.8％（当市 88.7％）、実質公

債費比率は 15.7％（当市 7.8％）であり、当市よりも厳しい財政状

況の中、事業に取り組んでいることが分かった。 

村松 まり子 

 

・農家の高齢化や後継者不足対策として、シニア世代や若者の新規

就農を促進する為に生産効率の向上、安定的な収穫、労働力の軽減

等を目指した農業の ICT 化の推進も検討すべきである。 

原  和世 ・地域をリードする企業が課題認識を持ち、視野の面で狭隘になり

がちな農業に於ける課題（ＪＡ）をリードし、地域課題として取り

組もうとする企業の社会的責任の在り方の一面があるのか、との感

想を持った。 
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２ 金沢クラフト・ツーリズムの取組みについて 

  金沢市の観光の現状について              〔石川県 金沢市〕 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 平成 29 年７月 12 日（水）9：30～11：00 

  イ 場所 金沢市役所   

  ウ 説明者 観光政策課 原 補佐 

        金沢市議会議長 黒沢 和規 氏 

        議会事務局 議事調査係 嶋田健治氏 

  エ 視察の目的 

北陸新幹線の開通に伴う金沢市の観光の現状や、課題、今後の取組みなどを学び、

リニア・三遠南信道の開通に向けた当市の観光政策への委員会提言等の一助とする。

あわせて、単なる伝統工芸・文化の紹介だけではなく、市内の体験施設を観光と組

み合わせたモデルコースをテーマ別に作成した「金沢クラフト・ツーリズム」の状

況を知る。 

  オ 視察の視点 

   (ア)観光の現状について（北陸新幹線開通後の現状等） 

   (イ)金沢クラフト・ツーリズムの取組みの経過について 

(ウ)受入れの状況と課題等について 

(エ)伝統産業等の支援について  など  
 

(2) 調査報告(調査内容) 

ア 黒沢議長から挨拶 

・新幹線開業効果が現在も続いている、金沢港はコマツが新工場を建てるなど発展

傾向などと市勢概要を紹介。「伝統と文化のまち・金沢」だが、「伝統には革新が必

要」の考え方も持ち、この一環で建設した 21 世紀美術館は現代美術の美術館として

好評が続いている。 

イ クラフト政策推進課担当職員より金沢市伝統工芸施策の紹介 

   ・インバウンド戦略を進めていたところ、新幹線開業を機に観光客数が年間 800 万

人から 1,000 万人に拡大。飲食店、土産物屋の売り上げが増加し、ホテルは予約が

取りにくくなった。産直市場は水産物目当ての観光客が殺到し、一方で野菜や花卉

など日常品の市場は廃業が見られるようになった。地元経済界の分析によると、日

本人観光客は減少傾向だが外国人は増え続け、じっくり滞在するうえ消費単価も高

い。日本人では女子旅、夫婦のツアーが増えている。 

・2020 年東京オリンピックに向けて国際会議「東アジア文化都市 2018」開催や東京

国立近代美術館工芸館の移転、富裕層向けホテル開業など計画が進んでいる。 

・営業所・支店関係が新幹線によるストロー効果で流出すると懸念していたが、現

状では逆に 65 社ほど増えている。 

・観光戦略は「四季折々、ほんものの日本を五感で発見できるまち」をテーマに推

進。伝統文化・伝統芸能のコンテンツを重視し、金沢芸妓については商工会議所と

連携して人材育成の金銭的支援を実施している。大樋焼、加賀友禅の伝統工芸は富
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裕層の反応が良い。平成 25 年に議会議案で制定した「食文化条例」はいわゆる食だ

けでなく、関連する食器やしつらえにも脚光を当てた。将来の新しい需要を掘り起

こすため、現在は修学旅行の誘致にも力を入れている。 

   ・外国人観光客は、フランスやスペインなどヨーロッパ系が多い。受入環境を充実

するため特例通訳案内士を育成したところ、通訳案内士から「仕事がなくなる」と

クレームを受けたこともあった。 

   ・観光戦略の現況は、「首都圏」と「女性」「富裕層」（金沢を理解してお金を落と

してくれる人）の呼び込みに力を入れている。「女子に受けないと売れない」のコ

ンセプトで、女子をターゲットにした「女子旅発信」のマーケティングをしている。

また従来は発地型（東京）の目線で企画を組んでいたが、現在は市と観光協会がタ

ッグを組んで着地型企画を造成。地域の魅力を売り込み、これを東京の業者に商品

化してもらう考え方に切り替えている。 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ：元々持っている地域の素材を素直に打ち出す政策を進めていると感じた。 

Ａ：かつては伝統工芸の継嫋に目を向け、子どもたちの無料体験などに取り組んで

いたが、これだけでは駄目だと気づいた。「伝統と革新」の考え方でどのように

商品化していくかと検討し、素材そのものを見せていくクラフト・ツーリズム

に行き着いた。 

Ｑ：修学旅行生を呼び込むのに、京都や奈良との違いをどのように打ち出すか。 

Ａ：金沢は、いろいろなものを歩いて行ける範囲で見学できるのが強み。クラフト・

ツーリズムを「課題解決型カリキュラム」として営業展開している。 

Ｑ：「和の文化の町」を継嫋していく上で、大工や左官、瓦職人など伝統工法の人材

を守っていく仕組みは。 

Ａ：「職人大学校」を組織し、この中で職人を育てていくカリキュラムを組んでいる。

指定管理で人材育成の助成をするとともに、学生には奨励金を渡して「ここで

学ぶことにより職人になれる」環境を整えている。 

 

(4) まとめ・考察 

・観光全般は「女子」「富裕層」と明確にターゲットを絞っている点が印象深い。 

・クラフト・ツーリズムは、金沢藩主前田家の家訓「伝統は革新の連続である」を

うまく現代の政策に生かしている。伝統工芸をただ「守る」「伝える」だけではな

く、観光と組み合わせることで新しい経済効果を生み、後継者育成にもつなげて

いる。金沢市と観光協会、クラフト協会、商工会議所などと効果的な連携がされ

ていると感じた。側面として、また芸妓や在来工法の職人を育成するため、奨励

金など投資制度も設けている点に注目した。 
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(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・金沢に対し伝統文化都市のイメージを抱いていたが、伝統をただ

維持して行くだけではなく「伝統には革新」が必要との話を聞き、

金沢の躍進の鍵がここにあると感じた。 

熊谷 泰人 

 

 

・数多くある伝統工芸や文化を活かした観光戦略や、インバウンド

の誘客に力を入れた、パンフの作成や特例通訳案内士の養成などの

取り組み。 

・伝統工芸や文化を守っていくために、職人の養成や芸妓さんの養

成への補助制度。 

・1,000 万人超の観光客がありながら、修学旅行生の拡大に向けた

取り組みなど先を見据えた積極姿勢。 

岡田 倫英 ・「食の文化条例」は、食だけでなく食器など周辺産品も巻き込ん

だ奨励制度になっている。 

・担当セクションは「観光交流課」、「プロモーション推進課」など

呼称を変え、現在は「クラフト政策推進課」になっている。クラフ

トを明確に掲げることでメッセージ性、訴求力が上がっているよう

に感じられる。 

竹村 圭史 ・「体験を通じて金沢を知りたい」という観光客のニーズをとらえ，

これまで培ってきた「歴史と伝統と文化」をいかに体験してもらう

かを，あるがままの自然体で提供していることは素晴らしいと感じ

た。 

福澤 克憲 ・北陸新幹線開通後、H27 観光客入り込み客数が 1,000 万人を超え

た金沢市の観光戦略の全般を学ぶことができた。また、市長が特に

ターゲットとしているのは、首都圏、女性、富裕層であるとのこと

で、担当者の熱意や事業の組み立て、作成されているパンフレット

等からも様子を伺うことでき、勉強させていただいた。 

村松 まり子 

 

・2009 年ユネスコ・クラフト創造都市の認定を機に、受け継がれ

た伝統工芸・文化を「金沢ならではの観光資源」と位置付け、金沢

観光と伝統工芸や伝統文化の体験を組み合わせた旅を行なってい

る。 

原  和世 ・歴史と伝統のある金沢市ならでの抜群のブランドに立った戦略と

戦術、新幹線効果も踏まえ躍進していこうとするパワーを感じられ

たこと。 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・クラフトツーリズムなど観光商品づくりのアウトソーシング化。 

・市の観光課と観光協会との役割分担。戦略性をもったターゲット

の絞込み。 

熊谷 泰人 

 

 

・観光と伝統工芸・文化の体験を組み合わせた、複数のコース設定。 

・特例通訳案内士の養成や女性・富裕層にターゲットを絞った。イ

ンバウンド戦略。 

・芸妓さんなど職人や技術者養成のための補助事業。 

岡田 倫英 ・「女子」「富裕層」を明確なターゲットにしている。「女子に受け

ないと売れない」の考え方はパンフレット写真からも伝わり、見せ

方のうまさも含めて参考になりそう。 
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・修学旅行誘致で「いろいろなものを歩いて見学できる」の差別化

コンセプト。飯田市の中心市街地にも置き換えて考えられそう。 

・後継者となる人材を育成するため、奨励金制度を設けてまで力を

入れている。このことに商工会議所など民間も関わっている。 

竹村 圭史 ・奇抜な発想ではなく，普段の生活に溶け込んでいる（あふれてい

る）ものを体験していただくことが，飯田を肌で知っていただける

ことにつながると感じた。 

・富裕層もさることながら，女性グループにしっかりと着目してア

プローチをかけるという点は，見逃してはならない視点であると感

じた。 

・北陸新幹線開業に伴い，遠方であっても来やすくなった東北地域

に焦点を当てるだけではなく，さらに身近になった地域（長野市）

にも焦点を当てている点は観光誘客に関して貪欲であると感じた。 

福澤 克憲 ・PR パンフだけでもさまざまな種類があり、古地図を元に名所を

巡ることができる「金沢古地図めぐり」は、雨に濡れても使えるよ

うに、また再度来ていただいた時にも使ってもらえるように、紙で

はなく、プラスチックで作られていた。  

村松 まり子 

 

・ものづくり産業支援課から、伝統工芸の部分をクラフト政策推進

課として組織を別にして取り組んでいる。 

・着地型の旅行商品化のため、金沢の工芸の良さを東京の旅行会社

に行政が直接売り込みその会社に作って貰う取り組み。 

・女子旅発信として首都圏の女性雑誌等に紹介。 

・行政と観光協会の連携。 

原  和世 ・中世の豊な都市型町民文化と山間の農民文化とではある意味対象

的であるので、このギャップをしっかり認識しビレッジプライドを

持つことの意味。 

   ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・北陸の雄としてのシビックプライド、ダイナミズム。 

・ターゲットを富裕層に絞ることを可能とする時代の変化に合わせ

た本物の価値を磨き上げる職人文化が金沢にはある。凄い。 

熊谷 泰人 

 

 

・観光客の急増による市民への影響（近江町市場など）について、

当市ではあまり心配は無いかも知れないが、リニア飯田駅周辺の整

備に当たっては、考慮して行く必要がある。 

・北陸新幹線開業で一人勝ちと言われている金沢市だが、元々の伝

統工芸や観光施設だけでなく、金沢 21 世紀美術館など新しい施設

の建設など観光戦略やプロモーションに力を入れている結果なの

だろう。 

・東京オリンピックに合わせた金沢プールの建設を行い、フランス

水泳連盟との事前合宿誘致の締結や、開催時期に合わせた東京国立

近代美術館工芸館の建設、ホテルハイアットセントリック金沢の誘

致など積極的に進めている。市民生活との調和を第一に、古い物を

守るだけでなく恒に新しいものを取り入れていく攻めの姿勢は、リ

ニア時代を迎える当市でも必要ではないかと感じた。 

竹村 圭史 ・「加賀百万石の金沢」といえども，こと修学旅行の取り込みとな

ると奈良・京都との差別化をいかにして打ち出していくかという点

に苦労していると感じた。 

福澤 克憲 ・多くの観光素材が存在する中で、モデルコースの選定や、一期一

会（人間国宝の作業場見学＆会話＆食事会）などの企画は、しっか
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りとした工芸クラフト協会が存在し、その組織との深いつながりが

ないと実現できないものと感じた。 

村松 まり子 

 

・民間との協力で、気軽に伝統工芸の作品づくりを体験したり歴史

ある茶屋でお茶屋やお菓子を味わいながら観光スポットを巡るプ

ログラムを数多く用意している。またプレミアムツアーとして、伝

統工芸士本人から手ほどきを受けられるツアーを実施しておりこ

のような取り組みが、飯田市版を考える上で大いに参考になった。 

原  和世 ・伝統・技能を守るための取り組みも怠らない点に懐の深さを感じ

た。 
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３ クリエイタープラザ桜クリエの取組みについて      〔富山県 南砺市〕 

(1) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 日時 ７月 12 日（水）   13：30～15：10 

イ 場所 富山県南砺市役所福光庁舎 

     クリエイタープラザ桜クリエ（現地） 

ウ 説明者 ブランド戦略部商工課長 岩佐 崇氏 

      南砺市議会産業建設常任委員長 山本 勝徳 氏 

エ 視察の目的 

クリエイタープラザ桜クリエは，クリエイティブな企業やクリエイターが集い、

市の特色ある伝統工芸や地元企業と連携協力することで新たな産業を創造し、文化

交流による賑わいの創出と地域の活性化をとおして南砺の魅力を広く全国に創造発

信するシンボル拠点として整備された。その経過や現状の取組、課題から当市の産

業政策への委員会提言等への一助とする。 

オ 視察の視点 

(ｱ) 設置、建設の経過について 

(ｲ) 運営体制と状況について 

(ｳ) これまでの成果と課題について 

(ｴ) 施設現地視察 

 

(2) 調査概要（視察目的・視点） 

ア 設置、建設の経過について 

平成 26 年：設計、平成 27 年：着工、平成 28 年４月竣工。 

 平成 25 年３月に、城端ＳＡと併設する桜ヶ池ハイウェイオアシス内で「クリエイ

ターを集積しても産業振興」と「桜ヶ池周辺のにぎわい創出」を目的とした。また、

「更なる機能集積を図る」こととした。 

ビジョンとして， 

・クリエイターの集積を図る施設 

・伝統産業継嫋と新産業創出の拠点施設 

・情報交流・情報発信の場 

・事業者同士のマッチングの場 を掲げている。 

イ 施設の概要について 

・入居施設：①オフィス：８室 ②コワーキングスペース：18 席 

③アトリエショップスペース：１室 

・共用施設：①多目的ホール ②展示室 ③会議室 ④オープンスタジオ 

・その他：カフェ 

・敷地面積：A=5,181 ㎡ 延べ床面積：木造２階建て２棟Ａ＝1,749 ㎡ 

(ｱ) 施設の入居状況 

 ・オフィス：６室（アニメーション制作、システム開発、キャラクター開発、 

グラフィックデザイン、ニューツーリズム研究、地域活性化事業） 

・コワーキング：７席（映像制作、システム開発、キャラクタープロデュース、 
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炭素繊維御商品開発、グラフィックデザイン、イベントプロデ

ュース、音楽奏者） 

ウ 取り組みに至った背景 

 魅力ある地域資源や技術力が数多くあるが、小規模な生産者や事業者が多く、自

力で磨き上げ、販路開拓を行うことが困難であったことから、魅力ある地域資源が

数多く眠ったままになり、結果として売れていない。そのため、地域に密着し、資

源の発掘から磨き上げや販路開拓、ブランディング、販促活動などの面で事業者の

成長をサポートし、全国や海外に地域の商品を売り込む組織（地域商社的な機能）

が必要と判断した。 

エ 組織（地域商社的な機能）の役割 

 小規模な生産者や事業者のやる気を引き出して「地域で稼ぐ」という意識を持た

せ、クリエイタープラザはクリエイターを集積して地域商社的役割を担い販売先（出

口市場）を確保する。 

オ なぜクリエイターなのか。 

商品（素材の魅力）や技術（確かな技）・ヒト（プロフェッショナル）の素材を引

き出し、新たな価値（ブランディング）を生み出すためには、高感度のクリエイタ

ーの感性が必要であるため。 

カ 運営体制と状況について 

(ｱ) 平成 29 年３月末の入居状況は、 

オフィス：６社（平成 28 年５月入居：４社、平成 28 年９月入居：２社）、 

コワーキング：５席（平成 29 年１月末：８席、平成 29 年２月末：６席、 

平成 29 年３月末：５席） 

厨房：１社（平成 28 年６月入居）、 

アトリエショップ：入居なし  

(ｲ) 共用施設の利用状況 

カフェ：8,692 人、ショップ：644 人、 ホール：2,467 人、展示室：146 人 

多目的室：183 人、スタジオ： 0 人 

キ これまでの成果と課題について（28 年度の事業運営の検証結果） 

公益的事業としては、 

(ｱ) クリエイターの集積：ターゲットを特定できず、当地でのビジネス展開を十分

にＰＲできなかったが、ビジネスマッチングを通じてクリエイター等のネットワ

ーク構築に取り掛かることができた。 

(ｲ) ビジネスマッチング支援事業：「クリエイタープラザが何をするところなのか」

というＰＲが不足していたため、参加者が少数であった。 

(ｳ) 賑わい創出：カフェやショップで集客につながる企画を打てず、賑わい創出に

至らなかったが、ＮＥＸＣＯ中日本等の周辺事業者との連携をスタートさせた。 

収益事業（施設運営事業）としては 

(ｱ) 入居施設：施設稼働率は目標達成したが、ターゲットを特定できなかったため

ビジネス環境や入居メリットを打ち出せなかったため収入は計画額を下回った。 

(ｲ) 共用施設：施設の活用例等を十分にＰＲできなかったことから、稼働率は目標
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を大幅に下回った。 

ク 今後の課題は 

施設を「ストーリー」と「デザイン」という視点で市内の事業者とクリエイター

をマッチングし、商品企画から資金調達、マーケティング・販路開拓までをコンサ

ルティングサポートする枠組みを確立していく。また、指定管理料０円に向けて、

オフィスの入居率と貸室の稼働率を上げ、カフェやショップの事業収益増加に全力

を挙げて取り組んでいく。更には、周辺事業者と一体となり、周辺のにぎわいを創

出していく。 

至近の取り組みとして、「桜クリエマッチングサービスモニタープロジェクト」と

して、」 

①自社の強みを活かした売れる商品を作りたい 

②下請けでなく、自社商品を作りたい 

③今ある商品に付加価値をつけたい 

④既存商品のパッケージデザインや売り方を刷新し販売数を向上させたい 

と考えている事業者を、平成 29 年５月 11 日～６月 30 日までの間で市内事業者を３

社募集したが、締め切った結果、応募してきたのは２社のみであった。 

 

(3) 主な質疑応答 

Ｑ：起業家支援育成事業と女性起業家育成事業の（金額の）違いは。 

Ａ：起業家支援育成事業は、実際に事業所を開設するものに対し 300 万円／件の補助

を出すというもの。女性起業家育成事業は、起業したいがやり方がわからないと

いう人に対するセミナー（起業塾）開催費用という位置づけである。現在のとこ

ろ、男性は対象外である。 

Ｑ：自治体特選ストア事業の概要は。 

Ａ：全国で４つくらいの自治体が集まり「自治体特選ストア」というネットストアを

立ち上げているもので、それにかかる費用である。武雄市がリーダー的存在とな

っている。 

Ｑ：クリエイターの集積が肝になってくると思われるが、当初どのような範囲で呼び

かけ（域内，域外，全国等）をされたのか。 

Ａ：富山県内については既存クリエイター組織を活用して呼びかけを行った。首都圏

に狙いを定めている事業者に支援をしていこうとしていることから、首都圏に本

拠を持っているクリエイターが対象となってくるが、首都圏にはネットワークが

ないことからピーエーワークスのつながりであるパルスのネットワークを通じて

声掛けをしてきた。 

Ｑ：アニメ制作会社（ピーエーワークス）はどのようないきさつで南砺市に拠点を構

えたのか。 

Ａ：ピーエーワークスの社長の奥様が南砺市の出身でるというご縁がもとになってい

る。 
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(4) まとめ、考察 

・クリエイターは特定の場所に居を持たなくても活動ができるという点では，飯田市

においても目的と活用方法を吟味することにより活かすことができると感じた。 

・「伝統産業の継嫋」が最前面にあったが，まだまだビジョンにある「伝統産業の革新

による高度化を促進」するところまではたどり着けていないという印象を持った。 

・クリエイターを集積する拠点施設のあり方については，新規に建設するのか，既存

施設の改修で行くのかは議論が分かれるところであると感じた。 

・どのような事業を行うにしても，「目的」と「手段」を明確にし，混同しない運用を

確立しなければ軌道に乗せることが難しいと感じた。 

 

(5) 各委員の所感 

  ア 良かった点 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・アニメーターやクリエイター、クリエイティブな企業が、高速交

通網を利用し都会から地方へと立地する動きが出てきている事例

を学べた。 

熊谷 泰人 

 

 

・指定管理者の関連に、日本でも３本の指に入るアニメ制作会社が

いることで、映像・音楽クリエイターが集い新しい分野での産業が

期待できる。 

岡田 倫英 ・伝統産業を革新・高度化促進するため、クリエイターの感度を生

かすという発想。 

・オフィス、レンタルスペースなどの料金設定が比較的安く、使い

勝手が良さそう。 

竹村 圭史 ・・事業の出発点が「地場の伝統工芸産業（井波彫刻と五箇山和紙）」

の売り上げ衰退に危機感をもって，販路をいかにして拡大していく

かという視点が強かったからこそ，事業運営体制の構築につながっ

たと感じた。（事業を始める目的が明確であった） 

・クリエイターを活用することによって「新たな商品価値を生み出

す」という発想が良いと感じた。 

・事業を始めた１年後に事業の検証を行い今後の展開方法を修正し

ていく，いわゆるフォローアップの速さは弱みを早め早めにつぶし

ていくことができることから，ぜひ見習うべきだと思う。（事業を

始めたら「やりっぱなし」では，いいものになっていかない。 ⇒ 

失敗から早く何を学ぶか。南砺市では序盤段階でできている） 

福澤 克憲 ・H16 に４町４村の８つの自治体が合併し、南砺市政がスタート。

庁舎は、分庁舎方式（市の部署が４つの施設に分かれている）とな

っており、視察に訪問したのは主に総務と議会関係が設置されてい

る庁舎であった。 

 ４町４村の半分以上の範囲が過疎地域となったため、市全体が過

疎地域指定となった。市の起債としては、過疎債・合併特例債が活

用できる反面、本来の事業をどう推進していけばよいかの難しさを

学ぶことができた。 

村松 まり子 

 

・27 年４月「南砺市中小企業・小規模事業者振興基本条例」制定。 

・伝統産業等の素材を活かしきれない課題を抱える中、創造力と高

い感度、斬新な切り口もつクリエイターに着目。 
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・クリエイタープラザは、クリエイターを集積し、事業者のやる気

を引き出して「地域で稼ぐ」役割を担っている。 

原  和世 ・箱物行政の難しさを見ることが出来た点。 

  イ 参考となりそうな点 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・１０年後に開通するリニア中央新幹線中間駅の立地を活かすター

ゲットの一つとして、クリエイターの取り込みなども加えられるか 

熊谷 泰人 ・映像・アニメーションを用いたプロモーション。 

竹村 圭史 ・過疎債の充当により，初期の目的である「地場の伝統工芸産業（井

波彫刻と五箇山和紙）」の販路拡大に重点を置く（特化する）こと

はできないようであるが，関係者の熱意を見れば，いつの日か間違

いなく目的を達成できるものと感じた。 

・地方創生・地方再生が叫ばれる中，今後地場産業を魅力的にして

いく一つの手段として優秀なクリエイターがキーとなっていくの

ではないかと感じた。 

福澤 克憲 ・クリエイターは、都会でなくても仕事ができる環境であること。 

村松 まり子 

 

・「ストリー」と「デザイン」という視点で、市内事業者とクリエ

イターをマッチングさせる取り組み。 

高感度のクリエイターの感性で、眠っていた産業に新しい価値が生

まれるとともに「やりたいこと」が「できる」南砺市の創出。 

原  和世 ・施設管理まで行政で行わなかった点。 

   ウ その他、感じたこと等 

委員名 内容 

湯澤 啓次 ・異業種のクリエイターが集い交流することでどのようなイノベー

ションにつながってゆくか、地方の持つインキュベート力という視

点からも注視して行きたいと感じた。 

・行政が施設を造り、レンタルで運用する手法は初期投資も含め長

期に亘りかなりの好条件が揃わないと難しいと感じた。 

・飯田市はリニア開通で得られる時間短縮効果に加え、自然に恵ま

れた立地環境を最大限にアピールし、民間活力を中心に進めること

が望ましいと感じた。 

熊谷 泰人 

 

 

・開所から１年ということなので何ともいえないが、クリエイター

が集まらない状況をみると過疎債 10 億とはいえ３億円の出資が果

たして活きるのか？少々不安要素がある。指定管理者の関連会社が

それなりにきちんとした企業に見受けられるので、何年か後に状況

を確認してみたい施設。 

・当初、南砺市の伝統工芸である井波彫刻や五箇山和紙の職人保護

や新商品の開発・販路拡大の為の足がかりとする施設との説明があ

ったが、現施設の状況はその趣旨が全く感じられなかった。指定管

理者のための施設に思えた。 

岡田 倫英 ・施設運営の柱となるクリエイターが現時点まで十分に集まってい

ないとの説明があり、見切り発車で予算化・施設オープンした感が

ある。10 億円近い整備費（過疎債 98％）を投じた施設だけに、事

前の検討・準備がどれだけ練られたのだろうかと違和感が残った。 

・施設内では、事業実施の本旨であったはずの「伝統的工芸品」を

ほとんど目にしなかった。 

竹村 圭史 ・過疎債の充当により，初期の目的である「地場の伝統工芸産業（井
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波彫刻と五箇山和紙）」の販路拡大に重点を置く（特化する）こと

はできないようであるが，関係者の熱意を見れば，いつの日か間違

いなく目的を達成できるものと感じた。 

・地方創生・地方再生が叫ばれる中，今後地場産業を魅力的にして

いく一つの手段として優秀なクリエイターがキーとなっていくの

ではないかと感じた。    

村松 まり子 

 

・29 年度市内２事業者が利用しており、今後の事業展開に期待す

る。 

・東京方面等からクリエイターが来ている。 

・運営管理を地域発新力研究支援センターに委託（市内アニメ制作

会社の株ピーエーワークスの関連会社。日本で３番の指に入る。）

アニメ「サクラクエスト」の月替わり原画展に各地から訪れている。 

原  和世 ・クリエイターという概念をどのように位置づけているのか、カタ

カナ言葉に惑わされているのではないかと思う。 

 


