
 

  政策調査報告書 

報告者：杉浦 久直 
視 察 日 平成２９年１０月２４日（火） 

視 察 内 容 中心市街地活性化事業について 

視  察  者 加藤義幸、簗瀬太、内田実、中根武彦、小木曽智洋、鈴木静男、杉浦久直 

＜赤穂市の概要＞ 
兵庫県の南西部に位置し、西は岡山県と隣

接する瀬戸内海に面して気候は温暖で、江戸

時代に入浜式塩田により生産された赤穂塩

と、「忠臣蔵」の赤穂義士で有名。近年は塩田

の跡地を工業用地として利用し、播磨臨海工

業地帯の西の拠点となっている。 
面積 126.85 ㎢ 人口 48,595 人（平成２９

年９月３０日現在） 
 
 ＜観光客入込数＞ 
  赤穂市の観光客入込数は NHK 大河ドラマ「元禄繚乱」が放送された平成１１年に２７１万

人を記録したが、その後、１５０万人から１６０万人で推移し、１８年には国体の影響で１９０

万人を超えるが、１９年以降は１７０万人強から１５０万人弱へと減少し、近年は１５０万人前

後となっている。２７年度には近隣施設の姫路城のリニューアルオープンや大河ドラマ「軍師官

兵衛」の影響とインバウンドの増加による近隣宿泊施設の不足により、赤穂市内への宿泊者が大

幅に増加したが入込数は１５４万人である。総合計画の２７年度総合計画の目標数値は２００

万人であるが、途中で統計方法の変更もあり２５年度から２７年度までの観光アクションプロ

グラムの目標数値は１８０万人、平成３０年度の目標値は２００万人としている。 
 
 ＜赤穂観光アクションプログラム＞ 
 赤穂観光アクションプログラムは事業期間

を３カ年とする観光施策の事業計画で平成１

６年の作成以降３年ごとの見直しを行ってい

る。現行の２８〜３０年度版はキャッチコピ

ーを「きとっけー‼ 〜きっと好きになる播州

赤穂〜」として５つの基本方針に基づき施策

を推進している。 
  
 ＜基本方針１ 地域資源の活用・発掘＞ 
 〜地域資源を活用した魅力ある観光まちづくりの推進〜 
１．「目的（テーマ）を意識したツーリズムの推進」として、体験型観光の推進、スポーツツー

リズム、グリーンツーリズムを行っており、塩作り体験やシティマラソン、近隣市町と連携した

広域サイクリングコースの設定などを実施。 
２．「魅力ある観光スポットづくり」として、坂越地区の滞在型観光化、赤穂温泉の有名温泉地

化、スマートフォンアプリ AR 機能の活用、あこう元禄“しお”回廊プロジェクト、赤穂上水完

成４００年記念プロジェクト、観光施設整備を行っており、アーチストのコンサートの誘致や道

の駅建設も想定した取り組みを実施。 
３．「赤穂の“食”推進」として、坂越の牡蠣など赤穂の名産、地元食材を利用した料理や加工

品の開発支援、PR を実施。 
４．「イベントの充実」として、赤穂義士祭の充実では、誘客促進に向けた企画運営及び忠臣蔵

ウィークや前夜祭イベントの実施、ご当地グルメに関するイベントの実施では赤穂かきまつり

や赤穂グルメ食べ歩きラリーなどを実施。 
 ＜基本方針２ おもてなしの充実＞ 
 〜観光客に心地よい旅を提供するためのおもてなし充実〜 
５．「交通アクセスの充実」として、JR 播州赤穂駅からの２次アクセスの充実に取り組み、市内

周遊バスの運行とレンタサイクルの拠点整備などを実施。 
６．「観光案内の充実」として、観光ボランティアガイドの育成・支援強化、観光客への案内充



実を行い、ボランティアガイドの養成講座実施や案内看板、モニュメントの整備更新、グルメマ

ップの作成などを実施。 
７．「ホスピタリティの向上」として、おもてなしの心の醸成、観光連携プラットフォームの構

築を行っており、観光関係者のみでなく、一般市民も含めた「おもてなしの心」の醸成や官民そ

れぞれの組織で進めている観光振興の取り組み、課題を情報共有し連携する場の創出。 
８．「快適な環境のための施設整備」として、観光客用大型駐車場の整備や公衆トイレのバリア

フリー化などを実施。 
 ＜基本方針３ 広域的な観光ルートの整備＞ 
 〜広域観光のメリットを活かした観光 PR〜 
９．「広域連携の推進」として、近隣の観光地を含めた観光ルートの提案、協議会等の参加によ

る近隣市町との連携、定住自立圏構想による観光振興の推進、播磨圏域連携中枢都市圏による戦

略的な観光施策の推進に取り組み、兵庫県内４市での「はりま城下町カルテット」共同パンフレ

ットの作成、配布や、姫路城、倉敷美観地区などとつながる広域観光ルートの造成を実施。 
 ＜基本方針４ 外国人観光客の誘客＞ 
 〜インバウンドの推進〜 
１０．「多言語の観光案内強化」として、施設の多言語対応の強化、広報物の多言語化、多言語

翻訳アプリ・ナビゲーション開発の取り組み。 
１１．「訪日旅行者の受入体制の充実」として、無料公衆無線 LAN 環境の整備促進、外国人の

観光志向の把握の取り組み。 
 ＜基本方針５ 効果的な PR＞ 
 〜観光客増大に向けた PR 力の強化〜 
１２．「赤穂の魅力発信」として、目的別パンフレッ

トの作成、四季折々の観光情報の発信、赤穂プロモー

ションビデオの作成、地場産の食材を使った料理の普

及に取り組み、地方創生加速化交付金を活用した多言

語対応ビデオ作成、配信などの実施。 
１３．「プロモーションの強化」として、公共交通機

関を活用した PR 強化、関係機関と連携した PR、事

業者とのタイアップによる情報発信に取り組み、JR やバス会社、近隣自治体と連携した共同プ

ロモーションなどの実施。 
１４．「地域ブランド力の推進」として、忠臣蔵のブランド力強化、旧赤穂上水道を活用した PR、

映画・テレビ等のロケーション撮影の誘致に取り組み、NHK 大河ドラマ誘致、忠臣蔵検定、名

水百選の千種川の観光資源化などの実施。 
 
 ＜観光イベント等事業補助金＞ 
 観光アクションプログラムを推進する目的で、団体が自主、自発的に行うイベント等の経費の

一部を公募、公開審査の上、補助している。２９年度は、特別枠としては定例的で事業規模の大

きなものとして「赤穂でえしょん祭り」、「赤穂かきまつり」、「赤穂観光四季報、浮世絵カレンダ

ー作成」の３団体を、公募枠としては、上限２０万円で各種団体による様々な取り組みを補助し

ている。 
 
 ＜中心市街地活性化に向けた取り組み＞ 
 赤穂市役所産業観光課内の商工係の取り組みとして、観光振興に合わせた中心市街地の活性

化の各種施策を実施している。商業活性化対策事業では、空き店舗への出店誘導施策として新規

開業者に対し家賃及び店舗改装費用の補助の実施や、商業まつり補助事業では、各商店街、商店

会の実施するイベントへの助成、中心市街地にぎわいづくり事業では、広場を利用した毎月の露

天市支援やご当地グルメの「カキのぷりテキ」の支援、観光協会の運営する情報物産館の家賃、

人件費支援などを実施している。 
 
〔感想・岡崎市への反映〕 
・市役所の最寄駅の播州赤穂駅に到着した際、橋上駅の改札出口の正面に大きく赤穂浪士の討ち入りの場

面が描かれ、そこから観光情報センターの横を抜け、駅舎の階段を下りる壁面には、四十七士のそれぞれ

の浮世絵が描かれ、また、駅前には「歓迎ようこそ赤穂へ」と並んで「忠臣蔵を大河ドラマに」という横

断幕が掲げられるなど、赤穂といえば「忠臣蔵」を駅前から感じられる視察であった。観光アクションプ

ランの各種施策、またそれと関係する中心市街地活性化施策では様々な取り組みがなされていると感心さ

せられるものであり、「忠臣蔵」、「塩」という赤穂の２大観光資産に加え、牡蠣や温泉など観光消費、産業

振興に繋がるさらなる観光資産を充実させようという思いを感じることができた。赤穂市の忠臣蔵に対し、

本市においては、家康公生誕の地であるとともに、家康公の天下取りを支えた三河武士の武将たちに加え、



その他様々な人々の活躍の歴史も大きなものであり、それらを魅力化、顕在化させる取り組みも重ねて大

切であると感じた。赤穂浪士の討ち入りが、「仮名手本忠臣蔵」という形で物語として創作され、また映画

やドラマを通じて再度広く知れ渡ったように、例えば浄瑠璃姫でも三河武士団の天下取りでも物語として

再度広く知っていただくような取り組みが本市にとって重要であろう。NHK の大河ドラマの誘致も一つ

の方法であろうし、何らかの形で、小説やドラマ、マンガや映画などの創作、制作支援をしていくことが、

本市の歴史的な資産の現代価値化につながるものではないかと考える。広域連携や、インバウンド誘致、

地元食材を活かす取り組みなど観光を産業化していく地道な施策ももちろん大事であるし、本市も様々に

取り組むべきであるが、物語性のある観光にしていくための施策が今後の観光における都市間競争の中で

は最重要となるのではないだろうか。 
 
・赤穂市といえば、「忠臣蔵のふるさと」、「塩のまち」といったイメージが定着している。赤穂義

士関連施設への導線がしっかりと整備されて、歩いていても、とても気持ちよかった。忠臣蔵関

連で、フイルムコミッションにも力を入れており、現在は大河ドラマの誘致を行っている。 
 近隣に姫路市があり、ここは観光客の入り込み数も多く堅調のようであり特に外国人観光客が

増加しているようだ。 
その姫路市から赤穂市まで引き込むための情報発信、受け入れ体制の整備が急務のようだ。 
 本市においても、「家康公生誕の地」をイメージの柱とし、 
受け入れ体制を早急に整備すべきと考える。 
 
・地域資源を生かした魅力ある観光まちづくりを推進している。 
赤穂観光アクションプランを推進する目的で、団体が自主、自発的に行う観光振興活動を募集し

その活動経費の一部をイベント補助金として助成している。助成金は上限 20 万円だが、公募枠

で 14 件もの応募があり、内容も多岐にわたり民間ならではの発想のおもてなしなどの事業もあ

り、この取り組みを大いに参考にするべきと感じた。 
 
・まずは、観光振興による活性化について。塩のプロモーションビデオのできが良かった。デザ

イン性の高いビデオは、外国人の興味を引くのに十分なコンテンツであるとあらためて感じた。

また、温泉、リゾート系ホテルが充実しているのもうらやましいかぎりであり、姫路城の観光

客を受け入れているとのこと。行政として特に姫路市と連携としているというわけではないと

のことだが、西播磨観光協議会や姫路の旅行会社のエージェントがかなり PR してくれている

ようである。観光でも広域連携の協議体を形成し、民間との連携体制を推進していくのは、本

市においても有効な手立てであると思う。 
観光アクションプランの項目にあった、公衆トイレの整備について。点検修理は外郭団体の財

団に委託しているとのことだが、地域トイレとして町内会などに協力してもらっている事もあ

るとのこと。地域トイレの考え方は参考になろう。 
商工係の所管においては、中心市街地にぎわいづくり事業（商工会議所事業への補助）におい

て、四万六千日縁日（お寺の法要に会わせた市）へも補助（広告宣伝費）も行っており、使い

勝手の良い補助金と評価も高いとのことである、本市における二七市等にも活用できないか検

討したい。 

 
・観光と商工が上手に連携している様に感じた。 
活性化に向けての取り組みに対して担当課の人数はわずか６人で対応していると聞き、非常にお

どろいた。 
行政担当局と市民とのカキネも低く、商工の相談も受けながら地域の活性化に努力されている様

だ。しかし、歴史的伝統のある街にしては景観的にまだまだ整備する必要があると感じた。行

政のやる気は十分あるとも感じた。 
空き家の再利用に対して補助予算（２年間限定）を付けたり、地域の祭りに予算援助をしたり、

と、多面的に少しではあるが予算を付けている。このことは、岡崎市としても当然見習うべき

ことと感じた。 

 



 

視察報告書 

報告者：中根武彦 
視 察 日 平成 29 年 10 月 25 日（水）  

視  察  内 

容 
山口県周南市 徳山動物園について 

視   察  
者 

加藤義幸 簗瀬 太 内田 実 中根武彦 小木曽智洋 鈴木静男 杉浦久直 

１ 徳山動物園の概要 

 

 徳山市立動物園として昭和３５年に開園して以来、周南市の主要な観光施設とし   

て、また、環境教育施設として、その役割を担ってきた。 

 平成２２年には開園５０周年を迎えたことに伴い、全面リニューアル整備工事が進められてい

る。更には、スリランカ象の繁殖に向けた事業スケジュールの見直しをした。 

 

施設の概要 

 

    ・開園日     

    ・公園種別及び面積       ：総合公園 徳山公園全体８．１ha 

    ・展示動物種数及び点数    ：１１７種４６８点(平成２７年７月時点） 

    ・事業主体             ：周南市 

 

2 上位・関連計画における本計画の位置づけ 

 

 周南市の主要な観光施設として、また、緑や景観等の環境インフラとして、多くの

上位・関連計画の中で位置づけられており、「徳山動物園リニューアル基本計画（変更）」では、

それを踏まえた計画とする。 

 

「上位計画」 

・第２次周南市まちづくり総合計画 

・周南市観光ビジョン 

・周南市都市計画マスタープラン 

・周市緑の基本計画  

 

 

【感想・岡崎市への反映】 
・ 歴史ある徳山動物園の施設を上手に利用し、普通の動物公園を環境から子育て、更には

観光まで範囲を広げて徳山市の上位施策の一つとして取り組んだことは素晴らしい挑戦であ

ると感心した。その陰には努力を惜しまないスーパー公務員の非情な努力を見逃してはならな

いと思う。本市においても東公園があり、非常に自然環境に恵まれた動物公園があるが、他市

と代り映えのない公園のような気がする。岡崎市民や子供たちの話題になる様な岡崎らしい素

敵な公園になることを期待したい。 

 

 ・徳山動物園は、北園・南園の２つに別れており、南北の同時整備は、工期も短縮でき

開園しながらなので集客効果の向上も期待できる。コンパクトであるがゆえに、動物を

身近に感じられるところが素晴らしい。 
 ぞうの国内外での取引の困難性があることから、南園のぞう関連施設を優先的に整備

し、繁殖に力を入れていくようだ。 
 本市東公園内動物園は無料で好評ではあるが、まだ未活用の土地を有効活用して、よ

り多くの人気動物の展示も必要と考える。 
 



・そもそもは、合併後のまちづくり会議の中で、動物園のあり方について協議がなされ、リニュー

アルの構想が立ち上がったとのことで、平成２０年からリニューアル事業開始し、２５年の着工か

ら１５年間の長期にわたる計画である。 

また、動物園は国の監督官庁が無いため、市単独事業になりやすいが、徳山動物園を総合

公園に格上げし、徳山公園の整備ということで、国交省の社会資本整備交付金を活用してい

るとのこと。なるほど、いろいろ考えるものである。 

本園の目玉は「ゾウ」。周南市は童謡「ぞうさん」の作詞者である「まど・みちを」さんの出身地

でもあり、周南市民はゾウとの深い繋がりを感じており、以前から居たサバンナ象は亡くなった

が、市民からはゾウを再度飼育してほしいとの要望がつよかったそうである。 

そのような中でスリランカ国より２頭の子象が寄贈されることとなり、自園繁殖が期待され、繁殖

可能なゾウ舎にリニューアルを進めているとのことである。なお、スリランカとは、アメリカの動物

園協会アザの飼育基準に準じた飼育をすることを覚え書きしているとのこと。全世界的にゾウを

はじめとする動物の入手が困難になってきている中、外国との友好関係を構築するにあたって

は、政治的な動きも必要であると感じたところである。 

 

・徳山動物園はまちなかのコンパクトな動物園として、周南市の主要な観光施設であり、環境教

育施設としての役割を開園以来、約 60 年近く担ってきた。そのコンセプトを継承しつつも、コンパ

クトで立体的な視点と多面的な展示内容で人も動物も快適な施設であり、様々な利用スタイルに

対応が出来、イマジネ－ションと融合し、環境を学べる新動物園となることを目指して平成 39 年

度リニュ－アルに向けて 15 ヵ年の事業に取り組んでいる。 

本市においても東公園や南公園などまちなかのコンパクトで本市の特色を生かしたコンセプトの

元に、市民に愛される公園となるよう取り組んで頂きたい。 

 

・ 徳山動物園のリニューアル事業は、本市の東公園の今後の運営を考える上での参考となる

視察であった。本市はゾウのフジ子が目玉であるが、徳山動物園もゾウが展示の目玉であったも

のが、一度死去して不在となってしまっていたが、スリランカからのゾウのつがいの導入が可能と

なったことから整備計画も変更し対応されたようである。一方で社会ニーズの変化から必要性が

高まっている、動物との距離を小さく、ふれあい、体験、参加型の展示をする部分や自然学習館

部分はリニューアルも済んで新しくなったものを見学することができた。本市でも、いずれ迎える

フジ子との別れに向けて色々と考えていかなければならないかと思うが、寿命があるものであり課

題が多いことも職員の話の中から感じることができた。 

 
 



 

政策調査報告書    

報告者：鈴木 静男 
視 察 日 平成２９年１０月２６日（木）  

視 察 内 容 鹿児島市：中核市サミット 2017 in 鹿児島 

視  察  者 加藤 義幸、簗瀬 太、内田 実、中根 武彦、小木曽 智洋、杉浦 久直、鈴木 静男 

＜鹿児島市の概要＞ 

鹿児島県中西部に位置する宮崎県・鹿児島県を範

囲とする南九州地域の拠点都市で、政治・経済・文化・

交通の中心地。古くから薩摩藩、90 万石の城下町とし

て栄えてきた。1889 年 4 月 1 日に日本で最初に市制を

施行した 31 市の一つで、現在は福岡市、北九州市、

熊本市に次ぐ九州第 4位の人口を擁する。中核市では、

船橋市に次いで第 2 位である。また、国際会議観光都

市にも指定されている。 

面積：547.06ｋ㎡ 
人口：604,814 人 
 

＜地方から創る“豊かさ”～次世代の「まち」・「ひと」・「しごと」づくり～＞ 

                            会場：城山観光ホテル 
【プログラム】 

13：00～13：30  
「開会式」 

① 主催者歓迎挨拶 中核市市長会会長：倉敷市長 
② 開催市歓迎挨拶 鹿児島市長 
③ 来賓祝辞 
④ 講師・来賓紹介 
⑤ コ－ディネ－タ－紹介 
⑥ 新規加入市挨拶 八戸副市長 

 
13：35～14：15  
「基調講演」 
“個性ある中核市こそが次代の日本を担う”  

     日本総合研究所主席研究員：藻谷 浩介 様 
 

14：30～16：40  
「分科会」 

・第一分科会：スポ－ツを核としたまちづくり      
日本政策投資銀行 地域企画部 参事役            桂田 隆行 様

・第二分科会：若者が活躍できる地域づくり       
志學館大学 法学部 准教授                 志賀 玲子 様

・第三分科会：地域の特色を生かした新たな産業づくり  
鹿児島大学 産学官連携推進センタ－ 産学館連携部門 准教授 中武 貞文 様

 
16：50～17：45 
「全体会議・閉会式」 

① 各コ－ディネ－タ－による各分科会の報告等 
② サミット宣言（宣言文起草、提示、採択、宣言） 
③ 次回開催市挨拶 次回開催市市長：倉敷市長 
④ 閉会挨拶 中核市市長会副会長：いわき市長 

 



 

中核市サミット鹿児島宣言  
  
  

中核市は、平成８年の制度創設以来、社会情勢の変化に対応しながら、地域の中核的都市と

して、また最も住民に近い基礎自治体として、地方分権の推進と地域の発展 に大きな役割を

果たしてきました。  
我が国では、人口減少や東京一極集中傾向の加速化により、地方経済の縮小や都市の衰退が

危惧される中において、私たち中核市には、それに歯止めをかけるべく地方 創生の実現に向

けて取り組むとともに、その先にある“豊かさ”を率先して創り出していく役割が求められて

います。   
このような考えのもと、本サミットでは、「地方から創る“豊かさ” ～次代の『まち』・『ひ

と』・『しごと』づくり～」をテーマに、「 スポーツ」、「若者活躍」、「新産業 創出」に焦点を

当てて協議を行い、次のとおり、全国の中核市が連携し、課題解決に 向けて取り組むことと

いたしました。  
  
１ 中核市は、交流人口の拡大等による地域活性化を図るため、「する・みる・支える」といっ

たスポーツシーンに対する市民の関心を高めるとともに、官民が連携し、 魅力あるスポーツ

イベントの開催や施設整備に取り組むことにより、都市の個性を 生かしたスポーツによるま

ちづくりを推進します。  
  
２ 中核市は、地域の活力を維持・強化するため、若者を中心とした異世代・異業種の交流や、

新たな手法、様々な分野における産学官の組合せなどにより、若者が生き生きと主体的にまち

づくりに取り組み、その効果が周りにも波及していく、人材 育成を通した地域づくりを推進

します。  
  
３ 中核市は、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、成長性の高い分野における創業、

新事業などの取組を支援するとともに、大学や研究開発機関、地域内外の 企業等との産学官

連携の取組を進めることにより、地域の特色を生かした新たな産 業づくりを推進します。  
  
 平成３０年４月に予定されている６市の中核市移行により、全国の中核市５４市の人口は２

千万人を超え、その存在感がさらに増すとともに、より一層大きな役割が期待されます。私た

ち中核市は、その期待に応え、ともに連携協力し、切磋琢磨し合いながら、以 上の取組の推

進を通して、地方創生の実現とその先にある“豊かさ”を創り出し、全 国に発信していくこ

とを、ここに宣言します。  
  

平成２９年１０月２６日 
中核市市長一同 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜第一分科会＞ 
【スポーツを核としたまちづくり】 

国においては、スポーツを通じた社会の発展や、東京オ

リンピックパラリンピック競技大会の開催を背景とし、

「スポーツ庁が設置され、スポーツ産業を我が国の基幹

産業にするための取り組みが進められており、本格的な

人口減少局面を迎える中、近年、スポーツ観戦やスポー

ツイベントへの参加などスポーツツーリズムへの関心

が高まっており、交流人口の拡大等による地域活性化がますます重要となっている。 

 このような動きを踏まえ、スポーツイベントの開催やキャンプ誘致などソフト、施設整備など

のハードを地域資源として活用し、スポーツを核としたまちづくりによる地域活性化が喫緊の課

題となっており、分科会パネリストの各首長から、 

（1） 現在取り組んでいる施策…ソフト面・ハード面 

（2） 取り組みの課題 

（3） スポーツを核としたまちづくりについて、今後の取り組みを推進施策 

 について、報告発表、意見交換がされた。 

 

今後の本市が行う上で、参考となる（３）について、各市の取り組みを報告する。 

 

《秋田市》 

・合宿誘致やスポーツ大会を通じて多様な世代がスポーツに触れあうことで、市民が生涯にわ

たってスポーツに親しむことができる「はずむスポーツ都市」を推進していくとともに、トップ

レベルの選手を身近に感じることで、ジュニア層の競技力向上を目指していく。 

 

《いわき市》 

・ラグビーワールドカップや東京オリンピックを見据え、地域密着型のプロスポーツチームを

目指す地元のサッカークラブチームと連携しながらスポーツの振興・市民の健康増進・スポーツ

ビジネスの振興を図る。 

・総合型スポーツクラブである（株）いわきスポーツクラブが、「いわきＦＣ」を立ち上げ、

トップチームの運営のほか、中高生を対象とした、ユースチームの運営、サッカーだけでなく、

子どもたちの体力向上を目的とした、「いわきスポーツアスレチックアカデミー」の開催を進め、

同クラブのＪリーグ入りも見据えながら、将来的なスタジアム建設の調査研究をしていく。 

 

《宇都宮市》 

・地元プロスポーツチームは、市民のスポーツへの興味・関心の高揚や、一体感の醸成、青少

年の健全育成、さらには地域の活性化まちづくりにも貢献しており、引き続きトップレベルのス

ポーツに対応した施設の整備・維持管理や広報活動、社会貢献活動を推進していく。 

・「ひとりＩスポーツ」の実現に向け、地域スポーツクラブなどのライフステージ等に応じた

スポーツ活動を推進し、スポーツを体験したり、見たりする機会やスポーツ活動の成果を試す場

（各種スポーツ大会など）の充実に取り組む。 

 

《川越市》 

・スポーツに直接携わる人だけでなく、間接的にかかわる人々までを巻き込むイベントや仕組

みが必要で、例えば市民の健康増進・啓発を図る目的で、平成２２年度から「小江戸川越ハーフ

マラソン」を開催し、主要なスポーツイベントとなっており、他県からの参加者も少なくなく、

マラソンを走る人、ボランティアで参加する人、沿道で応援する人たちが、それぞれのかかわり

方で参加できるよう推進している。 

 

《船橋市》 

・「人も街も健康でありたい」との願いから、スポーツ健康都市宣言を行い、市民一人一人が

スポーツやレクレーションに親しむことができる環境づくりを行い、船橋市を拠点とするスポー

ツチームが市の様々な行事に参加したり、地域貢献を行うなど、プロスポーツと地域のつながり



や、その相乗効果も生まれつつあり、今後は、東京オリンピックの体操チームの誘致により、選

手との交流をしていく。 

・障がい者スポーツの分野においても普及を推進し、障がい者の生きがいや生活の質の向上、

共成社会の達成を目標としており、より幅広い視点からスポーツを地域社会の活性化とまちづく

りにつなげていく。 

 

《柏市》 

・いつでも・どこでも・いつまでも・スポーツにして占める生涯スポーツ社会の実現」の基本

理念に基づき、スポーツは「する」だけでなく「みる」、「ささえる」などの多様なかかわり方

があるため、あらゆる市民が楽しく、気持ちよくスポーツに親しめるように、プロサッカーチー

ムやバスケットチームなどホームタウンチームを有する強みを生かし、各チームとの連携を強化

するとともに、その他、市内各スポーツ団体や民間事業者とも連携し、各種スポーツイベントの

充実や地域活動の支援など、地域資源としてのスポーツを生かした取り組みを推進し、地域活性

化を図っていく。 

 

《八王子市》 

・スポーツ活動を通じて、醸成した地域コミュニティ力と八王子の特性である豊かな自然を活

用して、アウトドアイベントや大規模スポーツイベントの開催・誘致等を行い、八王子の魅力を

発信する。またシティプロモーションの観点からも、ボルタリングやトレイルランなどのアウト

ドアスポーツの聖地としてのブランディングを推進する。 

そして、スポーツツーリズムの推進を図り、八王寺の活性化につなげる。 

 

《豊橋市》 

・人口減少社会を迎え、市内外から人を呼び込み、地域経済発展の起爆剤となる新たなアリー

ナを核としたまちづくり計画を検討していく。 

・新アリーナは、「スポーツを中心とした総合エンタメ空間」、「プロフィットセンター」、

「好アクセス」、「広域集客」、「需要喚起のハブ」の五つのコンセプトをベースに、既存の公

共施設・都市機能と連携して町中を回遊するネットワークづくりにより、町に新たな人を呼び込

み、市内の商業・サービス、観光消費の起爆剤として機能することを目指す。 

 

《豊田市》 

・スポーツ大会や、合宿の誘致、受け入れの支援、イベントの開催などを行うことで、地域外

からの交流人口を拡大し、地域経済の活性化や地域のイメージアップを図る役割りを担うスポー

ツコミュニケーションの設立に向けて、検討を進めている。 

・豊田スタジアム及びスカイホール豊田をスポーツのみならずコンサート等の集客性の高いイ

ベントを戦略的に開催できるよう、利用調整方法等の検討を進めている。 

 

《東大阪市》 

・ラグビーワールドカップ、東京オリンピック、ワールドマスターズゲームズ２０２１が開催

されるため、スポーツを通じたまちづくりは絶好の機会である。 

・その中で、聖地・花園ラグビー場のある東大阪市においては、これらの盛り上がりを一過性

のものとせず、計画的に特色のあるローカルレガシーを創出することやスポーツツーリズムの推

進により、交流人口を拡大させ、市民に愛着と誇りを醸成するような地域活性化へとつながる取

り組みを推進する。 

 

《久留米市》 

・平成３０年度の新体育館の供用開始を契機に平成３１年度のラグビーワールドカップ２０１

９、平成３２年の東京オリンピックの事前キャンプ誘致に向け、積極的に取り組む。トップレベ

ルのスポーツ選手に触れる機会は未来を担う子供たちに夢を与え、地域活性化にも大きく寄与す

るものでありキャンプ地誘致を契機として市民のスポーツ意識の高揚や市民交流を深め、イメー

ジアップにつなげたい。 

 

《鹿児島市》 

・スポーツが生み出す潜在力を再認識し、まちづくりに携わる関係者との共同体制を構築する



とともに、地域が一体となり東京オリンピック等のキャンプ地を誘致するほか、サッカー等のス

タジアム建設など地域資源としてのスポーツを生かした取り組みを推進する。 

・鹿児島ならではの特性を生かしたイベント等も検討するなど鹿児島市を「スポーツのまち」

として知名度を向上させる。 

 

【まとめ】 

本中核サミットの分科会では、「地方から創る豊かさ ～次代の まち・ひと・しごと づく

り～」スポーツに焦点を当てて、ディスカッションがなされ、同様の課題を持つ中核市が連携を

深め、問題解決の道をさぐり、取り組みの意思統一を図った。 

交流人口の拡大等による地域活性化を図るため、「する・みる・支える」といったスポーツシ

ーンに対する市民の関心を高めるとともに、官民が一体となって連携し、魅力あるスポーツイベ

ントの開催や施設整備に取り組むことにより、都市の個性を生かしたスポーツによるまちづくり

の推進を確認した。 

 
・国においてはスポーツ産業を基幹産業にするための取り組みが進められ、近年、スポーツツー

リズムへの関心が高まっており、交流人口の拡大等による地域活性化が重要となり、スポーツを

核としたまちづくりによる地域活性化を行うための方策を検討するため、今回の中核市サミット

で 12 市の事例に基づき開催された。 

スポーツを通じたまちづくりや都市の魅力づくりは交流人口の増加を目的に行われ、市個別で

は、市民の健康、スポーツを通じてコミュニティづくりを行うことにより地域の活性化を図る。

スポーツの三要素としては「する」「みる」「ささえる」ことが重要で、国際大会など誘致すると

なると、施設など多くの施設整備費や宿泊など施設が必要となる点があるが、本市としても、今

後、西三河の中心的な都市として積極的に誘致をする必要があると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第二分科会＞ 
 
コーディネーター：志賀玲子氏  
志學館大学法学部准教授 
 
鹿児島市出身 上智大学法学部卒業 鹿児

島大学大学院教育学研究科修了 生涯教育、

キャリア教育、大学解放論。志學館大学進路

支援センター長 
 
テーマ： 
若者が活躍できる地域づくり 
 
趣旨： 



全国各地においては、地方の若者が進学や就職のタイミングで東京圏へ流出していることが課題

として広く認識され、その是正のため雇用の場の確保、創出や若い世代の結婚、子育ての希望の

実現に取り組んでいるところである。 
 地方の活力を維持、強化するためには、単に若者の地元定着を図るだけでなく、地域課題の解

決のために、若者自身の地域に対する考えやニーズを把握し、その柔軟な発想や行動力をまちづ

くりの各面に活かしていく必要がある。 
 地元への愛着心の醸成やまちづくりの担い手としての育成などを通じて、若者が地域を支える

「人材」となり、生き生きと主体的に活躍できるための方策等について、検討を行う。 
 
パネリスト－キーワード 
 
長崎市―人口移動、大学、就職先が必要、学生市場、シェアハウス 
豊中市―引きこもり、状況調査、学生ボランティア、災害、学習支援、子ども食堂�
枚方市―市民意識調査、まちづくりへの参加意識、学生ボランティア、防災、地域自治 
佐世保市―学生アンケート、地元学、プロのコーディネーター 
盛岡市―高校生起業、スーパーグローバルハイスクール、産学官 
高槻市―アート、高校生障害者イベント、民生委員インターンシップ 
福山市―まちづくりパスポート、高校生議会、子ども議会、副読本 
姫路市―大学研究支援、タウンミーティング、姫路創生カフェ 
宮崎市―わけもん大学、学生団体運営補助、大学研究補助、成人式アプリ２０do、人材還流 
高松市―政策コンテスト、アンダーフォーティ、SNS、まちづくり 
八戸市―人口移動、若者とまちづくり 
 
まとめキーワード：１．異世代、異業種交流、協働 ２．産学官の組み合わせ ３．新たな手

法 
         ４．波及効果 ５．主体性 
 
〔感想・岡崎市への反映〕 
・全国の中核市のそれぞれの自治体の若者世代への施策を知ることができとても有意義であった。就職、

進学での若者流出に悩む自治体が多いなか、一つは、高校、大学の吸引力向上、学生を地域と関わらせて

いく試みが様々に進められ、それぞれに成果を上げている様子も知ることができた。そうしてみると、本

市は人口減少となっているわけではないが、市内大学の吸引力が弱いように感じるし、大学生と各種ボラ

ンティアや地域、まちづくりなどとの関わりがやや弱いように感じられる。もう一つ興味を持ったのが、

宮崎市の２０do という成人式に関するスマートフォンのアプリを使った取り組みで、詳細はわからなかっ

たが、成人式は若者世代が一度に集まる非常に良い機会なので、そこで行政と情報のやり取りができる関

係を作っておくことが、将来のU ターンも含め、出身地との関係を保って、深めていく現代的なツールと

して有効であろうなと感じた。 
 
・第 2 分科会のテーマは若者が活躍できる地域づくりについて、参加されている各中核市におけ

る実際に行った事業に沿って、対象となる市民の年齢層を加味しながらの発表が行われた。 

 印象的であったのが、若者が地元に残るためには義務教育の段階から、地元地域の魅力を学び、

体験させることで愛郷心を育むことが必要であると論じられた。ちなみに、小学生の高学年にな

れば地元への愛着は薄れていくとのことである。 

 また、若者が集えるような企画として、アートな街や若手クリエイターの発掘、キャンドルナ

イトなどを積極的に行っている自治体もあった。 

分科会の議論の中では、学生は地域ボランティアやまちづくりへの関心が非常に薄いのだが、

20 代を超えて地元で労働し、住み続けるようになると関心が高くなるという分析があった。 

そのことから、タウンミーティングなどの若者同士の語り合いの場を提供していく仕掛けづく

りが重要であり、必要であると考えられる。 

 
 



 

＜第三分科会＞ 地域の特性を活かした新たな産業づくり 

  

・多くの自治体で、創業者支援、農山村支援のための農業 6 次産業化支援、観光部門ではインバウン

ド対策・新ツーリズム商品開発などに力を入れているようだ。 

 本市においては、観光を新たな基幹産業に育てるために現在、「乙川リバーフロント構想」を着実

に進めているところである。リバーフロント構想後をにらんだ時、観光客の受け入れ体制の充実、新

ツーリズム商品開発等課題も多いのでこの課題解消に向けた取組みを今から一歩ずつ確実に課題解

消計画を進めていただきたい。 

 

・郡山市の「浅部地中熱利用システム」、横須賀市の「ＹＲＰ（横須賀リサーチパーク）」、倉敷市の

「一本の綿花から」、どれもすごい。そんな中で、本市の「社会実験における公民連携」も他市に遜

色ない取り組みであると感じた。 
地域の特色を活かした新たな産業づくりとして、どの市も対症療法でない対策に取り組んでおり、

周辺市町との連携により、まさに中核市としてのパイを産み出そうとしている。そのキャパシティ

の高さに、あらためて中核市の可能性を実感したとともに、地域経済の活性化や雇用の拡大に大き

な役割を果たすことが期待される。 
 

・第三分科会では人口減少がもたらす地域経済の縮小を改善し、地方創生の取組を進めるに当たり、

産学官連携や異業種交流を通じ地方に新たな仕事をつくるため、地域が持つ魅力や資源を生かした新

産業創出についての検討が行われた。横須賀市では製造業と港湾都市と云った特徴を生かし、ICT 関

連事業者、小規模事業者の集積を行い、富山市では特産品であるエゴマに着目し、又、ものづくり産

業が中心の尼崎市では、産業づくりの礎となる人づくりに着目する等、各々の市で様々な地域特性に

鑑みた検討が行われていた。 

 岡崎市は自動車関連工業、繊維工業を中心としたものづくり産業を中心とした産業構造により成り

立っているが、新たな柱である観光産業都市として、豊富な歴史的観光資源の一つである岡崎城公園、

乙川の水辺空間、旧中心市街地、そして、岡崎市の東の玄関である名鉄東岡崎駅周辺を含む乙川リバ

ーフロント地区整備事業が鋭意推進されているところである。公民連携に重点を置き、市民提案に基

づく公共空間の民間利用と云った社会実験を通じて新たな賑いの創出に寄与してもらうため、フォー

ラムやシンポジウムを通じまちづくりの担い手の育成に努めているところである。本事業も進捗によ

り徐々に目に見える形となって現れてきており、次の１００年に向けて夢ある新しい岡崎が大いに期

待される。 

 
・ 「地域の特色を生かした新たな産業づくり」について各市の首長ら取り組みの様子が発表された。

 非常に残念であったことは、各首長は、お国自慢の産業や新しい産業に目を向けて取り組んでいる

様子を自慢げに発表した。しかし、ほとんどの首長の取り組みについて想いは素晴らしいが、結果的

に現状の把握された意見がほとんど出ていなかった。せめて、進行形にある事業であるならば途中経

過の出来栄えが分かるように数字で表して頂きたかったと思う。ただ、一市、倉敷市の首長の発表の

繊維産業の取り組みについては、目安になる数字的な裏づけがされた話だったので真実味があり、参

考になった。 

 毎年サミットには参加しているが、首長の発表の場だけではなく首長間での討論の場であっても良

いと思う。そこで出た意見なり考えを傍聴に入った私たち議員が吸収していくことが、議会に反映さ

れていくように思う。 

 



 

政策調査報告書 

報告者：小木曽 智洋 

視察日 平成 29 年 10 月 27 日（金） 

視察内容 福岡県福津市  あんずの里の取組に付いて 

視察者 加藤 義幸、簗瀬 太、内田 実、中根 武彦、小木曽 智洋、鈴木 静男 

杉浦 久直 

【事業概要】 

〇福津市の概要 

  平成の大合併により、平成 17 年１月に旧津屋崎町と旧福間町が合併し誕生した福津市は、福岡県

の北部で福岡市と北九州市の近隣に位置し、北東側に宗像市、南東側は宮若市、南側は古賀市に隣

接し、西側は玄界灘に面している。又、東部を山、西部を海に囲まれ、海岸一帯と宮地嶽神社周辺

の山林は玄海国定公園に指定され、風光明媚な自然景観を形成している。広域的な交通利便性にも

恵まれ、観光レクリエーションの場として、又、福岡、北九州両市への通勤、通学を背景とした住

宅地域として、更には、新鮮な食料品の生産供給地域としての広域的な役割を持っている。 

〇津屋崎地区の農業の概要 

  平坦な農地が広がり、海岸線一帯は準無霜地帯と云う気候的条件にも恵まれ、戦後は冬季の温暖

な気候を利用し、各種野菜の栽培が盛んとなり昭和 41 年にはタマネギが県の野菜指定産地に指定

を受けたが生食用野菜に対する需要の増大に伴い、生産供給地域として冬、春キャベツ、カリフラ

ワーの栽培に移行した。その後、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリーの野菜特定産地を受け、

又、温暖な気候的条件を活用し、花き、イチゴ、トマト等の施設園芸も盛んに行われている。 

〇あんずの里ふれあい館・あんずの里市利用組合 

  津屋崎地区は重量野菜を中心とした都市近郊農業として発

展したが、高齢化の進展、農業後継者の施設園芸への強い意向

により重量野菜の生産が徐々に困難となり、産地としての後継

者不足、耕作放棄地の増加が課題となっていた。こうした中、

旧津屋崎町は女性を中心として、平成４年度に新しい都市近郊

型農業・農村づくりを目指し、津屋崎町農業農村活性化推進協

議会を設立した。その後、平成６年３月「あんずの里運動公園」

にて軽トラを利用した「青空市」を開始し、平成８年５月あん

ずの里市利用組合を組織し、直売所である常設市「あんずの里

市」を開設、そして、増設を重ね、売り上げは年間最高６億円

を上げた事もあるが、現在は約３～４億程度で落ち着いてい

る。又、津屋崎地区は沿岸漁業を中心とした漁業も大切な地場

産業となっており、県内有数の水揚げを誇っている。市場に出

せない雑魚も直売所では販売できるため、漁業者の所得向上に

も貢献している。 

 

あんずの里 外観 

あんずの里内 直売所 



  あんずの里利用組合で

は「あんずの里」のファ

ンづくりの為、交流事業

として、消費者学習会や

イベント等年間 100 回以

上行い、年間１万人以上

の消費者と交流を行って

いる。その消費者からの

要望により平成 17 年１月に地元食材を使ったレストランとして「ふるさとレストランあんず」を

オープンさせ、全て手作りの野菜を中心とした四季折々の家庭料理を提供している。これら料理は

高齢者から、子供連れの若い女性にも人気で、レストランで食文化を発信することにより、食べた

食材を買って帰る客が増えると云った相乗効果も上がっている。又、地産地消からの食育の取組と

して、新鮮で安全な地元野菜を学校給食食材として納入も行

っており、食材の自給率は現在 49%を誇っている。これには、

独自のシステムとしてあらかじめ決められた献立を基に、組

合が日毎の必要野菜量を掲示し、生産者自ら出荷日と出荷量

を可能な範囲で記入することとなっている。生産、納入の契

約による義務は無く、あくまで生産者個人の主体的な納品予

約であり、生産者のとっては義務的リスクの軽減にも寄与し

ている。尚、必要量の申し出が無い場合は農協等から仕入れを

行っている。 

 〇成果と今後 

  女性主体の交流活動が農村女性や高齢者の生き甲斐対策や活力のあるまちづくりを実現し、地域

農産物の PR と農産所得の向上へとつながり、地域のイメージアップとまちの「顔づくり」に貢献

している。然し、現在では、生産者の高齢化による生産量の減少や、周りに競合相手が増えてきた

ため、今までのように客を待つだけでなく積極的に外へと発信していく等の必要に迫られている。

高齢の為、直売所への持ち込み困難な方に対する集荷活動や、近隣団地への移動販売、祭りへの出

店、企業との契約等様々な対策を講じているところである。 

視察当日は今後の予定として、道の駅への申請と、市によるリニューアルの計画があると伺って

いる。 

  
 

 

 

全て手作り 野菜中心のバイキング ふるさとレストランあんず 入口 

日毎必要野菜量の掲示板 



【所感・岡崎市への反映】 

 あんずの里、あんずの里市利用組合は実質的な形態としては直売所とレストランの運営がメインで

あるが、様々な目的に対する違った角度からの評価はたくさんある。女性、高齢者、特に女性活躍の

場の提供と云った部分に於いては、青空市から始まり、常設直売所設置、増設へと堅調な推移がみら

れる。又、地産地消の観点からは、学校給食食材供給率 49%と云った岡崎市からみれば驚異的な数値

や、レストランも赤字とは聞いているが営業時間に対する来客数を見れば成功しているとみるべきで

あり、６次産業化に於いてもあんずジャム、ドレッシング等開発を行い、伝統文化の継承、食農教育

への取組に付いても大きな成果が上がっていると思われる。もしも課題があるとすれば、今後どの様

に維持、継続させていくか考えることが大切であると思われる。 

 岡崎市においてこれを反映させるには、福津市のように当初の目的であった直売所から様々なその

他の目的を成就させるのではなく、目的を成就させるための一つの形態としての直売所の在り方を考

察する事が現実的であると思われる。この様に考えた場合、自治体の規模の違いもあり、現在の岡崎

市に於ける直売所の運営方式をみると、直ちに良い具合に当て嵌めることは困難であり、課題ごとの

解決策を個別に検討する必要がある。然し、女性や高齢者の活躍の場の創出や、伝統文化の継承、食

農教育と云った部分に於いては、解決すべき課題はあるが、岡崎市に於いても参考にできる部分は多

いと考える。 

【同行者の所感】 

〇 福津市は、地産地消を徹底しているようだ。学校給食においても、まずは農家の方に、食材が提

供できるか確認して、不可能な場合だけ、他に注文をするシステムになっている。 

また、併設しているレストランにおいても、すべて地元産の食材をしようしている。 

 このような取組みが、地元野菜等を愛する心の醸成にもつながっているように思う。 

 この「あんずの里ふれあいの館」は現在黒字経営で、リニューアルの計画もあるようで、リニュー

アル後は、道の駅も視野にいれた計画もあるようだ。 

 本市も、地元産を愛せるような、取組みをしっかりと行っていくべきと考える。 

 

〇 レクチャーの前に、あんずの里内にある「ふるさとレストランあんず」で昼食を頂いたが、

全て地元産という野菜がとても美味しく、バイキングスタイルのランチがたいへん人気だと

いうのも納得である。数年前にとなりの宗像市に道の駅ができ、一旦売り上げが低下したが、

また持ち直しているということ。やはり美味しくて安いところに皆さんも寄ってくるのであ

ろう。 

また、市内の学校給食の食材（野菜）も納入しているとのこと。食材の発注を掲示して、

各生産者がチェックしていくという仕方で、給食の地産率 40％を実現しているのは驚きで

あった。人口規模の違いもあるが、子ども達と生産者との顔の見える関係は、食育の面から

も高い評価ができると思う。 

 

〇「こんなに素晴らしい自然環境があるのにこれを生かした農業ができないのかなあ！」という女

性農業者の完成が村づくりのきっかけとなり、津屋崎町農村活性化推進協議会に参加した女性が、

「女性だけで、直売市をやろう。」と立ち上がり、「女性が主役の農業を！」を合言葉に村づくり

の拠点となる「あんずの里市」が開設され、地元民に親しまれ、交流の拠点となっている。併設さ



れている「あんずの里レストラン「ふるさと」では、従業員は女性だけで、パワフルに、生き生き

と、細やかなおもてなしを存分に感じられ、また訪れたいと感じた。 

 

〇 福津市の学校給食の食材（野菜類）をあんずの里市利用組合の会員の方々に出荷するシス

テムを構築した。 

給食センターから一ヶ月を単位に毎日の献立に必要な野菜類を提示し、どの日の食材（野菜）を誰

が何キロ出荷できるか、予定表に記載することで給食センターへ地産地消の食材を安定供給するシ

ステムである。 

 農家としては、約束した量だけの食材は必ず出荷しなければならない大きなリスクはあるが、安心で

生産者の顔が見える地産地消の食材（野菜類）を子供達が口にできることのメリットは非常に大きいと

思う。更には、あんずの里市利用組合の本来の目的であった農家が精根込めて作った野菜を直接

消費者へ届けると言う基本理念からすれば、理に叶ったシステムであると考える。 

 しかし、このシステムを構築するまでには中心的に活動した人達が存在したと思うが、どこの市町も

同じことだが、スーパーマン的な人材が存在しなければ成しえないものである。   

 

〇 かあちゃんﾊﾟﾜ-が源であんずの里の直売所やレストランが出来、また、地元産学校給食の

食材納入まで事業を発展させたことに驚きを感じた。「こんなに素晴らしい自然景観があるの

にこれを活かした農業ができないかなあ」からはじまったとお聞きした。本市においても、

各地域でかあちゃんクラスの女性の意見を集約して「私たちならこの地域をこう活性化する」

という、事業の支援や働きかけを行ってみたいと感じた。 

 

〇 あんずの里の取り組みは、元は農家の主婦グループがトラック市を公園で始めたものから

発展してきたもので、上からの音頭取りで始まったものではないところが特徴であり強みで

あろう。６次産業化が全国的に進められる中で、近隣市に追随してできてきた道の駅の産直

施設などとの競合が激しくなってきているが、来客数、売り上げともに、大きく落ち込んで

いないでやっていけているところは、しっかり固定客をつかんでいるところであり地道な取

り組みの成果であろう。本市においても、産直施設としては幾つかのものがあり、今後もニ

ーズが高まっていくと考えられるが、例えば、今でも二七市や、JR の方でのファーマーズマ

ーケットは開催されているが、今後の集客の中心としたいリバーフロントエリアで、公共空

間を活用し、６次産業化の産直の取り組みが進められていくようであれば、元気な民間主導

で進んでいくようになることを期待したい。 
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