
平成 29年度 公明党 行政調査報告書 

 

 

 

１ 調査年月日 

    平成２９年１１月１３日(月) ～ １１月１５日(水) 

 

 

２ 調査項目及び調査地 

  【調査項目】 

   （１）地域経済活性化プログラムについて 

   （２）空き家を活用した応援補助金について 

   （３）いきいき元気推進事業について 

   （４）未婚者支援対策事業について 

 

  【調査地】 

    長野県 飯田市 

    愛知県 瀬戸市 

    愛知県 東海市 

 

 

３ 議員名 

   齊藤 佐知子 

    宮川 正子 

    相馬 芳佳 

    裏 君子 

    德田 哲 

 

 

４ 調査報告書 

    別紙のとおり 

 

 

５ その他 

   （３）（４）については、愛知県東海市にて同日同会場で調査を行う。 



江別市議会公明党 行政調査報告書 

 

 

調査年月日   平成２９年１１月１４日（火） 

調査地     長野県飯田市 

調査項目    地域経済活性化プログラムについて 

報告者     德田 哲 

 

 

 

【飯田市の概要】 

 飯田市は中央アルプスに囲まれ、天竜川に沿って南北に広がる伊那谷の南部

に位置しており、豊かな自然と景観を有し、四季の変化に富んだ暮らしやすい

気候（平成２７年中の平均気温が 13.4℃）に恵まれたまちです。古くから東山

道、近世以降は三州街道、遠州街道等の陸運や天竜川の水運といった東西・南

北交通の要衝として繁栄し、経済的にも文化的にも独自の発展を遂げています。 

 昔から養蚕や水引などの伝統産業によって発展してきましたが、最近では先

端技術を導入した精密機械、電子、光学のハイテク産業をはじめ、京の風情を

かもす半生菓子、漬物、味噌、地酒などの食品産業、市田柿、リンゴ、ナシな

どの果物を中心とする農業などが盛んに行われています。 

 

 人口   101,581人（平成 27年国勢調査） 

 世帯数  37,694世帯 

 面積   658,66ｋ㎡ 

 

 

 

【地域経済活性化プログラムについて】 

 安定した暮らしと心豊かで元気な地域づくり、そして少子高齢化・人口減少

を迎える将来において地域が持続するためには、地域における産業経済の活性

化と共に、経済的な自立が求められる。こうした考えのもと、地域産業の分析

と経済自立度という指標を立てることで産業振興の方向性を確認し、飯田市の

産業振興施策などをまとめた実行計画が地域経済活性化プログラムであり、２

００５年から策定されています。 

 

 



《地域経済分析と経済自立度》 

①地域経済分析と経済自立度の目的 

大きな目的は、産業構造を分析し、地域産業からの所得を明らかにすること

にあります。 

地域産業がもたらす波及所得額と、地域が必要とする所得額を比較すること

により、「経済自立度」を計算し、飯田・下伊那地域（南信州地区）が、地域

産業により、どのくらい経済的に充足しているかの検討を行います。この「経

済自立度」を計算する過程で、波及分析を行い、地域産業から稼ぎ出した生産

額等がどのように配分され、地域にどれだけの所得をもたらしているかを明ら

かにしていきます。 

 

 

②分析の対象 

 対象地域は、飯田・下伊那地域（飯田市を含む１市３町１０村）であり、対

象とする波及所得は、地域産業から得られる波及所得となります。 

 

 

③対象とする産業 

 対象とする産業は地域産業であり、大きく次の２つに分けられます。 

 １，外貨獲得産業 

   主に地域外から外貨を獲得する産業のうち、地域内に所得（付加価値）

をもたらす部分が比較的高い産業であり、地域においては、製造業・農業・

林業・観光業。 

 

 ２，域内消費産業 

   主に地域内で消費を生み出すことを通じて、地域内の経済循環を支え、

所得をもたらす産業。こうした産業の基盤がなければ流入した外貨からも

たらされる付加価値は流出してしまうことになるため、域内消費による付

加価値生産額を拡大するための貢献度が高い産業。地域においては、商業・

サービス業・建設業。 

 

 

④波及所得の分析手法 

 波及所得の分析は、「外貨獲得産業」によって獲得した外貨が、地域内にど

のように波及して所得をもたらすかを明らかにします。「外貨獲得産業」によ

り獲得された外貨（製造品出荷額等）を対象として、地域への経済波及を１次



から 5次まで分析します。 

◎１次効果（１次波及） 

  「外貨獲得産業」によって地域にもたらされた外貨は、事業活動を通じて

従業員への給与、下請け等での発注、事業活動に伴う材料・サービス購入（商

業・サービス業）や建設等の各産業に配分される。 

 

◎２次波及 

  １次効果（１次波及）で配分された外貨のうち、従業員への給与は商業・

サービス業、建設業へ、下請けの発注は従業員への給与、再下請、商業・サ

ービス業、建設業へといった形で更に波及していく。 

 

◎「域内消費産業」での波及所得 

  「外貨獲得産業」の１次波及では、商業・サービス業と建設業の「域内消

費産業」にも波及している。これらの「域内消費産業」からは、２次波及以

降において従業員への給与の配分や、他産業への波及を通じて所得をもたら

している。 

 

◎波及所得総額 

  １次から５次までの波及分析の結果、波及先の各産業から生じた「給与等

所得」の合計が、波及所得総額となる。 

 
「外貨獲得産業」から所得が波及していくイメージ（飯田市産業経済部資料より） 

 

⑤経済自立度とは 

 「経済自立度」は、地域産業がもたらす波及所得額と、地域が必要とする所

得額を比較することにより、飯田・下伊那地域が、自分たちの地域産業により、



どのくらい経済的に充足しているかの度合いを示す指標です。 

外貨獲得産業により獲得された外貨を１次から５次まで波及分析し、波及先

の各産業から生じた「給与所得総額」の合計である『地域産業による波及所得

額』を分子として。そして、家計調査年報のデータを基に、「年１人あたりの

実収入額の全国平均値」を求め、その平均値に地域の総人口を乗じて算出した

合計である『地域全体の必要所得額』を分母として、 

 

『地域産業による波及所得額』÷『地域全体の必要所得額』＝『経済自立度』 

 

として算出します。 

 

飯田市では、地域が安定的に自立運営できる値として、経済自立度７０％を

目標に掲げ、経済自立度の向上に産業経済を含め地域全体で取り組んでいます。 

 

 

《地域経済活性化プログラムの策定》 

 以上のような現状の分析などから、産業振興の方向性を確認し、飯田市の産

業振興施策などをまとめた実行計画が、地域経済活性化プログラムとなります。 

平成２６年の段階で４９．９％となっている経済自立度を当面５５．０％に

上げることを目標とし、最終的には地域の経済自立度を７０％にするため、産

業界、市民、経済団体、行政がスクラムを組んで、地域ぐるみで実施する事業

を具体的に明示しています。 

また、このプログラムは、産業界、市民を交えた評価・点検を行い、毎年プ

ログラムを見直します（PDCAサイクル） 

 

 

《徹底した現場主義》 

 変化の激しい時代において「経済自立度」を上げるには、行政と民間がスク

ラムを組み、現場で事業を企画し、それを着実に実行することが必要との考え

で、市職員に対し、現場を肌で感じ、現場感覚を磨くこと、また、行政と民間

の支援機関である経済団体等に対して個別に支援するのではなく、現場で共に

行動（協働）し、総力をあげることが肝要との考えを徹底しています。さらに

その考えを具体化するため、現場事務所の配置や合同事務所の設置を行ってい

ます。 

 

◎現場事務所への配置 



・中心市街地活性化担当の中心市街地への配置 

・商業担当の中心市街地への配置 

・飯田市観光課の中心市街地への配置（まちなか観光） 

・天龍峡活性化担当の天龍峡への配置 

・遠山郷観光担当の遠山郷への配置 

◎合同事務所の設置 

 ・飯田市工業課と南信州・飯田産業センター 

 ・飯田市金融政策課と飯田市商工会議所 

 ・飯田市農業課とみなみ信州農協 

 ・飯田市林務課と飯伊森林組合 

 ・飯田市観光課広域観光係と南信州観光公社 

 

 

 

【視察を終えて】 

 近年、少子高齢化、そして人口減少社会の中にあって、持続可能な地域をど

のように作っていくかが大きな課題となっています。今回調査を行った飯田市

は、同市および周辺に大学がなく、高校を卒業した若者の８割が大都市圏に転

出し、最終的に戻ってくるのは４割程度。市として如何にしてＵターン・Ｉタ

ーンを促進し、「人材のサイクル」を構築するか、そのためには地域産業の育

成による人材の確保が重要との認識のもと、地域経済活性化プログラムを策定

し、具体的な施策を実施しています。 

地域経済活性化の施策については、多くの自治体が当然のごとく取り組んで

いるものであり、江別市においても様々な施策が実施されています。限られた

人員と予算の中において、その施策の外れを最小限にし、より効果的に進める

ためには、縦割りによる場当たり的な事業ではなく、詳細な現状分析と共に目

に見える指標を基にした目標設定によって各分野における一体的な事業の推進

が必要であり、今回調査を行った飯田市における地域経済分析の手法と経済自

立度は大いに参考になるものと考えます。 

また、人口減少社会をどう克服するか。これについては様々な意見があると

ころですが、私自身は、今後「どのようにゆるやかに着陸するか」という発想

も求められていくのではないかと考えます。そうした点でいえば、外からお金

を持ってくることの他に、経済面での地域内循環サイクルの構築が持続可能な

地域づくりの一つの要因になると言えますので、その部分においても飯田市に

おける経済自立度は大変参考になるものと考えます。 

今回の調査で説明をいただいたのは担当の係長さんでしたが、地域の経済の



現状、そして進めている施策について大変熱く語って下さったのが非常に印象

的でした。また、地域経済の分析は企業約１００社へ実際に足を運んで調査し

ているとの事です。詳細な売り上げの部分にまで踏み込んでの調査ですから、

やはりそこは日常的な信頼関係と行政の本気度が伝わらなければ協力を得られ

ない訳であり、改めて、こうした熱と力が地域を動かすと感じましたし、まさ

にこうした人材の確保や誘導、そして育成が地域活性化のカギとなると感じた

ところです。 

 

 以上をもって行政調査報告書といたします。 

 

以上 

 

 

  



行政調査報告書 

 

 

日時 ：平成 29年 11月 15日(水)10時～11時 30分 

視察先：愛知県瀬戸市 

視察者：公明党会派 5名 

     齊藤佐知子、宮川正子、相馬芳佳、裏君子、徳田哲 

報告者：齊藤佐知子 

 

 

(空き家を活用した応援補助金について) 

 

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建物の老朽化、社会的ニーズの

変化や産業構造の変化に伴い、居住その他の使用がなされていない結果として

安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、

ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。そ

こで、国は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共

の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成 26年 11月 27日

に、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を交付しました。また、総務省

及び国土交通省は、平成 27年 2月 26日付けで、法第 5条に基づく「空き家等

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」を定めまし

た。 

 

適切な管理が行われていない空き家等がもたらす問題を解消するためには、

第一義的には空き家の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提

となります。しかし、この所有者等が管理を十分に行うことが出来ず、その管

理責任を全うしない場合なども考えられることから、法第 4条においては、市

町村の責務として「市町村は第 6条第 1項に規定する空き家等対策計画の策定

及びこれに基づく空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する必要

な措置を適切に講ずるよう勤めるものとする」と規定されました。 

 

空き家等対策計画の目的は、地域の実情に応じて、地域活性化等の観点から

空き家等の友好活用を図る一方、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家等へ

の所要の措置を明確化するものです。瀬戸市では、定住・交流人口の増加や観

光、産業振興、景観など地域活性化の観点から空き家の有効活用方策を検討す

るとともに、防災、衛生上の観点から周辺の生活環境に影響を及ぼす空き家等



に関する対策、「瀬戸市空き家等対策計画～せとで住もまいプロジェクト～」を

平成 28年 3月に策定し、空き家等対策事業を実施しています。 

 

 

瀬戸市の人口は、平成 22年の 132,224人をピークとして減少に転じています

が、世帯数が増加しています。そのため、世帯当たりの人員は平成 26年に 2.45

人/世帯まで低下しています。人口構成は、年少人口(0～14歳)と生産年齢人口

(15～64歳)が大きく減少し、老年人口(65歳以上)が大きく増加しており、少子

高齢化が進んでいます。 

 

これまでの取組みとして、空き家等利活用の促進で、 

①空き家等の貸し手と借り手を結ぶ空き家情報バンクを宅地建物取引業協会と

連携して開設しています。市で受けられるサービスを一元化して紹介するガイ

ドブックも作成し、ターゲットとなるツクリテや子育て世代に向けて発信。平

成 28年 3月から 29年 9月まで 27件の登録があり、そのうち 14件の成約とな

り、賃貸 7件、売買 7件で成約率が思っていたよりも高いとのことです。住宅

に限らず、店舗や工場、事務所などの物件も登録ができます。 

 

②中心市街地空き家等対策補助事業として、3事業実施 

・リフォーム補助事業は、新たに定住または、起業するツクリテで、建物の売

買契約又は 12カ月以上の賃貸契約を締結したもの。ツクリテとは、工芸等に関

わるクリエーターやカフェ、飲食店などクリエイティブな活動を通して地域コ

ミュニティに元気を与えてくれる方を指します。補助対象事業は、店舗・アト

リエ等の改修工事費が対象です。経費の１/3以内で上限 100万円以内となって

おり、これまで、2件の申請があり、２件の交付となっております。住宅の改修

工事費には、経費の１/２以内で上限 50万円です。 

 

・老朽空き家解体補助事業は、老朽空き家と判断された建物もしくは接道して

いない敷地の建物の解体工事費の上限 90万円以内となっており、これまで、30

件の申請があり、27件の交付となっております。 

 

・ツクリテ開店応援補助事業は、新たに起業するツクリテ、カフェや飲食店、

物販店舗やギャラリーなど地域のにぎわいの創出に寄与する事業をなす者、市

の PR 事業に協力するものに改修工事費として上限３０万円の補助などがあり、

空き家等の利活用の促進に繋がっています。 

 



今年度の新たな取り組みとして、 

１)空き家等利用促進事業として、にぎわいの創出に寄与する事業に上乗せで 

30万円を支給 

２)子育て世代ムーブイン応援補助事業は、地域コミュニティの新たな担い手と

なる子育て世代が空き家を活用して市外から市内に定住する場合の応援金とし

て、1世帯 10万円を支給 

３)三世代同居・近居応援補助事業として 1世帯 10万円の支給などの 3事業を

空き家等対策補助事業として追加 

 

基本理念「せとで住まう 陶都をつなぐ」 

基本目標 １．「ツクリテ」が根付く、「ツクリテ」とふれあうまち 

     ２．住まいがえらべるまち 

     ３．人と人がつなぐまち 

 

瀬戸では、今から約千年前にやきものづくりが始まり、その生産は連綿と現

在まで受け継がれています。革新と洗練を繰り返しながら培われた技術力は時

代とともに変わってゆく重要に応え続け、いつしか「せともの」という言葉が

日本のやきものの代名詞となっていきました。瀬戸が「陶都」となり得たのは、

長きにわたってこのまちに人が集い、人が住まい続けることで築き上げられた

文化と伝統に、知識と伝統が積み重なり、引き継がれてきたからです。瀬戸の

地理的条件を背景に、陶都としての歴史的・文化的資源を新たな産業と交流の

創出につなげ、様々な暮らしを提案していきます。 

 

 

 



行政調査報告書 

 

日程   ：平成 29年 11月 15日（水） 

場所   ：愛知県東海市 市民活動センター 大会議室 

調査事項 ：1、いきいき元気推進事業について 2、未婚者支援対策事業につ

いて 

報告者  ：裏 君子 

 

 

いきいき元気推進事業について 

 

1、経緯と取り組みについて 

 

取り組みの初めに、現状として、県の中で平均寿命が低い。人口の推移と高

齢者ほど医療費が高額である。生活習慣病患者が多く、市民の健康意識が低い。

という課題が健康データで明らかになり、市民の「健康づくり」と「生きがい

づくり」を市の新たな方向性として、全庁的な取り組みを行った。市の今ある

『社会資源を活用』して、健康分野だけでなく、都市基盤や生涯学習・生涯ス

ポーツなど『様々な分野からの連携』を図り検討した。 

 

方策として、企画政策課内にいきいき元気推進担当を設置。全庁的に職員 42

名を選出し、いきいき元気推進委員会を設置した。 

 

展開のポイントとしては、「全員」でできるだけ多くの職員が「主体的に」自

らの意思に基づいて参加し、「ベストミックス」課の垣根を超えた連携を生み出

し相乗効果のあるプランを創造するとした。 

 

 

2、具体的な事業及び、実績と成果 

 

①健康応援情報として、『運動・食生活応援メニュー』の提供を実施し、平成 23

年 10月から平成 29年 3月までに延べ 4,754人にメニューを提供した。 

 

②健康応援ステーションを設置し、運動ステーションとして、市内 5施設に市

民が主体的に健康づくりに取り組みやすい生活環境を整備した。 



食生活ステーションとして、市内 35店舗を認定。メディカルステーションと

して、3師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）と事業協定をし、支援体制を実

施。 

 

＊運動ステーションの利用状況は平成 22年度に比べ平成 28年度には、各ステ

ーションとも増加しており、3倍に増えたところもあり、容量が超えているので、

現在民間の施設の誘致を考えているとの事。 

＊一人当たりの医療費は、平成 24年度 493,352円が平成 26年度には、372,612

円と減少した。(トレーニング利用者) 

 

③企業(事業所)との事業連携 

「働く世代（壮年期層）」への取り組みとして、市内の事業所を対象とした健

康づくり事業を展開することで、事業所全体の健康意識と合わせ、従業員（個

人）の健康意識の向上を図った。 

 中でも、東海市内にあるカゴメ株式会社との連携で、トマト de健康プロジェ

クト事業を展開。 

 

 

3、所感 

事業の反響も大きく、何度か自治体が後押しする“健康経営”などとしてマス

コミ関係に取り上げられたとの事で、大いに評価するものだ。 

特にこれまで、バラバラだった取り組みを全庁的にまとめた事やアドバイザー

の存在も大きいと感じた。また、野菜摂取量が県で最下位だったことを受けて、

トマト条例を制定し、それを根拠に事業を推進できたとの事は大変参考になっ

た。 

  



未婚者支援対策事業について 

 

 

1、結婚応援センターの設立について 

 

経緯については、東海市は鉄鋼業が盛んで、市外から若い男性が集まってい

るが、30代男性の未婚率が、39.9％（平成 21年）と全国平均（39.0％）より高

いため、30％を目標に次世代育成支援行動計画に設定した。 

その後未婚者支援のあり方を、調査研究をした結果、「子育てと結婚を応援す

るまち東海市」を都市宣言の一つとして制定し、平成 23年 4月に利便性を考え

市民交流プラザ内に東海市結婚応援センターが開設された。平成 28 年度には、

男性の未婚率が 36.6％と成果があった。 

 

 

2、組織及び運営方法 

 

市民福祉部、女性・子ども課にあり子育て支援センターの子育て支援と結婚

応援センターの結婚応援として、センター長、主幹、他臨時職員 3人で運営さ

れている。 

事業内容は、・サポーター関係、お祝い金等・ホームページ、メルマガ配信・講

座等の企画運営・相談などがある。 

 

 

3、結婚祝い金支給事業について 

 

一定の要件で、新婚家庭に対して結婚祝い金として、一夫婦当たり 10万円の

支給をし、経済的な支援を図っている。 

 

平成 23年度から平成 28年度までの支給実績は合計 15組となった。 

 

 

4、サポーター事業について 

 

 イベント開催などの協賛や、周知・助言などのサポーターとして登録しても

らい、未婚者の結婚活動を様々な方法で応援をいただく。 

 内訳は、企業 26件、団体 21件、個人 20件 



 実績は、平成 27年度のイベント 13で参加者が 183名、平成 28年度のイベン

ト 7で、177名の参加者となった。 

 

 

5、成果 

 

平成 27年度は 

30歳代男性の未婚率は、全国 38.8％のところ 36.6％ 

30歳女性の未婚率は、もともと全国に比べ低く、全国 28.1％のところ 19.5％と

なっている。 

また、合計特殊出生率は国が 1.46％に比べ、県は 1.5％、東海市は 1.84％と成

果があった。 

 

 

6、所感 

 

この事業に取り組む環境としては、鉄鋼業に従事する、若い未婚の男性がい

ることがきっかけではあるが、当市においても、参考になると考える。 

また、市の直営ということと、サポーター制度が安心感となっていると感じ

た。 

 

 

 


