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平成 29年 7月 20日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 和歌山大学 
 

日 時：平成 29年 7月 20日（木）9：00-10：00 
場 所：和歌山大学 
 

１． 和歌山大学から観光学部での取り組みに関する説明 

 

【和歌山大学観光学部について】 

 観光学部は2008年に経済学部から独立し今年で10年目となり、学部から大学院まで一

貫して観光学を教える国立大学としては国内唯一。 

 英語で観光を学ぶグローバル・プログラム（以下、GP）と地域の課題を地域住民とと

もに解決策を探る地域インターンシップ・プログラム（以下、LIP）の 2 つの柱として

いる。 
 

【地域インターンシップ・プログラム（LIP）】 

 プログラムは、幅広く地域より課題を公募する①公募型と、大学内で取り組むべき課題

を設定する②申請型の 2種類。いずれも地域と連携した実践的な内容となっている。 

 マスコミ等メディアでも紹介され、共感した学生が入学するケースも多い。プログラム

参加者は、初年度（2008年度）は延べ 42名でスタートしたが、2016年度は 227 名ま

で増加した。 

 学生は、本プログラムを通じて、地元和歌山への愛着や観光学部生としての誇りを持つ

ことも多く、入学時は都市部での就職を意識していた学生が地元に戻って就職するケー

スにもつながっている。例えば行政担当者の努力を知り、「地元で行政の仕事をしたい」

と地元に就職したケースもある。地域の方々からも、「地元の活性化につながった」と

感じてもらっている。 
 

【グローバル・プログラム（GP）】 

 国内での外国人観光客への対応力のみならず、国際的な発信力を高めることを目的に、

高い英語力の習得を目指したプログラム。留学や海外就職を希望する学生も多い。1 年

生 80名、2年生 30名が意欲的に取り組む。 
 

【国際観光学研究センター（CTR）】 

 国内外の主要な観光学研究機関との連携強化や日本・アジア太平洋地域における観光学

研究の牽引を目的に2015年に設立。10のリサーチユニットがあり、イギリスやカナダ

等の大学で教鞭をとる特別主幹教授が、クロスアポイント制度を活用して1-2週間程度

滞在し、学生への集中講義や教員との研究交流を行う。具体的にはスポーツや観光持続

性といった切り口で講義が行われる。 
 

【観光教育認証（tedQual）】 

 国連観光機関（UNWTO）が実施する観光学教育、研究、訓練プログラムの質の向上を

目的とした認証制度（tedQual）を日本の大学として初めて取得（世界では72大学が認
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証を受ける）。LIP 等で培ってきた地域連携や学生のモチベーションの高さが高く評価

された。今後は他大学の取得支援、連携、そして地域への高い貢献が期待されている。 
 

【観光産業を担う中核人材育成講座】 

 昨年 10 月より観光庁が推進する観光産業を担う中核人材育成講座をスタート。同講座

は、和歌山大学、小樽商科大学、大分大学の 3大学で実施されたが、今年は8大学まで

拡大を予定。昨年度はホテルの部長クラス等、観光ビジネスに携われる方が多く受講し

たが、今年は観光協会等の現場人材を育成し、地域再生や観光文化の発展に貢献したい。 
 

２． 質疑応答セッションにおける説明のポイント 

 

●観光学部の定員は従前110名であったところ、現在は新カリキュラムを導入し 120名定員

としている。学生の55%は大阪府南部と県内出身。次いで多いのが、九州、広島、静岡。大

学全体で見れば県内比率が高いが、「国立大学で唯一の観光学部」ということもあり、他県

出身者の割合が高い。 

●観光学部生の県内就職率は約 2割。大学全体では 25%だが、県内就職が太宗の教育学部の

影響があり、これを除けば観光学部の県内就職率は他学部対比で高い。なお、他県就職組で

あっても、何らかの形で地域おこしに関与する卒業生は多い。 

●LIPの取組みでは、企業というよりは自治体とのコラボレーションが多い。取り組みは異

なるがチョーヤ梅酒（株）とのインターンシップでは、商品の共同開発を行っている。 

●国の地方創生戦略との兼ね合いでは、大学の各種計画を策定していく中で、地方創生の取

組みを盛り込むほか、COC+（地（知）の拠点大学による地方創生推進事業）にも取り組ん

でいる。 

●地域ブランドを構築し、地域が勝てる仕組みがなければ持続しない。成功している DMO

は、六次産業化に成功している先が多く、そのためには、一次・二次・三次それぞれに特徴

ある足腰が必要。ブランドのために何かを作るのではなく、地元にすでにある資源をブラン

ド化していくことが重要。 

●LIPの成功例として、福祉との連携など地元紙に採り上げられた例がある。いずれにして

も地域に小さな経済を作っていくという考え方は波及されていると考えている。 

●LIPの提供プログラム数については、数値目標はないが、専任者設置などプログラムの中

身を充実させていった結果、学生や自治体などからの引合いが増加したと考えている。 

●観光DMO向けにプログラムを組成。同プログラムは、本年 9月からの開始であり、現在

募集中。観光庁と共にプログラムを練っている。 

 

以上 
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平成 29年 7月 20日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 和歌山県 
 

日 時：平成 29年 7月 20日（木）10：30-12：00 
場 所：和歌山県庁 
 

１． 和歌山県庁からの県政に関する説明 
 
【和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略】 

 県の人口は、自然増減・社会増減ともに減少傾向が続く。他県より早い流れで人口減少が進ん

でおり、持続可能な地域社会構造のために、「高齢者 1 人を現役世代２人で支える人口形態」

を達成するため人口減に歯止めをかけ、2060年で70万人の人口確保を目標。人口確保は重大

な課題と認識。 

 総合戦略は具体的には 5つの基本目標に分かれる。特色としては、南海トラフ地震の可能性か

ら、安全安心な暮らしを実現することがあげられる。 

 長期総合計画（以下、長期計画）は、創生総合戦略（以下、総合戦略）を踏まえて、1年前倒

しで本年３月策定。ＰＤＣＡサイクルにあたる「新政策プロセス」を進めることにより、毎年

度長期計画や総合戦略に掲げた目標の達成度を確認。ゼロベースで各事業の見直しを進め、必

要に応じて新たな政策を立案。知事、副知事と県幹部による新政策会議で事業化の検討を進め

翌年度予算に繋げることで、県政の課題に対応するための新たな政策を創出することで目標達

成に向けた計画の推進を図る。 

 省庁機能移転では、2018 年度から総務省統計局・統計センターの統計ミクロデータを扱う機

関「統計データ利活用センター（仮称）」が設置予定。県は「和歌山県データ利活用推進セン

ターの開設を検討。行政や地元企業の問題解決への活用や、研究者と連携した県の競争力強化

につなげたい。 

 IR に関しては、和歌山マリーナシティを候補地として誘致活動を推進。県の観光資源を背景

にしたリゾート型 IR がフィットすると考えている。事業者確保等が課題であり、交渉を進め

ている。地方では大型案件の投資は難しいことから、地域の特性を活かした IR設置を目指す。 
 

【経済政策】 

 県内企業成長力強化とそれによる雇用増・県内就業支援を推進。和歌山県の主力は鉄鋼石油化

学等の基礎素材。IT・電機部門が全国的な傾向と比較して弱い。今後は伸び行く分野への注力

が必要。県では以前より企業誘致、新商品・新技術の開発支援、販路拡大には注力していたが、

昨年度からは創業・第二創業も力を入れている。 

 企業誘致には最大 100 億円の奨励金。着実に企業誘致は進んでおり、20 件を今年度の目標と

している。南部では IT 企業誘致を進めている。技術開発では補助制度を充実させ、オープン

ラボ等の取組みも積極的に進め、販路開拓ではプレミア和歌山としてのブランディング戦略の

ほか、集団出展サポートや百貨店と連携したフェアなどを実施。創業支援では昨年度よりスタ

ートアップ支援事業を開始。事業継承についても、今年度より専門家によるサポート体制の充

実を図る。 

 高卒の就職希望者は約 2割が県外での就職。県内で就職する企業がないという考えがあり、企

業インターンシップや企業ガイダンス、個別での企業説明会などを通じてそのギャップ解消に
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努めている。女性・高齢者の就業支援は、地元企業の協力を得ながら、再就職への課題克服に

努めており、全国初の取組みと考えている。 
 

【観光政策】 

 2 年連続で観光客の入込は過去最高を更新。インバウンド宿泊者は昨年度初の 50 万人超え。

中国アジア層が中心だが、熊野古道では欧米豪が多い。ターゲットに合わせた情報発信に努め

ている。FAMツアー、メディア発信、SNSの活用などを強化し、欧米豪の富裕層拡大を狙い、

受け入れ態勢の整備にも引き続き取り組む。 
 

【農林水産施策】 

 農業は全国と比較して果実が生産額の 6割を占めている特徴。長期計画の目指す方向としては、

県産果実などの輸出促進、経営基盤強化や新規就農者の受け皿になる法人化等を進める。 

 林業は傾斜地が多いなど、地形的な制約により生産コストが高いことが弱点。森林ゾーニング

により、施策に優先順位をつける。水産業は生産量が減って厳しい状況。経営の構造改革を目

指す。 

 具体的施策においては、みかんの販売単価引き上げのために品質基準の厳格化、スマート農業

としてドローンを活用した農薬散布の研究などに取り組んでいる。 
 

２． 質疑応答セッションにおける説明のポイント 
 

●長期計画と総合戦略の整合性という点では、総合戦略は予め長期計画に含まれている内容が多い。

総合戦略では厳しい実態や政策目標を丸めずに尖らせて出している。総合戦略に基づく事業の中で、

2016 年度から少子化対策について踏み込んだ取り組みを進めたが、出生率は悪化。悪化原因の分

析を行い、新たな政策や今後の予算要求に反映させたい。 

●少子化対策は、多方面からの政策が必要になると考えている。行政として県や市町村だけでなく、

地域住民の意識を変えていくことも重要。 

●Uターン就職拡大のための取組みについては、高校生向けセミナーには両親の参加も可能として

いる。また、大学生へ送付する就職案内冊子は親元へ送付しており、両親を経由して本人に伝えて

もらうなど、周囲を巻き込んだ取り組みを進めている。 

●関西空港への LCC 発着便数増加により、インバウンドは増加しているものの、和歌山に目的を

もって訪問する形になっていない。また、大阪の宿泊施設が飽和状態となり、アクセスの良さから

宿泊地として選択されている。選ばれる観光地としての取組みが必要。インバウンドに限らず、高

野山や熊野三山などの地域資源を活用し、聖地を感じる等の観光目的を明確化した誘客を展開して

いる。 

●健康寿命延伸のための仕組み作りは、国というよりも県と市が中心となって取り組むべき内容と

考える。民間企業には、多様な就業機会の提供等に期待している。 

●統計データ利活用センター（仮称）については、現在経済産業省、厚生労働省、農林水産省も含

めたデータ提供を要望している。 

●レセプトデータ等、一元化し、今まで使えなかったミクロデータをはじめとする情報が活用可能

になれば、健保の知見を持った人材の活躍は必要になると考えている。 

●観光振興においては、広域連携の取組も検討している。例えば、紀の川沿いに自転車専用道路が

あるが、奈良県・京都府とつなぎ、京奈和自転車道路（仮称）の計画などがある。 
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平成 29年 7月 20日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 和歌山市 
 

日 時：平成 29年 7月 20日（木）14：00-16：00 
場 所：和歌山市消防局３階 多目的ホール 
 

１．和歌山市からの市政に関する説明 

【和歌山市地方創生の推進について】 

 和歌山市では、自然減による人口減が年々深刻化、また少子高齢化も続いており、平成

27年 10月に人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定。 

 人口ビジョンにおいては、合計特殊出生率の改善に加え、段階的な転出抑制・転入促進

策により急激な人口減少を抑制。将来的に 33～36万人の人口を目指す。 

 まち・ひと・しごと総合戦略（以下、「総合戦略」）では、自治体として社会保障などを

充実させ、また圏域を支える県都としての都市機能を維持するため、市の強みを生かし

た 4つの基本目標を設定し、具体的な取り組みを進めている。 

 和歌山市の強みは、高速道路網の整備が進み、特定重要港湾である下津港を有している

ほか、関空とのアクセスが良く、陸海空において全国海外との交通利便性が高まってい

ることで、観光や企業立地、産業面でのポテンシャルが高まっている。関空の LCC就航

拡大により近年では外国人観光客が急増。企業進出数も増加。 

 総合戦略策定時点では、待機児童数割合は全国平均より低く、また人口 10 万人あたり

の小児科医師数は全国平均を上回る状態にあったなど子育て環境は他の自治体と比較

して優位性が高い。医療環境にも恵まれているほか、また、県庁所在地として公的機関

や高次都市機能が集積しており、まちづくりにおいても高いポテンシャルを有している。 

 第 5次和歌山市長期総合計画（以下、「長期計画」）は、平成 29年度～平成 38年度まで

の 10 年間を計画期間として 1 年前倒しで策定。特徴としては、コンパクトシティ政策

を明確に打ち出したことや、各地域の魅力や特性を踏まえた地域別計画を記載。長期計

画においても、総合戦略とほぼ同様の 4つの基本目標を設定。 

 長期計画における 4つの基本目標に関する評価は、雇用創出に関しては堅調に推移。創

業件数や観光関連の指標も目標大きく上回る数値で推移。課題としては、医療福祉関係

の教育機関の誘致、女性の労働環境の改善等に取り組んでいく必要がある。 

 人口については、平成 27年 1月から翌年 12月までで 1,205人の転出超過と悪化。４つ

の基本目標のうち、唯一数値が悪化しており、特に改善を図るべき項目。 

 合計特殊出生率は、平成 28年度には 1.55へ増加。予定通り改善が進むが、婚姻数や待

機児童数が策定時より悪化しており、対応策を講じる必要がある。 

 和歌山市が住みやすいと感じる市民の割合は 73.9％から 79.9％改善。順調に推移。 

【特に注力している産業やまちづくりについて】 

 南海和歌山市駅と JR 和歌山駅の東西 2 ㎞強のエリアで、３つの再開発事業と和歌山県

立医科大学、和歌山信愛大学、東京医療保健大学の 3大学を誘致。また、南海和歌山市

駅ビルを再開発し、オフィス棟、商業施設、ホテル、市民図書館を併設する予定。南海

オフィス棟は完成しており近々総務省統計局が移転してくる予定。 

 中心市街地活性化における取組の特徴の１つとしては、リノベーションスクールを契機
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に、公的資金は投入せず、民間にて空き物件のリノベーションの取組みを行っている点

があげられる。 

 企業誘致については、企業立地の奨励金制度を改定して要件を緩和。利用事業者数は

年々増加。今後も積極的に取り組む。 
 

２．質疑応答セッションにおける説明のポイント 

●創業件数や観光客数の実績が目標を上回った背景として、観光面では円安の影響から、海

外からの観光客が中国人を中心に増加。京都、大阪だけではなく、新たな地域としてここ数

年で和歌山へ訪れるようになったと考えている。創業については、商工会議所との連携効果

と考えている。 

●コンパクトシティの取組みは、平成 21 年から打ち出した。当時は市民からの批判もあっ

たが、周辺部の開発規制や駅前、学校周辺の居住区、歩いて暮らせる拠点づくりを徐々に進

めたことから、郊外住民から今のところ大きな批判は聞こえてきていない。また、居住誘導

区域を設定する予定であるが、すでに居住している住民への誘導までは行っていない。 

●出生率の増加について、国に対しては、地域子育て支援拠点事業の委託を受けていたとこ

ろが、認定こども園へ移行する場合の役割が整理されておらず現場が混乱しているところが

あり、重複業務の一元化を実施して欲しい。 

●和歌山市ではビックデータ活用・分析の意向はあるが、具体的な手法は見いだせていない。 

●和歌山大学との連携については、Uターン就職のPR動画や、市の魅力発見に関する事業

に取り組んでいる。また、同大学と商工会議所で連携協定を締結するなどしている。 

●企業誘致では、製造業、物流業、特定サービス業を対象。域内の企業と争いにならないと

ころを対象としている。製造業は特に分野を絞っていないが、鉄鋼・化学・機械がメインと

なっており、部品や中間財の企業が多い。 

●地方創生に関わる取り組みへの予算は、極力交付金を活用するようにするとともに、業務

効率化は以前より取り組んでいる。 

●大学誘致の決め手として、和歌山県立医科大学薬学部は新たな学部設置であること。和歌

山信愛大学は元々短期大学があったことや、市内に認定こども園が増加したことから、資格

取得のために 4年制大学を設置した。地域の需要と供給が一致といえる。また、東京医療保

健大学は、背景として、元々の看護師不足や和歌山赤十字看護専門学校があったことなどか

ら、スムーズに進んだと考えている。 

●人口減少対策は、ここ 10 年で取り組みを進めてきたが、抑制に効果的な施策の検証はで

きていない。 

●廃業や事業継承のための取組みについては、事業とまで至っている施策はない。事業を存

続の目利きは銀行の方が自治体より適していると考えている。 

●和歌山市は３つの商業拠点があるが、いずれも地盤沈下傾向にあるが、郊外に広がった商

業拠点の集約や地域住民の利便性も考える必要があり、頭を悩ませている問題である。 

●事業者からの話で印象的だったのは、和歌山市の強みは、本州の中心部にあり、かつ関空、

大阪が近いという地理的メリットがあることである。 

以上 
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2017年8月23日 

 

地方創生ＷＧ【盛岡市役所 訪問】議事要旨 

 
 
 
 

 

 

１．総合戦略・人口ビジョンの概要・取り組み状況について 

●平成27年10月に「盛岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定、結婚・出産・子育ての支
援と若者の地元定着等を促進するため、「共につくる子どもと子育てにやさしいまち盛岡」を基本方

針としている。 
●盛岡市の人口は、H12年30万人をピークに自然減、高齢化しており現在29.6万人。社会動態は、
H23年の震災を契機に沿岸被災地からの転入・県外からの応援や若者の地元志向が高まり増加傾向。
合計特殊出生率は、全国平均より0.1ポイント低い1.33。年代別では、就学時は県内・東北各地か
ら集まっているが、25～39歳までは転出超過で首都圏と仙台に流れている。将来推計では、2040
年に26～27万人程度と予想している（総合計画では25万人程度）。 
●総合戦略では、基本目標3つに対し戦略は8つ。基本目標1「結婚・出産・子育て支援」では出
生数と婚姻件数の維持を掲げ、戦略1が「結婚の希望に応える支援」、県のいきいき結婚サポート
センターや商工会議所と連携して出会いの場を創出している。戦略2「安心して子どもを産み育て
られる環境整備」では、子育て支援と青少年の健全育成の取り組みを再編・集約して子ども未来部

をH29年度に新設。中心市街地の遊休物件を子育て応援の中心拠点「もりおか子育て応援プラザ
ma＊mall」（マ・モール）」として整備した。運営は公民連携で、遊び場やセミナールーム、託児
室、母親のためのリラックスルームなどがある。利用件数は毎月伸びており、利用者からも子育て

の不安・孤立感の解消につながると好評を得ている。戦略3「ワーク・ライフ・バランスの推進」
では、民間企業の人事担当者を対象に研修会を実施。今年度は、成果をあげている先進事例の共有

や企業のネットワークづくりを念頭に事業を展開する予定。基本目標の二つ目「若者・女性がやり

がいと魅力を感じられるしごとの創出」では、大卒の地元就職率の45％から55％への引き上げを
掲げている。戦略4「地域経済の好循環の促進」の一つとして食と農の連携推進室を新設、高付加
価値化をめざし、若手農業者育成、異業種交流の場づくり、流通強化・販路開拓に取り組んでいる。

戦略5「地域経済を担う人材・企業の育成」では、IT系産業支援センター内、岩手大学内等にイン
キュベーション施設を設置し、起業や新技術・新製品の支援を行っている。戦略6「地元企業への
就職の促進」では、企業と学生のマッチングとして、子どもや親への地元企業への理解促進や中小

企業の採用力を高める取り組みを進めている。基本目標の三つ目「東北の中核都市としての魅力・

求心力の向上」では、特に盛岡市は観光資源や学会開催なども多く、戦略7「盛岡ファン・交流人
口の増加」を掲げている。歴史・まち並みを生かした観光地づくりで観光客の誘致と住民への定着

を進めている。 
 

日時： 2017年8月23日（水） 
場所： 盛岡市役所 
出席者： 谷藤裕明 盛岡市長 他 ４名 
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２．意見交換における説明のポイント 

●子育て環境整備について、医療費無料化など行政としてできることを実施したい。 
●高齢者対策について、雪かき問題が動機で郊外から市内中心部マンションへの引っ越しが進んで

おり、補助金はないが街中人口は成果指標に近付いている。医療機関も充実しており、医療費の抑

制等は重点施策とまでは位置付けていない。 
●空き家率は 14％程度、5 年前の 12％から微増しているが、マンションは建っている。大学病院
移転後の跡地など、官民連携で何かつくれないか検討会議を開いている。 
●インバウンドについて、震災時から回復してきており、H28年実績は2万3000人で前年比170％
の伸び。台湾とタイの個人客にターゲットを絞ってプロモーションを展開している。国内旅行は、

日帰りが落ち込んでいるため、盛岡市と周辺7市町で連携し、連泊に結びつくよう、例えば年間30
～40件のMICEに被災地視察や平泉観光がつながるよう取り組んでいる。 
●開業率の確かな統計はないが、岩手県では起業家大学をH8年から続けており、起業家育成の素
地はある。商工会議所でセミナーを開催、東北大学地域イノベーションセンターのサテライトが盛

岡と郡山にあり、テレビ会議を活用したセミナーも開催、年に100人程度は受講している。小中学
校からの勉強も必要と考えている。 
●地域未来投資促進法が成立し、盛岡市からは8社推薦している。観光や医学部系とベンチャーな
ど医療関係のサービス業も今後推薦したい。地域を牽引する企業として取引先開拓や物流に関する

メリットなどがあればいいと思う。 
●中心市街地の活性化について、盛岡駅から218ヘクタールをハード・ソフト両面で後押ししてい
る。 
●ma＊mall について、託児エリアに子供をあずけて親が隣のスペースで働けるような民間との連
携を始めたい。雇用を生みながら待機児童を解消する試みを、全国に先駆けてチャレンジする。 
●食と農の連携については、希少性の高い食材を通年食べられる飲食店が 2％のみなので、市民も
味わえてない。例えば、もりおか短角牛の肥育農家は 2 軒しかなく供給体制の強化が必要なため、
まずは4軒に増やすべく補助金制度を創設した。 
●定年後に盛岡で働けるようなサテライト機能や複数企業が連携した働き方などを、経済同友会で

も検討していただきたい。 
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2017年9月19日 

 

地方創生ＷＧ【北海道庁 訪問】議事要旨 

 
 
 
 

 

１．人口ビジョン・総合戦略に関する取り組み状況と各論について 

●北海道の人口はピークから毎年3万人ずつ減少。合計特殊出生率はH26年度1.27から現在1.29
と改善傾向だが、全国平均より下回っている。特に札幌市は1.18と政令都市で最低のレベルにあり、
危機感がある。 
●多くの若年層が東京を中心に流出、人口減少に拍車をかけている。いかに北海道に戻すことがで

きるかを模索し、東京に相談窓口などを設けている。特に札幌市から3,000人ほど流出しているの
で、市との連携が重要で、雇用の受け皿をいかにつくるか、働き方改革、首都圏からの移住などを

連携させていくことが重要と考えている。 
●H28年10月、有楽町駅前の東京交通会館に北海道ふるさと移住定住推進センターを開設した。
同会館内のアンテナショップ「どさんこプラザ」や旅サロンなどと連携し、食や観光と併せた情報

発信に努めているほか、旅行代理店の協力により同会館内に移住に関するサテライト窓口も設けて

いる。また、センターにおいて、地域ごとのPRに取り組んでいる。センターでは、H28年度にセ
ミナーを15回、個別相談会を20回開催し、421件509人から移住に関する相談があり、現役世代
の相談が多かった。地域の魅力ある仕事を紹介するwebサイト「ローカルワーク in HOKKAIDO」
に、H28年度は仕事情報623件、求人情報延べ293件を掲載し、マッチングに取り組んだ。 
●道内全域では、市町村から札幌に集中傾向があり、札幌市以外の人口減少は加速している。道と

市町村との両輪で、結婚、出産、子育てなど切れ目のない政策を投入しており、呼び込み、呼び戻

しは道外大学とUIターン提携を結んで進めている。 
●全国に先駆けて働き方改革支援センターを設立、今年度はモデル企業を選定し、業種別に改革プ

ランを実施している。市町村戦略の支援については、プラットフォームをつくり、民間企業と市町

村プロジェクトとの橋渡しを行っている。 
●起業家育成支援については、H27年度より事業を開始しており、関係機関による支援ネットアー
クの構築、個別相談会や実践起業塾の開催、先輩起業家の登録等を行い、起業家のステージに応じ

た事業支援を行っているが、業種は特定せず女性・若者を広く募っている。構築したネットワーク

を活用し、創業後も軌道にのるまで支援を継続している。 
●農林水産業においては、企業や異分野との連携によりスマート農業などを進め、今年度はイノベー

ション、ブランディング、人材確保に注力していく。 
●6次産業化は、H26年度で販売額1,500億円弱と育ってきており、農産品の加工が多い。一方、
農産品の直売は全国と比較して少ない。6次産業化の過程は容易ではなく、黒字化に平均４年かかっ
ている。課題は、労働力不足や農業生産との両立、販路拡大との調査結果が出ている。 
●北海道商工会連合会を運営主体とする北海道農商工連携ファンドを中心に、農商工連携の促進を

日時： 2017年9月19日（火） 
場所： 北海道庁 
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行っている。中小企業基盤整備機構から20億円、北海道、札幌市、金融機関が5億400万円を出
資し、食、観光、ものづくりを重点分野として、助成率を2/3に引き上げている。「むらおこし特産
品コンテスト」経済産業大臣賞を受賞した企業もあり、酪農家と水産加工事業者が共同で取り組ん

だ成功事例で、ファンドを活用してもらった。道では個別相談会なども開催して案件の掘り起こし

を行っている。失敗事例としては、連携はしたが生産との両立がうまくいかない、大手が類似品を

発売したため売上が伸びなかった等がある。 
●インバウンドは、H32年度の目標を300万人から500万人に引き上げた。DMOの活用及び強化、
スポーツ・ツーリズムなどテーマ別にも強化している。 
●北海道における二次交通の課題の一つとして、北海道新幹線の開業効果により増大した来道者を

全道へと波及させることが挙げられる。これまで、函館からニセコまでのバスの試験運行や函館空

港からの航空機チャーター便への支援、道内周遊ルートマップ作成のほか、来道者の流動調査など

を行った。流動調査の結果からは滞在日数は3日ほどであることが分かり、周遊の促進に向けた取
組とともに、二次交通の充実に向けては来道者のニーズに合わせて検討する必要がある。また、広

い北海道ではレンタカー需要も大きく、高速料金の割引などをセットにした周遊促進も必要と感じ

る。周遊に当たっては道内空港のイン・アウトの変更も有効と考えるが、旅行商品では同じ空港の

発着が多く、変更する場合には追加料金が発生することやレンタカー利用の場合、乗り捨てなどで

コストが発生するといった課題が生じる。北海道観光への呼び込みに向けてはターゲットを明確に

してプロモーションを行う必要がある。北海道新幹線は早期予約割引のある飛行機と比べて、運賃

が割高になる傾向にあるが、今後も利用促進に向けた取組を進めていく。 
●食品の輸出について、H28年は702億円と伸びているが、依然としてホタテが多い（半分強）。
その他ではスイーツが伸びている。展開方向として、重点品目や対象国を産品別に定めて取り組ん

でいる。水産品はホタテが主流だが、それ以外の品目について輸出品目の拡大に取り組むほか、農

産品もフェアや商談会、台湾（台中）での継続的な売り場の設置などを実施中で、加工品は現地と

道内にアドバイザーを配置するほかバイヤー招聘の商談会などを実施している。また、シンガポー

ルではアンテナショップを通してテスト販売などを行っている。 
●輸出戦略における物流システム整備について、消費地との距離や少ロットが課題で、貨物を集約

するなどの工夫をしている。ＨＯＰによる小口冷凍、冷蔵輸送サービスは一定の成果が得られ、一

般社団法人により事業が継続されている。EURへのルートとして地理的優位性を活かして北極海
航路の活用を検討している。 
●KPIの進捗と状況については、農業産出額など100を超えているものもある。一方、産学官の有
識者会議では、KPIのみならず全体感が大切との指摘を受けている。 
●PDCAサイクルについては、総合計画と一体的に実施し、有識者会議で全体の議論を行っている。
また、総合計画は中長期的な視野で策定しているので、今のところ戦略の変更は行っていない。 
●市町村により進捗状況に差が見られる。成果が出ているところは以前から取り組んでいる結果と

考えており、仕組みづくりから始めているところは多少の時間がかかるようだ。 
 
２．意見交換における説明のポイント 

●若年層の女性をつなぎとめる施策について、決定打は正直ないが、上士幌町ではふるさと納税の

税収を子育て支援に集中的に投入しており、夫婦での移住も増えてきている。酪農家には、酪農ヘ
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ルパー制度による休暇促進や搾乳ロボットの導入による機械化等を進めている。 
●理工系の職場不足について、IT関連はそれなりの規模はあるが、道外企業の下請けが多く、生産
性が低いので、その構造をなんとかする必要がある。神山町等のようなテレワークも考えたい。 
●北海道独自でつくっている機能性食品の制度を促進したい。産学官連携で健康をキーワードに付

加価値を高めたい。人材育成の観点からも付加価値を高めることは必要で、食のキーパーソンづく

りに取り組んでいる。 
●生涯活躍のまちでは、厚沢部町の介護施設のように入居すると介護度が下がる例もある。住民と

の交流や農作業との組み合わせなど北海道らしい取り組みを地道に進めたい。 
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平成29年10月２日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 長浜市長懇談 
 

日 時：平成29年10月２日（月） 
場 所：長浜城歴史博物館 研修室 
 

１． 藤井市長から市政全般に関する説明 

 

【沿革・地理・産業等】 

 豊臣秀吉のほか、浅井長政や黒田官兵衛、石田三成など長浜ゆかりの戦国武将は多い。
NHKの大河ドラマの舞台になることも多く、2011年の江・浅井三姉妹博覧会には120万

人、2014年の黒田官兵衛博覧会には30万人が来場した。 

 平成の大合併で１市８町が合併し、“新”長浜市が誕生。９市町の合併は、数としては
全国的にみても多い方。合併の目的である行財政改革の効果を上げていきたい。 

 人口は12万、面積は琵琶湖と同程度の681㎢（滋賀県全体の1/6）で市域が広く、市内
には文化財が450以上ある。 

 京都・大阪、名古屋、福井・金沢から、それぞれ１～1.5時間でアクセスできる交通至
便の地。名神高速道路や新幹線米原駅も早くから開通し、大規模な工場の進出も多い。

創業者が長浜出身のヤンマーの工場では３～４千人を直接雇用しており、働き口は恵ま

れている。人手不足がやや深刻で３千人の外国人労働者が働いている。 

 平成 15年、市内唯一の四年制大学である長浜バイオ大学と周辺の長浜サイエンスパー
クを整備。また、長浜バイオインキュベーションセンターを開設して地方創生に取り組

んでいる。 

 北陸自動車道には今年の春、市内３つ目のインターチェンジ（スマートインター）が開
通。農業拠点の整備（６次産業化拠点）をヤンマー、JAと連携して取り組んでいる。 

 人口は過去10年で６千人減少しているが、将来的にも10万都市は維持したい。 
 平成 29年３月に総合計画を策定した。まちづくりの重点テーマを、人が“かがやく”、
仕事があり活力が“みなぎる”、一人ひとりが幸せを見つけ、日々の生活のなかで “つ

ながる”の３つとした。 
 
【子育て施策】 

 まち・ひと・しごと総合戦略では、３つの柱のうちの１つとして、子育て環境の充実を
掲げている。所得に関わらず、小学校６年間の学校給食完全無償化を昨年スタート。人

口 10万以上の都市では全国でも一歩踏み込んだ長浜市だけの政策。また、保育園・幼

稚園については第２子半額、第３子以降の無償化も実施。「大人全体で子供たちを育も

う」という方針。子育て世代に加えて、そうでない世代からも理解を頂いている。子育

て世代に選ばれる市にしたい。 
 

【文化】 

 昨年 12月、長浜曳山まつりがユネスコ無形文化遺産に登録された。滋賀県内では第１
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号のユネスコ遺産。これを記念して昨年、国立劇場で子ども歌舞伎を披露した。ユネス

コ効果もあり、今年の４月のまつりでは、10万人以上が来場。フランス等の欧米からの

観光客にも来浜いただいた。 

 長浜市は観音の里としても有名で、平安時代から守り伝えてきた観音様が 130体ある。
特に国宝十一面観音菩薩が有名。集落の守り観音として朝には集落の安泰を祈り、夕方

にはお礼を言う風習を千年続けてきた。東京・上野にびわ湖長浜 KANNON HOUSEを開設

し、２ヶ月ごとに交代で観音様が出張。平成26年と28年には東京芸大でも観音展を開

催。１ヶ月で３万人を超える来場があった。こうした方々には、ぜひ長浜にも足を運ん

でもらいたい。大都市と地方都市の交流を継続することが、地方創生につながる。 

 

２． 質疑応答セッションにおける説明のポイント 

 
●１次産業の就業人口割合が３％と兼業農家が多い。 

●観光客数は年間 600～800万人。ロイヤルホテルは千人ほど収容でき、稼働率は高い。ま

た、京都・大阪からの日帰り客や北陸へ行く途中の立ち寄り客も多い。京阪神の奥座敷とし

てPRしている。 

●中心市街地の北国街道界隈はもともと200軒くらいの商店街だった。一時は壊滅状態だっ

たが、30年前に地元中心にガラス工芸品で勝負したところ、長浜の歴史・文化と相まって観

光地の商店街として復活した。年間200万人の観光客が訪れ、滋賀県で最多の集客数を誇る

観光施設となっている。行政も中心市街地活性化法を利用して商店街の育成をバックアップ

しており、「黒壁スクエア」はかなり知名度が高まっている。 

●高卒者の７割以上は県外の高等教育機関に出る。一度は大都市に出ることもよいだろうが、

最終的には長浜に帰ってきてほしい。工場が中心だが、働き口は多く、ヤンマーや長浜キヤ

ノンの工場はとても近代的だ。 

●現状は労働力不足の状態で、企業を誘致しても結局は外国人でまかなっている状況。職種

は限定されるが働き口は多いので、Ｕターン・移住・定住に力を入れている。 

●給食無償化等の子育て支援は、「12万市民が全体で子育てをする」というメッセージをこ

めた政策で、市民満足度調査では非常に評価が高い。他市からの問い合わせもあり、今後全

国的に広がっていく可能性があるが、できれば国の政策としてやってもらいたい。 

 

以上 
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平成29年10月２日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 長浜バイオインキュベーションセンター 
 

日 時：平成29年10月２日（月） 
場 所：長浜バイオインキュベーションセンター 
 

１． 長浜バイオインキュベーションセンター（NBIC）から取り組み内容の説明 

 

【設立の背景】 

 2003年の長浜バイオ大学（日本で唯一のバイオの単科大学）誘致をきっかけとして、バ
イオ産業を地場産業とすることとした。当時の政府の政策によりバイオテクノロジーは

次世代産業として注目されていた。 

 その際に、学界と地元の産業をつなげるためにはインキュベーションセンターが必要で
あったため、国や県、市との連携により、2006年に設立された。 

 短い期間で設立できたのは、関係者の熱意と、民間がプロジェクトに絡んでいたことに
より、地元で受け入れられて繁栄していくのではないかと、経産省に判断されたため。 

 当初は運営ノウハウがないので、高知からインキュベーションマネージャー（IM）の武
内氏を招いた。今はIMは３名体制となっている。 
 

【バイオビジネスの育成と地域産業の振興】 

 NBICを含む一帯の長浜バイオサイエンスパークを核として、長浜市内のバイオビジネス
を展開している。工業団地には、バイオ関連事業６社に来てもらっているが、ほとんど

が製造部門であり、開発部門がまだ来ていないのが課題と考えている。 

 NBICのミッションは、入居者のビジネスインキュベーションと、地域にバイオ産業を普
及させることの２つ。運営するバイオビジネス創出研究会（ABBC）の経営方針は、「地

域に働く場を創出する」である。 

 IMは幅広い分野で創業の支援をするが、IMだけではカバーしきれないため、外部に協
力団体のネットワークを構築している。IM会員は全国で300名強、施設は250程度ある。 

 IM支援企業は、一般企業より創業後の存続率が２割ほど高く、雇用創出数も約２倍。 
 長浜市は企業誘致よりも地域おこしに重点を置いた施策に取り組んでいる。そのほうが
撤退することなく継続して地元で操業してもらえる。 

 NBIC入居企業のシーズをコア技術として、長浜サイエンスパークを中心にバイオ産業の
クラスターを形成している。 

 
【NBICの取り組み】 

 インキュベーションのメインステージの研究開発型企業向けの施設として運営。スタッ
フは、シニアIM、IM含む計６名。 

 入居企業の事業は、化粧品、健康食品、再生医療、創薬など多岐にわたる。 
 ミッションとして、入居企業のみならず長浜市内の企業を支援している。そのために、
市がヘッドクォーターとなり、（一社）バイオビジネス創出研究会、長浜バイオ大学や

商工会、商工会議所とも連携して長浜バイオクラスターネットワーク（任意団体）を形
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成。長浜サイエンスパークの企業の技術もうまく活用しながら、新しい事業の創出やプ

ロジェクトの企画を行っている。また、近隣の大学の教授など、専門家集団を組織し、

技術的、専門的支援（長浜アカデミックサポートチーム）を行っている。 

 メインインキュベーションのニーズが減ってきたこともあり、その手前の創業支援（プ
レインキュベーション）を平成25年から始めた。また、平成26年度からは、創業支援

事業者補助金を活用しながら、創業塾や様々な個別支援メニューを展開している。 

 国、県、市の補助金を活用し、各種展示会への出展、販路開拓支援、ビジネスマッチン
グなども行っている。 

 平成29年に供用開始した小谷城SIC周辺ではアグリビジネスの６次産業化を支援して
いる。 
 

【創業支援の取り組みと地方創生】 

 バイオ産業以外の新規取り組みとして、４年前に創業支援を開始した。 
 長浜市創業支援事業計画のもと、商工会、商工会議所と連携しながら、事業の立ち上げ
からテストマーケティングまでの段階を、地域で一貫して取り組んでいる。 

 長浜市での起業件数は、年間目標の10件を上回る水準で推移している。 
 起業家は男性が６割で、女性の進出可能性がまだあると考えている。 
 支援先は当初は飲食店がメインだったが、本取り組みの認知度のアップとともに、福祉
関係や農業関係など、幅が広がってきた。また、創業支援を受けた事業者が別の事業者

を支援する動きや創業者同士のネットワーク作りの動きも出てきた。 

 今後は、県内の大学生や県外の滋賀県出身者などへの働きかけや地域金融機関、地域企
業との連携をさらに深めていく必要がある。 

 

２． 質疑応答セッションにおける説明のポイント 

 
●IM資格保有者は全国にいる。内訳はこのような施設に８割、行政や商工会議所関係に２割。 

●地域金融機関は起業家への特別な融資制度による支援を始めている。 

●起業できる方は、リスクを踏み越えようとする思い切りや周りの応援がある。 

●NBICは家賃が主な収入源となっている。当初は補助金頼みだったが、継続していくために

独立採算とした。その後、バイオブームが去って入居者が減少し、収支は厳しくなっている。

ベンチャーへの投資もできない状況。 

●プロジェクトに対しての補助金は受けているが、人件費の補助金は一部しか受けていない。

IMに対して補助金を出せるしくみに変えてほしい。IMを増やすことが起業家を増やすこと

になり、地方創生に繋がっていくと考える。起業家が増えれば地域は元気になり、人口も増

えていく。 

●一部の大学では、中小企業の経営者との交流機会を持つなど、中小企業での就業や起業が

学生の選択肢になるような教育プログラムを始めようとしている。 

以上 
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地方創生ＷＧ【八清】議事要旨 
 

日 時：平成29年10月3日（火）10：00～11：30 

場 所：京宿家・コワーキングスペース視察、八清本社会議室 

出席者： 

（八清） 

 西村孝平 代表取締役 

（経済同友会） 

    岡野貞彦 常務理事、豊田博一 京都経済同友会 理事事務局長 

地方創生WGメンバー6名、事務局3名 

 

（１）京宿家・コワーキングスペース視察でのご説明 
●最近町家を改修して宿にする事例が増えており、人気の宿泊施設になってきているが、町家

はどんどん解体されてきて、毎年700軒も町家が解体されている。こうした状況の中、京都
市としても、町家を保存してくれる人に保有してもらうため、解体を届け出制度にする条例

を制定し、その条例案が議会に提出されている。 
●八清のビジネスモデルは町家を購入して改修し、住宅や宿やシェアハウス等に変えて売却す

ると言う再生販売が主な仕事である。宿は8年前に稼働率60%を想定して始めた事業であり、
この稼働率で成り立つ価格で売値を決めている。最近77～78%まで稼働率が上がったが、競
争が激しくなり少し稼働率が落ちている。 
●本物件は自社が所有し、プレミアムな宿泊施設ということで許可を申請中である。1泊 1棟

10万円程度を想定しており、アートを楽しめる宿というコンセプトで、琳派の作品をデジタ
ルコピーで飾っている。家具や建具も既成品は使っていない。また、リノベーションの相談

をよく受けているが、当社は工務店ではないので原則的に自社での請負はしていない。 
 ●コワーキングスペース＆シェアオフィスという物件では、定期借家で入居してもらっている。 
入居者同士の交流が重要との考えから企画した。中心部だと表通りは、1坪当たり 300万円 
程度となるので、路地奥で町家を供給することを考えている。路地奥の物件は、表通りと   
比べて1/2の価格である。路地奥以外で町家を供給しようとすると中心部以外が多くなる。 

 

（２）京町家の現状 
 ●1950年(建築基準法)以前に建てられた町家は伝統工法で建てられている。それ以降は在来工
法であり、地震等の揺れに対する考え方が変わるようになった。 
●この7年間で約5,600軒の町家が取り壊された。この状況を踏まえ、町家を解体しないで継
承できる住宅や施設や店舗として活用しやすくする「町家条例」が京都市によって制定され

ようとしている。現在 40,146軒の町家があるが、このうち 14.5%の 5,834軒が空き家にな
っている。これを何とか活用したいが、宿泊施設や観光施設に対応した町家が激増し民泊も

増えた。このため、地域らしさが観光によって変質するというジェントリフィケーションと

言う現象が起きており、今後の課題となっている。 
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（３）京町家の改修・販売事業について 
●当社の町家改修事例として、居住用については、Re・stock京町家を商品化している。改修 
により町家を価値ある財産として生まれ変わらせている。 

 ●京町家の有効活用として、当社の取り組みをいくつか紹介したい。 
「京貸家」は、路地奥等の物件を改修して個性的で魅力的に仕立てており、貸家経営用の物 
件である。 
「京宿家」は、町家保全を目的とした宿泊施設型の不動産投資物件であり、古くなった京町 
家を構造から見直し、宿泊施設として再生することを目的としている。 
「京だんらん」は、共用部を 1/2以上と定めたシェアハウスである。1軒の建物の中にいくつ 
かの独立した部屋と共用スペースを作り、貸し出している。 

「京別邸」は、京都の町家に暮らすことを気軽に体験できるマンスリーの貸家である。用途 
地域に関係なく活用が可能であり、セカンドハウス型賃貸住宅となっている。 

 
（４）空き家活用について 
 ●京都市「空き家活用×まちづくり」モデルプロジェクトに対し、子供支援をすべく、家賃割

引の賃貸住宅を企画して応募した。これは子供 1人あたり、第 1子に対し、月 10,000円の
家賃を割り引くという商品である。第2子からは月5,000円割り引くものであり、需要があ
るか心配だったが、全戸販売することができた。地域にも貢献した企画だったと思う。 

 ●京町家保存条例が制定予定となっていて、解体は届出制となる予定である。町家の保存活用

のため、事業者として様々なことにチャレンジしている。京町家ではないが空き室の多いワ

ンルームマンションをコレクティブハウスに改装して集客を高めたりしている。 
●町家の保全活用の認知度を高めるため、3月 8日を「マーチ・ヤのヒ」と決めてイベントを
実施したり、この 11 月に民泊協会を立ち上げ、事故防止に向けた取り組みを行う等、業界
が健全に発展するよう努力をしている。 

 
（５）株式会社八清（ﾊﾁｾ）について 
 ●当社は元々、繊維会社であり、現在の社員数は約34名となっている。そのうち、6人がweb 
を担当している。 
●町家の保存活用の活動によって、ある程度、会社としての知名度が上がっているため、求人 
広告を出すと、京都を含め全国から応募が寄せられる状況となっている。商品企画のために 
は、様々な人材が集まることが重要だと考えている。 
●インバウンドの影響か英語のホームページのお蔭で町家の購入者の約 20%が外国人と  
なっている。 

以上 
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地方創生ＷＧ【大学コンソーシアム京都】議事要旨 
 

日 時：平成29年10月3日（火） 13：00～14：30 

場 所：大学コンソーシアム京都 会議室 

出席者： 

（公益財団法人 大学コンソーシアム京都） 

 桂良彦 専務理事・事務局長、須蒲浩二 副事務局長                       

（経済同友会） 

    岡野貞彦 常務理事、豊田博一 京都経済同友会 理事事務局長 

地方創生WGメンバー7名、事務局3名 
 

 

（１）大学コンソーシアム京都について 
●設立は 1994年 3月で、当時の名称は「京都・大学センター」であった。1998年に文部
大臣の許可を受けて「財団法人大学コンソーシアム京都」に名称変更し、2010 年には
内閣府の認可を受けて、公益財団法人へ移行した。現在、約 50 の大学・短期大学、地
方自治体、経済団体が参画する、全国最大規模のコンソーシアム組織となっている。 
現在入居している「キャンパスプラザ京都」は 2000年 9月に開館した。総事業費は土
地と建物・設備を合わせて約 100億円であり、現在、1日あたり約 1,500人の来館があ
る。 
職員数は総勢 48名。内訳として、行政からの出向者 5名（京都市 3名、京都府 2名）、
大学からの出向者 14 名が含まれている。また、運営機関として、理事会、評議員会、
運営委員会、加盟大学の先生の協力による専門委員会等を設置している。 
●1980 年代以降に京都市外への大学転出の動きが広がる中、京都市は大学振興を市政の
重要な柱の一つとして位置づけた。1993 年 3 月には京都の特性である大学の集積を活
かし、大学と地域の総合的な発展を図るために「大学のまち京都・21プラン」を策定し
た。これは日本最初の都市における長期的な大学政策ビジョンとなっている。同プラン

の中では、①大学経営基盤及び大学間連携の強化、②教育研究活動の充実、③学生生活

環境の充実、④地域研究の推進、⑤地域における生涯学習・リカレント教育の推進、⑥

地域との連携の強化、⑦地元企業との連携強化、⑧国際化への対応、を目標に掲げてお

り、本コンソーシアムが事業活動を行う上での指針となっている。 
●その後京都市は、2004～2008 年度の「大学のまち・わくわく京都推進計画」、2009～

2013 年度と 2014～2018 年に「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画」を策定し
ており、本コンソーシアムも連携しながら各種事業を展開している。様々な取組みによ

って、1980～90年代に大学の市外流出が続いたが、2000年代以降、京都市内へ回帰す
る動きをみせている。 
●大学コンソーシアム京都は 1994年の設立以降、これまで 3つのステージを経ており、
現在、第 4ステージの活動期間（2014～2018年度）に入っている。この第 4ステージ
では①大学間連携による教育プログラムの充実、②大学の発展を支える教職員の育成、

③大学のまち京都・学生のまち京都活性化、④国際交流プログラムの充実、⑤調査・研
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究機能の再構築、を掲げて活動している。また、現在は次の第 5ステージの方向性を考
えるタイミングとなっている。 

 
（２）事業内容について 
●他大学が提供する正規科目を履修できる単位互換制度は、設立当初からの基幹事業であ

り、現在「量から質」への転換を図ろうとしている。 
●生涯学習 京（みやこ）カレッジ事業のうち受講者の多い京都学講座は、昨年まで土曜
日の午前中のみの提供であったものを、今年から午前・午後の提供へと拡大して対応し

ている。また、インターンシップ事業は、あくまでも教育プログラムの一環として実施

し、事前・事後の学習をしっかりやっている。約5か月間かけて長期間実習する「プロ
グレスコース」も設けている。 
●FD（Faculty Development）関連事業は、1995年より行っている歴史ある活動であり、 
中でもFDフォーラムは一番参加者が多いプログラムである。1,000人規模を収容可能 
な会場を持つ大学で、ローテーション開催している。これは、独力では実施できない小 
規模の大学等にとっても有用なプログラムとなっている。またSD（Staff Development） 
関連事業は、将来の大学運営を担う職員の育成を目的に実施している。 
●京都学生祭典は、今年で 15 年目となる学生主体の一大イベントである。京都経済同友
会の「21世紀委員会」で構想されたのが発端と聞いている。今年は 10月 8日に開催し、
15万人の来場者を目指している。 
●海外事業としては、単位互換制度を利用した留学プログラムなどを行っている。また、 
京都経済同友会の「大学のまち・京都」を考える特別委員会の提言が契機となって、 
オール京都の産官学連携で外国人留学生の受け入れ支援や就職支援に取り組んでいる。 
その他、京都市との連携事業も多数行っている。「学まちコラボ事業（大学地域連携創 
造・支援事業）」は文化庁移転も踏まえて、今年より従来の一般枠に加えて、文化枠を 
設けて支援している。 
●全国に 48 組織ある各地域の大学コンソーシアムからなる協議会を組織しており、大学
コンソーシアム京都が事務局を担っている。共通の関心テーマを設定し、毎年研究交流

フォーラムを開催しており、今年は 10月 7日と 8日を予定している。 
●一つの大学では困難な事業や活動であっても、コンソーシアムとして、例えばFD 
フォーラムなど、スケールメリットを生かして実現することが可能である。また、学生 
祭典など、一つの大学の枠を超えて、インターカレッジの中で切磋琢磨しながら活動す 
ることによって、学生の成長にもつながっている。そのようなことを含めて、コンソー 
シアムという枠組みが有効に機能していると考えている。 

 
（３）意見交換における説明のポイント 
●各地の大学コンソーシアムは規模等のバラツキが大きく職員が若干名のようなところ

もあるが、京都は格段に大きな組織となっている。1980 年代前半には京都に数年先駆
けて東京都心部でも大学の域外流出が生じており、京都市は東京都心部等に比べてより

危機意識が大きかった。 
●京都市のように大学が集積し、自治体と大学がとりわけ密に連携しているのは珍しい 
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ケースだと考える。自治体（京都市）に大学政策担当の部相当（総合企画局総合政策室

大学政策部）があることも全国的にみてユニークではないか。学生も、コンソーシアム

での活動を通じて経済団体等と接する機会があり、成長につながっていると感じている。 
●京都学生祭典は学生が実行委員会を組織し主体的に取り組んでいるが、これに対する支 
援体制も整えられている。組織委員会や企画検討委員会を設け、その下部には事務局会 
議も設置するなど素案の段階から行政や財団の担当者も入って、リスク管理も含めて重

層的にサポートしている。 
また、2015年には財団指定調査課題事業の中で、学生祭典の実行委員会活動を通じて 
学生が成長できたかどうかの調査を行うなど、客観的に成果を測定している。 
●インターンシップに対する取り組みだが、今般のインターンシップの考え方や定義には

曖昧さがある。本コンソーシアムとしてはインターンシップの目的や狙いをきちんと示

し、学生が安易に考えないように意識付けして取り組んでいる。一日のインターンシッ

プでは会社見学になってしまう。 
●地域での就職率アップや地元定着については、学生の意識が規模の大きな企業に向かう

傾向がある中、規模を問わずにユニークな地元企業に目を向けてほしいと考えている。

とりわけ、留学生は情報が正確に伝わりにくいので、京都に就職した先輩留学生の話を

聞く機会を設けたりしている。観光の街であるのでホテル等観光業界の企業とのマッチ

ング支援なども行っており、実際に就職に結びついた例もある。 
●学まちコラボ事業では、今年は「文化枠」として 1事業あたり 45万円の予算を確保し
た（一般枠は 30万円／事業）。政策系の学部やゼミが核となって活動している。学生が
まとまって地域に出て行き、地域と協同で事業を行うもの。具体的な事業としては、例

えば地域に眠っている昔の8ミリフィルム映画を掘り起こしてデジタル化して公開する
という取組である。今年は大阪万博の映像を上映し、多くの地域の方が来場された。他

にも、高齢者が多く買い物が困難な団地住民への支援、ホタルの住める河川作り、高雄

の紅葉のライトアップ時期に合わせた企画など、計 20件を採択した。 
●近年、学生に魅力ある授業を提供する取り組みとして、インタラクティブな授業への転

換、アクティブラーニングの導入、課題解決型授業の実施などが図られている。教育の

質向上の観点からFDフォーラムではこのような視点を重視しシンポジウムや分科会を
構成しており、多くの教職員の参加につながっている。 

以上 
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地方創生ＷＧ【龍谷大学】議事要旨 
 

日 時：平成29年10月3日（火）17：30～18：30 

場 所：龍谷大学 会議室 

出席者： 

（龍谷大学） 

 東澤雄二 学長室長、白石克孝 地域公共人材・政策開発リサーチセンター長、 

白須正 地域公共人材総合研究プログラム運営委員長、 

村田和代 グローバル教育推進センター長、 

深尾昌峰 龍谷エクステンションセンター長、 

内藤多恵 政策学部教務課課長 他2名 

（経済同友会） 

    岡野貞彦 常務理事、地方創生WGメンバー7名、事務局3名 

 

 

（１）地域公共政策士ならびに地域公共人材大学連携事業の紹介 
●大学の役割として社会貢献について盛り込まれたのが2007年であり、それからまだ 10年位 
しか経過していないが、社会への貢献により、それがどのような職能を育んでいくのか、と 

いうことが求められていると感じ始めた。自らがどのような能力を開発したいのか、それを 

どのように社会的に認知してもらうのか、という仕組み作りの必要性を感じた。地域から見 

ると、課題解決を担える人材が必要であり、大学側では学習と実践的な職能教育の橋渡しを 

する教育改革が必要であった。 

 ●地域公共政策士の狙いは①社会対応能力の可視化、②教育と社会の対話、③社会連携の促進、 

の 3点である。課題意識をもった人材を輩出することを目的に、学習者には社会での実践を 
通じて資格を取得していただきたいと考えている。また、社会の変化を感じる中で、協働型 

社会へと地域が変わっていく必要性が生まれてきている。このような中で、地域変革のエン 

ジンとしての大学になれないか、地域公共人材を育む仕組みを大学に内包することは出来な 

いか、ということを議論しはじめた。 

●世界に目を向けると、EUではEQF（Europe Qualifications Framework：ヨーロッパでの資格 

制度に関する枠組み）が議論されていることから、日本版の体系立った生涯学習可能な職能 

教育を制度化する必要性を感じ、京都版EQFの検討をスタートさせた。アカデミックな普通 

教育と職業教育との互換性があったところがEQFの面白い点であり、生涯学習可能な設計と 

なっていた。 

●検討していく資格教育プログラムは国際的に通じる生涯学習可能な設計をコンセプトとし、 

アクティブラーニングの導入を目指している。また、職業教育は誰が提供できるのか、とい

う点においても大学以外の地域の団体、地域の人々が提供出来るようにしていきたいと考え

てきた。これらの取り組みの成果として感じているのは、学習者が社会に関するコミットメ

ント力を生むということである。 

 ●資格教育プログラムに対し、実施機関、認証評価機関の法人を設立し、その際京都の経済4 
団体に出資いただいた。京都府内 9つの大学、京都府、京都市、経済団体と連携した組織で
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あり、大学での学びを外で活かせるように設計した。プログラムは学部レベル、修士レベル、

の 2つである。 
 ●本大学では、グローバルな視点で物事を考える能力を兼ね備えつつ、地域経済・社会（ロー 

カル）の持続的な発展に情熱を注ぐ人材（グローカル人材）の育成を目指すとともに、公共 

マインドとビジネスマインドを持った人材育成の輩出をしていきたいと考えている。また、 

連携9大学ではこれらの活動を活かせるよう学部内のカリキュラム変更等の動きが始まって 
いる。 

●グローカルプロジェクトマネジャー（GPM）の資格制度とは、経済界・企業が求める人材、特

に京都やその近隣企業の将来の幹部候補になりうるグローカル人材に求められる能力を具体

化した職能資格である。グローバル化が進む今日の企業社会は、広く世界に開かれた視野を

もち、かつ主体的で実践的にものごとを進めていける人材を必要としている。GPMの取得は、

大学において企業連携プロジェクトを含む、厳しく実践的な学びを修めたことを、企業や社

会に証明する手段となる。 

 ●地域公共人材総合研究プログラムとは、40の自治体、NPO、経済団体と協定を締結し、1年 
間で大学院マスターを取得してもらうプログラムである。また、地域を支える人材育成プロ 

グラムであり、これまで150～160名の卒業生を輩出した。日本や世界で活躍する人材を京都 

で育成したい。 

 

（２）意見交換における説明のポイント 
 ●資格教育プログラムは、京都府内の 9大学が連携し、社会学部系分野でこの資格が取れるよ 
う展開している。プログラムの内容は、各大学の方針に基づいて実施している。また、地域 

公共人材開発機構が全てのプログラムの同一性均一性の質を保証している。 

●龍谷大学では、政策学部に入学した学生の中でこのプログラムを選択した人が資格取得を目 

指しており、受験者の内、少なくとも10％ぐらいの人が取得できるようになれば良いと思っ 
ている。 

●政策学部には、約290名が在籍しており、就職先は自治体、企業など様々である。また起業 

する卒業生が多く、農村志向の学生も多い。最近は、大都市というより地域中小企業志向 

の傾向が見られるようになってきた。 

 

（３）龍谷ソーラーパークの紹介 

 ●龍谷大学では、兵庫県洲本市およびPS洲本株式会社と連携して、ため池を活用した地域貢献 

型フロートメガソーラー発電所（龍谷フロートソーラーパーク洲本）を洲本市に竣工する。

日本では、地域資源を見つめ直した際、地域の限界が叫ばれている地域ほど、エネルギー資

源のポテンシャルが高いのが実状である。地域が持続し、収益が還元される仕組みを作り上

げることにチャレンジしている。 

●龍谷大学は社会的投資として実行し、地域と連携をしながらソーラーパーク事業を展開して 

きた。今後、売電収入を農山漁村の活性化に活かしていければ良いと思っている。投資につ 

いては本学独自の裁量で運用している。日本の大学で社会的投資をしているのは本学だけで 

あり、これは地域の持続性に貢献していると思う。 

●社会的投資に関し、デザインを描くことにチャレンジしており、今実施している活動が新し 
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いフェーズを開くと感じている。大学発のベンチャーの新しい形、大学の価値創造をどのよ 

うに地域に溶け込ませていくのか、が今後の課題である。 

●洲本市を選定したのは、3箇所あった候補地の中で、洲本市からのアイデアが面白かったの 
が理由である。 

●龍谷大学はPS洲本という会社との資本関係はないが、プロジェクトファイナンスという形で 

出資している。 

以上 
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平成29年10月４日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 パピオスあかし 
 

日 時：平成29年10月４日（水） 
場 所：パピオスあかし 
 

１． 泉市長から施設全体に関する説明 

 

 ６年半前の当初計画では、このビルに市役所の一部が移転するだけであった。当時は人
口が減少し、財政は毎年 10億円の赤字であり、キーテナントを呼ぶことなど新しいこ

とをやる自信がない中での計画であった。 

 市長選に立候補したときに、計画の見直しを主張し、市民の負担を減らすもの、市民の
望むもの、手続きの透明性のあるものを作るよう訴えた。 

 当初計画の変更からオープンまでは、様々な抵抗にあったが、オープン後は一様によか
ったという声に変わっていた。 

 子供、本、障害福祉の３つのコンセプトで施設全体を運営している。 
 市民サービスの向上を目指して市役所業務を６階に集約し、さらに一人の職員が多様な
業務をできるように訓練し、当初計画より実施する業務を増やした。 

 ６階の一部と５階は子供向けフロア。駅前に子供の施設を作ることに反発する人もいた
が、市民要望の１位は図書館、２位は子育て支援施設であったため、これを実現した。 

 ４階の市民図書館は既存の図書館を移設。面積が４倍、椅子が３倍、本が２倍に増えた。 
 単なる図書館ではなく本の街を作る。優しい街づくりというコンセプトとして図書館を
街の中心に据え、明石のブランドイメージを上げたい。明石は利便性は高いがイメージ

が悪かった。ブランドイメージを上げないと人は住まない。 

 明石はひとり親の子供、戸籍のない子供などを含め、本気の子育て支援を実施している。
ツイッター、２ちゃんねるには、明石の子育て支援は「神ってる」とのコメントもある。

明石の本気度が市民や近隣住民にも伝わっているのではないか。 

 子供の４ヶ月健診時に本の読み聞かせを実施し、その本をプレゼントしている。子育て
支援センターにも本を設置しているほか、２階は本屋を誘致した。 

 ６階には手話のためのタブレットや手話通訳士を配置。通訳士不在時はテレビ電話で対
応している。 

 図書館は館長の資質や、障害者の利便性に力点を置き、指定管理業者を決めた。 
 ２階の飲食店のほとんどで筆談ボードを置いている。また、メニューも点字化している。 
 明石は子供や障害者に優しく、文化度の高い街であることを、この施設を象徴として発
信していきたい。 
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２． 各施設に関する説明 

 
【あかし総合窓口】 

 取扱い業務は160。市役所の手続き業務はほとんど対応できるようにしている。 
 土日祝日も開庁。平日夜は20時まで対応。大阪で19時に仕事が終われば間に合う。 
 職員は 26名。シフト制にて対応。夜は証明発行業務に絞っているため、人数は少なく
てすむ。コスト面を考慮し、正職員以外も採用。 

 

【こども健康センター】 

 母子手帳、子供の予防接種などに関する業務を実施。全ての妊婦の方と、保健師、助産
師が面接する。また、保健師中心に家庭訪問も実施できる体制にしている。 

 面接や健診時にタクシー券や本を差し上げて、早めの相談を促している。 
 

【親子交流スペース】 

 体を動かすスペースと頭や指先を動かすスペースがある。１日４回の入替制で１回の定
員は150名。トップダウンで市民は無料とした。市外は300円。利用者の３割程度は市

外。 

 運営は神戸YMCAに委託。YMCAは子供に慣れており安心感がある。 
 

【一時保育ルーム】 

 親のリフレッシュなど、様々な事情に対応するため、一時預かりをするスペース。料金
は１時間市民400円、市外700円。手続き、健診等の用事がある場合は無料。原則予約

が必要。 

 生後６ヶ月以上の未就学児が対象。平日は４～５名の保育師で対応。 
 

【音楽スタジオ】 

 楽器の貸し出しは１時間200円～300円、室料は１時間500円だが、中高生のみで利用
の場合はいずれも無料。 

 スタジオを利用する有志が音楽イベントを企画中。子供たちの自主性を大切にしたい。 
 

【あかし子育て支援センター】 

 市役所直営で保育士などの資格を持っているスタッフが対応している。スペースの半分
を子供図書館とし、親子で活用してもらっている。子供用の工作ルーム、キッチンルー

ムもある。 

 

【あかし市民図書館】 

 まちづくりの拠点として、市政情報の発信や、本と人をつなぐイベントを実施している。 
 来館者は以前の図書館の約４倍で、約９万冊が常時貸し出されている。そのほか、イン
ターネットで各種情報提供を行っており、ビジネス支援にも役立っている。 

 ２階のジュンク堂の在庫が検索でき、ジュンク堂でも図書館の貸出状況が検索可能。ま
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た、借りた本は街の本屋で返却できるしくみとするなど、本屋との連携を図っている。 

 

【イベントスペース】 

 土日は様々なイベントが行われている。このスペースを経由して街中にいけるという回
遊性も考慮している。 

以上 
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平成29年10月４日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 明石市長懇談 
 

日 時：平成29年10月４日（水） 
場 所：明石市役所 
 

泉市長から市政全般に関する説明 

 

 駅前のタワーマンションは、明石のブランドイメージを高めるため、業者になるべく高
く売るよう要請した。それでも即日完売で５倍の倍率だった。 

 人口増加により、５年前と比べて個人市民税の収入が６億円増えた。また、地価が上が
って固定資産税が 10億円、都市計画税が２億円の増収。さらに、来年から事業所税で

３億円の増収が見込めるため、合計 21億円の増収となる。子供の医療費の無料化と保

育料の第二子以降無料化で 20億円使ったが、それが狙い通り税収増に繋がっており、

好循環を生んでいる。 

 明石か明石周辺の出身、神戸大または関学卒、神戸または西宮在住の 30歳前後の夫婦
をターゲットとしてイメージし、保育料無料化を打ち出した。この層は教育熱心なので、

転入してくると明石全体の学力が向上し、ブランドイメージ改善につながる。 

 小学校１年生は30人学級にしており、それによる教員増のコストは市が負担している。 
 職員の仕事もだいぶスピード感が出てきた。仕事が一区切りした優秀な人材を、次の重
点施策に回すなどして、人事異動は毎月のように行っている。また、市長室には職員が

10名おり、市長自ら直接指示を出すことで、スピードアップが図られている。 

 明石は大阪から１時間弱なので、明石に働き口がなくても人が引っ越してくるという利
点がある。一方で、土地が少なく安くもないので、企業誘致は諦めている。 

 隣接する神戸、加古川が明石の政策に追随してこないので、明石に人が来てくれている。
神戸は政令市、県庁所在地として商工関係の政策に予算も人も割かれているイメージ。 

 全体的に職員を減らして人件費をカットしているが、弁護士や保健師など専門職は増や
している。 

 県の事業で明石港を整備して大型船を入航させる計画や、市役所付近の海沿いの一帯の
エリアを開発する計画があるが、市としては、今は様子見の状況。 

 県の事業でも、費用負担は県と市で折半ということが多い。県からの要請を断ることは
難しいが、納得するまで了承しないようにしている。 

 国がいう「地方」は都道府県が念頭にあるが、都道府県でできることは限られている。
市民生活を支える市町村がしっかりしてこそ地方がしっかりするのではないか。人口30

万以上の市は自立できる。国のお金をあてにしなくてよい税制体系を作り、一定の裁量

権を与えたほうが、コストは安く、時代や地域特性に合った施策が展開できると思うが、

全国一律の施策を、国から現場の事情が分からない県に下ろす構図は相変わらずだ。 

 明石市は来年４月から中核市になる。引き続き、明石が特例市、中核市、政令市の橋渡
し的な役割を担っていきたい。経済３団体との連携もできればやっていきたい。 

 子育て支援策の予算を捻出するため、市営住宅・公共施設の建設・修繕の見直しや、職
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員の人件費削減を行った。高齢者の予算を削り子供に回すことは反発があり難しかった。 

 中核市に移行するにあたり、保健所、動物愛護センター、児童相談所の設置などにより
100人以上の職員が必要となる。その分の事業予算や人件費が国から来るが、職員を増

やさずに100人以上分の仕事をすることで10億円捻出できると考えている。仕事のや

り方を見直すことで、人員を５％削減するよう各部署に命じている。 

 議会との関係は良好だ。元々議員からの支持は少なかったが、人口増加で地域経済が回
り始めたこともあり、関係が変わってきた。今は民需で建設会社や商店が潤っている。 

 例えば、市外在住の明石出身の女性が、夫と子供を連れて明石に帰ってきて家を建てる
ことに対して補助を行うなど、30歳前後の女性にターゲットを絞ってキャンペーンを行

うことも今後考えていきたい。 

 明石がいかに住みやすいかを不動産屋のチラシに書いてもらい、神戸や西宮のマンショ
ンにポスティングしてもらっている。市はデータを提供しているだけでお金は使わずに

すむ。このようなプロモーション施策を推進するために民間から２名採用した。 

 子供の学力は全国平均以上。また、学区再編で明石に住んでも周辺の高校に通えるよう
になったことで、優秀な子供が集まりやすくなった。 

 県に対して教員人事権の移譲を求めている。今は、市立の学校の先生に不祥事があって
も、調査権と処分権は県の教育委員会が持っており、市は何もできないばかりか、学校

が訴えられた場合の被告は市長だ。お金の問題も含めて、権限と責任を揃えるべきだ。 

 予算や人事異動は年１回が一般的だが、明石は補正予算が多い。部長級の人事異動も年
３～４回やっている。施策の進捗状況を見ながらすぐに対応するためだ。 

 市の広報誌はページ数を倍、カラー印刷にして、全号特集を組むようにした。市役所と
繋がりが薄いサイレントマジョリティに、市の方針を理解してもらうことが重要。 

 国がやろうとしている施策を、国より少し早くやっている。例えば、日本は里親の委託
率は10数％で、これを75％にする方針が出たが、明石はそれが出る前から100％を目

指して取り組んでいる。国には、お金ではなく応援のメッセージをもらっている。 

 今の国－県－市の３層構造は合理的ではない。明石の場合は、さらに関西広域連合と加
古川にある東播磨県民局が間に入るので５層だ。市から県への相談窓口は県民局だが、

権限がなく、判断は県庁で行うため、時間と経費の無駄が発生している。県の仕事自体

も減ってきており、市で全部できてしまうので、明石は中核市に移行する。 

 人口20万以上の政令市、中核市には都道府県並みの権限を与え、その他の自立困難な
エリアは、都道府県が直接統治すれば一気に行政コストが下がるのではないか。都道府

県、政令市、中核市で直接的に住民に責任を負う構造にすることが合理的ではないか。 

 明石は、経済的な事情で２人目を産むかどうか迷っている若い夫婦に対する支援策を徹
底的にやっており、その結果がこれから出てくる。ただし、これは全国どこでも有効な

策ではなく、地域特性を考慮した施策を打たないと効果がない。 

 

以上 



 

1 
 

平成29年10月４日 
 

地方創生ＷＧ実態調査報告 明石市役所 
 

日 時：平成29年10月４日（水） 
場 所：明石市役所 
 

１． 明石市から総合戦略・創業支援・児童相談所・里親プロジェクトに関する説明 

 
【総合戦略】 

 総合戦略ではKPIとは別に、人口30万人、出生数年間3,000人、本の貸出冊数年間300
万冊のトリプル３達成の目標を掲げている。 

 人口目標は長期総合計画でも掲げている。今年１～６月の人口増加数は既に前年（通年）
の倍。周辺から若い夫婦とその子供が転入してきており、出生数も増えている。 

 明石市は、面積は小さいが人口・人口密度で見ると中核市となるのに相応しい規模。人
口は県内でダントツの伸び。転入転出とも年間１万人規模だが、市内に大学がなく働き

口も少ないため15-19歳は転出超過。その分を上回る20代、30代の子育て世代の転入

がある。 

 本の貸出冊数は平成27年と28年はほぼ同じ数（28年の３ヶ月間の休館を考慮すると増
加基調）で、29年は前年の２倍ペースで伸びている。今後、学校図書館の活用に力を入

れていく。 
 

【創業支援】 

 今年度、創業支援計画を作り、商工会議所の創業塾や個別相談との連携からスタート。
また、政策金融公庫、生きがいしごとサポートセンターとも提携して支援を実施。９～

10月には創業塾2017を開催した。ただし、他市と比べて独自の創業支援を行っている

わけではなく、それほど活発な動きがある状況ではない。 

 
【児童相談所】 

 児童相談所は虐待、養護、障害、非行など幅広く対応するため、専門性の高い人材の確
保が課題。平成 28年に２名の担当で準備に着手し、今年度から７名体制、うち里親推

進担当が３名。有識者や、権限移譲元の県との会議を重ね、実務的な準備を進めている。 

 相談所の施設は新設。一時保護所、子育て支援センターも併設し、“明石こどもセンタ
ー”といった打ち出しをする予定。概算５～７億円かかるが、国からは１～２割の補助

の見込み。保健所も敷地内に整備するので、虐待対応などで連携していきたい。 

 68名体制での運営を計画しており、児童福祉司は国が定めた人数より手厚くする。新規
採用の他、既存職員も 30名程度配置予定で、対象者は兵庫県（以下、県）の中央児相

等で研修を受けている。保護した子供の受け入れ先の確保策として県内施設ごとの定員

協定を県と協議中。今まで市としてやってきた子ども支援の機能を児童相談所内に取り

込んで、一元的に進めていきたいと考えている。 

 
【里親プロジェクト】 

 市内で社会的養護を必要とする子供ができるかぎり家庭的な環境で育つよう、里親を増



 

2 
 

やす取り組みに力を入れている。県において、親元で暮らせない子供のうち里親で育っ

ているのはまだ１割程度。 

 まずは就学前乳幼児の里親委託100％を目指して、市内28小学校区全てに里親がいる状
態にしたい（現状 13校区）。里親の登録等は県の業務（児童相談所設置後、市に移管）

だが、里親を増やす取り組みを全て市の予算で実施している。 

 10月は里親月間につき、市広報誌での特集、フォーラムの開催、ポスター・チラシの掲
出、図書館やジュンク堂と連携したブックカバーの配布など、集中的に広報している。 

 関心層が一歩踏み出せるよう里親相談会、ボランティア里親（週末だけなど短期）の入
門講座、体験里親などを実施。市の担当職員が里親コンシェルジュとして支援していく。 

 将来的にフォスタリング機関創設を視野に入れている。また、こども食堂とも連携して、
市民と子供の触れ合う機会を増やし、里親等の子ども支援の人材確保につなげていきた

い。 

 

２． 質疑応答セッションにおける説明のポイント 

 
【総合戦略】 

●子育て世代の転入に伴い、待機児童、学童保育の問題や学校のキャパシティの問題が出て

きている。職員数も増やす必要があるので、税収増をそこに充てたい。 

●人口増加は市内でも地域差があるので対応が難しい。一部通学区域を変更したが、学校規

模の差はある。市街化区域内の田畑を宅地化した地域では、児童の急増に対する投資が必要。

学校の統廃合はしばらく行っていない。小学校区ごとのコミュニティがあるので、統廃合は、

今後、教育だけでなく地域づくりの課題としても考えないといけない。 

●今の人口増加は転入によるところが大きいが、人口増で一番大事なのは出生数だ。子育て

支援策により、現状、出生数は向上しており、日本全体の人口増にも貢献している。 

●駅前の総合窓口は対応する事務の数は多いが、証明発行業務が主なのでマニュアル等であ

る程度対応できる。一方、相談業務は対人スキルが求められる。職員一人が担当する業務の

範囲を広げ、専門性が必要な業務は専門職を入れて対応している。 

●本を読んでもらうことにより、市民の他人を思いやる心を育て、人に優しい社会を作って

いきたい。これにより、市民力、文化度が上がれば住みたい街としても選ばれる。 

 
【創業支援】 

●子育て関連の起業は少なく、既存のNPOや社会福祉法人の規模拡大のケースが多い。 

●創業塾の運営は商工会議所が主体。支援者数の目標値は年間35件だが実績は26件とまだ

少ない。明石で創業を考える人が少ないのではないか。今後、市内で再開発の大プロジェク

トが続くが、経済基盤の充実により、明石での創業者が増えるような環境を作ることも大事。 

 
【児童相談所】 

●子供のためには何でもやるのが市の方針。全ての子供に対して、地域皆で、子供目線で支

援するという考え方。児童相談所の設置は、子供を核とした街づくりの集大成の位置付け。

●都道府県と政令市は必置。全国で210か所ある。中核市ではまだ金沢と横須賀のみ。 

●児童福祉司の配置基準は人口４万人に対し１名以上。30万都市だと８名必要。 



 

3 
 

●児童相談所に常勤で弁護士を置いている例は福岡県、和歌山県と名古屋市くらい。明石で

は、現状、弁護士職員２名が虐待等の子供の問題の担当に就いており心強い存在だ。 

●虐待相談は全国同様増えている。保護した児童が自立するまで責任を持ってケアしたい。 

●専門職では、スーパーバイザーの標準数が国の基準で定められており、これを満たすのに

苦労する。他の児童相談所から引き抜くわけにはいかず、募集して採用しないといけない。 

以上 


