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平成２９年度 市町村職員道外先進事例研修の概要
１

目 的
道外市町村等における先進事例を、現地の関係職員等との情報交換等を通じて学ぶ実施研修を行

うことで、地方分権時代を担う市町村職員の資質の向上や人材の育成を図り、個性豊かな地域づく
りの推進に資することを目的とする。

２

日 程
平成２９年１１月１４日（火）～１１月１７日（金） ４日間
平成 29 年度市町村職員道外先進事例研修 行程図

研修②石川県七尾市 11/15
【地域での創業支援制度】

研修①富山県富山市 11/1５
【公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり】

研修③富山県南砺市 11/1６
【人口減少対策（婚活・定住促進）】

※１１／１４・１７は、移動日
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３ 研修先及び研修テーマ
研修１ 富山県富山市（とやまし）
（１）テーマ 「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」
（２）日 時 平成２９年１１月１５日（火） ９：２０～１１：００
（３）場 所 座学：富山県民会館 ７０６号会議室（新総曲輪 4 番 18 号）
（４）講師等 富山市都市整備部都市政策課企画係長 中田 幸宏 氏
（５）研修先の概要
ア 人 口
４１７，９６９人
イ 町の概要

１７５，７１０世帯（平成２９年８月末現在）

富山市は富山県のほぼ中央から南東部分までを占め、北には豊富な魚介類を育む富山湾、東
には雄大な立山連峰、西には丘陵・山村地帯が連なり、南は豊かな田園風景や森林が広がって
いる。市内には神通川や常願寺川など大小の河川が流れ、古くから川で結ばれた文化圏を形成
している。海の幸に恵まれた富山湾から登山家たちを魅了してやまない３，０００メートル級
の山々が織りなす自然の姿は、世界第一級の景観をなしている。
富山市の平野部は、豊かな農耕地帯として、また北陸道などの交通の要衝として古くから
栄え、江戸時代になると、薬業や和紙などの産業が奨励され、飛騨街道や北前船航路などの交
通・物流網の整備や越中売薬の独特の商法も相まって「くすりのとやま」として全国に知られ
るようになった。
平成８年には中核市に移行し、平成１７年４月には、富山市、大沢野町、大山町、八尾町、
婦中町、山田村、細入村の７市町村が合併し、新しい「富山市」が誕生した。
ウ 取組の概要
(ｱ) 目的・取組内容
富山市では、平成１４年から公共交通を活性化させ、その沿線に居住や商業などの都市の
諸機能を集積させることで、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりを
実現する「コンパクトなまちづくり」を目指してきた。
平成１７年４月に７市町村による新設合併によって、現在の富山市が発足。旧市町村を
「団子」にたとえ、それぞれの特徴を生かしながら、公共交通という「串」でつないで持続
可能なまちづくりを進めるのが、富山市のコンパクトシティの基本コンセプトである。
(ｲ) 成 果
日本初の「ライトレール」の導入などコンパクトシティへの取組が評価され、平成２０年
７月に低炭素社会の実現に向け先駆的な取組を行う「環境モデル都市」に、平成２３年１２
月、
「環境未来都市」にも選定された。また、平成２４年６月には、ＯＥＣＤ（経済協力開
発機構）によって、メルボルン、バンクーバー、パリ、ポートランドと並び、コンパクトシ
ティの世界の先進モデル都市にも選出されている。
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研修２ 石川県七尾市（ななおし）
（１）テーマ 「地域での創業支援制度」
（２）日 時 平成２９年１１月１５日（水） １４：１５～１７：００
（３）場 所 座学：七尾市役所２階大会議室（袖ケ江町イ部２５番地）
現地見学：Ｏｎｅ Ｄａｙ Ｆａｍ（石崎町乙１９－９）
（４）講師等 七尾市産業部次長兼産業振興課長
木原 肇 氏
産業振興課 課長補佐

立川

産業振興課 主任

室谷 吉和 氏

産業振興課 専門員

林

Ｏｎｅ Ｄａｙ Ｆａｍ

淳

氏

尚子 氏

宮谷 正己 氏

（５）研修先の概要
ア 人 口
５４，１１９人
イ 市の概要

２２，２２８世帯（平成２９年８月末現在）

七尾市は石川県の北部、能登半島の中央に位置し、北は穴水町、西は志賀町、南は中能登町
と富山県氷見市と接している。この地域は、天然の良港として栄えてきた七尾港を海の玄関口
とし、古代より能登の政治・経済・文化の中心地として発展を続けている。また、能登半島国
定公園の中心に位置し、開湯１２００年渚のいで湯として全国的に有名な和倉温泉や、様々な
リゾート施設を有する観光の島・能登島をはじめ、観光資源豊富な魅力が溢れる。
平成１６年１０月、
「港と温泉のまち 七尾市」
・
「建具のまち 田鶴浜町」
・
「演劇のまち 中
島町」
・
「観光の宝島 能登島町」の１市３町が合併し新七尾市が誕生した。
ウ 取組の概要
(ｱ) 目 的
七尾市、七尾商工会議所、能登鹿北商工会、のと共栄信用金庫、日本政策金融公庫は、平
成２６年１月に各支援機関がそれぞれ有する支援メニュー、ニーズ等の情報共有を行い、
創業者のステージに応じた支援メニューをスピーディーに提供し、創業初期段階から創業
後のフォローまでの支援を強化することで、当地域における創業者支援を活発化させ、ひ
いては事業所数減少の歯止めと、地域における新たな需要を喚起し地域の雇用を産み出し
活力をもたらすことを目的に業務提携（提携名：ななお創業応援カルテット）を締結した。
(ｲ) 取組内容
「ななお創業応援カルテット」では、創業相談会、補助金支援、資金調達支援、事業計
画策定支援などの、さまざまな支援メニューに取り組んでいる。また、創業・第二創業（事
業継承予定者・企業内創業）
・プチ創業（主婦など）を目指す人を対象に、ビジネスアイデ
ィアから創業までをお手伝いする『創業塾』を開催している（年１０回）。
さらに、市内企業の総合的な経営支援を行うことで七尾市を元気にすることができる「ロ
ーカルベンチャーアテンダント」の募集や今年５月に全国１０市町村で構成するローカル
ベンチャー推進協議会に参加している。（北海道では、下川町、厚真町が参加）
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研修３ 富山県南砺市（なんとし）
（１）テーマ 「人口減少対策（婚活・定住促進」
（２）日 時 平成２９年１１月１６日（木）１０：００～１２：００
（３）場 所 座学：南砺市協働のまちづくり支援センター
（南砺市山見１７３９－２（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｱｽﾓ２階）
）
（４）講師等 南砺市市民協働部南砺で暮らしません課長
市川 考弘

氏

副主幹 江川 裕介

氏

副主幹 大浦 幸恵

氏

主事

富田 新之介 氏

（５）研修先の概要
ア 人 口
５１，９９１人
イ 市の概要

１７，７９５世帯（平成２９年８月末現在）

南砺市は富山県の南西端に位置し、西は石川県、南は岐阜県と接している。平成１６年１１
月に８つの町村（城端町、平村、上平村、利賀村、井波町、井口村、福野町、福光町）が合併
し、
「南砺市」が誕生した。面積は６６８．６４平方キロメートル（東西約２６キロメートル、
南北約３９キロメートル）で、そのうち約８割が白山国立公園等を含む森林であるほか、岐阜
県境に連なる山々に源を発して庄川や小矢部川の急流河川が北流するなど、豊かな自然に恵
まれている。また、市北部の平野部では、水田地帯の中に美しい「散居村」の風景が広がり、
独特の集落景観を形成している。平成７年にユネスコ世界遺産に登録された「五箇山の合掌造
り集落」をはじめ、平家の落人の哀愁を奏でる「麦屋節」や、平安時代に成立した田楽が起源
とされる「こきりこ」などの「五箇山民謡」、家並みが美しい「越中の小京都・城端」、板画家
棟方志功の住居「愛染苑」と師の作品が展示される「福光美術館」、そして瑞泉寺門前の古い
町並みから木槌の音が響く「信仰と木彫りの里・井波」など、香り高い歴史・文化遺産に、年
間を通じて多くの人々が訪れている。
ウ 取組内容等
(ｱ) 目的・取組内容
「南砺で暮らしません課」は、定住促進策の一元的な実施を目的に平成２６年４月に新
設、
「婚活支援係」と「定住・空き家対策係」を設け、市内のコミュニティプラザ内に設置
し、土日祝日も対応している。（休業日は毎週火曜日と毎月第４月曜日）婚活については、
平成２３年度に、市長が「なんとを元気にするまちづくり事業」として職員に提案を募り、
その中に婚活に関する提案もあったことから本格的に取組を開始、
「あなたと私を結ぶ赤い
糸プロジェクト（ＡＩＰ４８）
」と銘打ち、４８組の成婚を目標に取り組み、平成２７年度
に目標を達成。
定住促進については、定住奨励金と民間賃貸住宅の家賃補助といった転入者向けのみな
らず、三世代同居奨励の補助金や、同居推進のためのリフォーム助成など幅広くメニュー
を設けている。
(ｲ) 成果
㈱宝島社『田舎暮らしの本』２０１７年２月号に掲載された「第５回 住みたい田舎ベス
トランキング」で総合部門第３位となった。また、
「あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト
（ＡＩＰ４８）
」は、平成２９年９月１３日現在、８６組が成婚し市内居住している。
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平成２９年度市町村職員道外先進事例研修
【 参 加 者 名 簿 】
区分

氏名

団体名

職 名

所 属

団長

石橋 秀規

北海道市町村振興協会

常務理事

福平 和矢

赤平市

主事

農政課農政係

内田 義則

南幌町

主査

産業振興課農政グループ

三ケ田 恵理

由仁町

主査

保健福祉課福祉・児童担当

坪田 健志

長沼町

係長

教育委員会学校教育課学校給食センター総務係

宗近 秀靖

雨竜町

主査

出納室税務会計担当

市場 義弘

北竜町

係長

企画振興課企画係

遠谷 真裕美

新篠津村

主査

総務課総務係

山岸 雅巳

寿都町

係長

企画課企画係

橋本 啓二

ニセコ町

係長

建設課土木係

長濱 叔子

新冠町

主任

町民生活課町民生活グループ住民係

中原 郁美

函館市

主任主事

松木 幸枝

鷹栖町

主査

健康福祉課地域福祉係

斉藤 学

東神楽町

主査

健康ふくし課

関 光徳

利尻富士町

課長補佐

可知 英俊

訓子府町

主任

総務課庶務係

斉藤 健悟

湧別町

係長

企画財政課調整係

齋藤 知樹

滝上町

係長

住民生活課住民活動環境係

西岡 淳一

音更町

係長

企画財政部企画課企画調整係

杉山 みちる

士幌町

担当主査

下浦 強

中札内村

主査

福祉課福祉グループ

山手 陽介

標茶町

主任

企画財政課企画調整係

山下 真弘

別海町

主任

農業委員会事務局

山田 隆二

北海道市町村振興協会

主幹

事業推進担当

古一 直喜

北海道市町村振興協会

主査

事業推進担当（福島町派遣）

経済部経済企画課

団員

総務課

町民課住民生活グループ

事務局

合計２５名（男性１９名・女性６名）
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研 修 レ ポ ー ト
１班 富 山 県 富 山 市
２班 石 川 県 七 尾 市
３班 富 山 県 南 砺 市
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平成２９年度「市町村職員道外先進事例研修 【 レポート作成 班 編 成 表 】
班

氏 名

和

矢

赤平市

農政課農政係

主事

内

田

義

則

南幌町

産業振興課農政グループ

主査

新篠津村

総務課総務係

主査

二

ニセコ町

建設課土木係

係長

学

東神楽町

健康ふくし課

主査

(７名)

橋

レポート担当
【富山市】

斉

レポート担当
【七尾市】

職名

平

遠 谷

(７名)

所属

福

１班

２班

市町村名

真 裕 美

本

啓
藤

斉

藤

健

悟

湧別町

企画財政課調整係

係長

西

岡

淳

一

音更町

企画財政部企画課企画調整係

係長

坪

田

健

志

長沼町

教育委員会学校教育課学校給食センター総務係

係長

市

場

義

弘

北竜町

企画振興課企画係

係長

山

岸

雅

巳

寿都町

企画課企画係

係長

長

濱

叔

子

新冠町

町民生活課町民生活グループ住民係

主任

中

原

郁

美

函館市

経済部経済企画課

可

知

英

俊

訓子府町

山

手

陽

介

恵 理

三 ケ 田

主任主事

総務課庶務係

主任

標茶町

企画財政課企画調整係

主任

由仁町

保健福祉課福祉・児童担当

主査

宗

近

秀

靖

雨竜町

出納室税務会計担当

主査

松

木

幸

枝

鷹栖町

健康福祉課地域福祉係

主査

徳

利尻富士町

樹

滝上町

住民生活課住民活動環境係

み ち る

士幌町

町民課住民生活グループ

３班
関

光

総務課

課長補佐

(８名)
レポート担当
【南砺市】

齋

藤

杉 山
下
山

知

浦
下

真

強

中札内村

弘

別海町

係長

担当主査
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備考

研修１０
公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり
～

富山県富山市の事例

～

福平 和矢 赤平市農政課農政係
内田 義則 南幌町産業振興課農政グループ
遠谷真裕美 新篠津村総務課総務係
橋本 啓二 ニセコ町建設課土木係
斎藤

学 東神楽町健康ふくし課ふくしグループ

西岡 淳一 音更町企画財政部企画課企画調整係
斉藤 健悟 湧別町企画財政課調整係

１

富山市の概況
富山市は、人口４１８，６８６人（県全体の約４０％に達する）、面積１，２４１．７平方キロメー

トル（県全体の約３０％を占める）を誇る富山県の県庁所在地です。全国地方銀行の中でも大きなシェ
アを獲得している北陸銀行、北陸地方の電力を支え続けてきた北陸電力が本店を構え、また、
「くすりの
とやま」として全国に知られる製薬産業、工業機械や精密工業部品などといった工業製品の製造業が隆
盛著しく、日本海側屈指の工業都市としての一面も持っています。さらに富山平野一面は水田耕作地帯
に代表される農林業や、豊富な魚介類の宝庫である富山湾では水産業も盛んであり、産業、経済の分野
で目覚しい発展を遂げています。
平成８年、旧富山市が中核市に指定され、さらに
平成１７年に旧富山市・上新川郡大沢野町・大山町・
婦負郡八尾町・婦中町・山田村・細入村の７市町村
が合併し、現在に至っています。
富山市が抱える課題として、第一に人口減少と超
高齢化が挙げられ、総人口が平成２２年をピークに
減少しており、平成５７年（2045 年）には平成２２
年から約２３％の減に達する見込みとなっていま
す。また、高齢化も進み続け、平成４２年（2030 年）
には全人口の約３０％が高齢者になると予測され
ています。このため、経済規模の縮小や社会保障費

【図１ 合併した７市町村 】

の増大などが懸念されています。
第二の課題として市街地の低密度化があります。市街地は富山平野の中央に位置しており、道路の整
備率が高さや住宅の戸建志向の強さ、近郊の地価が安価であることなどから、市街地の面積の拡大に伴
い市街地の人口密度が低下し続け、ＤＩＤ（人口集中地区）人口密度は都道府県の県庁所在地において
最下位となっています。市街地の低密度化は都市機能の拡散を誘発し、都市管理に係る行政コストが上
昇する大きな要因となっています。例えば、道路や下水道といったインフラの整備、除雪、道路清掃、
ごみ収集エリアの拡大などです。人口減少や生産年齢人口の減少による税収の低下なども影響し、将来
的に市民一人あたりの行政コストは確実に増加と推測されています。
第三に自動車依存による公共交通の衰退が挙げられます。富山県における一世帯あたりの自動車保有
台数は１．７０６台で全国第２位となっており、都市圏内の移動手段として自動車が占める割合はおよ
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そ７０％にも及び、その一方で公共交通の衰退は激しく、過去２０年の間に公共交通利用者の割合は減
り続け、ＪＲが約２９％減、市内電車は約４３％減、路線バスにあっては、約７０％もの減となってい
ます。それに伴い路線バスの系統数は約４０％も減少していて、富山市が実施した１５歳以上の市民を
対象としたアンケート調査によると、市民の約
３０％が自由に使える車を所持しておらず、車
による送迎やバス及び自転車が主な交通手段と
なっています。しかし、その生活に身近なバスが
衰勢しているために、それらの市民にとっては
不便な現状となっています。今後、高齢化が進む
と車を自由に使えない市民の割合はますます高
まると予想されています。
富山市の過度に自動車に依存した生活や、都
市機能が拡散した都市構造などが背景となり、
低炭素社会の実現を推進する世の流れに反し二
酸化炭素の排出量は増加し続けており、二酸化
炭素排出量増加率が全国平均を大きく超えてい
ることから、その大幅な削減が求められていま

【写真１ 富山市の様子 】

す。

２

公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり
富山市では、今後、人口減少や高齢化社会が見込まれるなか、社会資本の適切な維持管理や高齢者の
移動手段の確保などの課題に対応すべく取り組んだのが「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクト
なまちづくり」です。
富山市のまちづくりの基本方針として、鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居
住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることによりコンパクトなまちづくりの実現を目指
しています。まちづくりの実現を図るため、①公共交通の活性化、②公共交通の沿線地区への居住推進、
③中心市街地の活性化－の３本柱の政策に取り組むことを掲げ、また、富山市が目指す「お団子と串の
都市構造」として、市町村合併する前のそれぞれのまちの中心部を結ぶ運行本数など一定水準以上のサ
ービスレベルを持つ公共交通を串に見立て、串で結ばれた徒歩圏（鉄道：500m、バス 300m）内をお団子
に見立て都市構造を目指すこととしました。
また、コンパクトなまちづくりの進め方として、都市計画の線引き区域を拡大するような規制強化的
な手法をとらず、都心部の魅力を高めることで、まちなか居住を誘導していくという手法を基本とし、
次に鉄軌道網、バス等の公共交通を活性化させ、駅や停留所の徒歩圏に居住を推進するとともに市民生
活に必要な機能を集積させていくこととしております。
そのため、旧富山市の都心部だけのまちづくりとならないよう、旧町村にもつながる鉄軌道を中心と
した公共交通幹線の沿線に地域拠点を整備し、全市的にコンパクトなまちづくりを展開することとして
おります。
平成２０年度に策定した「富山市都市マスタープラン」では２０年後における目標として、公共交通
軸沿線に居住する人口の割合を平成１７年国勢調査人口の２８％を平成３７年に４２％まで増加させ、
また、平成２９年３月には立地適正化計画を策定し、公共交通の駅等を中心とした徒歩圏の人口密度を
維持するために「居住を誘導するエリア」を設定したほか、生活サービス機能等の都市機能を集積しコ
ンパクト化を促す「都市機能を誘導するエリア」
、
「誘導する都市施設」を設定しています。これらの設
定されたエリア外では、一定規模以上の住宅・誘導施設（図書館、医療支援センターなど）の建築を目
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的とする開発行為等を行おうとする場合は事前の届出が必要となり、富山市が目指す「お団子と串の都
市構造」のさらなる強化を図っています。

都心部だけではない全市的に行う
コンパクトなまちづくり

「串」
一定以上のサービス水準の公共交通

「お団子」
串で結ばれた徒歩圏

【図２ 富山市が目指すお団子と串の都市構造 】

３

富山市における公共交通の活性化

（１）富山市の公共交通網 ～鉄軌道及び路線バス～
富山市の公共交通網は、鉄軌道７路線、路線バス約９０路線が、富山駅を中心に放射状のネットワ
ークを形成しています。
【鉄

道】
北陸新幹線、あいの風とやま鉄道線（並行在来線）
、ＪＲ高山本線、富山地方鉄道本線、富山地方鉄

道不二越・上滝線
【軌

道】

富山地方鉄道・富山市内軌道線（環状線含む）
、富山ライトレール（富山港線）
【路線バス】
富山地方鉄道が運行するものを中心に９０路線運行
（２）公共交通の活性化 ～ＬＲＴネットワークの形成～
富山市では、公共交通の活性化、コンパクトなまちづくりを実現する最も重要な手段と位置付け、
必要なものについて行政が積極的に関与し、交通事業者等との協働により活性化を図っています。富
山ライトレール（H18.4 開業）
、市内電車環状線（H21.12 開業）
、新幹線高架下へ乗入れ（H27.3 開業）
という、ＬＲＴ（次世代型路面電車）ネットワークの形成により、過度に車に依存したライフスタイル
を見直し、歩いて暮らせるまちの実現を目指しています。
（３）富山ライトレール（ポートラム）の整備
ア ＪＲ富山港線のＬＲＴ化
富山ライトレールとは、富山駅から北側、岩瀬浜までの約７．６キロメートルの路線（路線名称
「富山港線」
）であり、運行を第三セクター会社である「富山ライトレール㈱」が行っている。利用
者の減少が続いていたＪＲ富山港線を、
「高架化」、
「廃線」
、「路面電車化」の３案から採択された路
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面電車化案に、公設民営の考え方を導入し、富山ライトレール㈱が運行する、日本初の本格的ＬＲＴ
として再生したものです。富山市は、施設の建設費や維持管理費を負担し、富山ライトレール㈱が運
賃収入により運営を行うこととし、整備後の富山港線は、鉄道既存線の一部廃止と旧富山港線を活用
した鉄道区間（約 6.5km）と新設した軌道線区間（約 1.1km）を１３電停で結んでいます。
イ 整備概要
運行する全ての車両が低床車両、全ての停留場がバリアフリー、低騒音低振動の樹脂固定軌道の採
用、高頻度運行（運行間隔 15 分、ラッシュ時 10 分）
、ＩＣカードによる運賃収受、アテンダントの
配置など、これまでの路面電車の概念を超える高水準なサービスレベルを実現しています。
ウ 整備効果
利用者数の推移を見ると、平日の１日あたりの利用者数は、開業前（H17）の２，２６６人から、開
業後（H18）には４，８９３人へ、平成２９年３月
末では４，７９１人へ増加しています。休日は開
業前（H17）の１，０４５人から、開業後（H18）
４，９１７人へ増加後、開業３年目からは約３，
３００人、平成２９年３月末は３，５１１人と、
近年はほぼ横ばいとなっています。
時間帯別では、平日の日中の利用者が大幅に増
加し、年代別では、最も利用が多い年代が５０代
で、開業後約２倍、６０代、７０代の利用者が約
３．５倍と高齢者の利用が大幅に増加していま
す。このことは、車を自由に使えない高齢者など
の外出機会の創出というライフスタイルの変化

【 写真２ 市内を走る富山ライトレール 】

がうかがえ、さらには歩く行動の増加で健康増進
に期待ができます。
（４）市内電車環状線化事業
ア セントラムの整備
市内路面電車は、富山駅から南側の富山地方鉄道富山軌道線があり、富山駅や大学・高校を結ぶ重
要な足となっています。中心市街地活性化と都心地区の回遊性の強化を目的に、市内電車を路線の一
部延伸（約 0.9km の軌道と電停を３箇所新設）することにより、既存の市内軌道と合わせて１周約３．
４キロメートルの環状運行を実現させました。その整備は、魅力ある都市景観の構築に向けた道路空
間との一体的なものとなっています。
イ 整備方式
富山市は、平成１９年１０月に施行された「地域公共交通活性化及び再生に関する法律」により、
路面電車事業では全国初の「上下分離方式」を導入しており、公設民営の考え方に基づき、行政（富
山市）が軌道の整備及び車両の購入に要する費用を負担し、車両の運行を民間（富山地方鉄道㈱）が
行うものです。
【上】 富山地方鉄道㈱（民間） ・・・ 軌道運送事業者（運行を実施）
・施設新設による固定資産税・減価償却費の増大を避けることができる
【下】 富山市（行政） ・・・・・・・ 軌道整備事業者（施設・車両を整備、保有）
・民間企業の軌道に対する補助ではないため、市民の理解が得られやすい
・市の保有・管理のため、長期的に安定した運行が確保できる
・ＬＲＴ総合整備事業等の国の補助制度が活用できる
ウ 整備効果
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環状線利用者は女性が約７割を占め、年代別では高齢者の利用が開業当初と比べて平日は２８％、
休日は６７％増加しており、外出機会の増加につながっています。また、まちなか居住者は、中心商
店街での日常の買物、中心部でのイベント参加、日常生活で歩くことが増加しており、コンパクトシ
ティ型のライフスタイルが進んでいます。
（５）富山市の公共交通網 ～コミュニティバス等～
コミュニティバスについては、日常生活に最低限必要な交通サービスの確保、中心市街地への活性
化及び地域生活拠点へのアクセス向上の確保を基本に活性化に取り組んでいます。ルートやダイヤは
地域の人が決定したうえで自主運行を基本とし、中山間地域は市が運行を行うことも可能としていま
す。
○コミュニティバス：自主運行（４団体）
、市営（４地域）
○乗り合いタクシー：市営（１地域）

４

公共交通沿線への居住推進
富山市では、市内の中心部に約４３６ha を「都心地区（まちなか）」
、市内の鉄道６路線の駅から５０
０メートル以内、路線バスのうち１日概ね６０本以上運行されている１３路線のバス停から３００メー
トル以内の区域で、工業専用地域と工業地域を除く用途地域が定められている区域を「公共交通沿線居
住推進地区」として位置付けられています。
都市マスタープランにおいて、平成１７年から約２０年後に富山市内の全人口に占める公共交通が便
利な地域に住む人口の割合を、約２８％から４２％へと上昇させることを目標としており、都市地区
（まちなか）及び公共交通沿線居住推進地区においては、公共交通の活性化による利便性の向上、中心
市街地の活性化による新しい賑わいの創出、それらの地区での居住者や、事業者向けの支援などの包括
的な施策展開を実施し、居住推進を図っています。
また、都心地区（まちなか）で快適に居住できるよう、業務や商業、文化、教育、医療・福祉など、
さまざまな都市機能の拡充、交通機関の充実など、都心地区（まちなか）にふさわしいまちづくりを推
進しており、
「まちなか居住推進事業」を実施することによって、まちなかへの居住・住宅供給を促し、
公共交通の利便性の高い地区に居住と都市の機能を集積し、歩いて暮らせる圏域整備を推進し、「公共
交通沿線居住推進事業」の実施により、公共交通沿線の地域特性を踏まえた居住や住宅供給を支援して
います。
上記施策の効果について、平成１７年度と平成２８年度を比べると、

○ 富山港線利用者数（平成１７年度は、ＪＲ富山港線）
（平日） ２，２８１人／日 → ４，９７１人／日

約２．１倍

（休日） １，０３３人／日 → ３，５１１人／日

約３．４倍

○ 市内電車全体利用者
９，９８３人／日 → １３，８８９人／日

約１．４倍

○ 富山ライトレール利用者のうち、約２５％が自動車やバスからの転換したことによる、二酸化炭素排
出量の削減
○ 富山ライトレール沿線での住宅の新規着工件数の増加
○ 市内電車環状沿線の地価の上昇
○ 公共交通活性化による人口誘導効果 （図３参照）
以上６項目の結果により、公共交通沿線での居住を推進することについては、富山市では費用対効
果等は大きいが、これは富山市特有の要因があると考えられます。一つ目は人口密度が低いという点で
あり、二つ目には、平地が多いという点です。このことにより、移住者は公共交通機関周辺に、居住用
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の 土地が見つかる確率が高く、住居建設コストも安く抑えることが可能であると考えられます。三つ
目は既存の鉄道ラインがある程度都市部に整備されており、ライトレールとして再整備が可能な点が
あります。これら３点の要因により、公共交通沿線への居住の推進が可能となっています。
もし、北海道の市町村での公共交通沿線への居住推進を進めるのであれば、もっとコストのかからな
いもので、鉄道やライトレールに変わる交通機関と道路等のインフラ整備の開発が必要と考えます。

【 図３ 公共交通活性化による人口誘導効果

５

】

中心市街地の活性化
富山市では、第３期富山市中心市街地活性化基本計画（計画期間 H29.4～H34.3）を策定し、人が集い、
人で賑わう、誰もが生き生きと活躍できるまちを都市像に「公共交通・都市空間」
「商業・賑わい」
「暮
らし」を大きな柱として事業を進めています。また、中心市街地への集中的な投資は、税の還流という
観点からも合理的であり効果的です。

（１）公共交通・都市空間
移動環境の充実と魅力あるまちなみの創出により、人で賑わう中心市街地の形成を基本方針に掲げ、
公共交通の強化と魅力ある都市空間の創出を目標に富山駅路面電車南北接続事業、富山駅自由通路整
備事業、富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業、交通空間の利活用交流推進事業を計画し、平
成３３年度の路面電車の利用人数を１日２万人として目標値に掲げています。
（２）商業・賑わい
まちなかの商業、文化等を活かした特徴的なエリアづくりを推進する中心市街地の形成を基本方針
に掲げ、伝統と革新が融合した商業・賑わいの再生を目標に総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事
業、桜町一丁目４番地区第一種市街地再開発事業、まちなか学生連携事業、中心商店街若者回遊事業
を計画し、平成３３年度の中心商業地区及び富山駅周辺地区の歩行者通行量（日曜日）を４万６千人
として目標値に掲げています。
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（３）暮らし
都市機能が集積し、生涯安心して健康でアクティブに活動できる中心市街地の形成を基本方針に掲
げ、誰もが生き生きと暮らし活躍している選ばれるまちを目標に地域包括ケア拠点施設運営事業、ま
ちなか居住推進事業、高齢者外出促進事業を実施して中心市街地の居住人口の社会増加として平成２
８年度から年間７４人が増えていくことを想定し、平成３３年度までに延べ３７０人増えることを目
標値として掲げています。
また、平成３３年度の中心市街地の健康な高齢者の割合として前期高齢者９５．６％以上、後期高
齢者６２．９％以上を目標値として掲げています。
（４）中心市街地の活性化事業
■グランドプラザの整備（平成１９年９月オープン）
積雪寒冷地の気候にも配慮し、賑わいの核となる全天候型の多目的広場を整備し、年間 82.5％がイ
ベント等で利用されています。
【施設概要】面積・約１，４００㎡、天井までの高さ・約１９ｍ、大型映像装置・約２７７ｲﾝﾁ
■富山市ガラス美術館・図書館複合施設（平成２７年８月２２日開館）
中心市街地にガラス美術館と市立図書館等が入る複合施設を整備しました。
■総曲輪西地区第一種市街地再開発事業（平成２８年度工事完了）
商業施設としてシネマコンプレックス等、宿泊施設、住宅施設、駐車場を整備しました。
【施設概要】敷地面積・約５，６８６㎡、延床面積・約２６，９１０㎡、規模・地上９階、地下１階
■桜町一丁目４番地区第一種市街地再開発事業（平成２９年度末施設建築物完成予定）
商業施設、業務施設、宿泊施設、住宅施設を着工整備しています。
【施設概要】敷地面積・約３，４００㎡、延床面積・約２３，１７０㎡、規模・地上１８階
■総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業（平成３０年度末施設建築物完成予定）
商業施設、業務施設、住宅施設（約２０６戸）の整備を予定している。
【施設概要】敷地面積・約３，８００㎡、延床面積・約３３，６９０㎡、規模・地上２３階、地下１階
■地場もん屋総本店
市内全域の地元農林水産物の情報発信と販売促進を図るための拠点として、
「地場もん屋総本店」を
中心市街地に整備し、誘客状況としては利用者の年齢は６０歳以上が５０％以上を占めています。
■富山まちなか研究室ＭＡＧ.ｎｅｔ（平成２３年７月オープン）
継続的に学生が地域活動に参加する仕組みとして、空き店舗を活用し大学生等のまちなかでの活動
拠点として整備されています。
【利用概要】 たまり場（学生等の活動拠点・イベント情報）
、語りの場（商店街の方との交流・就職
等の相談）
、学び場（大学ゼミの調査拠点・イベント企画）
、演じ場（研究成果の発表・ワークショッ
プの開催）
■自転車市民共同利用システム（平成２２年３月スタート）
中心市街地の２０箇所に設置された専用ステーションから自由に自転車を借りて任意のステーショ
ンに自転車を返却することができる新しいコミュニティサイクルシステムが導入されています。また、
供用開始以来、利用状況については増加傾向であり、市民の足として浸透しつつあります。
■おでかけ定期券事業
（路線バス：平成１６年５月～、地鉄電車：平成２０年４月～、路面電車：平成２３年４月～）
交通事業者と連携し、６５歳以上の高齢者を対象に市内各地から中心市街地へ出かける際に公共交
通利用料金を１回１００円とする割引制度を実施し、高齢者の約２４％がおでかけ定期券を所有し、
平成２８年度の実績では１日平均２，７４８人が利用しています。また、おでかけ定期券を利用する
と歩数が増え、健康に寄与し、医療費の削減につながっています。
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○おでかけ定期券の申込み：６５歳以上の方、利用者負担額１，０００円（毎年度）
■魅力ある都市景観の形成
街路景観を演出するハンキングバスケット、バナーフラッグ等が設置されています。
■花Ｔｒａｍ事業
華やかで明るい空間を演出し、
「花で潤うまち」を創出するため、指定の花屋で花束を購入し、市内
電車等に利用された方々の運賃を無料にしています。
■道路空間を活用した賑わい創出
道路空間を活用した賑わい創出を目的として、多様なイベントを実施するとともに日本初のＬＲＴ
区間によるトランジットモール社会実験が実施されました。
■中心市街地における公有地等を活用したまちづくり
７校から２校へと統合した小学校の跡地等を活用し、必要な都市機能を民間の活力を活かして整備
しました。
ア）角川介護予防センター（星井小学校跡地）平成２３年７月開業
星井町小学校跡地を活用し、日本初の温泉水を活用した介護予防施設を整備しました。
【概要】 水中運動療法を中心に、陸上運動療法、温熱療法、パーソナルケアなどを組み合わせた介
護予防プログラムを提供しています。また、整備には、市民からの寄付金等を活用し、民間企業の
指定管理者が管理運営を行っています。
■地域包括ケア拠点施設運営事業（平成２９年４月開業）
公民連携による健康拠点の整備として、地域包括ケア施設の整備を含む旧総曲輪小学校跡地活用事
業については、市有地の有効活用及びコスト削減、都市機能の整備等の観点から事業者の自由提案に
より公共施設との相乗効果が期待できる民間施設を整備しました。
○富山市まちなか総合ケアセンター事業の概要
ア）病児保育室
子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に病気等の子どもを一時的に保育することで安心
して子育てができる環境が整備されています。
イ）産後ケア応援室
退院直後の母子に対して心身のケアや育児サポート等を行うことで、母親自身のセルフケア能力
を高め、安心して子育てができる支援体制が構築されています。
ウ）まちなか診療所
主治医からの依頼があった場合に主治医と協力しながら訪問したり、訪問診療をする医師が見つ
からない場合に主治医となり訪問したり、主治医不在のため訪問できない場合に主治医に代わり訪
問するなどの体制が整備されています。
エ）地域連携室
医療・介護関係者の連携と質の向上に向けた研修会の開催や市民への在宅医療・介護についての
知識の普及・啓発が行われています。

６

北陸新幹線開業を契機とした富山駅周辺整備

（１）富山駅周辺整備
富山駅周辺の約１０．４ヘクタールの区域で土地区画整理事業を行い、駅前広場等が整備されてい
ます。
（２）路面電車の南北接続事業
北陸新幹線整備を契機に、富山駅南側の市内電車と北側の富山ライトレールを富山駅高架下で接続
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し、ＬＲＴネットワークの形成を図っています。
第１期事業：北陸新幹線開業に合わせて新幹線高架下へ市内電車を乗り入れ
第２期事業：在来線高架化に合わせて市内電車と富山ライトレールを接続
（３）路面電車南北接続事業の整備効果
南北接続第１期開業（市内電車高架下乗入れ）前後の変化（H26→H27）
【市内電車輸送人員の変化】
・市内電車高架下乗入れ後（H27）は、全体で乗入れ前（H26）に比べて約１割増加しています。
・通勤定期は１３％、通学定期は７％と大幅に増加
→

高架下乗入れによる乗継利便性の大幅な向上（雨や雪に濡れずに短距離で乗継可能）が予想以

上の定期利用客増加をもたらした。
・定期外（現金、チャージ式ＩＣカード）が増加
→ 新幹線開業による来街者の利用が増加しています。
（中心部を訪れる際に市内電車を利用）

７

コンパクトなまちづくりの効果

（１）市内電車の利用状況
平成９年に１日１３，９９０人であった市内電車利用者数は右肩下がりで減少が続き、平成１８年
度には９，７７９人まで落ち込みましたが、富山ライトレールの開業を契機に、平成１９年度以降は
増加に転じ、平成２１年の市内電車環状線の開業、平成２６年の路面電車の南北接続第１期運転開始
を経て、平成２７年度の実績では１３，５７７人となっています。公共交通の利便性向上と、６５歳
以上の高齢者を対象としたおでかけ定期券事業等の各種施策との相乗効果により、特に高齢者の日中
の移動が増加し、歩く機会が増えることで、健康増進と医療費の削減にもつながっています。
（２）歩行者数と空き店舗
市の調査による中心市街地の歩行者数は、平成１８年には８，４２１人でしたが、平成１９年のグ
ランドプラザ開業をはじめとする中心市街地活性化の各種施策の推進により平成２５年には９，９２
８人まで増加しており、空き店舗率については平成２３年３月の２０．９％から平成２６年３月には
１９．６％まで減少しています。
なお、富山市内には、現在５，０００戸ほどの空き家が存在しており、現状では具体的な空き家対策
等には至っていないとのことでしたが、平成２９年３月に「富山市空き家等対策計画」が策定され、今
後はこの計画に基づき、具体的な施策等について検討するとのことです。
（３）転入人口の増加
転入者と転出者の差による社会増減の推移を見ると、都心地区においては、平成１９年までは転出
者が転入者を上回る社会減の傾向でしたが、平成２０年からは転入超過による社会増を維持しており、
平成２８年実績では８４人の社会増となっています。また、公共交通沿線居住推進地区においては、平
成２３年まで社会減の傾向にありましたが、平成２４年には４２人の社会増に転じ、平成２５年には１
４５人の社会減となったものの、平成２６年以降は社会増の傾向が続いており、平成２８年の実績では
１７８人の社会増となっています。
人口減少対策として、社会増減をいかに維持・増加されるかが、現実的な対策のひとつになろうか
と思われますが、富山市の目指すコンパクトなまちづくりが人口減少対策の一助となっているのがわ
かります。
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（４）中心市街地の小学校児童数の増加
学校基本調査による平成１４年度以降の富山市の小学校児童数の推移を見ると、市内全小学校児童
数は平成１４年度の２２，５１０人から増加を続け、平成２０年度には２３，１５１人となっていま
すが、その後、減少傾向が続き平成２８年度の実績では２１，０４０人となっており、ピーク時の平成
２０年度と比較すると約１割（２，１１１人）減となっています。
一方、中心市街地に立地する芝園小学校区及び中央小学校区の児童数を見ると、全小学校の児童数
とは正反対の動きで推移しており、平成１４年の９５１人から平成１９年度には８３９人まで減少し、
その後は増加に転じ、平成２８年度には１，０２０人となっており、全小学校児童数に占める中心市
街地の小学校児童数は平成１９年度の３．６５％から平成２８年度は４．８５％まで上昇しています。
市全体の小学校児童数が減少している一方で、中心市街内の校区の小学校児童数は増加しており、子
育て世帯の居住地が中心市街地周辺へシフトしている一面がうかがえます。
（５）地価公示（平成２９年１月１日）の結果
地価公示の結果を見ると、三大都市圏では住宅地、商業地及び全用途平均ともに、平成２６年に下
落から上昇に転じたのち３年連続の上昇となっており、また、地方圏では下落傾向が続いているもの
の、前年と比較して下落幅は縮小傾向にあります。
一方、富山県の地価平均変動率は全用途平均で０．３％下落しており、平成５年から２５年連続の
下落、下落幅も住宅地、商業地、全用途平均いずれも昨年度より拡大しています。このように県全体
で見れば地価は下落傾向ですが、その中でも富山市においては、住宅地、商業地ともに全地点平均で
３年連続の上昇となっています。住宅地はＪＲ富山駅周辺や市内軌道沿線、大型商業施設近辺など１
１地点で価格が上昇しており、最も価格が高かったのは船橋南町の㎡当たり１０６，０００円で、変
動率は３．９％となっています。また、商業地は富山駅周辺、市電環状線沿線を中心に８地点で価格
が上昇しており、最も価格が高かったのは桜町２丁目の㎡当たり４８０，０００円で、変動率は４．
８％となっています。北陸新幹線開業による観光客の増加に加え、商業地においては、富山駅周辺の
整備、民間による再開発の活性化、また、住宅地においては、中心市街地周辺での高い利便性と値ご
ろ感、まちなか居住推進施策の進展等を背景に地価が上昇しているものと推察されます。
（６）都市機能の分析例 ～病院・診療所の５００メートル圏人口～
都市機能と人口の集積の一例として、平成２８年６月末時点の住民基本台帳による市全体の人口は
４１８，３９９人で、このうち、病院・診療所の５００メートル圏内に居住している人口は３００，
２３５人、割合にして７１．８％となっている一方、都心地区だけで見てみるとこの割合は１００％
となり、沿線居住推進地区では９１．１％、これらの地区を合わせた中心市街地では９２．３％の人
口が病院・診療所の５００メートル圏内に収束していることになり、都市機能と人口の集積がマッチ
ングしていることがわかります。
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８

富山市での研修を通じて－感想－

（１）赤平市 福平

和矢

富山市という優れた都市のそれも最先端のまちづくりについて、担当者から生のお話を聞くことが
でき、とても勉強になりました。
中核市の指定や市町村合併などの経緯もあって経済産業分野で発展し続けている富山市ですが、そ
の弊害として中心市街地の凋落や公共交通の衰退が起こっていて、それに対し都市機能をコンパクト
に集約することを目的とし、公共交通の活性化や中心市街地の再開発を行い、市街地居住を誘導する
ことにより、車を持っていないと不便なまちから車がなくても便利なまちへと再構築していく手法は
とても感心させられるものでした。
しかし、市としての規模やポテンシャルが富山市と当市では勝負にならず、事例をそのまま当市の
まちづくりに活用できるものではないというのも確かではあります。この富山市のまちづくりの理論
をどのように分解し当市のまちづくりに反映できる形で再構成するか、とても考えさせられる研修で
した。
（２）南幌町 内田

義則

富山市の政策は都心部の一箇所に人を集めるのではなく、分散・拡散を防ぐために居住を推進する
エリアを定めて、その地域の利便性を充実させることが目的であることが理解できました。そのため
に市の予算が惜しみなく投入されており、結果も出しているように見受けられました。自分が勤務す
る南幌町とは予算規模が異なるため、単純に富山市と比較することは極めて困難ですが、富山市では
国の補助金を有効活用することで、まちの活性化を図り様々な事業展開されていることに感銘を受け
ました。まちの課題にいち早く対応し、軸となる政策を打ち出し、まち全体を見渡すことも怠らずに
次々と事業展開していく姿を学んでいかなくはならないと感じたところです。
（３）新篠津村 遠谷 真裕美
生活に必要なものがすぐ確保できる環境であるのは望ましいまちの姿ですが、とても難しいことで
もあります。特に農村部においては、調達できる施設がなく、地域にはないが近郊都市に行けばあっ
て、車を利用することで確保できているというのが実情です。新篠津村では、高齢でも運転せざるを
得ない環境から、交通事故防止の観点で、運転免許証自主返納サポート事業により公共交通利用券を
交付しているものの、既存交通がバス及び（乗り合い）タクシーに限られ、充分な足の確保が課題とな
っています。
富山市では、地域生活拠点という都心以外のまとまりでも、日常生活が確保できる仕組みを、公共
交通の活性化によって実現させています。研修で話を聞かせて頂くことで、漠然としていたコンパク
トなまちづくりの意味合いを知り、その印象が大きく変わりました。それは一極集中型ではなく、拠
点（旧市町村）にも最低限の機能を持たせており、同じ市内にいくつものコンパクトシティが共存し
ているように見受けられるからです。そして、拠点を交通網で結ぶことで、より確実な日常生活の機
能確保へとつなげ、
「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」の意味を理解することができまし
た。また、公共交通の充実により、車を持たない高齢者の外出機会を創出し、健康増進へ一役買って
いる点も驚きでした。生活の足を確保することで、歩く人が増えるのであれば、健康増進のために公
共交通の整備という、考え方の転換もできるのではないかと思いました。
富山市のように、元々交通の基盤が揃っていて、機能が確保できる都市と比較することは難しいの
ですが、あるものを活かす、足りないものは何か、最低限確保するものと方法という視点を持って取り
組まれているのであろうと、大変勉強となりました。担当分野であるなしに関わらず、先進的な取り組
みを行っている自治体職員のお話を伺えることや、道内他市町村職員と関わることが意義深く、これ
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からの業務の折々でその姿勢、視点などを思い起こしながら役立てていきたいと思います。
（４）ニセコ町 橋本 啓二
北海道でも、財政破綻した夕張市が集約型コンパクトシティに取り組んでいます。コンパクト化に
よる適切な市街地形態への再編や、地域コミュニティ形成のための移転集住の仕組みづくり、都市基
盤施設に係る維持管理費用の削減を進め、最初の１０年間は市街地内で集約化を進めて地域コミュニ
ティを維持し、その後の１０年間で都市軸となる中心拠点への集約化を推進する予定ですが、町をコ
ンパクトにしながら住民は、市内に安心して住み続けることができるという考えです。すでに、夕張
市真谷地地区の地区内集約化事業を行い、住民の移転集約が完了している状況で、日本全国に同様の
課題を抱える都市から多くの反響がありました。
夕張では、このように住民生活やコミュニティを優先させて市街地の集約化を進め、住民のための
集約型コンパクトシティを実践しており、今後、各地の都市への展開が見込まれるが、実際には多くの
初期投資と住民の理解を得るため、かなりの労力と時間が必要になるだろうと感じています。富山市
や夕張市といった事例を、参考として捉え、各市町村のもつ地理状況や、特性を考慮した独自のコンパ
クト化が必要です。もし自分の住む町で取組むのであれば、周りが山に囲まれており平地が少なく、居
住スペースが少ないことから、幹線道路を整備し、環状化を行い、市街地をループさせるようなインフ
ラ整備が必要だと感じました。今回の研修において、実際に富山市街を走るライトレール等を見学し
た結果、自分なりの都市計画を立案する上での指標となり、利益を生む大規模なインフラ整備の参考
となりました。
（５）東神楽町 斎藤

学

東神楽町においても、今後、高齢化が進み、移動困難者が増加し、車社会から公共交通等が求めら
れる社会へ変化していくことが予想されますが、富山市においては、鉄道軌道を中心とした公共交通
幹線の沿線に地域拠点を整備し、旧町村を含めた全市的にコンパクトなまちづくりの展開は、本研修
において魅力を感じました。また、居住の推進や中心市街地の活性化については、大規模事業であり、
収入財源を上手く活用しながらまちづくりを進めていることが分かりました。
北海道においては、公共交通等を活かしたコンパクトなまちづくりは難しさを感じますが、本研修
で学んだことを活かし、わが町でも工夫した政策的なまちづくりができるよう関係部署へ情報を提供
し、わが町でどんな取組ができるかを考え、今後の業務に活かしていきたいと思います。
（６）音更町 西岡

淳一

急速な少子高齢化を背景として公共交通の重要性が増しているのは本町も例外ではなく、平成１３
年度から本運行している本町のコミュニティバスの利用者数も、車両を更新した平成２２年度をピー
クに横ばいないし微減の傾向が続いていましたが、ここ数年は利用者数が増加傾向にあり、平成２８
年度の実績では過去最高の３５，３９９人を記録し、増加の傾向は現在も継続しています。今後も路
線バスを含めた利用者増に向けた取組を維持・強化する必要があると日々感じていたところ、今回の
お話をいただき、日常業務の刺激と参考になればということで参加させていただきました。
富山市は言わずと知れた国内で都市政策・公共交通の分野で最先端を走るトップランナーで、世界
的な評価も高く、これまで参加した公共交通やコンパクトシティの各種研修等でも優良事例として取
り上げられており、最前線で奮闘する実際の担当者の方の話を聞けたことは大変有意義でありました。
関連するハード・ソフト事業の数、規模は圧倒的で、本町の実情を勘案すると到底真似できないなと
いうのが最初の印象でしたが、おしゃれ好きな市長の発案、花Ｔｒａｍ事業など、
「そうきたか」と思
わず唸ってしまうような事業もあり、ご教示いただいた事例の一部でも吸収して参考にできるような
要素がないか、これまで以上に注目し自分なりに研究したいと思います。
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また、研修資料の中で、例えば、中心市街地
活性化の意義を説明するために、固定資産税・
都市計画税の地域別内訳を提示し、中心市街地
への集中的な投資が税の還流の観点からも効
果的であることを表す、あるいは、医療費の削
減効果の説明には、公共交通利用による増加歩
数を基にした削減額を提示するなど、施策を推
進する上での情報の「見せ方」の工夫という点
でも大変参考になりました。
研修の終盤に中田係長が
「これまで単身赴任
で富山市に転勤してきていた人が、「こんなに
住みやすいなら家族で引っ越そう」と思えるよ
うなまちづくりを進めたい」というような趣旨

【 写真３ 研修の様子 】

のことをおっしゃっていたが、本町もそう思っ
ていただけるようなまちに近づくよう、微力ではあるが貢献したいと思います。
市内を歩いた際や宿泊先のホテルの部屋からもＬＲＴの色々な車両を見て楽しむことができ、また、
実際に乗車されている方も多く、ＬＲＴが広く市民に浸透していることがうかがえました。また、自
転車市民共同システムのステーションも間近で見させていただきましたが、その近未来的なデザイン
に圧倒され、総じて「かっこいい」というのが素直な感想であり、単純に「かっこいい」と思えるのが
簡単そうで実は非常に難しいことだと思っています。惜しむらくは、その「かっこいい」ＬＲＴに実際
に乗車しながら、あるいは、自転車に乗って風を感じながら、富山の素敵な街並みを堪能することが
できなかったことですが、その点については、いつの日か必ずリベンジさせていただきたいと思って
います。
（７）湧別町 斉藤

健悟

富山市を取り巻く課題として、人口減少と超高齢社会、過度な自動車依存、中心市街地の魅力喪失、
割高な都市管理の行政コスト、二酸化炭素排出量の増大、市町村合併による類似公共施設、社会資本
の適切な維持管理、平均寿命と健康寿命のかい離が大きな課題であり、これらを解決するため、公共
交通の活性化、公共交通沿線地区への居住推進、中心市街地の活性化を基本方針に据え、
「コンパクト
なまちづくり」を継続して取り組んでいます。
これらを推進するにあたっても、「規制強化
ではなく、誘導的な手法であること」
、
「市民が
選択できること」、
「鉄軌道網とバス路線の活性
化させること」
、
「全市的に地域拠点の整備する
こと」を基本とされていました。富山市は中核
都市であるため、本町と規模の違いはあるもの
の、まちづくりのスタンスや進め方について
は、大いに参考になったところです。
公共交通沿線への居住の推進については、そ
れほど高額な助成措置でないものの年間の平
均で百数十件の申込みがあり、施策の推進が定
着していることがうかがえ、１日において高齢
者の歩数が伸びることで、年間の医療費の削減額を独
自の視点で表すといった施策の効果を図る手法も参考
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【写真４：研修先での記念写真】

になったところです。
今回、貴重な研修機会をいただき、普段、行くことができない土地で先進事例を学ぶ機会となり、
自分のまちの施策やその成果について、熱く語ってくれた市の担当者の熱い思いが伝わり、とても有
意義な研修でありました。また、今回の研修テーマが自分自身の仕事に近いことから、対応してくだ
さった研修先の方の説明などが、より理解を深めることができたのではないかと思いますし、研修を
通じて参加した自治体職員との横のつながりができたことも大きな成果であったと感じています。
最後になりますが、視察を受け入れてくださった富山市、七尾市及び南砺市の職員の方々にお礼を
申し上げますとともに、団長の石橋常務理事、研修の準備をしてくださった山田主幹及び古一主査、そ
して同行した２１名の研修生の皆さん方に感謝申し上げます。
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研修２
地域での創業支援制度
－石川県七尾市の事例から－
坪田 健志 長沼町教育委員会学校教育課学校給食センター総務係
市場 義弘 北竜町企画振興課企画係
山岸 雅巳 寿都町企画課企画係
長濱 叔子 新冠町町民生活課町民生活グループ住民係
中原 郁美 函館市経済部経済企画課
可知 英俊 訓子府町総務課庶務係
山手 陽介 標茶町企画財政課企画調整係

１ 七尾市の概要
（１）地 勢
七尾市は、能登半島の中央部に位置し、富山湾、七尾湾に面
おう ち がた

し、市域には能登島を含む。丘陵地と邑知潟地溝帯北部の平地
からなり、七尾港は天然の良港で重要港湾に指定されている。
七尾市を含む能登地域は北陸地方の中でも比較的温暖であ
り、１年を通し雨が多いが、積雪は少なく平均１０～２０セン
チである。
平成１６年１０月１日、市町村合併により旧七尾市、七尾湾
中央部に位置する能登島町、七尾西湾の中島町、田鶴浜町が合
併し、新市制による「七尾市」（面積318.32ｋ㎡）が発足され
た。
合併当初の平成１６年１０月末は人口６３，７６１人、世帯数は２１，７４２世帯であったが、平
成２９年１０月末現在は人口５４，０３６人、世帯数は２２，２１４世帯となっており、人口は１５．
２％の減、世帯数は２．２％の増となっている。
（２）歴 史
歴史的には、古代の能登国能登郡の地で、能登国府や国分寺が所在する能登国の中心部であった。
さらに遡れば、能登国造が治めた土地である。熊木川下流には全長５２メートルの矢田高木森古墳（前
方後円墳）や４２メートルの矢田丸山古墳（円墳）を盟主とする矢田古墳群が分布し、能登臣一族に関
わるとされる。対岸の能登島には延喜式内社伊夜比咩神社や全国でも珍しい高句麗式の石室をもつ須
曽蝦夷穴（すそえぞあな）古墳があり、国の史跡となっている。
また、戦国時代には能登畠山氏が七尾城を拠点とし、７代目当主畠山義総の代には、七尾城下に壮
麗な「畠山文化」が栄え全盛期を迎える。しかし、天正５年（1577年）、上杉謙信の侵攻により畠山氏
は滅ぼされ、その後、織田信長に仕える前田利家が能登全域を領有した。その後、天正１０年（1582
年）所口小丸山に築城して城下町を形成したが、翌年の金沢入城後は所口奉行所が置かれ、所口は北
前船による交易で栄えるなど、歴史の伝承と史跡が今も残る地となっている。
（３）交 通
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平成１５年にのと里山空港の開港、平成２５年にのと里山海道の無料化、また、平成２７年には七
尾港の旅客船耐震強化岸壁の完成、能越自動車道：七尾氷見道路（無料）の完成により交通アクセスの
利便性が向上した。市内にはＪＲ七尾線、のと鉄道、国道１５９号、１６０号、２４９号が通じ、また
能登島とは昭和５７年完成の能登島大橋と平成１１年完成のツインブリッジのと（中能登農道橋）で
結ばれ、北陸新幹線の金沢開業開通などと合わせ、東京・名古屋・大阪方面からの観光客の増、物流の
活性化にもつながっている。
（４）産 業
古くから定置網漁業が盛んに行われ、戦国時代の末期から漁業が始まったとも伝えられており、織
田信長に「鰤」を献上した記録も残されているなど、定置網漁業の発祥の地のひとつとも言われてい
る。
「天然のいけす」と呼ばれるほど、多種多様な魚介類が水揚げされる七尾湾を有し、寒ブリや天然
のトラフグなどが全国的にも有名で、徹底した鮮度管理により全国へと届けられている。
七尾湾沿岸には水田が開け、メロン、カボチャ、中島菜などの野菜栽培が行われており、地場産品と
しては、七尾仏壇や能登産のアテ（アスナロ）を用いた田鶴浜建具、和ろうそくが有名である。
周辺には、和倉温泉、赤浦温泉、赤崎温泉など温泉地が多く、湯治客などが全国から訪れ、和倉温泉
の平成２７年の観光客入込数（宿泊日帰り）は９４万人を数える。
また、陸上、野球、サッカー、テニス、バレー、武道など、様々なスポーツに対応するスポーツ施設
や文化施設を要し、合宿時に特別プランで利用できるよう宿泊所と提携をするなど、スポーツ合宿の
誘致を積極的に行っている。

２ 創業支援事業の取組と実績
（１）起業塾
七尾市では、少子高齢化による労働人口の減少、経済規模の縮小、企業誘致も厳しい状況になると
の予測から、起業塾を開催してきた。平成１９年に参加者２４名でスタートさせたが、参加人数に対
し実際の起業者は少なく、創業支援としてはいささか物足りないと感じるものであった。
（２）商店街空き店舗等対策事業（シャッターオープン事業）
平成２５年から、商店街空き店舗利用に的を絞ったシャッターオープン事業をスタートさせた。補
助金額を１５０万円（飲食関係店舗は200万円）とし、起業のために幅広く使えるよう対象経費を設定
した。開始から３年間で本事業を利用して９件が創業した。飲食店が多いのが特徴である。
（３）ななお創業応援カルテット
シャッターオープン事業の評判は非常に良かったが、制度を作ることが目的になってしまい、起業
事業をどのように審査するのか、本当に起業できるのかどうかの判断が難しかった。
これについて、商工会議所と今後どう対応できるか話し合っていたところ、のと共栄信用金庫と商
工会議所の会頭が同じ人物であることから「のと信用金庫と日本政策金融公庫の間で協調融資等の話
があるので、一緒に何かできるのではないか」ということになり、平成２６年１月に七尾商工会議所・
のと共栄信用金庫・日本政策金融公庫・七尾市の４者で業務連携・協力に関する協定書が締結された。
制度の概要は、以下のとおりである。
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【表１

ななお創業応援カルテットの支援内容】
［ワンストップでステージに応じた豊富な支援メニューを提供］

ステージ
ＳＴＡＧＥ①
起業に関心がある

ななお創業応援カルテットの取組み内容
４者の相談窓口設置

ただ受付をするのではなく、どんなことをやりた

及び情報共有

いか、何を考えているか、今どの段階か等のヒア
リングを全て行い、カルテを作る。

ＳＴＡＧＥ②
起業を思いつく

連絡会議

絶対に情報共有を４者平等にするという約束事で

（月１回開催）

必ず４者で開催。１者でも欠けることがあれば会議
は延期。相談案件は状況、問題、対策などを１件ご
とに行う。

ＳＴＡＧＥ③

創業相談会

起業を決意する

毎月第４土曜日に開催。やや具体的になってきた
方を４者で創業させるために、事業計画の内容、融
資等についてアドバイスを行う。

ＳＴＡＧＥ④

創業応援セミナー

起業への準備
ＳＴＡＧＥ⑤

年３回（開催予定）、創業についての情報提供を
行う。

創業塾（２コース）

いよいよ起業

創業応援セミナー参加者で、知識をつけてもらう
ための創業塾を７月～１２月くらいまで行う。平成
２９年度は１０回程度。
【内容】
（初級コース）
創業についての「いろは」から教える。
（上級コース）
事業計画をより良いものにする。
どちらも最終的には自分たちの事業計画を立てるこ
とを目的とし、そのまま創業へ持って行ける案件に
する。勉強だけではなく実務も兼ねている。

ＳＴＡＧＥ⑥

創業者交流会

事業を成長軌道へ

先輩創業者との交流を行い、創業者同士しかわか
らない悩み相談や、つながりによる販路拡大のきっ
かけづくりを行う。

ＳＴＡＧＥ⑦
事業をモニタリング

ＰＲ展示

当初は、商工会議所やのと信用金庫の店舗で行っ
ていたが、最近は地元のスーパーでパンフレットを
設置。
また、反応から、主婦層でのプチ創業に種がある
ということを掴み、今後の創業セミナーの参加に繋
げる。

ななお創業応援カルテットにより、相談者及び創業者が飛躍的に伸び、平成２９年１０月末までに相談
者１３９件、創業者６０件（うち市外からの創業は１９件）にまでのぼった。相談者の約４割が起業した計
算になり、廃業は現在までにわずか１件という実績である。
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業種割合も飲食業以外に、サービス業（リラクゼーション、宅配、介護）、小売業等、多岐にわたる
ようになった。
事業計画を立てる段階からカルテットが積極的に関わり、起業場所について本人の希望があっても、
人通りやターゲット層などの市場調査によって場所を変えさせたりするなど、無謀なチャレンジをさ
せないようにしている。
（４）マスメディアを活用した情報発信
七尾市では、マスメディアを有効に活用した創業者の情報発信により、認知度向上や地域における
創業の機運作りにも取り組んでいる。
行政がマスメディアに事業の取材を依頼する際は、事前周知の要素が強いものが多いが、七尾市で
実際に掲載された新聞記事は、創業者の想いやきっかけ、生き様に焦点が当たったものとなっており、
読み手の関心を引くような仕掛けとなっている。七尾市ではそのような記事が掲載されるよう、マス
メディアに対し積極的に働きかけているという。
また、ブランドが確立されていない新規の起業者にとっては、認知度の向上が課題であり、この点
を、税金をかけずに行政がサポートできている点は、創業後の支援につながっている。
（５）スタートアップ事業
平成２８年から、「新たに創業する者又は第二創業」を行う者に対し、２００万円を上限とした補助
事業（七尾市スタートアップ事業）を実施している。
本事業は、経費の補助を行うことにより、新たな需要や雇用の創出等を促し、地域の活性化を図る
ことを目的としており、審査過程は、有識者５名による書類審査の後、プレゼンテーションを行う。
創業者への支援として補助制度を設けている自治体は多々あるが、審査項目の中に「金融機関の融
資決定」が記載されている点がポイントである。
七尾市の担当者からは、「補助金の財源が税金である以上、金融機関の融資よりも厳しく審査する」
との話があり、補助を行った事業所や企業がすぐに廃業してしまう事態を避けるためにも、金融機関
が計画性や将来性の目利きをしたものに補助をすることが、市民からの税金を運用する行政の責任で
あるとの考えに基づいている。
また、もう一つ注目したいことは、採択された創業者同士が共倒れしたりすることがないよう、採
択する業種を毎年変更しているという点である。
本事業により、平成２８年度は３件、平成２９年度は１０月時点で１件が採択されたが、海外から
の顧客がつくようなフィレンツェスーツのオーダーメイド店や予約で埋まるイタリア料理店等、いず
れも順調に営業を続ける企業が輩出されている。

３ 創業事例「スポーツ応援合宿所 ワン・デイ・ファム(Ｏne☆Ｄay☆Fam)」
七尾市では、実際に創業した合宿施設を現地視察した。
（１）創業経過
創業者は石川県出身の元金沢市職員で、息子のサッカー遠征に随行して全国各地を訪れ、大会運営
などにも携わる中で、公務員として人生を終わることに疑問を持ち、自分で何かをしたいと考えるよ
うになった。そうした中、息子が高校サッカーで全国優勝を果たし、それをきっかけとして自らも起
業することを決意した。
業種については、子どもに関わる仕事、自分の人脈、合宿で訪れた七尾市に宿泊施設が足りないと
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いった経験、なによりもスポーツでがんばる子どもたちを応援したいという思いから、七尾市で合宿
所を経営することを思いついた。事業環境として、七尾市がスポーツ合宿を推進し、施設も整備され
ている、県内外からの交通アクセスも良好、といったことから、使い勝手のよいリーズナブルな簡易
宿泊施設として合宿所は需要が見込めると判断した。
事業計画をまとめた後、妻に早期退職と合宿所経営の計画を伝えたが、猛反対されてしまう。しか
し、妻にも同席してもらい、金融機関に融資を相談したところ「ななお創業応援カルテット」の紹介が
あり、計画の実効性にも前向きな回答を得られたことで、妻にも理解してもらうことができた。
それからは、「ななお創業応援カルテット」による様々な支援（創業塾、市の補助金、金融機関の融
資）を受け、合宿推進の街・七尾市で第１号となる合宿施設として、平成２９年４月末にオープンし現
在に至る。施設名称は「１日家族」という意味である。
（２）事業概要及び施設概要
サッカー、テニスをはじめ、いろいろな合宿のほか、ゴルフ・釣り・ツーリング・マラソン等での個
人の素泊まりにも対応する合宿施設を経営している。
【表２ ワン・デイ・ファムの施設概要】
敷

地 面

積

建築延床面積

3,087㎡（933.8坪）パチンコ店跡地（更地）
299.79㎡（90.67坪）
６室（最大５０名）

客

室

建 物 内 設 備

監督やマネージャ－及び女性利用者を想定し、一部の客室内にシャワー室を設置
ミーティングルーム（食堂と兼用）、シューズ乾燥室、大浴場、
建物内各所に洗濯物干場、大型洗濯機、乾燥機

屋
食

外 設

備

フットサルコート（１面）、屋根付きバーベキューハウス（１棟）

事

スポーツフードアドバイザーの資格者（妻）による食事を提供

集団生活に必要な設備やアスリートへの食事面からのサポート、看護師資格者（妻）の経験を活か
した応急処置などスポーツ合宿に特化した施設として整備している。
また、市役所職員時代の固定資産税担当の経験を活かし、設計にも携わっており、大浴場（ジャクジ
ー）・シューズ乾燥機・大型洗濯機・洗濯物干場は、自らがサッカー合宿に帯同した際に大変苦労した
ためにこだわって設置した。
選手用客室には二段ベッドとロフ
トを設置し、合宿しながらも子ども
が楽しめるような仕掛けをしてお
り、
（ロフトは布団を敷いて就寝する
ことも可能な広さ）選手の食事につ
いては、食品ロスをなくしつつ、選手
が十分満足できるような献立・量に
ついて注意している。これは合宿施
設ではカレーや揚げ物が提供される
ことが多いため、そういった回数を
減らしたり、選手側に立っての量の

【写真１：ワン・デイ・ファム(One Day Fam)】

調整などを心がけているものである。
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（３）創業の感想と反省点
■ 良かったこと
・長い公務員生活の中で、仕事が目に見えた形になることはなかった。この合宿所を建てることで、自
分の「夢」が「かたち」になり、やりがいや充実感につながった。
・合宿所を建てるまでの間、いろいろな方にお世話になり、人との関わり、繋がり、和といったものの
大切さをあらためて実感できた。
・合宿所の経営は、すべて「自分次第」で、自分の頑張りが結果につながる。反省も必要だが、それ以上
に楽しむことも必要である。
■ 反省点
・事前の下調べが甘く、当初予定していた土地の購入を断念するなど、現在地に決まるまでに無駄な時
間を要してしまった。
・地盤改良費、分筆登記費用など、想定外の費用負担が発生し、用意していた資金を全て費やしてしま
い、予備金が無くなってしまった。
・収支は厳しめに計算したつもりだったが、現実はそれ以上に厳しかった。特に初年度については厳し
く想定する必要があった。
■ 今後の課題等
・ホームページやＳＮＳなどによる情報発信を行い、利用者を増やしたい。特に繁忙期には掲載する情
報も多いが、仕事に追われなかなか更新できていないので、改善したいと考えている。
・前の仕事、サッカー関係者、ななお創業応援カルテットなど自らのネットワークから利用者の獲得や
施設の利用等に関する意見の聴取などを行い、既成概念にとらわれず、スポーツ合宿所以外での利用
方法を検討し、一般利用者の獲得につなげたい（実際に、近郊での工事現場関係者に長期間宿泊して
いただいた。）
・繁忙期と閑散期で必要なスタッフ数が変わるため、屋外スポーツの閑散期には屋内スポーツに利用し
てもらうなど、利用者数の変動をなるべく少なくしたい。（今年度の繁忙期は、カルテットに相談し、
大学生のワーキングホリデーを活用することで乗り切ることができた。）

４ 創業支援の今後の展開と課題について
ななお創業応援カルテットを中心とした七尾市の創業支援の取組みは、今後「ｉｊｕ（移住）創業パッ
ク」「ななおカルテット村」等でさらに展開していく。
（１）ｉｊｕ（移住）創業パック
七尾市は、田舎暮らし専門誌による「住みたい田舎ベストランキング」で２年連続上位にランクイ
ンするなど、潜在的移住希望者がいる一方で、移住希望者の希望職種と市内の雇用機会のミスマッチ
を解消できる体制が発展途上であったため、平成２７年から「ななおｉｊｕ創業パック」という移住
前～創業前～創業後のフォローをワンストップで行う体制づくりを確立した。これは、七尾市移住定
住促進連絡協議会とななお創業応援カルテットが連携し、「移住」と「創業」に係るそれぞれの支援メ
ニューをひとつのパッケージとして提供するもので、創業に伴う移住（移住に伴う創業）をトータル
でバックアップする。
住むことと働くことは、切り離すことができないものである。その両方を手助けすることで、移住・
創業へのハードルを下げることができる。市内の潜在的な創業希望者にとどまらず、外から人を呼び
（あるいは呼び戻し）、地域に定着することで地域の人口減少をゆるやかにし、経済活動の維持につ
なげる。
役所の外との連携で生まれたななお創業応援カルテットが、役所の中と連携し、事業の幅を拡げて
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いる。
（２）ななお移住・創業セミナーＩＮ東京
Ｕ・Ｉターンの裾野を広げているのが、「ななお移住・創業セミナーＩＮ東京」である。このセミナ
ーは２部構成で、１部では、実際に七尾市に移住後創業した先輩創業者が生い立ちや起業するきっか
けを話すことでロールモデルの提示を行うほか、七尾市の魅力やななお創業応援カルテットの支援体
制について情報提供を行っている。２部では、石川県や七尾市の担当者から家賃助成等の説明を行い、
カルテット構成機関による個別相談会も実施されている。
東京で実施することにより、地域での創業者の生の声を伝えたり、自治体職員と顔の見える情報交
換を行えたりすることで、移住希望者のニーズに応えるほか、現在実施している各事業の利用者の掘
り起こしという面をもつ事業である。
（３）ななおカルテット村
平成２８年８月には、新規起業者が創業後の悩みを相談し合いつつ、異業種間で協力する場として
「ななおカルテット村」が発足した。これまでの６０件にのぼる創業者のフォローアップを全てなな
お創業応援カルテットで行うことは難しい。一方で、創業者が助け合い、ネットワークを作ることで、
それぞれの得意分野を活かし、力を合わせてあらたな事業展開が進んでいく可能性もある。
このことから、創業者が集まる場
である「ななおカルテット村」では、
マップの作成や新しい商品の開発、研
修、イベントへの共同参加など、創業
者たちがカルテットの手を離れて互
いに助け合い、課題解決を図ってい
る。また、困ったときにはカルテット
に相談できる体制を整えることで、安
心して課題に取り組むことができる。
創業支援は、
事業所が増えることだけ
【写真２：七尾市役所での座学の様子】

でなく、地域の活性化につながること
が期待される。
（４）今後の課題

これまでのななお創業応援カルテットの取組では、新規創業に力を入れる一方、既存事業者のフォ
ローアップや事業承継など、既存事業者向けの支援メニューが課題である。また、現在は「七尾仏壇」
や「和ろうそく」といった伝統工芸の担い手に結び付く創業がない状況である。幅広い事業展開によ
り進められている創業支援であるが、今後は新規・既存にかかわらず事業者のフォローアップを行っ
ていくことが必要となってくる。
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５ 七尾市での研修を通じて－感想－
（１）長 沼 町

坪田 健志

研修先である３市は、七尾市も含めて、いずれも北陸で急激な人口減少に悩まされている市であっ
た。どこの自治体であっても、今後は人口減少が進むのが現実であり、避けられない未来である。もち
ろん北陸だけの話ではない。北海道でも長沼町でも同様の未来が待っており、地勢での多少の有利不
利はあっても、ごく一部の大都市を除けばどこも似たり寄ったりである。
そんな暗澹した中で、我が街にどのように人を呼び込むのか、人口減が少しでも小さくなるようど
うやって活性化を図っていくのか、そういった共通テーマが３市それぞれの施策の根底にあったため、
たいへん参考になった。
七尾市は個人創業支援で多大な実績をあげているが、実のところ創業支援策は何一つありませんな
どという自治体はほぼ無いであろう。つまり何らかの「お決まり」の支援策はある。けれども、そこか
ら一歩二歩どころか十歩も進み、「お決まり」から脱却し、実績をあげるとなれば、良くも悪くも前例
主義で、硬直的な仕事が大部分を占めている行政職員にとっては容易なことではない。
さらに、七尾市の創業支援策の礎ともなっている「ななお創業応援カルテット」は七尾市・商工会・
金融機関・金融公庫の４者がタッグを組んだものであるが、官民が手を携えることが、どれだけ難し
いことなのか、行政職員ならば誰しもが少なからず身に染みて分かっているのではないだろうか、も
ちろん自身もそうである。それら困難があっても、行政のみでの限界を打破するために、官民連携ど
ころか４者連携を成功させて「お決まり」から脱却を果たした七尾市担当者の仕事ぶりと力量には感
服させられ、同じ行政職員として、とてもうらやましく感じた。
今回の研修を通して、生きている実例をたくさん学ぶことができたが、一番大きな収穫は、自身が
今後行政職員として、どういう心構えを持ち、どう動くべきなのか、あらためて考えるきっかけを作
ってもらえたことなのかもしれない。
（２）北 竜 町

市場 義弘

七尾市の創業支援の取組について、一番驚いたのは人口５万規模の自治体において、行政・商工・金
融機関が一体となって行っていたことである。よく「農商工連携」が理想という話がどのセミナーや
会議でも話題となるが、考え方の違う４者が一体となって行うというのはたやすいことではない。懇
親会の際に立川課長補佐が「商工会議所に同級生がいたのも大きかった」とおっしゃっていたが、タ
イミング・巡り合わせも影響しているとは思うが、それにしても、４者のすり合わせ等かなりのご苦
労だったと思う。また４者で行っていることから利用者にとってもワンストップで創業までつなげる
ことができ、創業者視点から見ても心強い制度だと思う。
また、支援するに当たって、業種をしぼっているということや、ななお創業応援カルテットを通過
しても七尾市のスタートアップ事業などの補助金を出さないこともあるというは興味深かった。
業種については様々な自治体で人口規模の割に同じ業種の店ばかり開店するなと感じたことがよく
あるので、なんでもかんでも創業支援しないというのは商業振興のために過当競争を避けることがで
き、素晴らしいことだと感じた。また、銀行よりも行政の補助金の方が厳しい審査というのは、逆はあ
ってもなかなかないことであると思う。
ななお創業応援カルテットについては、４者どれが一つでもかけたら会議は延期するということも
なかなかできないことであり、それを徹底しているのは良い事例だと思う。行政は会議をすることだ
けが目的になっており、欠席者に議案を渡したりするだけで徹底した情報共有が欠けていることがほ
とんどであると思うので、何の事業にしても見習いたい事例であった。
実際にななお創業応援カルテットを利用して創業された「One Day Fam」にもお邪魔させていただい
た。市役所職員で終わりたくないということには少し複雑な気持ちになったが、宮谷さんの情熱やこ
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だわりがひしひしと伝わるお話や設備に驚愕した。
本町においても本年創業セミナーを開催しているが、現在は行政だけで進んでしまっている部分が
多いため、商工関係者も巻き込んで、今後セミナー等について進めて行かなければならないと強く感
じた。
（３）寿 都 町

山岸 雅巳

今回の研修先である七尾市の取組において、注視した点は、異業種での協働にもかかわらず、「ワン
ストップ」であること、それも、ただのワンストップでなく、必要な知識・情報を共有し、どの窓口に
おいても同程度のクオリティで対応できることであり、自治体職員としてとても見習うことが多いと
感じた。
商工会議所、金融機関、金融公庫、自治体の４業種が、１つの目的のため、同じ方向を向くことは、
決して楽なことではないし、ましてや異業種の業務内容までを把握することは並大抵の努力ではなら
なかったと感じる。
月に１度以上の連絡会議・情報共有、相談会、塾や交流会など、様々な取組に対応するには、相当な
労力が求められ、また、起業という相談者の「人生」の一部分に立ち会うということは、大きなプレッ
シャーでもあると考えられ、職員のレベルアップやスキルアップが求められたのではないか、そして、
これからの自治体職員が求められている「力」がそこに存在していると強く感じられた。
相手が求めることを理解し、適切な情報を選択、最大限の支援を提供すること、またその支援を最
後とせず、いかに長く定住、創業できるようフォローしていくことまでが、これからの職員の業務範
囲になっていくことだろう。
とかく自治体職員は「内向き」ととらえられることが多く、住民に「顔」を売ることが苦手な職員も
多い、しかし、創業支援や移住・定住などに向けて、市町村に相談される方には、頼みの綱となるのも
職員である。
人口減少社会の潮流は、簡単に抜け出せる問題ではなく、全国的な人口推計の傾向はあらがえない
が、小規模町村が消滅町村になる前に、どのような施策ができるのか、どのようにサービスを維持し
ていけるのかを、企画・立案し実行していけるよう、レベルアップができる職員になれるよう努力し
たい。
この研修で学んだ自治体の中の「個の力」が、全体に及ぼす大きな効果を再認識し、また学んだこと
を町政に活かせるよう努力することで、微力な個々の力を、町に良い効果という形で、波及させたい
と思う。
（４）新 冠 町

長濱 叔子

少子高齢化・人口減少と、それに伴う事業所の減少や働き手不足、過疎化の中で都市機能を維持し
ていくことは、ほぼすべての自治体が直面している課題である。今回の研修で訪れた富山市・七尾市・
南砺市の３市では、主にこれらの課題に対する施策について視察研修を行った。
少子高齢化や人口減少を自治体が単独で食い止めることはほぼ不可能であるが、その流れをゆるや
かにしていくことは可能であるかもしれない。そのような思いの中、どこに重きを置くか、何ができ
るのかを考え、実行していくことで、今回視察した各先進事例が出来上がったものと思う。
このことを自分の自治体に置き換えてみると、過疎や人口減少の課題は抱えていることは同じであ
るが、状況はもっと深刻であると言える。しかし、その課題に正面から向き合えているのか、今一度考
えていく必要があると感じた。新しい取組を行うことが全てではないが、抱えた問題を解決するには
「何か」をしなければならない。新規事業であれ既存事業であれ、問題に対する「何か」に取り組まず
に、ただ困ったと言うだけではどうしようもない。
新冠町においても、交通対策や定住移住、婚活にかかわる取組は行っているが、他の多くの自治体
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でも同じような取組を行っている。住民が満足するとともに、外から人を呼べるような「魅力」のある
取組にしていくことが、今後必要になってくると思われる。何に「魅力」を感じるかは人それぞれであ
るが、何を「魅力」にできるか、どこに重点を置いて施策を進めるかは、課題の捉え方次第であると思
った。
この研修を通して、道内の各自治体の年齢や職種が違う職員とともに研修を受け、交流を図ること
で、普段の業務の中では得られない情報や考え方に触れることができた。また、現地で事例に触れる
ことで土地の雰囲気や文化を感じながら取組について考え、学ぶことができた。
今後の業務においても、様々な課題を正確に把握し、真剣に対応していく姿勢を忘れずに研修で学
んだことを活かしていきたい。
（５）函 館 市

中原 郁美

国の創業支援事業計画に認定されている自治体は、全国で１，３４６市町村（平成２９年８月３１
日時点）あり、七尾市もその一つである。七尾市が実施する事業は一見すると、起業塾や補助事業等、
多くの自治体のそれと同じように見えるが、「まち・ひと・しごと創生本部事務局」によると、同地域
では平成２６年１月から平成２８年９月までの間に、４５件の創業（うち移住８件）に上っており、全
国的に見ても成功事例であるといえるだろう。
ただ、七尾市の取組については、補助額を高額にするといった、安易な発想の事業を実施せず、地道
なこと、労力がかかることを丁寧に実施していたというのが率直な印象である。
支援機関が事業の目的やそれぞれの機関が果たすべき役割について認識を一つにしているほか、各
機関の担当者が毎月集まり、把握する情報の共有や議論を行っていることがその一例だ。自治体の規
模によっては、「支援機関が多すぎて，全ての機関が毎月集まることは難しい」と考える自治体もある
だろうが、七尾市では自治体の規模を強みとし、それを生かすことで、緊密な連携体制を構築できて
いるのだと感じた。
七尾市をはじめ、今回視察をした３市はそれぞれ自治体の規模が異なるが、それぞれが強みにも弱
みにもなり得る「自治体の規模」を上手く生かしていた。本市も毎年３千人単位で人口が減少してい
るが約２７万人の規模を持つ自治体であり、近年では、首都圏に資本を持つ企業の進出が相次ぎ、そ
れらの企業の中には、まちづくりに関心をもつ企業もいることから、そういった資本やネットワーク
を持つ企業の存在という本市の「強み」を生かす重要性を今回の視察によって再認識した。
この他、マスメディアを活用した創業者の情報発信を行うという取組についても、担当者自らが創
業者のこれまでのストーリーについて関心を持ち、耳を傾け、それを地元紙等の記者に伝え取材を依
頼するという、一連のプロセスを当たり前に丁寧に取り組める七尾市職員の存在が成功を支えている
のだと感じた。
最後になるが、七尾市の取組が成功事例と呼べるからといって、同じ取組を単に自分たちの地域で
取り入れることは、予算がかさむだけで失敗に終わる可能性が高く危険だと考える。前述の七尾市に
おける取組は、制度や事業そのものの良さというより、支援機関同士が「丸投げ」・「他人事」に終始
していないという点、さらには、担当職員が支援機関と激しい議論を交わしてでも、良い事業を構築
したいという熱意と覚悟を持っている点など、制度や事業を支える「土台」があってこそ機能するも
のだと考えるからだ。
私は現在、自分の夢を実現したいという市民を応援する創業支援担当であるが、今回の視察を活か
した事業の企画はもちろん、本市における創業支援の「土台」づくりを含め、市民が創業しやすい環境
整備に今後も取り組んでいくこととしたい。
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（６）訓子府町 可知 英俊
七尾市は、人口が約５４，０００人と訓子府町の１０倍の人口規模があり、交通アクセスは金沢市
まで７０分、東京や名古屋圏まで４時間弱と、本町の状況とは経済的、地理的に大きな違いがある。
その一方で、基幹産業である農業を営む農家や事業所（主に個人商店）の減少、少子高齢化による労
働力人口の減少が続いており、経済状況の改善は本町においても大きな課題となっている。また、地
理的には、北海道横断自動車道の延伸と訓子府インターチェンジ開通という明るい話題もあるが、農
産物の出荷に重要なＪＲ石北線の存続問題といった新たな課題も出てきている。
そのため七尾市が取り組まれている創業支援事業について、本町で実施した場合を想定しながら説
明を聞かせていただいた。本町で同様の事業を構築することは難しいと思うが、行政だけではなく地
元の商工会や金融機関との共同により事業を実施する仕組みは、大変参考となった。
特に重要なのは、「４機関それぞれに相談窓口を設ける」「連絡会議（月１回開催）は４機関全てが
出席すること。揃わない場合は開催を延期」といった、この事業を実施するにあたり４機関が平等に
役割を果たす点にあると感じた。
他の自治体においても同様かもしれないが、本町では「行政が事務局となり、他の機関に呼びかけ
参加してもらう」という会議や事業がよくある。参加者として加わった場合、どうしても主体的な取
組は生まれにくくなり、事務局主導で物事を進めなければならず、結果として大きな成果につながら
ないケースが多い。
七尾市の創業支援事業においては、４機関に平等に役割を課すことで、それぞれの機関に主体性を
持たせることができたのが、成果につながったのではないか。
しかし、前例のない、こうした仕組みを作るためには、４機関それぞれの担当者が同じ思いを共有
し、周囲の理解協力も得られなければ、検討段階で中止となる可能性が高い。
今回、七尾市での研修講師を担当していただいた立川課長補佐の説明からは、七尾市の将来やこの事
業に対する熱い思いが伝わってきた。また、事業の可否について様々な意見があったと思うが、最終
的に実施に至ったのは、そうした前例のない事業を後押しする気風が、市役所や地域にあるのだと思
う。
訓子府町においても、「住民や地域主体のまちづくり」を目指しており、一朝一夕にはいかないが
徐々に改善していきたいと考えている。今回、七尾市の研修では、事業内容そのものも興味深く聞か
せていただいたが、行政組織としてのあり方や、事業を実施する担当者の姿勢にもたくさんのことを
学ばせていただいた。
（７）標 茶 町

山手 陽介

人口減少による産業の衰退。北海道内も例外無く、全国どこにでもある身近な問題となっている。
高速道路や新幹線の開業など、交通アクセスと物流環境の向上により、人とお金の流れができる。そ
れをチャンスとしてどう生かすか。七尾市の場合は創業支援に力を入れたことであった。
本町は酪農が基幹産業であり、担い手育成協議会が窓口となり新規就農支援制度を実施している。
町、ＪＡ、道、北海道開発公社、日本政策金融公庫、営農サポートセンターによる「研修」「就農」「経
営安定」それぞれに対する幅広い支援・助成があり、さらに町内には新規就農宿泊研修施設を設置し、
就農体験や短期間の受け入れ、未経験者や女性の就農支援も行っている。ただ、新規就農の障壁とな
る問題は様々であるが、体制が整っていても、町内での新規就農は年間１～２件にとどまり、１人で
も多く就農できるよう粘り強く進めていくしかないというのが現状である。
七尾市と本町の創業支援事業の比較をしてみると、本町では、創業したい人の数を把握できていな
いし、創業したい人にお知らせする場が無いように感じる。事業の知名度が低いためか、補助内容な
のか、申請件数も年間１～２件ほどである。また、申請されて初めて創業希望者と関わる。「交付前」
も重要だが、「交付後」のフォローアップが弱いこと。創業について学べる場が無いなど、本町の様々
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な課題が浮き彫りになった気がする。
実際に創業した方からは、オープン後
の情報提供や相談等に対応してくれた
ことが非常に大切だということ を感
じ、課題解決のために１つでも実践で
きるよう考えていきたい。
先進地では「ここまでやっているの
か」と参考になる事例ばかりであった。
今後、６次産業化の取組みや新たな創
業だけでなく、新規就農についても引き
続き支援をしていくために、今回学んだ
事を参考にしていければと思う。七尾市
のように自治体職員が汗をかくこと、も
っと勉強していくことの大切さを学び、

【写真３：七尾市役所での記念写真】

自分のまちを考えるいい機会になった。
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研修３
人口減少対策（婚活・定住促進）
－富山県南砺市の事例から－
三ケ田恵理 由仁町保健福祉課福祉・児童担当
宗近 秀靖 雨竜町出納室税務会計担当
松木 幸枝 鷹栖町健康福祉課地域福祉係
関

光徳 利尻富士町総務課

齋藤 知樹 滝上町住民生活課住民活動環境係
杉山みちる 士幌町町民課住民生活グループ担当
下浦

強 中札内村福祉課福祉グループ

山下 真弘 別海町農業委員会事務局

１

南砺市の概要
南砺市は、富山県の南西端に位置し、北部は砺波市と小矢部市、東部は富山市、西部は石川県金沢
市と白山市、南部は１，０００～１，８００メートル級の山岳を経て岐阜県飛騨市、白川村と隣接し
ている。面積は約６６８．６４平方キロメートル（東西約26km、南北約39km）で、そのうち約８割が
白山国立公園等を含む森林であるほか、岐阜県境に連なる山々に源を発して庄川や小矢部川の急流河
川が北流するなど、豊かな自然に恵まれている。また、市北部の平野部では、水田地帯の中に美しい
「散居村」の風景が広がり、独特の景観を形成している。
平成１６年１１月１日に４つの町と４つの村（城端町、平村、上平村、利賀村、井波町、井口村、
福野町、福光町）が合併し、「南砺市」が誕生した。
平成７年にユネスコ世界遺産に登録された「五箇山の合掌造り集落」をはじめ、平家の落人の哀愁
を奏でる「麦屋節」や、平安時代に成立した田楽が起源とされ１４００年前から歌い継がれる「こき
りこ」などの「五箇山民謡」、家並みが美しい「越中の小京都・城端」、板画家棟方志功の住居「愛
染苑」と氏の作品が展示される「福光美術館」、そして瑞泉寺門前の古い町並みから木槌の音が響く
「信仰と木彫りの里・井波」など、香り高い歴史・文化遺産に、年間を通じて多くの人々が訪れてい
る。
人口は５１，８５１人、世帯数は１７，７８３戸（平成２９年１１月末）である。
なお、宝島社発行の「田舎暮らしの本」２０１７年２月号で、「住みたい田舎」ベストランキング
で総合部門の第３位となった。

２

南砺市人口減少対策（婚活・定住促進）の概要について

（１）婚活支援事業の概要
ア 富山県南砺市結婚活動支援事業
“あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト”ＡＩＰ４８
イ 婚活倶楽部なんと
出会いの場の提供や婚活セミナー等の開催、お見合い検索システムを行う。平成２９年７月２６日
現在、会員数は、４７３名でうち女性２２１名、男性２５２名である。
ウ 婚活応援団「なんとおせっ会」
お見合い会や事前相談会の実施、情報交換会（作戦会議）を開催（会員数１２１名うち女性８７名、
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男性３４名）

【写真１：婚活応援団「なんとおせっ会」の活動の様子】
エ 出会いイベント補助金の交付
各種団体（ＪＡ、地域団体等）の行うイベントに対し、参加人数により 10 万円～30 万円交付
オ なんと婚活大使
南砺市にゆかりのある方々で、本市に理解と認識を持ち、県外においてその情報を幅広く展開する
ことが期待できる方を市長が委嘱（計４名うち男性１名、女性３名）

【写真２：なんと婚活大使委嘱式及び委嘱状】
カ 成婚者祝い金の交付
会員が成婚した場合に２万円の商品券の交付、婚姻届提出時の条件により加算あり
キ 結婚記念品の贈呈
市民が成婚した場合に揮毫額を贈呈
ク 結婚活動地域サポート事業
「地域に明るい話題を」を合言葉に婚活研修や婚活イベントの開催、
「婚活倶楽部なんと」への入会
支援や婚活研修を実施
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【図１：南砺市婚活地域サポート事業の概要図】
（２）定住・空き家対策事業の概要
ア 山間過疎地域支援事業
南砺市山間過疎地域振興条例に定められた地域に対し、「南砺市草刈り作業応援隊派遣事業」、
「南
砺市住民共同活動応援事業」
、「南砺市活気に満ちた集落づくりモデル事業」を実施

【写真３：草刈り作業応援隊派遣事業】
イ 情報発信事業
南砺市のＰＲを行う移住セミナーや移住フェア、
南砺市に移住した地域おこし協力隊による移住のア
ドバイス等を行う移住コンシェルジュ事業を実施
【開催実績】
H２６：セミナー４回、フェア２回
H２７：セミナー７回、フェア２回、相談会２回
H２８：セミナー５回、フェア３回

【写真４：移住セミナーの様子】
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ウ 移住準備事業
南砺市を体験してもらう
移住体験ツアーや１名１泊
千円で宿泊できる体験ハウ
ス（３棟）
、移住先の一つと
しての空き家バンク制度を
利用した空き家の紹介、移住
者を雇用した場合の月給に
対する補助を行う定住促進
雇用対策事業の実施

【図２：空き家バンク制度の流れ】
エ 定住サポート
・定住奨励金 「南砺市に住んでみんまいけ事業」
移住後、新規就職した場合の引越費用の助成や民間賃貸住宅に居住した場合の家賃の助成、住宅用
地、住宅の購入、建築した場合や新たに三世代になった世帯に対し奨励金の交付、三世代同居のため
の住宅改修工事の助成の実施
・民間賃貸住宅居住補助金 「南砺市で暮らしてみんまいけ事業」
転入した日から、民間賃貸住宅に入居した日までの期間が１年未満で、転入の日前１年間市外に居
住していた世帯への家賃補助金の交付。内容は、下表のとおり。
対象世帯

交付金額

交付金

①転入世帯

月額１万円

１年間

②新婚世帯

月額１万円

２年間

③転入でかつ新婚世帯

月額２万円

２年間

（２年目は、月額１万円）
④転入でかつ学生世帯

月額２万円

２年間

⑤山間過疎地域からの

月額２万円

２年間

高校生世帯

３

南砺市人口減少対策（婚活・定住促進）の取組と成果について

（１）南砺市における婚活支援における成果について
ア 婚活倶楽部なんと
出会いの場の提供を目的としている。会員数は男性２５２名、女性２２１名、計４７３名。男性
は南砺市在住であること、女性は南砺市に居住することが可能であることが条件となっている。現
在、女性会員の約 54.3％が市外の女性である。また、入会前に本人の婚活への意思を確認するため
に、事前面談が必修となっている。これまで婚活パーティー等を４７回開催して延べ約１，１００名
が参加し、１７５組のカップルが誕生。さらに、個人スキルＵＰセミナーを４６回開催して、延べ約
８４０名が受講した。
イ 婚活応援団なんとおせっ会
「婚活倶楽部なんと」会員の成婚へ向けたサポートとして活躍中。具体的な活動としては、お見
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合い会や事前相談会、婚活のアフターフォローなどを行っている。会長は市長となっており、会員数
は男性３４名、女性８７名、計１２１名。平成２６年７月に NHK 放送で「なんとおせっ会」の活動が
全国放映され、その後、全国から問い合わせが多くあり、特に女性の会員数が増加。これまで、写真
お見合い会を１９回開催して、延べ約８２０名が参加し、お見合いを約２４０組設定した。また、個
人スキルＵＰセミナーを４６回開催して、延べ約８４０名が受講した。
ウ なんと婚活大使
南砺市にゆかりのある方々で、南砺市に理解と認識を持ち、県外においてその情報を幅広く展開
することが期待できる人について、市長が委嘱する。現在、男性１名、女性３名の合計４名委嘱され
ている。
エ 都市との交流婚活事業
平成２４年に「南砺の花嫁お見合い大作戦」として、テレビで全国放送されたことにより、南砺
市を全国にＰＲする絶好の機会となり、市内でも婚活支援に対する認知度が大幅に上がり、
「婚活倶
楽部なんと」の会員数が増加した。その後、
「モテモテなんとお見合い大作戦」として、市内の独身
男性と関東、中京、関西、九州在住の女性が集団でお見合いを行い、これまで４回開催。延べ６８
名が参加し、そのうち県外の女性が４１名。平成２５年度から平成２８年度までに計２０組のカッ
プルが成立し、５組の成婚カップルが誕生した。
オ 婚活地域サポート事業
「地域に明るい話題を」を合い言葉に、平成２９年度から市内３１自治振興会単位で「婚活地域
サポート事業」に取り組む団体の募集をしている。具体的には「なんとおせっ会」さんを含め５人
以上で構成し、婚活研修や「婚活倶楽部なんと」への入会支援、婚活イベントの開催を行う。これ
らの事業内容で１地区あたりの上限を５万円としている。
カ 出会いイベント補助金の交付
各種団体（ＪＡ、地域団体など）の行うイベントで、１０万円～３０万円（企業は補助率 1/2 を
上限）を補助限度額として、補助金を交付している。なお、実支出額（補助対象経費）が１００万
円超は限度額を超えることができる。
キ 成婚者祝い金等の交付
夫婦とも 1 年以上市内に居住見込みで会員が成婚した場合、会員一人当たり２万円の商品券を交
付。また、夫婦どちらかが婚姻届提出時に４０歳に達していた場合は２万円を加算する。さらに、
市民が成婚した場合は結婚記念品の贈呈を行っている。
ク 婚活実績について
成婚カップル数は、事業開始から平成２９年１１月１日現在までで８８組となっている。
内訳は平成２３年度１組、平成２４年度９組、平成２５年度２０組、平成２６年度１５組、平成２
７年度１５組、平成２８年度１８組、 平成２９年度（上半期）１０組
（２）山間過疎地域支援における取組と成果について
ア 南砺市草刈り作業応援隊派遣事業
山間過疎地域において、自治会等が地域の景観を良好に保つために実施している草刈り作業で人
材不足が顕著で支障をきたしている場合、市役所の管理職員が応援隊を組織して派遣を行う。
（実施回数…Ｈ26：４回、Ｈ27：４回、Ｈ28：７回）
イ 南砺市住民共同活動応援事業
自治体等が実施する草刈りなど住民共同活動で不足する労働力を他から受け入れた場合、保険料
や燃料費等の経費を支援する。
（実…績Ｈ26：１集落、Ｈ27：２集落、Ｈ28：１集落）
ウ 南砺市活気に満ちた集落づくりモデル事業』
自治会等が自発的なまちづくりに取り組む場合、その計画策定や事業実施にかかる経費を補助す
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る。
（１地区あたり上限 100 万円）
（実績…Ｈ26：２団体、Ｈ27：３団体、Ｈ28：２団体）
（３）移住定住における取組と成果について
ア 情報発信事業
(ｱ) 移住セミナー出展』
（年７回）
移住希望者に対して、県の事業を利用して「とやま暮らしセミナーin 東京」に出店し、南砺市
のＰＲを行っている。
(ｲ) 移住フェア出展（年２回）
移住先を漠然と考えている人に対して、県の事業を利用し「ふるさと回帰フェア」
、
「JOIN 移住・
交流＆地域おこしフェア」に出展し南砺市のＰＲを行っている。
(ｳ) 移住コンシェルジュ事業』（年９回）
南砺市に移住された地域おこし協力隊員に移住セミナー、移住フェアに積極的に参加してもら
い、移住のアドバイス、体験談等を移住希望者へ紹介してもらう。
イ 移住準備事業
(ｱ) 体験ツアー（年４回）
移住希望者に対し、南砺市を体験してもらうプログラム。以前は、団体旅行形式で、個々の要
望に応えることが難しかったため、個別での要望に応えられるよう１回の参加人数を抑えた。ま
た、体験メニューを増やしたことにより、今までよりもより、細かな対応が可能となった。
(ｲ) 体験ハウス（３棟）
移住希望者に対し、南砺市内の生活を１名１泊千円で体験してもらう。３棟のうち２棟は南砺
市が所有している。年間約２／３が稼働している。
(ｳ) 空き家バンク制度
移住先の選択肢の一つとして空き家を紹介している。この空き家バンクを利用し契約した場合
は、改修費用を助成している。空き家はホームページへ掲載されるが、賃貸物件は若年層を中心
に売買物件よりも需要が高く、短期間で契約が成立することが多い。これまで空き家バンクの契
約件数は全部で２６件の契約となっている。（内訳 平成 26 年 11 件、平成 27 年 11 件、平成 28
年４件）
(ｴ) 南砺市で働いてみんまいけ
移住定住希望者の雇用の場を確保することを目的として、5 年以上市外に居住していた者を新
規に正規雇用した企業へ、月額給与の２分の１（山間過疎地域の転入者雇用の場合、支給総額 240
万円、山間過疎地域の転入者雇用の場合、支給総額 120 万円）を上限額として２４月にわたり助
成する。
ウ 定住サポート（南砺市定住奨励金制度について）
(ｱ) 転入奨励金
市外に居住されている方が、南砺市内に定住を目的として宅地と住宅を取得し、居住を始めら
れた場合は新築住宅の場合１００万円、中古住宅は６０万円の奨励金を交付しており、それぞれ
家族１人に対し５万円が加算される。
(ｲ) 持ち家奨励金
市内に居住されている方が、南砺市内の新たな用地に住宅を取得され、居住を始めた場合、新
築住宅が３０万円、中古住宅は１０万円の奨励金を交付。
(ｳ) 南砺市ふるさと回転転入助成
平成２６年４月１日以後に転入し、かつ就職する方で、就職したことの証明書を提出できる方
に対し転入のための引越費用について、補助率１／２（10 万円を限度）として助成している。
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(ｴ) 南砺市民間賃貸住宅居住補助金
南砺市に移住し、民間賃貸住宅（アパート、貸家）に居住した場合に対象世帯（転入世帯、新
婚世帯、転入でかつ新婚世帯、転入でかつ学生世帯、山間過疎地域からの高校生世帯）に対し、
月額１万円～２万円、交付期間は１年間～３年間の補助を行っている。
(ｵ) 南砺市三世代同居世帯奨励事業
平成２６年４月１日以降に「親世代」＋「子世代」＋「孫世代主婦」のになった対象世帯（住
替え世帯、新婚世帯）に対し、月額１万円～２万円、交付期間は１年間～２年間の補助を行って
いる。
(ｶ) 南砺市三世代同居推進住宅改修等助成
平成２６年４月１日以降に「親世代」＋「子世代」＋「孫世代」の同居世帯の既存住宅のリフ
ォーム、建替え、同一敷地内新築工事に対し、孫世代夫婦は３０万円、新婚世帯は１００万円、
それ以外は１０万円を限度額として対象工事（50 万円以上）の１／５以内の補助を行っている。
※なお、市指定の山間過疎地域で居住している場合は、限度額が１．５倍もしくは２倍となる。
(ｷ) さすらいワーク in 南砺プロジェクト』
移住ニーズの高い個人事業主に向け、Lancers（個人事業主向け情報発信）
、さすらいワーク in
南砺（Facebook）を通じて、
「南砺に滞在して働く」魅力を情報発信。南砺への訪問意欲を醸成し、
地域の活動人口を増やす。
(ｸ) 南砺市空き家地域サポーター制度』
南砺で暮らしません課と空き家地域サポーター（市内 31 自治振興会単位から選出）が連携し、
空き家情報の提供、空き家情報の把握、空き家の相談窓口、移住希望者へ空き家の案内を行う。

４

南砺市移住定住婚活支援施策の今後の展望について
人口減少対策を目的にさまざまな取組を行っている「南砺市」。その一元的な実施を具現化している「南

砺で暮らしません課」の今後の展望について、係ごとに確認した。
「婚活支援係」は「あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト（ＡＩＰ４８）
」の当初の目標、４８組の成
婚を平成２７年度に達成し、市が掲げた当初の数値目標はクリアし、一定の成果をあげたといえる。し
かし、県内１０市の人口千人当たりの婚姻率を比較すると、平成２７年は最下位とまだまだ婚姻率の上
昇には至っていない。市内の婚姻率を上げるには、地域の意識改革が必要と考え、平成２９年からは、結
婚活動地域サポート事業を展開。市内自治振興会（町内会のようなもの）単位で、婚活イベントや婚活研
修を通じ、市という大きな行政単位では拾いきれない、地域ごとの未婚者のニーズを集め、地域と連携
して支援していく方向へ事業を展開している。
このような事業を核とし、これからの婚活支援を次の５つの柱の「総合的な結婚支援」と捉え、進め
ていくとしている。
（１）現状把握

未婚者の現実を丁寧にリサーチする情報収集。

（２）相談対応

情報収集で得た未婚者の結婚に対するさまざまな不安を取り除き、結婚に対する自覚
を促すべく、細やかな相談対応。

（３）環境整備

長期展望に立った婚活支援を行うためのアドバイスの場などの環境を計画的に整備し
ていく。

（４）事業連携

結婚後も安心して暮らせる総合的なサポートを目指して、ネウボラなどの研究、着手
や住宅助成制度など他係との事業連携を強化する。

（５）広域的な取組 女性の他市町村からの参加者が減少していくため、他市町村や企業との連携を図り、
他市町村の女性未婚者への情報発信を通じ、婚活支援事業の安定的な継続につなげる。
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以上のことから、婚活支援は決して特殊な事業ではなく、他の係の事業とも置き換えることのできる、
まちづくりの根本的な事業といえるのではないだろうか。
「定住・空き家対策係」の定住施策は、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域として、過疎
債を活用、また基金を一部取り崩しながら、豊富な補助・助成・奨励金制度事業を展開している。また、
平成２９年から、
「さすらいソノトチワーク」事業を開始。個人事業主向け情報発信サイト「Lancers」へ
情報を登録、さらに FaceBook 上で「さすらいワーク in 南砺」をグループ化し、移住ニーズの高い個人
事業主に向け、
「南砺に滞在して働く」魅力を情報発信することで、南砺への訪問意欲を醸成し、地域の
活動人口を増やすことを目的としたプロジェクトを進めており、ＩＴの活用と移住ニーズの高いフリー
ランスに着目した事業が今後の定住施策の新たな展望といえる。
空き家対策については、県の事業「定住者受入モデル地域支援事業」を活用しながら支援を行ってき
たが、Ｈ２９年９月に「空家等対策計画」を策定したことから、
「南砺市空き家地域サポーター制度」事
業を開始。今後は計画に基づき、空き家を「利活用」
、
「適正管理」
、
「除却」と分類化し整理することで、
さらに地域の力を最大限に活かした事業展開を進めていこうとしている。

５

南砺市での研修を通じて－感想－

（１）由仁町 三ケ田 恵 理
南砺市は平成１６年に合併し、世界遺産にもなっている合掌造りで有名な市である。定住促進も「
『一
流の田舎』で暮らしませんか？」というキャッチフレーズで行っており、定住促進、婚活事業等を担
当する市民協働部南砺で暮らしません課は、ショッピングセンターの２階に事務所を構え、土日、平
日ともに１０時から２１時まで開設され、どの世代の方々においても、気軽に相談しやすい時間、場
所にする工夫がなされていた。田舎であることに負のイメージを感じさせることもなく、住みたい田
舎ベストランキング総合第３位になり、まちが一体となって「一流の田舎」づくりに取り組んでいる
ように感じた。
定住促進事業としては移住セミナー、体験ツアー、体験ハウスなどバラエティーに富んだプログラ
ムを用意し、定住する際の賃貸住宅の補助や住宅購入に対する助成も行っているだけではなく、雇用
主に対する給料の補助を行うなど雇用の場の確保も行い、現役世代の移住者の一番の課題でもある職
の確保の対策も行っていた。
婚活事業においてはＡＩＰ４８と題し、婚活倶楽部なんとで結婚を希望する会員を募っているほか、
婚活倶楽部なんとをサポートする「なんとおせっ会さん」の地域での婚活サポート事業や各種団体が
行うイベントに補助金交付など、継続かつ総合的な支援を行っていることが印象的だった。また、平
成２４年にテレビ番組の「お見合い大作戦」を開催した後も、職員による自前の婚活イベントを世界
遺産で行うなど工夫を凝らし行い成婚者を着実に増やしているほか、婚活大使やアドバイザーなどを
導入することで効果的、効率的に成婚へつなげていた。
定住促進や婚活事業などそれぞれの目的は一つであっても、一つの方法にとどまることなく多角的、
多面的に事業を進めていくことが重要だと感じた。
（２）雨竜町 宗近

秀靖

現在どの自治体においても人口減少や少子高齢化は、まちづくりを進めるうえでの重要な課題とな
っていると思います。本町においても人口流出に歯止めがかからず、人口減少対策は喫緊の課題であ
り、本町の基幹産業である農業における後継者の婚活支援や移住・定住促進にも力を入れなければな
らないところです。
南砺市では本庁舎を持っておらず、婚活支援・定住対策を担当する「南砺で暮らしません課」はショ
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ッピングセンターの２階に事務所があり、平日・休日１０時から２１時までの変則的な勤務体制であ
ることは非常に驚きましたが、利用者の利便性等を考慮しているものであり工夫とまちづくりに対す
る市の高い意識を感じました。
婚活支援事業については、
“ＡＩＰ４８”を掲げ様々な婚活イベント、各種補助金、婚活応援団「な
んとおせっ会さん」を中心とするサポート事業など行政主導での事業展開に、職員の高い意識も感じ
られましたし、同時にご苦労も多々あるのではないかと思いました。
移住・定住対策については、移住希望者への体験ツアー・体験ハウスなど地元を体感してもらうも
のや、定住サポートとして三世代同居に対する補助制度など特色のあるこれらの取組は、住民目線で
考えられていて様々なニーズに対応できていると感じました。
今回の研修先では、どのまちもそれぞれの特徴を生かしながら先進的な取組をされており、担当職
員は自分の地域のことをよく知り、仕事に誇りを持っていて、まちづくりに対する高い意欲と情熱を
感じました。本町とはまちの規模もスタイルも違うところはありますが、私も今回の研修で得たもの
を、今後の職務に少しでも役立てることができるよう努めたいと思います。
（３）鷹栖町 松木

幸枝

人口減少対策については、大都市を除くどこの市町村も抱えるまちづくりの課題といえる。鷹栖町
においても、婚活支援や移住・定住対策は農業委員会や産業振興課、総務企画課などそれぞれの課が
それぞれイベントなどを企画し、実施してきた。特に婚活対策などは、単発のイベントや会議などを
行ってもなかなか成果として現れず、また、
「結婚」にまつわるプライベートな領域にどこまで行政が
踏み込んで支援をすべきかなど、職員が対応に苦慮する場面は少なからず他の市町村でもあるのでは
ないだろうか。
しかし、南砺市は婚活支援を人口減少対策に通じる大きな地域課題として捉え、ひとつの係がその
事業を単独で行っているところが他の市町村には類を見ないところだと言える。そこには、市長の大
きな決断とその事業を成功させ、継続させていこうとする職員の情熱が感じられた。
今回の研修では、訪れた全ての市の職員が自分の仕事に誇りを持ち、施策についてとても魅力的に
語っていただき、有意義な時間を持つことができた。その裏には並々ならぬ努力、勉強、失敗があっ
たからこその今だと思う。
いつの間にか日々のルーティンワークと家事に忙殺されてきた日常をひととき忘れ、北海道とは違
ったその街の空気、人、文化に触れる貴重な研修をさせてもらった。また、普段なかなか交流する事
ができない他の市町村の職員と、同じ物を見て、同じものを食べ、同じ時間を過ごすことができた。
市町村の仕事には、さまざまな職種があり、私たち職員はそれらに対応していく力が常に求められて
いる。つい自分の町の中だけで完結してしまいがちな視点に立ってしまっていたが、こんなに同じ悩
みや課題を持つ仲間が北海道にはたくさんいるのだと改めて教えてもらうとてもいい機会となった。
（４）利尻富士町 関

光徳

本町の「利尻富士町人口ビジョン」による人口動向分析では、２０１０年３，０３７人の人口が、社
人研推計では２０４０年に１，５４７人にまで減少するとの極めて深刻な人口分析結果から、平成２
７年に策定した総合戦略を着実に実行することにより、①合計特殊出生率を人口置換水準２．０７ま
で上昇②中学・高校卒業世代の人口流出３人減少③若者世代のＵＪＩターン者３名増加させることを
目指すことで２０４０年の将来人口を１，７３５人と２００人程度の施策効果を見込んでいます。
南砺市の人口減少対策の取組について、産業構造やマチの歴史的背景などは大きく違うため、全て
を我が町の施策と対比することは出来ないものの、大いに参考となる点が２点ありました。
１点目は、
「南砺で暮らしません課」という一貫した移住定住婚活支援体制の取組です。住民や相談
者目線により業務時間が１０時～２１時、休日を火曜日と第４月曜日でシフト体制を組んでいるとの
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説明に、取組に対する強い姿勢を感じました。本町における主な移住施策は、漁業体験研修「漁師道」
という取組で、第二の故郷として生きがいをもって働ける環境整備を推進するためには、
「魅力あふれ
る稼げる仕事＝漁業」という考えのもと、新たな漁業の担い手に対する支援策を行っています。しか
し、それ以外の点では特に住環境の整備等の課題も多い状況であり、
「南砺市定住促進ハンドブック」
のような移住者目線で新しい土地で暮らす方を支援するハンドブックの存在は非常に有効だと思いま
すので、本町においても利尻富士町版の制作を検討したいと考えています。
２点目は、町として「婚活」に積極的に取り組んでいるところです。本町では年１回、地元商工会青
年部が行う婚活イベントに対し補助金というかたちで支援はしていますが、それ以上の大きな取組は
しておりません。若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるためにも、南砺市の取組を参考に庁
内で情報共有を図り更なる事業展開を検討してみたいと考えます。
本研修への参加により南砺市以外にも、道内各参加市町村の方と積極的に意見交換を行うことで見
識を広げることが出来ました。このような機会に恵まれたことに感謝するとともに、今後は本町にお
いても、本道外先進事例研修に参加する機会を設けていければと考えています。
（５）滝上町 齋藤

知樹

滝上町は、北海道の北東部に位置し、四方を山に囲まれた小さなまちです。清流や渓谷、森に抱か
れ、１０万平方メートルの芝ざくらが咲き誇る「芝ざくら滝上公園」や日本一の農業生産量を誇る「ハ
ッカ」など自然の恵みと暮らしています。昭和３５年に１４，２１４人（２，４３０世帯）から、平成
２９年１１月末現在２，６７７人（１，４５２世帯）６５歳以上高齢化率４２．６６％の典型的な過
疎の町です。限界集落（人口の 50%以上が 65 歳以上の高齢者になって社会的共同生活の維持が困難に
なっている集落）に突入が目の前に迫っています。
滝上町は、
「平成の大合併」で自立を選択していますが、「滝上町人口ビジョン」では、２０４０年
に１，７６０人（65 歳以上高齢化率が 50％超）そして、２０６０年には１，４００人（65 歳以上高齢
化率が 50％をやや下回る）と推計されており、人口増加は非常に困難であり、減少を緩やかにするた
めの様々な事業が計画されています。
今回研修した「南砺市」は、
「昭和の大合併」を経て平成１６年に８つの町村（城端町、平村、上平
村、利賀村、井波町、井口村、福野町、福光町）が合併し、
「南砺市」が誕生し１３年が経過しており、
合併を契機に機構の改革などが行われ、少子化対策や定住対策等関連する事業等を一か所に集約した
「南砺で暮らしません課」の設置や、自治体庁舎ではなくショッピングセンターに配置するなど、考
え付いてもなかなか踏み切れないものを、実行した市長の決断力に感銘を受けました。
また、事業展開では様々な媒体を利用し、情報を出し続けておられ、当たり前と言われることをし
っかり取り組む大変さに触れ、
「知ってほしい」と「知りたい」という相互の情報提供の在り方を再考
するきっかけとなりました。
今回、様々な先進事例を研修する中で、企画実行した担当者の思いや、継続し発展させる担当者な
ど、様々な状況で事業を実施されている担当者の思いに触れ、先進事業の内容や考え方を学ぶととも
に担当者の得意・不得意や世代、性別等に左右されない事業を企画し、実行する難しさを実感しまし
た。また、田舎で何ができるのかと自問自答を繰り返す中、南砺市の「一流の田舎」を目指すという
言葉に触れ何もないと思われる中にも何かあるということを噛みしめ北海道に戻ることが出来ました。
研修にご協力いただいた皆様に感謝するとともに、道内各地の自治体職員の皆さんとの交流により、
北海道の広大さや地域の課題差を再認識することが出来ましたが、人口減少等共通課題も多く、今後
も情報交換を重ね仕事に活かして行きたいと考えています。
（６）士幌町 杉山

みちる

人口減少の要因として高齢化社会や未婚率が高いことが挙げられている中、南砺市では人口減少の
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抑制や移住者の獲得、また地域の活性化に向けた、
「移住・定住促進事業」や「婚活支援事業」など様々
な取組を行っている。
婚活支援事業「～あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクトＡＩＰ４８~」についてはサポート団体の活
動や都市との交流、またイベントへの補助などを実施し、その結果、平成２３年からの７年間におい
て８８組ものカップルが成婚に至ったということは、職員や関係者そして地域全体として、並々なら
ぬ努力があったからだと思う。
また、移住・定住促進事業についても、南砺市の資源や特徴を活かして、一緒になって地域づくりを
するためにはどのようにして外部から人を呼び込むかを考えた様々な活動を行っている。住まい探し
の支援や仕事探しの支援などを含めた、安心して暮らせる総合的なサポートが魅力となって「行って
みたい」
「見てみたい」そして「南砺で暮らしたい」という現れが「住みたい田舎」ベストランキング
総合部門第３位になったのではないか。
南砺市での研修は限られた時間ではあったが、出会いから結婚・子育て、ワークライフバランスの
実現といった将来のライフデザイン形成を支援していく参考となるものが数多くあった。
今後、本町においても人口減少の進行を緩和するために具体的な施策を実施し、地域資源を活かし
た魅力あるまちづくりを推進していくことが重要であると再認識した。
（７）中札内村 下浦

強

南砺市では、移住者を呼び込むためのキャッチフレーズを「一流の田舎暮らし」とし、婚活支援や移
住・定住対策に特に力を入れていることがよくわかった。
「南砺で暮らしません課」という課の設置は
全国的にもユニークであり、夜間や休日まで開所しているなど、人口減少に立ち向かう市の並々なら
ぬ姿勢を感じた。
婚活支援については、民間を主体にして行った方がノウハウも豊富であり効果的だと思っていたが、
行政が主体となって実施する方法もあるのだということを学んだ。一方で、行政が主導することの難
しさもあるのではないかと感じた（担当職員の異動に伴う相談支援体制の水準維持やイベント運営の
ノウハウ引継ぎなど）
。そのような中で、南砺市では婚活イベントを行政主導で毎年継続して実施する
など、積極的に事業を展開していることに感銘を受けた。
また、定住促進に係る各種助成
制度については、メニューが豊富で
あり、移住者の様々なニーズにもき
め細かく対応できていると思った。
今回、南砺市が先進的に取り組ん
でいる施策について、詳しい話を直
接聞くことができた。全国共通の課
題である人口減少問題に対し、行政
側も柔軟な発想で情熱を持って取り
組むことの重要性を再認識した。こ
の研修で学んだことを参考にして、
あらためて自分の村を見つめ直し、
中札内村のさらなる魅力向上につな
げていければと思う。
【写真５：南砺市での記念写真】
（８）別海町 山下

真弘

現在、多くの市町村で人口減少や晩婚化に対する対応が課題となっており、様々な対策が進んでい
るが、その中で今回研修を行った南砺市では、これらの課題を解消するために積極的に婚活支援施策、
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移住定住施策を行っている。その支援施策を行う中で、特に重要だと感じる点が二点あった。一点目
は、サービスを利用しやすい環境づくりである。例えば、いくら良い婚活支援の取組を行っていても、
相談窓口時間が平日のみの場合、効果は半減してしまう。しかし、南砺市協働のまちづくり支援セン
ターをショッピングセンターの中に設置し、平日・土日とも相談窓口時間を朝 10 時から夜の 9 時とす
ることで、平日の昼間に働いている方や買い物帰りの方にも利用しやすい環境づくりを行っていた。
また、婚活支援では出会いの場を提供するだけでなく、婚活応援団「なんとおせっ会」などを通じ、
その後のアフターフォローや自治振興会が中心となる婚活地域サポートなど地域で婚活支援を支えて
おり、そういった利用者に対する環境づくりが、成婚カップル８８組誕生という成果を生んでいるの
ではないかと感じた。さらに、移住定住対策の面では、体験ツアーの場合、当初は団体での行動が多
くなかなか個々の対応が難しかったが、１回の人数を抑えたことにより、より細かな対応ができるよ
うになり、参加者から好評だったという説明を聞き、いかにサービスを利用しやすい環境づくりを進
めるということが重要だと感じた。
二点目は手続きや情報提供をワンストップで行うという点である。移住に関する手続きや情報提供
がワンストップで行われることで、利用者にとっては、余計な手間や時間がかからず、移住への不案
軽減や手続きの時間短縮につながると感じた。
今回の研修を通じ、改めて利用者の立場に立ったまちづくりが重要だということを感じるとともに、
研修参加で得た知識や方法をこれからの職務に活かしていきたい。
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