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 はじめに 

常任委員会は，その部門に属する事務に関して調査を行う権限を持っている。所管事務調査は市から提案さ

れた予算案や条例案などの議案を審査するのとは異なり，常任委員会が自主的にテーマを設定し，調査を行うも

のである。 

本委員会では，去る平成27年８月の委員会において「地域資源を活用したＵＩＪターンの促進」及び「都市

計画マスタープラン」について所管事務調査を行うことと決定し，以後，「地域資源を活用したＵＩＪターンの促

進」については17回，「都市計画マスタープラン」については行政報告を含めて７回にわたり継続して調査を行った。 

調査期間 

平成２７年８月～平成２９年３月 

調査委員 

委 員 長  上村  臣男 

副委員長  井手畑 隆政 

委 員  谷   惠 介 

委 員  林  敏 夫 

委 員  沖田  範彦 

委 員  岡﨑 源太朗 

委 員  平岡  正人 

委 員   小田 晃士朗    
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 地域資源を活用したＵＩＪターンの促進 

平成２７年８月１０日 

委員間討議（調査項目の選定） 

各委員から提案された調査項目案のうち，①空き家の活用による定住促進及びＵＩＪターンの促進，②観

光振興，③医工連携について当局から呉市の取り組み状況に係る報告を受けた。 

その後の委員間討議の中で，全国的な課題となっている人口減少は呉市においても予想をはるかに超える速さ

で進行しており，現在呉市では，特色ある地域資源を生かした雇用創出などを通じて人口減少を抑制することを

目的に「呉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し，関連施策を実施しているところであるが，本委員会にお

いても，人口減少に歯どめをかけることが喫緊の課題であるという認識から「地域資源を活用したＵＩＪターンの促

進」を調査項目とし，呉ならではのよさや強みをＵＩＪターンにどう活用することができるのかについて調査を進めるこ

ととなった。 

 

平成２７年８月２７日，９月１６日，１１月２７日 

委員間討議（論点の決定） 

所管事務調査を行うに当たり，論点をどこに置いて調査を進めていくかについて協議した。 

論点の絞り込みを行うため，このたびの所管事務調査における共通認識として，地域資源を活用したＵＩＪタ

ーンを促進してどのようなまちにしたいか，あるいは，どのようなまちになることが期待されるか，あるべき姿（終着

点）を設定し，方向性を定めた上で，呉市の現状を整理したのち，最終的に論点の絞り込みを行った。 

３回にわたる委員間討議を経て，ＵＩＪターンの促進に活用しうる地域資源として①空き家，②農水産業，

③滞在型観光を論点に調査を進めることに決定した。 
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平成２７年１２月１６日 

委員間討議（県外視察に向けて） 

移住定住施策及び，地域資源の活用に係る先進事例を研究するため，平成28年１月に福岡県久留米

市，熊本県上天草市，熊本県天草市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説

明した。 

また，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。 

平成２８年１月１４日～１月１６日 

県外視察 

【福岡県久留米市】 

久留米市では定住促進戦略を掲げてさまざまな施策を実施し，平成25年５月から自然動態のマイナスを社会

動態がカバーする形で人口が増加に転じている。 

久留米市転入ファミリー定住奨励補助金は，市内に住宅を取得して転入した世帯の定住を奨励するための補助

金で，基本額を10万円とし，中学生以下の子供が同居する場合，三大都市圏及び福岡市から転入した場

合，三世代が市内に住む場合，それぞれ金額が加算される仕組みとなっている。 

そのほか，新幹線を初め，鉄道で通勤する転入者に対して通勤定期利用助成事業等を実施し，都市圏に通

勤する若者の移住を促進している。 

また，平成23年３月の九州新幹線開業を前に，観光のキラーコンテンツとなるようなものがないままでは素通り

されるだけの町になるという危機感から，地域資源を生かした体験交流型観光プログラム「まち旅」を集めた「久留

米まち旅博覧会」を実施している。 

「まち旅」は，観光資源のないものねだりではなく，あるもの探しをコンセプトに，企画から参加者のもてなしま

で，全てを市民みずからが行い，交流人口の拡大，久留米市のイメージアップや認知度アップのほか，市民みず

からが久留米のよさや地域資源を再発見するという成果を上げている。 
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【熊本県上天草市】 

上天草市では，専任の移住相談アドバイザーを配置し，移住に関する相談をワンストップで行っている。移住相

談アドバイザーは居住物件探しに同行するなど，移住を検討する人からの相談に対応するだけでなく，移住してき

た人に対するアフターフォローも行っている。 

また，田舎暮らし体験プランを提供しており，最大５カ月の滞在が可能なミドルステイでは，市の所有するバン

ガローを活用している。そのほか，移住を支援する東京のふるさと回帰支援センターに登録し，センターのホームペー

ジを活用して積極的な情報発信を行っている。若い世代はインターネットで移住先を検討することが多いため，こう

いったツールは非常に効果的である。 

また，「道の駅さんぱーる」は，年間来客数約56万人，売り上げは７億円を超える上天草市の１次産業者に

とって大きな販売拠点で，第三セクターが指定管理を行っている。 

指定管理者は施設の運営だけでなく，生産者の所得向上を目指し，地域産品のブランド化や販路拡大のため

の営業活動に力を入れており，地域で生産されている湯島大根はブランド化に成功し，高付加価値の特産品に

成長している。 

また，６次産業化にも積極的に取り組んでおり，併設されている農林水産物加工開発研究センターで市民が

加工品の開発を行い，商品化されたものは集客力のある道の駅で販売するというよい流れができている。 
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【熊本県天草市】 

天草市では，専任の移住相地域資源を活用して新たな産業を起こすためには，市外の住民の視点やアイデア

が重要であるという観点から，移住者起業支援事業補助金を初め，起業家移住支援事業，ＵＩターン者マッチ

ング事業など，産業振興策としての移住者支援が充実している。 

加えて，専業農家を育成する新規就農者支援事業のほか，半農半Ｘ農家（兼業農家）を希望している移住

者に対するＩＪＵ（イジュー）者就農支援事業など，就農に係るニーズに対してきめ細かい支援を行っている。 

また，市外企業の社員が持つノウハウを地域資源と結びつけ，地元企業の事業の高度化や販路拡大などを目

指す二地域就労促進事業を実施している。 

地域資源や観光資源のブランド化を期待する天草市と，地域貢献によるイメージアップや雇用の確保を考える航

空会社のＡＮＡが協働し，都市部への農水産物の販路拡大や市内の観光事業者向けに接遇等のセミナーを行

うほか，地域おこし協力隊として天草市の魅力を全国に発信している。 

また，野菜の栽培技術や販路を持つ都市部の企業と，農業に参入したい天草市の自動車部品工場のニーズ

をマッチングし，企業双方の事業拡大及び，地域の雇用創出につなげている。 

 

 

平成２８年２月１２日 

委員間討議（県外視察の感想） 

１月に実施した県内視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

 

平成２８年３月７日 

委員間討議（市内視察に係る協議） 

移住者の現状を調査するため，平成28年４月に下蒲刈町と豊町で活動している地域おこし協力隊員と意見

交換を行うことに決定した。 
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平成２８年４月１２日 

市内視察 

移住者の現状を調査するため，平成28年４月に下蒲刈町と豊町で活動している地域おこし協力隊員と意見

交換を行った。 

下蒲刈町で活動する髙島氏は愛知県から，豊町で活動する宮川氏は東京都から，いずれも平成27年４月

に夫婦で来呉している。それぞれ，移住先に呉を選んだ理由や地域での活動状況のほか，移住生活の現状と課

題等を中心に意見交換を行った後，実際に現地を巡りながら地域おこし協力隊としての活動内容について説明を

受けた。 

意見交換の中では，呉市は日本一住みやすいまちとしてのポテンシャルがある，また，移住者をふやすためには

呉のよさを移住希望者に届ける必要があるといった提言があり，両者とも３年の任期が終了した後も呉に住み続け

たいと考えているということであった。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

平成２８年６月２日 

委員間討議（施策の提案） 

【地域資源①「空き家」～住む場所～】 

空き家の活用を促進するため，先進地で実施していた空き家のリフォーム助成や家財道具の処分費等の助成を

行ってはどうか，また，移住体験施設として空き家を活用してはどうかという提案がされた。 

また，移住希望者のニーズと市内の空き家を効率よく結びつけるために移住定住コーディネーターを任用してはど

うかといった提案や，島嶼部などの中古住宅が流通していない地域においては，空き家バンクの登録を強化すべき

であるといった意見が出された。 
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【地域資源②「農水産業」～仕事～】 

担い手不足が深刻化している１次産業と移住希望者をマッチングして仕事を確保し，一定の収入が得られるよ

うな仕組みを構築することで，若い世代の移住者を呼び込むことができるといった提案がされた。 

また，安定した収入を確保するためには，生産品のブランド化や販路拡大が必要であるといった意見や，耕作

放棄地等の情報を集約する「空き農地バンク」を導入してはどうかという提案がされた。 

【地域資源③「滞在型観光」～きっかけ～】 

 移住のきっかけとして期待される滞在型観光を促進するため，宿泊施設の少ない島嶼部などで，空き家を滞在

施設として活用してはどうかという提案がされた。 

また，呉市には主に島嶼部などで整備のされていない潜在的な観光資源が数多く存在しているが，その観光資

源を市民協働で掘り起こして整備し，広く情報発信していくべきであるといった意見が出された。 

 

平成２８年６月２２日 

委員間討議（新たな論点の抽出） 

これまで地域資源の活用について議論を行ってきたが，いずれの地域資源も，まずは知ってもらわなければ始まら

ないといった発言が多くあったことから，「地域資源の情報発信」を新たな論点として調査を進めることに決定した。 

 

平成２８年８月２５日 

市の取り組み状況について当局から報告 

論点である「地域資源の情報発信」に係る呉市の取り組みについて説明を受けた。 

 

平成２８年９月１４日 

委員間討議（県外視察に向けて） 

地域資源の情報発信に係る先進事例を研究するため，平成28年10月にふるさと暮らし情報センター・東京，

新潟県燕市，静岡県熱海市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説明した。 

また，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。  
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平成２８年１０月１２日～１０月１４日 

県外視察 

【ふるさと暮らし情報センター・東京】 

ふるさと暮らし情報センター東京は，田舎暮らしを希望する都市住民と移住者を受け入れたい地域との出会いの

場を提供する施設で，運営は認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターが行っている。 

最近の移住傾向はＩターンからＵターンにシフトしており，特に20代，30代の若者にその傾向が見られ，センタ

ー利用者も30代が一番多い。移住先については，いわゆる田舎暮らしよりも地方都市への移住希望が相談者の

約半数を占め，希望する就労形態についても，農業，漁業等よりも企業への就職を希望する人が全体の６割

以上を占めている。 

また，広島県は，センター内に「ひろしま暮らしサポートセンター」を設けて移住希望者の相談に応じているほか，

首都圏から広島県を訪問するための費用を支援する片道交通費支援制度を設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新潟県燕市】 

古くから金属加工業の盛んな燕市では産業観光を推進している。 

「燕三条 工場の祭典」は，普段は立ち入ることが出来ない工場の中で参加者がものづくりの現場を体感するイベ

ントで，毎年多くの来場者が訪れており，県内外に地場産業を広く発信している。 

そのほか，産業観光の受け入れ企業をふやす取り組みとして，産業観光受入体制整備事業補助金を創設

し，パンフレットの作成や，見学者の安全対策のための施設改修等に必要な経費の一部を補助している。 

また，燕市では進学を機に首都圏へ多くの若者が転出し，大学卒業後もそのまま首都圏で就職する若者が増

加していることから，Ｕターン，Ｉターン就職を促すための施策として，首都圏の大学生を対象に，燕市に本社が

ある企業の見学，採用ガイダンスを中心とした１泊２日の短期滞在型インターン事業を実施している。 

参加者からは，燕市の企業が持つ技術の高さを知るだけでなく，企業と直接話をすることができたことで「就職

先」としての燕市のよさを知ることができたという声が寄せられ，参加企業からは，ぜひ次回も参加したいという声が

上がっているということである。 
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【静岡県熱海市】 

廃れた温泉地というネガティブなイメージを払拭するため，「営業する市役所」をキャッチフレーズに，熱海市では

市内産業の活性化や観光振興を推進するさまざまな取り組みを行っている。 

「ＡＤさん，いらっしゃい！」は，民間企業出身の市職員が24時間 365日体制で行うロケ支援である。テレビ

関係者を徹底的にサポートすることで「取材がしやすいまち」として重宝され，結果的に取材数が増加し，テレビ等

への露出が飛躍的にふえた。その結果，テレビを見たことがきっかけで熱海市を訪れる観光客が増加し，昭和44年

をピークに減り続けていた宿泊者数がＶ字回復している。 

観光を基幹産業としている熱海市にとって，宿泊客の増加は雇用を生み，さらに地価の上昇といった相乗的な

効果を生み出している。 

また，「Ａ－ｂｉｚ」は「コストをかけずに知恵を

出す」をテーマに，市の職員が市内事業者の商品開

発や新規事業の支援を行う事業である。 

民間企業の営利に行政がかかわるという，行政の

常識にとらわれない取り組みは，「熱海市職員の本

当の仕事は，公平性や法令に基づいた事務作業で

はなく，熱海の強みを知り，熱海を売り出すことにあ

る」という市長の方針から生まれたものである。 

 

平成２８年１０月２７日 

委員間討議（県外視察の感想） 

１月に実施した県内視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

 

平成２８年１１月２５日 

委員間討議（施策提案） 

移住を希望する世代は高齢者から若年層にシフトし，いわゆる田舎暮らしよりも，地方都市での就労を希望す

る人がふえている。施策を展開する上で，こういった情報は非常に重要であり，呉市は速やかにふるさと回帰支援

センターの会員となって移住者のニーズや動向を把握した上で，積極的な情報発信を行うべきであるという提案が

あった。 

また，移住に係るニーズが変化していることを踏まえ，首都圏の若者に対して呉の求人情報等を発信することが

効果的であるという意見や，燕市が実施している滞在型インターン事業を呉市でも実施してはどうかという意見があ

った。 
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平成２８年１２月１４日 

委員間討議（まとめ） 

１年半にわたる協議の経過を振り返り，報告書の骨子について確認した。 

 

平成２９年３月７日 

委員間討議（報告書の確認） 

各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。 

 

平成２９年３月１６日 

委員長報告 

所管事務調査の経過について，本会議で委員長報告を行った。 

なお，報告のまとめとして次のとおり提案を行った。 

［まとめ］ 

呉市は，歴史や産業，風光明媚な景色など，豊富な地域資

源に恵まれている。これらの地域資源は呉市の大きな強みであ

り，移住定住を促進するための一助になり得る。 

市内には地域の人だけが知っている美しい景色など，まだ知られていないお宝が数多く存在する。これらのお

宝を地域とともに掘り起こし，人を呼び込む新たな地域資源として活用するための方策について検討されたい。 

また，調査を進める中で，基幹産業は重要な地域資源であるとの考えに至った。当局におかれては，呉市

のものづくり産業を地域資源として活用し，呉のよさや強みを全国に情報発信するとともに，雇用，あるいは

移住定住につながる事業として期待される産業観光について積極的に研究されたい。 

先述のとおり，移住のニーズは田舎暮らしから地方都市での生活へ，あるいは農業よりも企業への就職へと

変化しており，このニーズの変化は呉市にとって絶好のチャンスである。しかしながら，現在の呉市における移住

定住施策は，このニーズの変化を的確に捉えたものであるとはいえない。 

移住定住に係る窓口は都市部住宅政策課内の定住サポートセンターであるが，関連する施策は住宅に関

するもののほか，雇用や観光，子育て支援等，多岐にわたっており，この機を逃さないためには，関係部局

が連携して移住定住施策を進める必要がある。 

現在，企画部を中心に推進しているシティプロモーションは，呉らしさを情報発信して都市イメージの向上を

図り，観光客の来訪促進，最終的に移住定住の促進につなげるというスキームで施策を展開している。 

移住定住施策は，市を挙げて横断的に取り組むべき事業であり，今後において，企画部門を中心した事

業体制について検討されたい。 
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 都市計画マスタープラン 

平成２７年８月１０日 

調査項目決定 

都市計画マスタープランは長期にわたる呉市の重要な計画であり，改訂に当たっては，本委員会の意見を当局

にしっかりと伝えていく必要があるとの考えから所管事務調査項目に追加し，調査することと決定した。 

 

平成２７年１０月２９日 

行政報告（全体構想案） 

平成27年～平成28年にかけて，呉市全体のまちづくりの方針としての全体構想と，地域のまちづくりの方針と

なる地域別構想の策定作業が行われるが，まずは全体構想案が当局から示された。 

委員からは，絵に描いた餅にならないよう実現を目指していただきたいなどの意見が出された。 

 

平成２７年１１月２７日，１２月１６日 

委員間討議（全体構想案） 

当局から示された全体構想案について，産業建設委員会としての意見を取りまとめた。 

 

平成２８年１月２６日 

正副委員長が当局に対して申し入れ 

委員間討議で取りまとめた意見を都市計画マスタープラン（全体構想）に反映するよう，正副委員長が当局に

申し入れを行った。 

 

平成２８年６月２日 

行政報告（全体構想案） 

市民に対して行われた意見募集の結果と，産業建設委員会が申し入れた意見に対する処理状況が示され，

産業建設委員会が申し入れた意見を踏まえ，８カ所の修正が行われたことが報告された。 

また，これから策定を進める地域別構想について，各地区の自治会連合会やまちづくり委員会に対してどのよう

に周知していくのかなどについて質疑が行われた。 
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平成２８年１１月２５日 

行政報告（地域別構想案） 

全体構想で位置づけたまちづくりの基本理念の実現に向け，各地域の役割に応じたまちづくりを推進するために

策定する地域別構想について行政報告がされ，地域別構想を策定するに当たって実施した地元説明会では地域

住民からどのような意見が出されたか，また，その意見をどのように反映しているのかといった質疑が行われた。 

 

平成２９年３月７日 

行政報告（最終案） 

全体構想及び地域別構想の最終案が当局から示された。 

なお，最終案の策定に当たり，委員会の意見を踏まえて８カ所の修正が行われたことが報告された。 

委員間討議（報告書の確認） 

各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。 

 

平成２９年３月１６日 

委員長報告 

所管事務調査の経過について，本会議で委員長報告を行った。 

なお，その報告の中で，まとめとして次のように総括した。 

［まとめ］ 

都市計画マスタープランは，おおむね20年後の都市のあるべき姿を展望しつつ，今後10年間で取り組むまち

づくりの方針を定める重要な計画である。 

長期的な計画であることから，少子高齢化の進行や経済の動向など，社会情勢の変化に対応することが必

要となる場面も想定される。 

当局はＰＤＣＡサイクルを確立し，適切な進行管理を行うとともに必要に応じて計画の見直しを行うとしてい

るが，議会の立場からもチェックしていく必要があると考える。 

また，来年度以降，この計画を上位計画とし，立地適正化計画や地域公共交通網形成計画が策定され

ることとなっている。 

新たに作成されるこれらの計画と都市計画マスタープランとの整合性や，都市計画マスタープランがより実効性

のあるものとなるよう，今後においても注視していきたい。 

 

 


