平成３０年１２月２０日

石巻市議会議長 木 村

忠 良

殿
人口減少対策特別委員会
委員長 渡 辺 拓 朗

視察報告書
視察の概要は下記のとおりです。
記
１ 参加委員

委員長

渡 辺

拓 朗 、 副委員長

委 員

楯 石

光 弘 、 大 森 秀 一

齋

２ 視察日時

藤 澄 子

星

、 後 藤 兼

平成３０年１１月２０日から
平成３０年１１月２２日まで

人口減少対策の取組について

（２）石川県 加賀市

人口減少対策の取組について

４ 視察目的 別頁のとおり

５ 視察概要 別頁のとおり

６ 所

感 別頁のとおり

７ 経

費 ７人

547,400 円（随行職員の旅費を含む）
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位

３日間

３ 視察先及び視察内容
（１）新潟県 糸魚川市

雅 俊

糸魚川市

○視察目的
糸魚川市では、これまでも人口減少対策を実施してきたが、国の長期ビジョン及び総合
戦略を勘案しながら、糸魚川市における人口の現状と将来の展望を提示する「糸魚川市ま
ち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を策定した。また、人口ビジョンを踏まえて、市民
をはじめ、産業団体、国県の行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディアなど様々
な団体との意見交換を行い、戦略的に取り組む人口減少対策事業を盛り込んだ「糸魚川市
まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定され、総合戦略に掲げた成果を着実に上あげて
いくため、市民との協働により各種取組を進め、結婚支援事業、同窓会応援事業、就労・
就農支援等の定住促進施策を展開し、人口増加と持続可能なまちづくりを目指している。
本市においては、平成 27 年度に策定した「石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に
基づいた取組の推進と施策効果の検証、評価や進捗状況の検証を行いながら石巻市総合戦
略の改訂を行うこととし、復興と地方創生を同時に進める相乗効果を狙っているが、現実
的にはなかなか困難であることから、糸魚川市の取組を学び、今後の本市の事業の参考と
する。

○視察概要
糸魚川市は、新潟県の最西端に位置し、東京都庁 222 ㎞、新幹線最短２時間、長野県庁
52 ㎞、新幹線約 30 分、富山県庁 70 ㎞、新幹線約 30 分、石川県庁 120 ㎞、新幹線約 50 分、
新潟県庁 140 ㎞、電車約２時間 30 分と自前の県庁に行くのに一番時間がかかる所にある。
市域の北は日本海に面し、中部山岳国立公園と妙高戸隠連山国立公園、親不知・子不知
県立自然公園、区比岐県立自然公園、白馬山麓県立自然公園を有し、約 51 ㎞の海岸線を有
する他、山岳、渓谷、温泉など変化に富んだ個性豊かな自然に恵まれている。
また、森林資源やヒスイ・石灰岩等の鉱物資源や水資源など地域資源が豊富で、日本を
東西に分ける大断層「糸魚川－静岡構造線」
（フォッサマグナ）が糸魚川市内を通っている、
フォッサマグナについては日本列島生誕の謎を秘めた世界的な学術資源となっています。
その反面、地滑り，風水害、波浪等の自然災害が発生しやすく、また、豪雪地帯であるこ
とから、住民生活に大きな影響をもたらしている。
糸魚川は、世界最古のヒスイ文化発祥の地で国内唯一の産地である。今から約 3,500～
5,000 年前の縄文時代中期には、
「長者ヶ原」で作られたヒスイの装飾品は、北は北海道、
南は九州～沖縄まで日本全国へと運ばれました。2016 年９月 24 日、日本鉱物科学会が最新
の科学にもとづいて国石を検討し、もっともふさわしいものとして「ヒスイ」が国石に選
定された。
日本には、44 のジオパークが認定されている。その内９地区がユネスコ世界ジオパーク
に認定されている。
（洞爺湖有珠山）
（アポイ岳）
（糸魚川）
（隠岐）
（山陰海岸）（室戸）（島原半島）
（阿蘇）
（伊豆半島）

平成 30 年９月現在ジオパークを目指す地域が 16 地域あり、日本ジオパークネットワー
クの会長を糸魚川市長が務めている。
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平成 17 年３月 19 日糸魚川、能生町、青海町の１市２町が合併し、新たに糸魚川市が誕
生しました。面積は 746.24 平方キロメートルあり、東西 42.5km、南北 42.2 ㎞、約 51 ㎞の
海岸線を有する。

●糸魚川市の人口減少の実態
人口・世帯数の推移は、平成 26 年 46,144 人に対し平成 30 年 43,352 人と４年で 2,792
人減少傾向に転じている。世帯数は平成 26 年 17,594 戸に対し平成 30 年 17,435 戸と 159
戸減少している。
国立社会保障・人口問題研究所（平成 30 年３月）公表によると 2045 年には、24,201
人になる見込みで現在より 19,151 人減少すると見込まれている。
年少人口の減少が顕著に表れており、2035 年には生産人口が老齢人口に追い越される
逆転現象が見込まれるところである。
自然動態から見た人口の推移は、1981 年の出性数 664 名、死亡者数 534 名で増減 130
人、1988 年の出生数 545 名、死亡者数 492 名増減 53 名、この年を境に出生数と死亡者数
が逆転する。1989 年出生数 483 名、死亡者数 526 名で増減者数がはじめてマイナスに転
じ、以後死亡者数が出生数を上回り、2016 年出生数 246 人に対し死亡者数 719 名とマイ
ナス 473 名となっている。
平成 30 年現在出生数 200 人を何とか維持している状況である。
出生率は、1986 年糸魚川市 2.12 人、全国 1.72 人に対し、2016 年糸魚川市 1.52 人、
全国 1.44 人である。
社会動態は、2000 年、転入者数 1,463 人、転出者数 1,768 人に対し、2016 年の転入者
数 886 人、転出者数 1,047 人となっております。専門学校や大学が地元にないため一旦
地元を離れると中々戻ってくることが難しい事がうかがえる。地元に就職先がない事が
転入減となっている。
2015 年の年代別人口数は、総人口 44,162 人の内 60 歳～69 歳は 7,532 人で団塊の世代
とつぎの世代が大きな割合を占めている。
●糸魚川市の人口減少対策
＊まち・ひと・しごと創生総合戦略＊＊＊＊
総合戦略 他地域に負けない「勝ち行く」まち
基本目標 １（か）稼げる資源循環のまちづくり
２（ち）地域を担う人材が集うまちづくり
３（ゆ）夢をかなえて若者や女性が輝くまちづくり
４（く）暮らしやすさで安心・元気なまちづくり
＊人口減少対策の方向性
① 移住の促進 ～求める人財（ひと）獲得を目指して～
転入者より転出者が多いことからＵターン、Ｉターンを増やす対策を充実させる
② Ｕターンの促進 ～ふるさと回帰に向けて～
③ 定住の促進 ～住み続けたいまちを目指して～
地元産業に就職して定住してもらう
④ 出生数の増加と健康寿命の延伸 ～みんな元気なまちづくりに向けて ～
⑤ 交流人口の拡大 ～魅力と活気あふれるまちに向けて ～
山の幸、海の幸を世界に発信しファンを多く作り交流人口の拡大へつなげる
＊移住・定住に関する支援制度
住居
・空き家取得支援事業補助金（取得補助）
・住宅整備資金貸付事業（融資）
・空き家改修事業補助金（リフォーム補助）
・雇用促進住宅（家賃軽減）
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仕事

・住宅支援事業補助金（家賃補助）
・空き家バンク（＊平成 29．８.１から一般社団法人に移行）
・就職情報提供
・企業説明会
・見学バスツアー
・資格試験受験料補助
・介護人財育成支援事業
・農林水産業研修助成事業
・農業法人等雇用研修支援事業
・青年就農給付事業（経営開始型）
（準備型）
・ビジネスチャレンジ支援（総業支援）
・ふるさと就職資金貸付
・修学資金返済支援事業補助金
・ふるさと就職活動支援補助金
・医師養成資金貸与事業
・地域おこし協力隊
・医療技術者等修学資金貸与事業
・創業支援事業補助

＊まち・ひと・しごと創生総合戦略
結婚・出産
・結婚相談所入会支援事業
・縁結びコーディネーター制度
子育て
・ハッピー出会い創出事業
・婚活委託事業
・妊産婦健康審査費用助成制度
・保育料軽減事業
・子ども医療費助成制度
・子ども誕生お祝い事業
若者
・新幹線通学応援事業補助金
・リバイバル 25 成人式
・若者の力による地域活性化交流事業補助金（通称：ワカチカ）
移住体験
・移住体験ツアー「ゆるっと糸魚川暮らし」
・移住相談会（首都圏等）
インターンシップ
・短期滞在宿泊施設委託「ちょこっと糸魚川暮らし」
・糸魚川で暮らす働く応援プロジェクト
（滞在型インターンシップ）
・移住アドバイザー制度
＊ふるさと就職資金貸付制度
糸魚川市で初めて就職する方を対象に、通勤用自動車の購入など就職に伴い必要となる
資金の貸し付けを行っている。支払った利息分については、市から全額補助される大変有
利な制度となっている。
融資対象者は、新規学卒者又はＵ・Ⅰターン者で、市内に住民票があり、市内に本社の
ある事業所または市内にある事業所等に就職した方となっている。
糸魚川市は移動手段を車に頼らざらない状況にあり、主に車の購入や引っ越しの料金に
使われることが多い。
貸付期間は５年以内、平成 29 年度は 45 件 63,036 千円となっている。
＊子育て支援
・子ども誕生お祝い事業
子供が誕生した保護者にお祝いとして、市内各店舗で使用可能な商品券を進呈してい
る市内共通商品券（24,000 円分）
、昨年実績 260 件 6,240,000 円
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＊妊産婦検診助成
初回から 40 週まで、78,810 円を助成し、産後も１回 3,500 円を助成している。
＊保育料の軽減
国基準より 35％軽減した金額とし、18 歳未満のお子さんが３人以上いる世帯は第３子以
降は保育料無料
＊子ども医療費助成
平成 30 年 11 月１日から、高校卒業まで入院無料、通院の一部負担は１回につき 530 円
となっている。
＊婚活支援
① 縁結びコーディネートー事業（平成 19 年度から）
＋縁結びコーディネートー事業結婚祝い品交付（平成 27 年度から）
結婚を希望する男女が出会えるきっかけづくりなど、出会いの支援や結婚に係る相
談などを行う「縁結びコーディネーター」を公募し、活動を行う。縁結びコーディネ
ーターの任期は、２年とし再任もかまわない現在のコーディネーターは５名（男性３
名、女性２名）、報酬はなくボランティアで活動費もないが成婚した場合１組につき
88,000 円の謝礼金が支払われる。
平成 19 年から平成 29 年まで 27 組の結婚が成立している。
② ハッピー出会い創出事業（平成 19 年度から）
結婚を希望する独身男女の出会いの場を創出するイベント等の一部を助成する事業。
昨年は５回ほど実施した。
補助要件
①独身男女を対象としたイベントの場合
・参加者 10 人以上、20 歳以上
・参加者男女比率、どちらかが 30％以上
・市内在住者比率は参加者の 40％以上
②独身男女の親族を対象としたイベント（相談会）の場合
・参加者 10 名以上
・市内在住者が 80％以上であること。
補助額
・市内実施の場合 上限額 100,000 円
・市外実施の場合 上限額 200,000 円
平成 29 年度の実施状況は、５件の実施で補助金額は 456,000 円となっ
ている。
③ 結婚相談所入会支援事業（平成 25 年度から）
結婚を希望する独身男女が結婚相談所へ入会する際の入会費用の一部を助成する
事業（平成 25 年は入会費用の全額助成、平成 26 年から 2/3 助成）
平成 30 年３月末現在会員数は男性９名、女性１名。
④ 縁結び事業委託（平成 28 年度から）
結婚を希望する独身男女及びその親族を対象にした出会い創出又はそれに向けた
セミナー等を市が事業委託し実施するもの。委託先は地元ブライダル事業者。
平成 29 年度実績
・ＦＭ新潟ラブコミュニケーションパーティーイン糸魚川
61 名参加 550,000 円
・結婚応援フェア
95 名参加 199,800 円
・独身男性向け婚活セミナー
７名参加 99,900 円
・中高年ライフパートナーセミナー
不催行 10,000 円
＊リバイバル 25 成人式
糸魚川市出身若者のＵターン促進、当市出身の若者の地域づくり、仲間づくりのための
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ネットワークを構築するもので、市内の４中学校から 21 名の実行委員が（その年度に 25
歳になる市民）25 歳の成人式を 12 月 31 日に開催する。
東京方面や、金沢周辺に出て行った同級生に地元を見直し、地元に戻ってもらうことを
目的に開催している。
＊移住体験
・匠の里創生事業
手作り作家（製作から販売までを生業とする方）の移住を募集するもので、積極的に
地域の行事や活動に参加し、地域住民と交流出来る方、住宅は市が空き家を借り上げ、
一部改修して移住希望者に転貸する（家主との相談により、工房等のリフォームはでき
る）、また３年間の家賃、光熱水道、下水道費の一定額を市が負担する。
現在２人のご夫妻が応募され創作活動に専念する傍ら、地元の行事への参加や学校の
授業に赴き指導にあたっている。
・移住体験ツアー・クリエイターセミナー
空き家を利活用し、移住体験ツアーやクリエイターセミナーを開催し移住者を募集す
るもので昨年は、５組の参加があり２組が移住に対し意欲を見せているとのことである。
移住体験に関する「ターンズ」と言う広報を８万部作成し、全国に情報を発信してい
る。
・アートイベントでのＰＲ
移住した方が宇都宮市出身なので、宇都宮市でイベントを企画開催して頂き、糸魚川
市をアピールして頂き関心を寄せて頂き、糸魚川市に足を運んでいただけるようＰＲし
てもらっている。
＊交流人口・関係人口
・交流人口の状況
交流人口は、300 万人ほどあったが中越地震を境に減少化し、2007 年には 180 万人ま
で落ち込んだ。ジオパーク世界認定されるも若干減少、東日本大震災後も減少は続き北
陸新幹線開業で 196 万人と増加を見る。2015 年ジオパークがユネスコ正式プログラムと
なると一気に 250 万人へと急増化する。2016 年 12 月 22 日の「糸魚川大火」で一時的に
知名度を上げたが、年々少しずつ減少している。
・シティープロモーション
ヒスイが日本の国石（日本鉱物学会）に選定されたことから 2020 年オリンピック等を
視野に交流人口の増加につなげていく。
＊取組経費
人口減少対策施策関連事業に要する年間経費は、30 年度予算については、①稼げる資源
循環のまちづくり 147,060 千円、②地域を担う人財が集うまちづくり 186,401 千円、③夢
を叶えて若者や女性が輝くまちづくり 278,447 千円、④暮らしやすさで安心・元気なまち
づくり 567,527 千円、合計で 1,179,435 千円と高額な予算で一般財源から 722,082 千円の
歳出されている。
＊組織体制
施策の成果及び検証については、糸魚川市総合戦略推進会議（産・官・学・金・労・報）
20 団体から役員になっていただき事業の成果・検証をし、評価する。より効果的に改善す
るよう提案する。

○所感
糸魚川市は、新潟県の最西端に位置し、北は日本海に面し背後地は中部山岳国立公園、
妙高戸穏連山国立公園等山岳に囲まれ可住地面積は、18.2％で海岸に面した平地と山間の
わずかな平地にへばりつくように民家が建てられている。
大企業の誘致等はままならないのが現状である。専門学校や大学はなく高校を卒業する
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と自ずと糸魚川市を離れて東京方面、金沢方面に出て行ってしまい就職のために糸魚川市
に戻ってくる者は少ないのが現状である。人口減少は全国どこでも抱える問題であり糸魚
川市も当然のことで、移住・定住、子育て支援、婚活支援、若者支援等あらゆる人口増加
に繋がる事業を展開している。
さらに、糸魚川市は、ヒスイやジオパーク、温泉、山岳、渓谷など変化に富んだ個性豊
かな自然に恵まれており、この地域固有の資源を交流人口拡大の起爆剤とし、地域全体で
連携し効果的な情報を全国に発信し、
「訪れたくなるまち・住みたくなるまちづくり」に取
り組んでいると感じた。

○政策・提言
石巻市においては、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災により約 4,000 人の尊
い人命が失われ関連し約 6,000 人が石巻を離れ自然減少を加えると、平成 17 年の合併時か
ら２万人弱の人口減となっている。2045 年には 86,697 人まで人口減少が国立社会保障・人
口問題研究所より示されている。人口減少対策事業は多岐にわたっており全庁が一体とな
るのは当然のことであるが、さらに市民・地域・業者等官民一体となって取り組むことを
提言する。

『担当者から説明を受ける委員』

『糸魚川市役所庁舎 玄関前』
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加 賀 市

○視察目的
加賀市の人口は市制施行（旧加賀市昭和 33 年、旧山中町昭和 30 年）以来、温泉を中心
とした観光産業や伝統工芸などのものづくり産業の発展とともに増加してきたが、昭和 60
年の 80,877 人（国勢調査）をピークに減少し始め、平成 22 年には 71,887 人（国勢調査▲
11.1％）となった。
また、「国立社会保障・人口問題研究所」が平成 25 年 3 月に公表した「日本の地域別将
来推計人口」によれば、加賀市では 2040 年に 49,428 人（2010 年（平成 22 年）の約 3 分の
2）にまで減少すると予想されている。
このような状況の中、「人口減少対策」に全庁一丸となって取り組むため、定住促進・
転出抑制を図ることを柱とした「加賀市人口減少対策アクションプラン」が策定され、「人
口減少対策」の実施計画として位置付け、取り組んでいる。
本市においては、平成２７年度に策定した「石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
に基づいた取組の推進と施策効果の検証、評価や進捗状況の検証を行いながら石巻市総合
戦略の改訂を行うこととし、復興と地方創生を同時に進める相乗効果を狙っているが、現
実的にはなかなか困難であることから、加賀市の取組を学び、今後の本市の事業の参考と
する。

○視察概要
加賀市における人口減少対策の取組について、加賀市市民生活部地域づくり推進課人口減少対
策室より説明を頂いた。
●加賀市定住促進協議会、立ち上げ経緯の背景には、加賀市においては、昭和 60(1985)年の
80,877 人をピークに人口減少が続いており、平成 52(2040)年には 49,428 人にまで減少する
と推計されている。
〇立ち上げの経緯(背景・取組の経緯)
平成 27 年 2 月、加賀市人口対策アクションプランを策定(定住促進と転出抑制を柱とする。
平成 27 年 4 月、人口減少対策室を設置。平成 27 年 10 月、加賀市人口ビジョン、加賀市まち・
ひと・しごと総合戦略を策定。平成 28 年、地方創生関連交付金採択。平成 28 年 7 月、地方
創生交付金で加賀市定住促進協議会設立。平成 26 年に「日本創成会議」から「消滅可能性都
市」として指摘され、生産年齢人口の流出と労働力不足による地域活力の低下が大きな課題
になっている。
〇実施体制及び実施事業
実施体制：協議会、年２～３回開催
事務局：市人口減少対策室
委託事業者：(株ぶなの森)地域おこし協力隊
実施事業：移住・相談サポート
移住希望者への情報発信、市内事業所の働き方改革に向けた改善提案、
空き家・空き物件の情報収集。
〇協議会の実績(移住・定住サポート)
平成 29 年度移住相談対応実績 92 組(148 人)、移住実勢 19 組(36 人)、
平成 28 年度移住相談対応実績 55 組(91 人)、移住実績５組(11 人)サポートした。
〇暮らし体験の家の管理
無料で利用できる「暮らし体験の家」加賀暮らし体験の家・加賀かりぐらしの家を体験でき
る。
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対象者は、加賀市への移住を検討している人(主に県外の人)
利用期間は、１泊２日～１か月
施設利用料は無料（但し、加賀市までの交通費、食費、生活費等は利用者負担）
平成 29 年４月～平成 30 年３月時点での利用実績：２棟合計延べ 61 組 116 人
滞在日数：１泊 25 組、２泊～９泊 27 組、10 泊～19 泊６組、20 泊以上３組
利用者の居住地：東京都 15 組、大阪府 12 組、神奈川県９組、石川県５組、
千葉県５組、兵庫県４組、愛知県２組、福岡県２組、
北海道、福島県、埼玉県、茨木県、福井県、滋賀県、島根県各１組。
〇仕事体験プログラムと概要と利用状況
対象者：加賀市での就職または起業、創業を検討している人(主に県外の人)
体験期間：10 日～１か月(企業と相談して)施設利用料は無料
移住仕事体験先は希望に応じて業種・体験先を調整。
体験状況：体験者数５人
体験受入事業所５社（主に農業が多い。
）
石川県ワーキングホリデー受入状況：体験者数 26 人
体験受入業者７社。(夏休みなどにインターン
で利用)
〇移住希望者への情報発信
①専用ポータルサイト、SNS による情報発信
・ポータプルサイト「加賀でかがやく」セッション(訪問者)数１ヵ月平均 583 件
・Facebook「加賀市定住促進協議会」リーチ数一日平均 291 件
・ブログ「加賀くらしのススメ」セッション(訪問者)数 1 ヵ月平均 4,276 件
（地域おこし協力隊、生きた加賀市の情報など町おこし関係者などへ発信）
②移住ガイドブック「かがでかがやく」の作成。
③セミナー・フェア等への出展(平成 29 年度)
おいでや！いなか暮らしフェア(大阪)出展、開催日 7 月 29 日土相談者数 24 人。
ふるさと回帰フェア(東京)出展開催日 9 月 10 日日相談者数 24 人。
JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア(東京)出展開催日 1 月 21 日日相談者数 21 人。
④移住体験ツアーの開催(平成 29 年度)
開催回数 5 回(ツアー開催日を設定)
参加者：４月１組１人、８月２組５人、９月１組１人、１月１組２人、３月１組１人(ツア
ーのほか、年間を通じて移住検討者の要望に応じた日程での市内アテンドも実施)興味に合
わせて確認し加賀市への移住後のイメージを作る。
⑤加賀市においでよサポーター(市民ボランティア登録をお願い)
サポーター登録者：７人
活動回数：６回(平成 29 年８月～平成 30 年３月 ３人が活動)
サポーター懇談会：平成 30 年２月４日に開催、サポーター６人参加
〇市内事業所の働き方革命に向けた改善提案
・事業所への実態調査
正規職員化や職場の魅力向上、人材確保のための職場状況など、働き方について、事業
所等に聞き取り調査など働き方について、事業所等に聞き取り調査を実施。
（ヒアリング実施事業所・団体：平成 28 年度 32 社平成 29 年度 13 社）
ポータルサイトにインタビューを載せている。
〇空き家・空き物件の情報収集
・家主への空き家情報景況の呼びかけ
（固定資産税の時に「空き家探してます」のお知らせを入れているが、ミスマッチも課題)
・地区会館への空き家情報提供の呼びかけ
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・市内不動産業者への情報提供の呼びかけ。
・空き家バンクの実績(定住)
平成 28 年度登録件数 42 件、紹介件数 35 件、３月末の物件数 26 件
平成 29 年度登録件数 28 件、紹介件数 33 件、３月末の物件数 30 件
●ローカルベンチャー育成プロジェクト(地域協力隊が、企業に向けてのトライアル)
隊員の人達と生産者を支えている。地域を巡るツアー、市内外の農活を３、４回開催。担い
手の拡大。
〇お茶の名産地加賀市のお茶パッケージを作り販売。デザイン代は、農家は、払ってない。成
果として常駐に一ヵ所、販路５店舗。まだまだ拡大中だが京都の店(チャイロ)一人で行ってい
るため生産が追い付かない。菓子店とコラボして試験販売したところ１週間で完売。
〇2018 年８月 30 日、31 日、全国の企業者 60 名が加賀市に集合し交流会、情報交換などを行っ
た。
〇多様な属性の人が出会い、交わす場所「山代コドン」６月１日 OPEN。コミュニティのため地
域住民、移住検討者Ｕターン希望者、観光客、アンバサダーインフルエンサー、近隣企業者、
地域起業家、クリエイター、エンジニア、全国の NCL 関係者など。
〇交流イベントについて(つながる)NCLK 内や地域内の交流(引き込む)人材発掘のイベント(広
げる)地域外との交流。
〇加賀市版「生涯活躍のまち」
・元気な中高齢者や若い世代の移住を促す「生涯活躍のまち」の実現に向け、多世代間の
地域交流、活躍の場づくり、健康長寿のまちづくりの取り組み。
・地域交流拠点を核とした多世世代交流促進・健康増進
・先進的な取り組みや魅力的な地域づくりを通じて移住・定住を促進。(ローカルベンチャ
ーの育成、若者等の就労支援、大学生による次世代構成ワークショップの開催、移住コ
ンシェルジュの配置)
・
「認知症国際アジア会議」(H31 年１月 11 日～12 日)を開催し、取り組みをアピール。
・ICT を活用した先進福祉モデル地域として、研究機関等を招致。
●プラス・カガ次世代構想ワークショップ、平成 23 年度から、若い世代新しい人の流れをつく
ることを目的に、将来的なＵＩターンが期待される大学生等を対象に、市内のフィールドワ
ークやまちづくりのキーパーソン等の交流を含む本市の豊かな未来のビジョンを描くワーク
ショップを夏と冬、年２回開催。
〇一人一人マイプロジェクトをまとめて頂いて発表し、それを実践してもらう。
〇ワークショップ終了後の参加学生の活動。参加学生がワークショップ終了後も地域の方々と
交流を継続しながら、自ら提案したプロジェクトの実現に向けて①空き家解体プロジェクト
②お寺プロジェクト③KAGAPARTY④加賀波コーヒー⑤古民家冒険家散歩の旅・報告会⑥匠のか
くれ里プロジェクト⑦片山津スローナイト～アキチ・デ・シマネ～⑧大聖寺おかんアートを
卒業研究と取り組んでいる
●若者等就労支援事業、地域福祉課。
〇都市部の若者の就労支援を実施する団体等と連携し、就労に課題のある若者等の定着に向け
た就農体験の受け入れを実施。(大阪で体験)
観光分野を始めとする受入企業等の確保を含めた就労体験プログラムを策定し、市内及び移
住予定の近隣市町の若者等を含めた就労に課題のある人の自立を支援。(旅館など。またシン
グルマザーなど。)
〇くらし就労サポート室設置。
①無料職業紹介(まるごとワーク加賀)の開設(平成 29 年 8 月)
②就労相談件数 113 件(平成 29 年 8 月～2 月)※生活困難者自立支援事業における相談者数。
〇無料職業紹介所への登録企業の開拓
①まるごとワーク加賀登録予定企業数 80 社②企業見学・体験延べ 46 件
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③就労者数 21 人(うち、まるごとワーク加賀の職業紹介による就労 6 人)
〇就労支援カレッジ受け入れ事業(農業分野：奥谷梨園)(観光分野：旅館)シングルマザーなど
都市部在住の就労に課題のある人を対象とした就労体験プログラムを作成。(対象は女性)
〇日本一働きたくなる温泉観光都市を目指して、温泉旅館雇用促進プロジェクト KAGA ルート
市内宿泊事業者参画のもと「加賀温泉郷経営塾」を発足し、就労環境の改善と就労イメージ
向上を図りながら、人材確保に向けた新たな取り組みを展開。
①勉強会・研修会の開催。就労環境改善と就労イメージ向上
②加賀温泉郷専用求人サイト。求人媒体に頼らない採用の仕組みづくり。
平成 29 年 10 月 20 日 OPEN
５か月間訪問 24,246 回、ページ閲覧 56,637 回、応募 116 件、採用 11 人
③若者向け温泉合宿ワークショップ
若者向け「都会脱出作戦」を開催（平成 30 年 2 月 18 日～19 日）
応募 80 名、抽選による 40 人が参加。
●縁結びの支援
〇縁結び支援サービス『かがこい』
かが縁結びさんが、結婚を希望する独身男女のお相手探しをお手伝いする。(20 名が活動し
ている)今年度(～11 月)４組が結婚。さらに１組が結婚予定。結婚・恋愛相談会毎月開催！
親御さんからの相談もお受けしています。(登録者への心のケア、仲人交流会、年に何回か行
っている。登録者男 80 名、女 20 名)
●2015～2017 子育て安心パッケージ
３年間 総額約 17 億９千万円
〇保育料軽減“国、県に先駆けて実施”第１子半額(低所得ひとり親世帯)、第２子無料(同時入
学、低所得世帯)、第３子無料。
平成 25 年：約 2,300 円 ➡

平成 30 年：約 8,500 円

※こども１人あたり月平均額

〇出産準備手当。出産がんばれ～応援エール
出産に向けて準備が大変なパパママにこども１人につき１万円の準備金を贈呈。
〇子育て応援ステーションかがっこネット
「専門的知見」×「当事者目線」
出産・育児に挑むパパママを妊娠から出産まで、保育士、保健師、社会福祉士などが全力
でサポート。
〇プレミアム応援
第３子、第２子(低所得世帯)の学童保育量無料化、第３子の学校給食費無料化。
〇子ども未来基金。こどもの貧困対策として実施するこども食堂、学習支援に助成。
●2018 かがっこ応援プロジェクト 総額約 8 億 3 千万円。
〇「子育て安心パッケージ」をバージョンアップ！2017 年までの事業も継続。(すべて県内初)
〇医療的ケア児支援(新規)
〇子どもの国民健康保険税の均等割額の減免(新規)
子どもに係る均等割額の２分の１を減免。
〇多子世帯等児童生徒給食費助成(拡充)
第３子に加えて第２子(第１子が中学生)の給食を無料化。
〇妊娠健康診査費用助成(拡充)
出産予定日までの 14 回分の献身費用の助成に加え、出産までに必要な健診回数分を助成。
●かがにこにこパーク ４月８日オープン！
〇「育む」遊具で子どもたちの成長を応援。来場者８万人を突破！(10 月 26 日)
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①加賀市初の屋内児童遊戯施設。
②日本海側最大級の大型ネット遊具。
③加賀市民は無料。

○所

感

加賀市では 13 年前、
合併してから人口が約１万人位減少した。毎年 1,000 人程減少していた。
危機感を持って様々な努力をしている。また、３年前、北陸新幹線が開通したが止まる駅は金
沢までとなっており、2023 年には、福井県敦賀市まで延伸となることで新幹線停車駅になれば
少しでも人口が増えるのではないかと、加賀市が、新幹線の停車駅になるよう市の職員や地元
住民が参加して、PR 動画も配信中。平成 26 年に日本創成会議から消滅可能性都市と指摘され、
平成 27 年から人口減少対策室を設置した。
移住定住を考えている人が利用出来るように、空き家をリフォームして、暮らし、体験しな
がら加賀の魅力や町並みを知ってもらえるような工夫や、興味に合わせて確認し加賀市への移
住後のイメージを作り、仕事体験などを通じて実際に住んで生活出来るような体験が出来る。
大学生などは夏休みのインターンなどでも利用しているようだ。
農家さんの思いを伝えられるように、ブドウ農園や農活、竹の箸づくりワークショップなど
イベントを開催し毎回 200 人～300 人も集まる。
空き公民館を地方創生交付金で直し「コトン」をオープンさせ地域の人達やまちおこし協力
隊などが集まり交流会や情報交換ができる場所が出来た。
加賀市は、未婚率が金沢市の次に高く、晩婚化も影響していることから、出産準備、子育て
支援においても努力をしている。子育て支援で何か出来ないか市長懇談会で、お母さん方から
加賀市は雨の日が多いので、雨の日でも遊べる場所が欲しいとの声で、体育館をリノベーショ
ンして年齢に合わせて遊べる施設を設置するなど様々な努力をして人口の推移が、平成 28 年は
887 人減少したが平成 29 年は 687 人、平成 30 年は 706 人と少しブレーキがかかってきている
のかなと評価している。自然動態では出生は少なく死亡の方が多いため差は広がっているが、
社会動態は、超過数が平成 27 年は－422 人であったが、平成 28 年は－209 人、平成 29 年は－
117 人と転入者が増え、転入転出の差が縮まってきていることは、加賀市の様々な取り組みの
成果であると思われる。

○政策・提言
石巻市でも人口は減少していく一方である。加賀市のように空き家などを利用して住む
所を提供し、石巻の基幹産業でもある水産業や農業など、就労体験ができるような事もし
てもいいのではないか。水産業や農業では担い手づくりもこれからますます大変になって
いくと思われるので、魅力のある政策を作っていくべきだと思う。
移住、定住となれば生活していくために一番心配なのは、住む場所、就労ではないか。
移住してから困るよりも移住体験などしてイメージを作ってもらうのは必要だと思った。
また、加賀市に移住されてくる方への補助金。石川県内の人には最高 135 万円が交付さ
れていて年間 200 名。他にも 40 代くらいの方々も検討中とのことで石巻市においても移住
されてくる方には補助金などの住まいの確保などを検討してみるべきではないか。
地域のコミュニティにおいても震災後、高齢者と若者の交流ですらままならない状態。
家族に関しても震災前より人口は減っているが、核家族(世帯)が大きく増えていると思う。
また、移住定住していくにあたって、結婚して子どもを生み育てて行くためにも充実な
支援も必要ではないか。石巻市では所得制限なしで中学卒業まで医療費無料化にはなった
が、保育料軽減や、出産準備金、学童保育料無料化、給食費無料化(第２子、第３子など)
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妊娠から出産までのサポートなどの支援などもしていく必要も有るのではないか。
市も復興から加速へだけでではなく、これからは、石巻の魅力を発信して、市民の皆さ
んの声を取り入れて、人口減少対策室の様な部署を取り入れて、石巻市への移住定住、Ｉ
Ｕターンへも力を入れていってほしい。

『担当者から説明を受ける委員』

『 加賀市役所前 』

お問い合わせ
石巻市議会事務局 議事グループ
〒986-8501 宮城県石巻市穀町 14 番 1 号
Tel: 0225-95-5080（議会直通）
Fax： 0225-96-2274
Mail: assesc@city.ishinomaki.lg.jp
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