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  議員視察報告書 

 

赤穂市議会 

議 長 瓢   敏 雄 様 

              議 員 氏 名                         竹 内 友 江 

家 入 時 治                             山 野   崇 

 

下記のとおり、行政視察に参加しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１・実 施 日 平成３０年 １１月 ６日（火）～１１月８日（木）（３日間） 

 

 

２・調査市及び主な調査項目（詳細については別紙のとおり） 

 

（１）富山県砺波市          １１月６日（火） 

 

①三世代同居推進事業について 

②議会運営全般について 

 

（２）石川県かほく市         １１月７日（水） 

 

①定住支援（若者マイホーム取得奨励金）について 

②議会運営全般について 

 

（３）富山県小矢部市         １１月８日（木） 

 

①認知症安心ネットの取り組みについて 

②小矢部型１％まちづくり事業について 

③議会運営全般について 

 



富山県砺波市  １１月６日（火） 

視察目的 

近年は、核家族化が進み、子育て支援対策や在宅介護などに多様な課題がある。砺波市

が三世代同居を推進する経緯、目的や成果を研修する。 

 

１.  三世代同居推進事業（三世代同居推進プロジェクト）について 

人口減少対策の一つとして、Ｈ２７年度からスタートしている。 

散居や世帯の高所得など“地域性“を生かしながら、持続力のある豊かな社会づくりや、

次世代への文化等の継承を図るため、積極的に取り組んでいる。 

「三世代同居」を推進することで、「出生率の上昇」「高齢者の生きがい創造」「女性の就

業機会の拡大」「空き家の減少」等の効果により人口減少の抑制を図っている。 

また、世代間の支え合いによる家庭内での情操教育、高齢者介護支援や祖父母の消費拡

大なども期待できる。 

 

■事業の「三世代同居」とは 

三世代以上が同一敷地内または隣接する敷地内に居住している状態。近居【三世代以上

が同一の自治振興会の区域内またな、市内５００メートルの範囲内に居住している状態】

を含むものとしている。 

 

■補助内容 （資料＜三世代同居推進事業＞添付） 

●三世代同居・近居家庭の子育て支援 

①三世代子育て応援給付金給付→孫世代の子どもを 0歳～2歳まで自宅で育児した場合（3

年間）子ども１人につき１回 最大１０万円 

②となみっ子 子宝券→三世代同居で子どもが生まれた場合 

クーポン交付（市内のみ使用可能、第１、２子＝１万円、第３子以降＝３万円） 

●三世代同居・近居家庭の「住宅の新増改築等」支援 

③三世代同居・近居住宅支援→新増改築工事費の一部補助 

同居＝補助対象経費の１０分の１（上限２０万円） 

近居＝補助対象経費の２０分の１（上限１０万円） 

④定住促進空き家利活用補助金→空き家情報バンクを活用し住宅を購入した場合改修経費

の一部補助 改修等経費の４分の３補助（上限１００万円） 

三世代同居以外は改修等経費の２分の１（上限５０万円 

●三世代同居家庭の「高齢者・介護者」支援 

⑤高齢者ちょっとねぎらい→７５歳以上の高齢者が節目の年齢を迎えた場合 

市内旅館等で利用できる利用証＝１万円分（上限） 

⑥介護者もちょっと一息→６５歳以上の要介護者（認定４以上）のショートステイ利用料

金補助＝ショートステイ利用料金の自己負担分補助 

●世代間の交流支援 

⑦孫とお出かけ支援→祖父母と孫が一緒に対象施設を訪れた場合＝入館料等無料(50施設) 

⑧三世代交流ふれあい→自治会や各種団体が昔の遊びやレクリエーションなどを通して三



世代交流を推進する経費を支援＝補助対象経費１０分の１０（上限２万円） 

 

Q１ 出生率の変動は  A１ １．４程度で上がったり下がったりである。 

Q２ ３歳児保育は  A２ ４、５歳児である。子ども園化を進めている。 

Q３ 住宅新増改築補助は A３ 長男宅が多い。H29年は７７件中７６件が同居世帯。 

Q４ 高齢化率は  A４ ２８．４％ 

Q５ 働く企業等は  A５ 工業団地が有る。道路網も整備され、富山市内勤務も多い。 
 

２・議会運営全般について（添付資料参考） 

①議員定数１８人、特別委員会は人口減少対策、空家対策、議会改革、広報公聴とある。 

②議案説明会は、全議員に対して本会議３日前に行う。 

③委員長会議がある。正副議長と常任委員会委員長３人。 

 

「所感」 

（竹内）安心して子どもを産み育てることが出来るよう、妊娠・出産・子育てに対する切

れ目のない支援が求められているが、近年では、核家族が増え実母・姑等先輩の経験に

基づく「支援」「意見」を聞くことなく、「産後鬱」「孤立」が進みがちの中、一昔前日本

の生活スタイル三世代同居を再度見直すことを学ぶ。 

 

（家入）三世代同居・近居は、家庭での躾や情操教育にも良いと思う。在宅医療、在宅介

護を進める国の方針からいけば、三世代同居・近居の推進に国の補助を付ける必要があ

る。自治体規模は赤穂市とほとんど同じ砺波市であるが、地域の歴史・文化の違いが施

策にも現れてくるのだと感じた。 

 

（山野）地域性もあって砺波市では三世代率が高いようだが、同じ様に赤穂市で補助を出

すだけで三世代率があがるかどうかは確信をもてない。しかし子どもの育成面での効果

や社会情勢をみても、効果的な方法を考えて、こういった施策をすすめることは必要で

はないかと思う。  
対応者：議会事務局 係長 篠島 彰宏 
説明者：企画調整課 主任 坂井 康樹         
 



石川県かほく市 １１月７日（水） 

視察目的 

赤穂市の定住促進事業には、新婚世帯家賃助成事業、若者世帯住宅取得支援金や転入者

定住支援金等があり、助成金・支援金は赤穂商工会議所が発行する商品券となっています。 

大胆な施策等により移住・定住に成果が表れるような施策について研修する。 

 

１．定住促進（若者マイホーム取得奨励金）について 

■定住促進事業導入の経緯について 

平成の大合併における石川県第１号として、平成１６年３月１日「かほく市」が誕生し、

合併時の人口は３４，６２１人（推計）。 

平成１７年度策定の「第一次かほく市総合計画」基本構想において、平成２７年におけ

る総合人口を約３６，０００人と設定した。 

平成２７年国勢調査において→３４，２１９人 

第２次かほく市総合計画（２０１６～２０２５）の策定において、平成３７年における

総人口を３３，８００人と設定した。（国立社会保障・人口問題研究所推計は３２，１００

人） 

都市像を「海と緑に抱かれた、にぎわいあふれる町」を掲げ、「若年層が定住する魅力と

活力あるまちづくり」を目指し、「児童福祉の充実」「幹線道路ネットワークの整備」「産業

振興」などに取り組むこととなった。 

かほく市の人口の推移、人口動態推移、年齢別人口や出生人口のデータ収集し、人口減

少要因と金沢市周辺状況調査から、平成２１年市長から「定住施策の企画立案を！」と指

示を受け取り組みがスタートした。 

 

■取り組み内容 

【生活環境の変化を調査】 

北陸最大級の店舗面積を有する「イオンモールかほく」を誘致し、平成２０年１０月開

業したことにより若者の交流人口拡大に繋がる。成果→年間７７０万人の買い物客数 

北陸自動車道「金沢森本 IC」～国道８号月浦 IC～のと里山海道「白尾 IC」のアクセス

道路をはじめとする広域幹線道路整備に伴い、金沢市への時間距離が短縮した。（３０分圏

内） 

【定住促進事業の企画立案】 

「かほく市若者マイホーム取得奨励金」制度を創設（Ｈ２２年度） 

４５歳未満の方が市内で一戸建て住宅を新築した場合に、転入者には最大１００万円

の建築奨励金を交付する。平成２７年度からは、県外からのＵＩＪターンには更に最

大１００万円を追加している。 

また、平成２２年度に「定住人口増加プロジェクトチーム」を中堅職員８名で結成し、

５４の提案事業のうち、１１の新規・拡充事業を市長に提案。既存１０事業を加えて

２１事業にまとめ、市議会の後押しもあって予算化された。 

【事業の実績①】 

かほく市若者マイホーム取得奨励金（建築費助成） 



平成２９年度申し込み件数１６１件→９５，４７０千円 

Ｈ２２年～Ｈ２９年度末累計８６６件  

定住者数２，８８６人（うち転入者数１，３２３人） 

【事業の実績②】   かほく市新婚さん住まい応援事業補助金（家賃助成）   平成２９年度申し込み件数８７件→２１，００５千円 

Ｈ２３年～Ｈ２９年度末累計４６１件 定住者数９５９人（うち転入者数７１２人） 

今後の課題 

住宅取得奨励金制度など定住促進事業は、さらに特色を出して、テレビ・雑誌等のメディ

アを活用し「若者の住み良さ」をＰＲ。今後は民間企業との連携も含めより効果的な「住

み良さ」のＰＲの手法を検討する。 

 

２．議会運営全般について（添付資料参考） 

 

「所感」 

（竹内）定住人口の増加を促し、人口の流出・減少に歯止めをかけることを目的に様々な

支援をおこない、市内に一戸建てを購入（中古の含む）もしくは新築する若年層へ、最大

２００万円の若者マイホーム修得奨励金は高額助成。 

若者マイホーム取得奨励金制度、新婚さん住まい応援事業補助金併せて年間１億円の補助

金を捻出していた事に驚きました。 

 

（家入）若者マイホーム取得奨励金最大２００万円は、市内業者による建築、県外からの

ＵＩＪターン者で若者、新婚さん、さらに三世代同居・近居等の全ての対象者となった方

であるが、インパクトがあるし、テレビＣＭを使うなどＰＲ力が強い。中堅職員のプロジ

ェクトチームから提案された施策を取り入れているのも職員にやりがいが生まれる。金沢

市のベッドタウンになり得るエリアであることも大きな成果に繋がっている。また、近隣

の市町が都市間競争を強く打ち出しているのも兵庫県ではない。 

 

（山野）こういった事業はどこでも行なっているが、かほく市は最大２００万円と金額が

非常に大きい。しかしながら実際に受け取っている金額は６０～７０万円となっているよ

うだ。結局、金沢市から通勤圏であるという地理的な要因が補助金の額よりも一番大きい

と感じる。つまりベットタウンで移住の候補地になっているからこそ補助金で勝負ができ

ると考えると、赤穂市において補助金を上げたところで効果は無いと思える。ベッドタウ

ン化か何か魅力的と感じる街づくりを考えないと移住先として選んでもらえるには難しい

と感じた。 

 

対応者：かほく市議会 議長 坂井 正靱 

説明者：企画情報課 課長兼情報推進室長 千田  聡     企画情報課 課長補佐 多田 直隆 

 



富山県小矢部市 １１月８日（木） 

視察目的 

赤穂市の高齢化率は、３１％を超えました。また、７５歳以上の後期高齢化率も急上昇し

ていくと、認知症患者数も高齢者の人口に比例して増加が予想されることから、認知症支

援についての取り組みを研修する。 

 

１．認知症あんしんネットの取り組みについて 

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり推進メッセージ 

私たちは、子どもも大人もみんな誰もが、同じ価値を持った「個人」であり、１人ひと

りが尊い存在です。 

誰もが住み慣れた家や地域で、安心して幸せに暮らし続けたいと願っています。 

私たちはこのような当たり前の「願い」やこらからの「目指す道」を認知症の人やその

家族の姿や心、地域の力を通して学ぶことができました。 

認知症とともに、認知症を超えて、まちづくりを進めていく新時代を迎えた今、昨年に

続いて“認知症を知る集い”を開催することができました。 

この貴重な集いがさらなる“おやべ”のまちづくりに発展することを祈念して、ここに

宣言いたします。           平成２１年３月２０日 小矢部市長 桜井森夫 

 

●取り組み実績    

■認知症サポーター養成講座（出前講座）サポーター数：延べ１０，４５０人に！ 

■見守り協力事業（見守りネットワーク）      登録２５３事業所 

■徘徊高齢者等支援事業 （ＧＰＳ機能付徘徊探知機貸与）   利用６件 

■徘徊見守り模擬訓練 （見守り、声かけ、保護の体験訓練）  ９地区 

■オレンジカフェ   （ゆったり過ごし、情報交換・相談・交流を楽しむ） ３店 

■若年性認知症本人・家族の会 （本人・家族が知り合い、互いの経験を共有する場） 

■認知症地域支援推進員の配置 （認知症を熟知した人）     ３名 

■認知症あんしん相談会 （毎月 第４木曜日午後に定例相談会開催） 

「明日の わたしの ためだから」 

 

２．おやべ型１％まちづくり事業について 

■事業創設の経緯 

１％事業は、Ｈ１８年新たに就任した桜井市長の選挙公約の１つとして掲げられたもの

で、個人市民税の１％を市民に還元するシステムとして、市民活動を支援するための助成

制度創設を検討した。「千葉県市川市」「群馬県太田市」の先進事例を比較し、太田市をモ

デルとした。 

Ｈ２０年４月「おやべ型１％まちづくり会議」を設置し、Ｈ２１年４月実施分の事業か

ら募集を開始した。 

■目的 

地域の活性化や特色あるまちづくりの推進を目的として、市民自らが考え、みんなで一

緒に行動する事業に対し、個人市民税の１％に相当する額を財源として補助金を交付する



事業である。 

■補助対象者 

市内に事務所及び活動場所がある、次のいずれかに該当する団体 

①自治会などの自治組織 

②ボランティア団体 

③ＮＰＯ法人 

④教育・芸術・文化・スポーツの団体 

⑤その他・特に市が認める団体 

■補助対象事業 

公共性及び市民の労力提供があり、かつ、他の補助金等の交付を受けていない事業 

①地域の活性化事業      （例）花いっぱい事業・イベントなど 

②安心・安全な地域づくり事業 （例）道路・公園の除草・子どもの見守り事業など 

③福祉向上事業        （例）福祉施設等の慰問事業など 

④地域活性化を担う人づくり事業（例）青少年を対象とした講演会・催しなど 

⑤その他事業         （例）タブレット講座開催事業など 

■補助金の額（補助対象経費の全額） 

①新規事業限度額           ３０万円 

②既存事業限度額           １５万円 

※ただし、市が特に認める場合は、上限を超えて補助されることがある（H30年度 3団体） 

■実績 

 

年度 件数 補助金額（円） 予算執行率（％） 

２１ ５７ １２，９５３，０００ ９１，９ 

２２ ７５ １２，２１８，０００ ９２，６ 

２３ ７１ １１，６５１，０００ ９２，５ 

２４ ６９ １０，３１９，０００ ７５，９ 

２５ ７４ １１，４２１，０００ ８２，８ 

２６ ７６ １２，６２６，０００ ９３，５ 

２７ ８０ １１，３６８，０００ ８３，０ 

２８ ７６   ９，９８０，０００ ７３，０ 

２９ ８３ １１，５２７，０００ ８３，３ 

 

３・議会運営全般について（添付資料参考） 

 

「所感」 

（竹内） 

認知症あんしんネットの取り組みについては、認知症になっても安心して暮らせるための

取り組みに、延べ数であるが１万人以上のサポーターを養成しており、赤穂市に於いても

「認知症を知るつどい」を推進し、更にサポーターを養成する事を学んだ。 

おやべ型１％まちづくり事業について 



本事業の優良事例は、有識者１０人（女性３人）が「活性化」「安心・安全」「福祉向上・

その他」の３分野から各１件ずつ選定されていた。平成２８年度は、「蘇る縄文ワンダーラ

ンド」事業が優良事例として広報で紹介されていた。昨年度は８３団体が事業を実施し、

市民の意欲を学びました。 

 

（家入）小矢部市の高齢化率は現在約３５％と高く、約１０年前から高齢者福祉として取

り組んできたようだ。認知症患者が増えることは間違いなく、家族だけでなく住民がどの

ように対応していくのか、一緒に考え行動しなければと思った。 

おやべ型１％まちづくり事業は、市長の公約であり、個人市民税の１％還元だけでなく、

住民や各種団体が一緒に街づくりを考え行動することに意義があると感じた。 

（山野）小矢部市では認知症の講座を小学校や企業などにおいて何度も何度も講座を開い

て認知症に対する理解を深めることを徹底している。捜索届けがでると市民の協力を得て

捜索するなど徘徊者に対する取組みも進んでいる。今後、高齢化社会が進むと軽度の方で

あっても多くの市民の理解がないと困惑する事案が多くでてくると思う。まずは市民の理

解から進めることが大事であると感じた。 

１％まちづくり事業ですが、自治会など身近な団体が多く利用しており、手続や審査の

煩雑さを考えると最初から補助をだしている方がよいのではと思った。しかしながらこれ

らを乗り越え補助金を得ることは市民にとってはやる気につながる面もあるのかと感じる。 

 

対応者：小矢部市議会 議長 福島 正力     議会事務局 局長補佐 明石 雅之 

説明員：健康福祉課 課長 金岡 亨子     地域包括支援センター センター長 福田 秋美     生活協働課 課長補佐 塚田 恵美子     生活協働課 主査 荒井 宏之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

チューリップの産地富山県砺波市役所で 石川県かほく市役所前で 

富山県小矢部市での研修風景 


