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1. 調査の概要 

 

1.1. 調査の背景 

 

1.1.1. 我が国における人口減少の衝撃 

 

我が国は、人口減少と超高齢化社会の到来という大きな課題に直面しており、このこと

はこれまでも多くの識者によって指摘されてきた。特に地方では、高度成長期から続く若

年層の流出によって、首都圏よりも早期にこれらの課題が重くのしかかっており、少子高

齢化による自然減は、地域そのものの存在を脅かすものとなりつつある。 

人口の減少や少子高齢化は、労働力人口の減少と消費の低迷、社会保障費の増大等によ

り自治体の基礎体力を奪うと同時に、地方都市においては、農林業の後継者が不足すると

ともに、治山治水をはじめとした地域が備えるべき様々な機能の低下を招くこととなり、

限界集落などの問題を惹き起こしている。 

これまでわが国では、国土の均衡ある発展という概念に基づいて、財政に依存した画一

的なインフラ投資や企業誘致などの取組が幾重にも行われてきた。しかしながら、それで

も依然として地方の課題は解決せず、むしろ事態はさらに深刻となっている。 

こうした問題意識のもと、2040 年1までに東京都豊島区を含む 869 の基礎自治体が消滅

することを 2014 年 5 月に予測した日本創生会議（元総務大臣・増田寛也座長）が提示した

基礎自治体消滅論は、我が国全土に衝撃を与えた。そしてこれに淵源を発する形で、今般

の安倍晋三内閣の「まち・ひと・しごと創生」の「地方創生」政策が立案されてきたので

ある。 

今次の「地方創生」政策の立案においては、政府として初めて人口に関する目標値を設

定し、50 年後には１億人程度の人口維持を目指す方針を明示し、合計特殊出生率を 1.8、

さらには 2030 年には 2.0 以上に引き上げる方向性を提示している。その具体化に向けた基

盤的な制度設計として、2014 年 11 月 21 日に「地域再生法の一部を改正する法律案」、い

わゆる地方創生関連２法案（以下「創生法」）が成立することとなった。 

この創生法の特徴は、第１条の目的規定において、「我が国における急速な少子高齢化の

進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかける」ことと、「東京圏への人口の過度の集

中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保」することを掲げている点にある。 

図表 1 によれば、国立社会保障・人口問題研究所等の推計に基づく内閣府まち・ひと・

しごと創生本部のデータによれば、我が国の人口は 2008 年に概ねピークを打ち、既に人口

減少時代に突入している。「我が国の将来人口推計」の太い破線が示すとおり、このまま何

もしなければ、日本の人口は、2060 年には約 8,700 万人となり、2110 年には 5,000 万人を

                                                   
1 本報告書では年号は西暦を基本とするが、出典元の表記やのタイトル等が元号または西暦との併記の場

合はそのまま記載している。 
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切ると推計されている。2 

出生数・出生率は、1970 年代半ばから長期的に減少傾向にあり、合計特殊出生率は、人

口置換水準（人口規模が維持される水準）の 2.07 を下回る状態が、1975 年以降、約 40 年

間続いている。そして、この人口減少は、単に人口が減るだけではなく、そこに「超高齢

化」が伴っていることに留意が必要となる。 

現状のままならば、一都三県においても、他の道府県においても、2070～80 年頃以降、

高齢化率は 41％程度で推移すると推計される。仮に、2040 年までに、現行程度の地域間の

出生率格差を残しつつ全国の合計特殊出生率が 2.07 程度まで上昇し、移動が均衡した場合

には、高齢化率は、他の道府県では、2045 年頃の 35％程度をピークに 25～26％程度まで

低下、一都三県では、2055 年頃の 38％程度をピークに 30～31％程度まで低下すると推計

されている。 

まさにこの「地方消滅の衝撃」が、「地方創生」政策の原動力となったのである。 

 

図表 1 我が国の人口の推移と長期的な見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」が目指す将来の方向（内閣府まち・ひと・しごと創生本

部）,「図１我が国の人口の推移と長期的な見通し」を再掲。 

 

 

 

 

                                                   
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2012 年１月推計）」（出生中位（死亡中位）） 
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1.1.2. 定住・移住に関する国の政策的動向 

 

これまで 3 度、地方から大都市（特に東京圏）への人口移動が生じてきた。2014 年には

東京圏の転入超過数は１万 2884 人の増加となっており、名古屋圏及び大阪圏は 2 年連続の

転出超過となり、東京の一極集中が続いている。（図表 2 参照） 

 

図表 2 大都市圏の転出・転入超過数の推移（日本人移動者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省住民基本台帳人口移動報告 2014 年結果「図３ ３大都市圏の転出・転入超過数の推移（日

本人移動者）」（http://www.stat.go.jp/data/idou/2014np/kihon/youyaku/index.htm）を再掲。 

 

このような「超高齢化」を伴った人口減少は、我が国の経済社会に対して、大きな重荷

となることが強く懸念される。すなわち、高齢化によって働き手の大幅な減少が起こると、

経済規模の縮小を誘発し、1 人当たりの国民所得も低下し、国家としての体力が失われるこ

とが危惧される。そして、この問題は人口の急減に既に直面している地方にとってはさら

に深刻なものとなる。 

こうした事態を踏まえて、創生法第 9 条及び第 10 条の規定により、都道府県・市区町

村には、「地方版総合戦略」の策定について努力義務が定められている。地方公共団体にお

いても、地方版総合戦略の策定に当たっては、それぞれの都道府県・市区町村の人口の現

状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示する「地方人口ビジョン」

を策定することが必要となる。しかしながら、国の長期ビジョンでは、国レベルでの他国

との人口の出入りを考慮していないが、地方人口ビジョンにおいては、「東京一極集中の是
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正」に表されるように、地方公共団体間の人口移動を把握しバランスのよい戦略立案が求

められることとなるのである。同時にそれは地方同士が限られた人口を取り合う競合状態

が生まれる可能性すら否めない。 

そこで、こうした人口減少問題に伴って、国においては、これまで定住や移住に係る多

様な政策的取組がなされてきたが、それは大きく 3 つの政策領域に分けて捉えることがで

きる。 

第一に国土開発、第二に過疎地対策、そして第三に産業立地であり、また、それらは相

互に関連して展開してきたともいえるのである。 

そこで、次にこれらの観点から国の政策的動向を整理しておくこととする。 

 

（１） 国土開発 

① 国土計画 

戦後の国土開発政策を振り返ると、「地方創生」の今日的課題がすでに俎上に上がってい

たことが分かる。国土開発の大きな課題でもあった「東京一極集中」の問題は、戦後の日

本において一貫して問題であり続けてきたのである。都市への人口集中や地域発展は、す

でに 1962 年の｢第一次全国総合開発計画（全総）｣の目標に据えられており、その後も｢第

三次全国総合開発計画（三全総）」の「定住構想」や｢第四次全国総合開発計画（四全総）」

の「多極分散型国土の形成」といったように、形は違えども繰り返して政策課題とされて

きたことが分かる。（図表 3 参照） 

しかしながら、「東京一極集中」や地方の過疎化をとどめることはできず、むしろその傾

向はますます強まり、いずれの政策的取組も有効的な成果をもたらすことはなかったので

ある。 
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図表 3 国土計画類の概要 

計画名 概   要 
1962 年 
全国総合開発計画
（一全総） 

・ 基本目標： 地域間の均衡ある発展 
・ 策定の背景： 高度経済成長への移行、過大都市圏問題、所得格差の拡大 
・ 開発方式：拠点開発方式（15 産業都市、6 工業整備特別地域の認定） 
・ 投資規模：国民所得倍増計画における投資額に対応 
・ 評価と課題：太平洋ベルト地帯を中心とした重化学工業の集積化、均衡ある国土

の発展の未実現 
1969 年 
新全国総合開発計画
（新全総） 
 

・ 基本目標： 豊かな環境の創造 
・ 策定の背景：高度成長経済、人口・産業の大都市集中、情報化・国際化・技術革

新の進展 
・ 開発方式： 大規模プロジェクト構想（高速道路や高速幹線鉄道、通信網等の全国

的なネットワークの整備と大規模工業基地等の産業開発プロジェクト 
・ 投資規模：1966～1985 年にかけて約 130～170 兆円、累積政府固定投資（1965

年価格） 
・ 評価と課題：積極的開発の推進と公害の深刻化、東京一極集中の激化、地価高騰・

インフレ等社会経済環境の悪化 
1977 年 
第三次全国総合開発
計画（三全総） 

・ 基本目標：人間居住の総合的環境の整備 
・ 策定の背景：安定成長経済、人口、産業の地方分散の兆し、国土資源・エネルギ

ー等の有限性の顕在化 
・ 開発方式： 定住構想、工場再配置とテクノポリス地域指定 
・ 投資規模：1976～1990 年にかけて約 370 兆円、累積政府投資（1975 年価格） 
・ 評価と課題：理念の完成度に比しての各施策の未達 

1988 年 
第四次全国総合開発
計画（四全総） 

・ 基本目標：多極分散型国土の構築 
・ 策定の背景：人口諸機能の東京一極集中、産業構造の急速な変化等により、地方

圏での雇用問題の深刻化、本格的国際化の進展 
・ 開発方式：交流ネットワーク構想、サービス機能の分散化、地方での観光産業の

振興 
・ 投資規模：1986～2000 年にかけて 1,000 兆円程度、公民による累積国土基盤投

資（1980 年価格） 
・ 評価と課題：「多極分散」の曖昧さによる東京一極集中の激化、地方圏の人口減少

と高齢化、多くのリゾート開発の頓挫、拠点性を高める地方中枢・中核都市 
1998 年 
21 世紀の国土のグ
ランドデザイン 
（五全総） 

・ 基本目標：多軸型国土構造形成の基礎づくり 
・ 策定の背景：地球時代（地球環境、大競争、アジア諸国との交流）、人口減少・少

子高齢化時代、高度情報化時代 
・ 開発方式：参加と連携＝4 つの戦略：多自然居住地域（小都市、農山漁村、中山

間地域等）の創造、大都市のリノベーション（大都市空間の修復、更新、有効活
用）、地域連携軸（軸状に連なる地域連携のまとまり）の展開、広域国際交流圏（世
界的な交流機能を有する圏域）の形成 

・ 投資規模：投資総額を示さず、投資の重点化、効率化の方向を提示 
・ 評価と課題： 各地域の個性や多様化を尊重し、地方団体等への「呼びかけ型」の

計画方式に変更、地方と民間における取組の格差 
2008 年 
国土形成計画 

・ 基本目標：新たな「公」による地域づくり、国土の管理・継承、災害対応、東ア
ジアとの連携、持続可能な地域の形成 

・ 策定の背景：東京と太平洋ベルト地帯に偏った一極一軸構造、地方圏の過疎化、
成熟型社会、国と地方との協働、東アジア経済圏の進展 

・ 開発方式：連携と協働、全国計画及び広域地方計画の策定 
・ 評価と課題：国と地方の連携によるビジョンづくり、開発主義からの転換、国土

利用計画と国土形成計画の不整合 
2014 年 
国土のグランドデザ
イン 2050～対流促
進型国土の形成～ 
 

・ 基本目標：実物空間と知識・情報空間が融合した「対流促進型国土」の形成、コ
ンパクト＋ネットワーク、依然として進展する東京一極集中からの脱却 

・ 策定の背景：急激な人口減少、少子化、異次元の高齢化の進展、都市間競争の激
化などグローバリゼーションの進展、巨大災害の切迫、インフラの老朽化、食料・
水・エネルギーの制約、地球環境問題、ICT の劇的な進歩など技術革新の進展 

・ 開発方式（戦略）：国土の細胞としての「小さな拠点」と、高次地方都市連合等の
構築、攻めのコンパクト・新産業連合・価値創造の場づくり、スーパー・メガリ
ージョンと新たなリンクの形成、日本海・太平洋２面活用型国土と圏域間対流の
促進、国の光を観せる観光立国の実現、田舎暮らしの促進による地方への人の流
れの創出、子供から高齢者まで生き生きと暮らせるコミュニティの再構築、美し
く災害に強い国土、インフラを賢く使う、民間活力や技術革新を取り込む社会、
国土・地域の担い手づくり、戦略的サブシステムの構築も含めたエネルギー制約・
環境問題への対応 

出 典 ： 国 土 交 通 省 HP 、“ 表 2 全 国 総 合 開 発 計 画 （ 概 要 ） の 比 較 ”（ 経 済 産 業 経 済 研 究 所 ; 

http://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/images/060501kaikaku-t2.pdf）、木村 俊文・多田 忠義・寺林 暁良, “図表 2 

国土計画の概要と推移,”「地方創生の検討課題」, 『金融市場』（農林中金総合研究所, 2015 年 7 月）, p.29 、藤田佳久,

「新しい時代の始まりと国土政策の課題─四全総総合的点検報告のポイント─」, NETT（ほくとう総研, 1994年7月号）

等を参考に作成。 
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② 定住自立圏構想 

平成大合併を機に、かつての「定住構想」を発展させて実現するべく、2009 年 4 月 1 日

に「定住自立圏構想推進要綱」が施行され、市町村の主体的な取組として定住自立圏の形

成が進められてきた。地方においては大幅な人口減少が予想される人口構造の変化と、こ

れに伴う経済停滞の恐れに対処するためには、東京圏への人口流出を食い止め、地方圏へ

の人の流れを創出することで人口の定住を図り、地域が自立できるようにすることが必要

となる。そこで中心的な都市と周辺の市町村が連携し、医療・福祉・商業等の住民の生活

に必要な機能を確保して、地方圏における人口定住の受け皿を形成しようとする政策の枠

組みが定住自立圏構想である。 

2015 年 8 月現在、全国の 116 市において中心市宣言が行われ、定住自立圏は 94 圏域（純

計 420 市町村、延べ 443 市町村、近隣市町村の重複含む）となっている。さらに長野県飯

田市等中心市 76 市が近隣市町村 343 市町村と定住自立圏形成協定を締結済み、秋田県由利

本荘市等 24 市が定住自立圏形成方針を策定済み、青森県八戸市等 89 市が定住自立圏共生

ビジョンを策定済みなど、地域活性化や移住定住促進に資する様々な施策が全国各地にお

いて実施され、今後ますます地域間競争が進行していくことが予想される。 

 

図表 4 定住自立圏構想推進要綱の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：定住自立圏構想情報サイト（http://www.teijyu-jiritsu.jp/about/summary.html） 

 

一方で、地域の受入体制整備の一環として、働きやすさを整備することによる地方への

人流を促進する戦略として、総務省を中心にふるさとテレワーク（いつもの仕事をどこに

いてもできるよう、バーチャルオフィス等の孤独感を感じさせないツールを活用し、地方

へ U／I ターンしても、自宅やサテライトオフィス／テレワークセンターでの就労を可能と

する雇用型・自営型テレワーク）の推進にも力を入れている。 
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具体的には移住・定住に当って、働き方や暮らし方に多大な影響が及ぶことが障壁とな

っている人々が、二地域居住や新たな働き方のモデル化を目指し、「ふるさとテレワーク推

進のための地域実証事業」として取組が進められている。 
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（２） 過疎地域対策 

1955 年以降の高度経済成長に伴い、農山漁村地域から都市地域に向けて、新規学卒者等

の若者を中心として、大きな人口移動が発生した。これにより、都市地域においては人口

の集中による過密問題が発生する一方、農山漁村地域では住民の減少により過疎問題が生

じることとなった。こうしたことを背景に 1970 年の過疎地域対策緊急措置法に始まり、そ

の後も 1980 年の過疎地域振興特別措置法、1990 年の過疎地域活性化特別措置法、2000 年

の過疎地域自立促進特別措置法など、繰り返し対策がとられてきた経緯がある。現在でも、

特に定住・交流の促進等については、過疎地域対象として過疎地域集落再編整備事業や地

域間交流施設整備事業、過疎地域関連では離島振興特別事業が実施されている。 

そして 2000 年代に入ると､日本全体としての人口減少に対する危機感が現実的となるに

つれ､これまで人口減少は農漁村地域での過疎問題としてされてきていたものが､今日改め

て問題とされているのは、農漁村の人口を吸収して人口増加を続けてきた地方都市におい

ても人口減少が始まっていることに起因している｡さらに､農村部では限界集落の問題がよ

り明確となっている｡ 

そうした状況にある中で、近年、「スローライフ」という言葉に代表されるように、「田

舎暮らし」や「自然志向」といった考え方の中で、田舎での生活が見直されつつあり、UJI

ターンなど都会から田舎に移り住む人たちが、全国的に増えてきている。また、国におい

ても、団塊世代の大量退職を視野に入れ、大都市部から地方への移住や交流と、過疎地域

への定住促進を図るための施策の検討が進められている。 

内閣府の調査では、都市部に暮らしている人の 89.9％が農山漁村地域との交流の必要性

があるとし、31.6％が農山漁村での定住願望を有している（「農山漁村に関する世論調査」

2014 年 6 月）。 総務省の「地域おこし協力隊」への応募理由では、「地域活性化の役に立

ちたいから」が 63％と最も多い結果となっている。（2013 年 8 月調査） 

また、全国の合計特殊出生率をみると、おおむね大都市を有する都道府県とその周辺で

低い傾向がみられる中で、都市に住む若者を中心に、農村への関心を高め新たな生活スタ

イルを求めて都市と農村を人々が行き交う「田園回帰」の動きや、定年退職を契機とした

農村への定住志向がみられるようになってきている。内閣府が 2014 年度に行った調査によ

ると、都市住民の 3 割が農山漁村地域に定住してみたいと答えており、その割合は 2005 年

度に比べて増加している。特に、20 歳代男性の農山漁村に対する関心が高いこと、60 歳代

以上の男性については定年退職後の居住地として UIJ ターンを想定していることがうかが

える。3 

そうした新しい動きに対して、人口減少問題を抱える自治体が移住可能性のある人々を

獲得しようとする競争が始まっているのである。 

 

 

                                                   
3 このあたりの記述は、「平成 26 年度 食料・農業・農村白書」, p.4-5 に依拠している。 
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（３） 産業立地 

産業集積によって雇用が生まれ人口が増加するならば、産業立地も効果的な移住・定住

の政策になるといえる。我が国では経済産業省を中心に、産業クラスターに関する政策が

進められてきた経緯がある。 

経済産業省が主導する産業クラスター計画は、持続的なイノベーション創出のカギであ

る「融合」を効果的に誘発するための基盤となる産学官金のネットワークを形成するとと

もに、イノベーション創出に必要な仕組みの構築、施策の投入を重点的に行い、地域にお

ける産業集積の質的転換を目指してきたもので、「トップダウン」形式で地域クラスターを

立ち上げた経緯があることから、現在は第 2 期（2006 年～2010 年）にあり、今後、第 3

期を迎えて自律的な発展を目指す方向での進め方が重要となっている。 

文部科学省でも 2002 年から「知的クラスター創成事業」と「都市エリア産学官連携促

進事業」の２つの施策を推進してきている。いずれも、地域の大学などが保有する技術シ

ーズを核に、産学の研究開発活動を支援し、クラスター形成につなげる地域科学技術振興

政策という位置づけになっている。 

こうした中で、例えば広島県では、文部科学省の「知的クラスター創成事業」として広

島バイオクラスターを中心に成長が期待されるバイオ関連分野に重点支援を行うバイオ関

連産業創出事業があり、その中核に位置する東広島市では、企業誘致、立地企業の生産拡

大に対しては、大学・研究機関の集積や都市基盤の整備が進んでいることなどがから、早

くから企業立地が進んでいる。2010 年における東広島市の国勢調査人口は約 19 万人と、

2005 年の前回調査に比べて 3.1％増加しており、全国的に少子高齢化が進む中にあって数

少ない人口増加都市となっている。また、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が 1965 年

以降増加を続けているなど、「働き手」の増加が東広島市の特徴となっている。（図表 5 参

照）複数の大学が市内に立地していることと合わせ、企業への人材供給面で有利な条件と

なっている。また、複数の大学・高校が立地して優れた教育環境があることは、例えば U

ターン・I ターン者の地域選択などにおいて好条件になっている。4 

こうした一定のエリアに大学や企業が集積することで、雇用が生まれ人口増加につなが

るメカニズムが働くため、産業立地も人口減少に取り組むに当たり有効な側面のあること

がうかがえる。（図表 6 参照） 

  

                                                   
4 このあたりの記述は、「東広島市産業活性化方策」（2012 年 3 月）, p.2 に依拠している。 
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図表 5 東広島市の年齢 3階級人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東広島市産業活性化方策（2012 年 3 月）, p.2. 図 2 を再掲。 
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図表 6 集積地域における主要企業等の立地状況（広島地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経済産業省中国経済産業局, 「中国地域新産業戦略策定調査報告書」2006 年 3 月, p.22 , 図表 III-21

を再掲。 
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1.1.3. 定住・移住に関する広島県の政策的動向 

 

ここでは国の政策的背景を受け、人口動態を踏まえた広島県の取組について整理してお

くこととする。 

 

（１） 人口動態 

広島県においても、人口減少の波に歯止めがきかない状況にある。 

1970 年から 1980 年にかけて、年間 1.5 万～2.5 万人程度の人口自然増（出生）があっ

たため人口が増加した。その後 1990 年以降は横ばいで、近年では、1998 年をピークに、

ほぼ毎年、人口減少が繰り返されている。2015 年 8 月 1 日現在の県の推計人口は、広島県

総人口ピーク時に比べ、約 5.7 万人減少している。（図表 7 参照） 

 

図表 7 広島県の推計人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：広島県（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/21/jinkougeppojinkousuiisaisin.html） 

推計人口は、国勢調査の人口に、1カ月間の転入、転出、出生、死亡などを加えて、翌月 1日に 

推計したものである。 

 

今後は、2010 年で 286.1 万人、2040 年で 239.1 万人（2010 年比 16％減）となる見込
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みであり、老年人口（65 歳以上）は、2040 年に 86.4 万人で総人口の 36％に増加し、生産

年齢人口（15 歳～64 歳）は、同年 127.1 万人で総人口の 53％に減少する。年少人口（15

歳未満）も、同年には 25.6 万人で総人口の 11％に減少する見通しである。5（図表 8 参照） 

自然増減については、1960 年～1970 年は、出生による年間 1.5～2.5 万人程度の自然増

があり、平均 0.5 万人程度の人口流出があったため、人口は増加している。1970 年～1990

年は、自然増が平均 2 万人程度に減少するも、引き続き増加傾向にあり、1990 年以降は、

自然増が平均 0.5 万人程度に更に減少したことから、ほぼ横ばいに推移していることがわか

る。6（図表 9 参照） 

このように年齢人口でみた場合、特に進学や就職を機に県外へ出る若年層の流出が激し

く、早急に手を打たない限り、今後の人口減少とともに老年人口だけが増加し、年少・生

産年齢人口が減り続ける超高齢化の急激な進展が危惧されている。 

 

図表 8 広島県の人口増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「広島県地域経済分析」（経済産業省）, 2010度国勢調査・国立社会保障人口問題研究所「日本の地

域別将来推計人口」（2013年 3月推計）により作成した図表を再掲。 

 

 

 

                                                   
5 「広島県地域経済分析」（経済産業省）の推計による。 
6 同上 
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社
会
増
数
（万
人
） 

自然増数（万人） 

 

図表 9 広島県の自然増減と社会増減の推移 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

出典：図表８と同じ。 
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ちなみに、経済産業省中国経済産業局の推計によれば、中国地方全体では2010年で286.1

万人、2040 年で 239.1 万人（2010 年比 16％減）となる見込みである。一方で老年人口（65

歳以上）は、2040 年に 86.4 万人で総人口の 36％に増加、生産年齢人口（15 歳～64 歳）

は、同年 127.1 万人で総人口の 53％に減少し、年少人口（15 歳未満）は、同年には 25.6

万人で総人口の 11％に減少することとなり、典型的な少子高齢化の構造となっている。（図

表 10 参照） 

 

図表 10 中国地域人口の推移と 2010年以降の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：中国経済産業局資料, 総務省「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別

将来推計人口」（2007 年 5 月推計）により作成した図を再掲。なお 2020 年の数値を説明するために枠が

付されている点に留意。 

 

（２） 人口減少対策 

こうした人口減少の実態を踏まえ、広島県では、超高齢化を少しでも遅らせるために、

広島県全体でも、移住定住促進に向けた情報発信が積極的に行われている。 

これまでも企業誘致など雇用対策、交通の確保、情報網の整備、医療福祉対策、住宅の

整備など定住に関する支援を実施してきたが，さらに，2006 年度には「広島県交流・定住

促進協議会」を設置し定住施策を展開している。 

その具体的な移住・定住施策の方向性は、総合計画に相当する「ひろしま未来チャレン

ジビジョン」の中にみることができる。 

人が集まり定着する環境整備推進のために、教育機関の魅力向上、産業人材定着のため

の環境整備、留学生の積極的受入、文化・芸術・スポーツ資源や世界的知名度の活用によ
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る魅力の創出・発信が謳われている。さらに中山間地を中心とした地域における日常生活

を支える仕組みづくりの推進により、日常生活圏の維持に取り組む姿勢が明示されている。 

それに伴い多様な主体による地域活動の支援や、自立性をもって連携し支え合う仕組み

づくり、若者を主体とした就業機会の創出にも触れられている。 

こうした取組を通じて、住みやすさや安心感のある地域の魅力にひかれ、人やモノが広

島県に集まり活性化することで，更に経済が成長するという正の循環が形成されるという

観点から、県民と共に「目指す姿」を実現するため，「人づくり」、「新たな経済成長」、「安

心な暮らしづくり」、「豊かな地域づくり」の 4 つの政策分野ごとに「目指す姿（将来像）」

を掲げ、広島県の「強み」を最大限に生かして様々な挑戦を行う仕組みとなっている。（図

表 11） 

 

図表 11 「ひろしま未来チャレンジビジョン」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：広島県「2013（平成 25）年度中山間地域の振興に関する主な施策の実施状況」。 

 

具体的な施策としては、主として過疎地域・中山間地域の活性化と、移住・定住促進に

特化した取組に分けられ、以下のものが挙げられる。7 

                                                   
7 このあたりの記述は、広島県自治総合研修センター「2008 年度まちづくり協働研修 交流定住促進

住民参加による定住施策」(2008 年 11 月）,p.6 を参照している。 
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 広島県交流・定住促進協議会の設立 

2006 年 5 月、交流・定住促進事業を戦略的に展開するため、国・県・市町、民間団体

により協議会を設立し、マーケティング・広報戦略、土地・住宅の紹介・斡旋、ワン

ストップ相談体制の整備などの事業を実施協議している。また、広島県内の企業・団

体等による交流定住のコンシェルジュである広島県への交流･定住支援組織「ひろしま

暮らし支え隊」の運営等にも当っている。 

 

【構成団体】37 団体（2015 年 4 月現在） 

厚生労働省広島労働局、（社）全日本不動産協会広島県本部、（公社）中国地方総合

研究センター、（公社）日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会、日本労働組合

総連合会広島県連合会、広島経済同友会、（一社）広島県観光連盟、（公財）広島県

市町村振興協会、広島県商工会議所連合会、広島県商工会連合会、（公社）広島県宅

地建物取引業協会、（一財）広島県森林整備・農業振興財団、広島県農業協同組合中

央会、県内全市町、広島県 

 

 ホームページの開設 

交流定住ポータルサイト「広島暮らし」や「ひろしま移住サポートメディア」を設置

し、社団法人広島県宅地建物取引業協会の協力を得て「空き家バンク」を開設するな

ど、インターネットを通じて、広島県内での定住に必要な情報を発信している。 

さらに、地域づくりと連動した施策の推進等、国と同様地域の受け皿づくりの可視化

と具現化により多くの資源を投入していることがわかる。 

今後は他県以上の情報発信と、東京に派遣している移住相談員（ひろしまライフスタ

イリスト）を、移住定住を検討している人々と地域との橋渡し機能として活用し、住

み手と受け手の情報交換をより円滑に行うとともに、新たな暮らしを広島の地でスタ

ートし、住みやすさを感じている人々の声をフィードバックするといった、地域の暮

らしが具体的に見える取組が必要になってくるものと考えられる。 

 

 相談窓口の開設 

広島県内への定住を促進するため、フリーダイヤルによる無料電話相談窓口や広島県

内への UJI ターン希望者が多いと考えられる大都市圏（東京、名古屋、大阪、福岡）

に直接面談できる相談窓口、「広島暮らしサポートセンター（東京有楽町）」を広島県

独自に設置している。 
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 定住フェアへの出展 

田舎暮らしに興味がある人に、その移住先として広島県を候補として検討してもらう

ことを目的に、ふるさと回帰フェアなどの大都市圏で開催される定住フェアに出展し、

広島暮らしのプロモーションを展開している。 

 

  U・I ターン無料職業紹介事業 

U・I ターン就職希望者の家族を対象にした相談窓口を県内各地で開設し、各種情報を

提供するとともに、夏季帰省時に併せ企業ガイダンスを開催するなど、U・I ターン就

職に向けた施策を複合的に実施している。 

 

  過疎地・中山間地域の活性化 

「広島県中山間地域振興計画」では「若い世代を呼び込む地域環境の創造」として、

若い世代の流出が続く中山間地域において、東京圏から広島県への新しい人の流れを

生み出していくため、自然と都市が融合した広島県らしいライフスタイルを広く紹介

し、移住希望者の関心を惹きつけるとともに、市町等と連携した受入・支援体制を構

築している。また、東京に設置した定住相談窓口を活用しながら、移住希望者のニー

ズに個別に対応したきめ細かいサポートを実施することとしている。首都圏等からの

U・I ターンの促進、多業を実践する人材（マルチワーカー）を応援する仕組みづくり

や 二地域居住を促進する受入態勢づくりも進められている。（図表 12） 

 

  過疎地域の未来創造支援事業 

過疎地域において将来的に若者が仕事を持ち定着できるよう、実効性のある産業対策

を計画する市町に対して「過疎地域の未来創造支援事業」として、その取組の支援を

行っている。現在は、効果が高いと認めた三次市等 9市町の計画について，その取組

を交付金により支援することとしている（交付対象事業を全額措置）。 

 

図表 12 広島県中山間地域振興計画における取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域を限定していない「目標」の数値は全県を対象とする数値。 

出典：広島県中山間地域振興計画（概要版）, p.6 再掲。 
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一方、県下の各市町村の定住支援策を概観すると、就業支援や子育ての経済的支援にウ

ェイトの置かれていることが分かる。 

このことは、若者や子育て世代をターゲットとした移住・定住促進の取組が進められて

いることが明白であり、他自治体との競合の中で、より特徴的な施策を打ち出すための戦

略策定が求められている。（図表 13 参照） 

 

図表 13 広島県の定住支援策一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「2015（平成 27）年度広島県定住支援策一覧」（広島県定住・交流促進協議会）より抜粋の上作成。 

  

項目

市町

住まい 働く 子育て 定住相談 その他

空家バンク 新築・購入助成 改修費等助成 家賃助成 定住促進住宅・
団地

お試し住宅 その他 農林水産業就
業支援

就職支援 起業支援 医療費助成 保育料減免 その他

県内全域 ○ ○ ○ ○

広島市 ○ ○

呉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

竹原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

尾道市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

府中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三次市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

庄原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大竹市 ○ ○ ○ ○ ○

東広島市 ○ ○ ○ ○ ○

廿日市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安芸高田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江田島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

府中町 ○ ○ ○

海田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊野町 ○ ○ ○ ○

坂町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安芸太田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北広島町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大崎上島町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世羅町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神石高原町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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1.2. 調査の目的 

 

1.2.1. 廿日市市の置かれた現状 

 

超高齢社会を迎えた我が国においては、これ以上の大幅な人口増加は見込めず、全国の

ほとんどの自治体が人口減少を続けることになる。そのスピードの緩急をいかにコントロ

ールするかが今後の自治体経営の要諦の一つとなることが想定される。 

さらに人口の自然減少が止まない中、社会減少を食い止めるための暮らしやすい環境を

整える施策や、生産年齢人口（特に若年層）の確保のために移住や定住促進を含めた施策

などを講じることが、全国の基礎自治体において大きな政策課題となっている。今後は都

市部に流出する人口をいかにして地域に止めるか、いかにして若年層を呼び込む（呼び戻

す）か（UJI ターン）が政策立案のポイントとなる。すなわち大都市圏からの社会移動を

増やすために、人が溢れる都市部から、魅力ある地方へ人の流れを変えることが、全国各

地に求められている。 

廿日市市における移住定住施策については、2015 年に策定される第 6 次総合計画にも盛

り込まれているが、広島市のベッドタウンとして人口増加が期待される状況に鑑みて、そ

の利便性や住み心地を意識した施策が必要とされている。一方近隣自治体も同様な取組を

進めており、他地域との違いを明確に示すことも重要となっている。 

廿日市市が他自治体と比べて何が優れているのか、これから数十年居住するにあたって、

どのような利点があるのかを、今後新たな地に住まいを移すことを考えている人々に直接

伝える術を練磨することが重要となる。同時に、移住側の需要を住んでもらいたい側で受

け入れる体制づくりも喫緊の課題といえる。 

さらに、広域の面積を持つ廿日市市では、中山間地域への人の流れを創ることも人口減

少を食い止める施策として必要不可欠となる。高速交通網の整備により、比較的利便性を

確保できる地域ではあるものの、今後急速に進む高齢化により自家用車の運転が難しくな

る世代の増加によって、買い物や通院、行政サービスといった生活上の必要性のための移

動が困難になることも予想されている。 

そこで、移住定住促進のための施策整備を効率的に推進し廿日市市が今後より住みやす

い街としていくために、本事業ではこのような多岐にわたる課題を整理しつつ、廿日市市

の現状を多角的な視点から分析し、その結果得られたデータを基に、伸ばすべき市の強み

となる点や他市に比べ明らかに不足している点を把握することを目的として設定する。 
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1.2.2. 廿日市市の位置付け 

 

廿日市市は、市内で完結している経済活動が全てではなく、それは県庁所在地である広

島市と密接な関係にある。そこで広島市を核とした人の流れを押さえておくことは現状の

把握の出発点となる。そのために、広島市と廿日市市との人の流れおよび広島市周辺の基

礎自治体との相違点を詳細に把握することは、今後の方向性を検討するにあたり極めて重

要となる。 

また、想定される近隣自治体と移住定住に向けた市民サービス面で競合する中、「住みた

いまち」にふさわしい廿日市市の魅力の創出は必要不可欠となる。廿日市市が選ばれる都

市となるためには、本市といくつかの側面で類似する市町、すなわち通勤に便利でありな

がら自然環境にも恵まれた市町、さらに観光地として有名な市町との比較検討を通じて、

廿日市市の優位性や近隣自治体との違いを明確化することが可能になるといえる。 

その上で、それらの比較検討による基礎データは、廿日市市の強みを相対的に把握する

とともに、移住定住を促進する他市町の成功要因を検証し、現在廿日市市に不足している

施策を検討するにあたって大いに資することとなる。 

以上の観点から、類似都市の成功要因や廿日市市に不足した取組を詳らかにし、本市の

ポジショニングを設定することとする。 

一方で、国際的観光地・宮島を抱え、外国人も多く訪れる廿日市市の認知度は、広島市

の近隣自治体と比較しても高い位置にあることは、図表 14 を見れば明らかである。外国人

が閲覧する観光サイトの人気ランキングの上位 20施設に同一の都市から 2つ以上ランクイ

ンしているのは、京都市と奈良市、そして廿日市市だけである。海外の有名観光地との対

比においても、国際観光地としての発信のあり方は、廿日市市の強みを伸ばす観点からも

重要な対策となる。 

 

図表 14 外国人に人気の観光地 

順位 施設名 所在地 
2011 年

順位 
順位 施設名 所在地 

2011 年

順位 

1 位 伏見稲荷大社 京都府京都市 6 位 11 位 金閣寺 京都府京都市 19 位 

2 位 

広島平和記念資料館（原

爆ドーム、広島平和記念

公園） 

広島県広島市 2 位 12 位 新宿御苑 東京都新宿区 14 位 

3 位 嚴島神社 広島県廿日市市 1 位 13 位 富士山 静岡県・山梨県 16 位 

4 位 東大寺 奈良県奈良市 17 位 14 位 成田山新勝寺 千葉県成田市 － 

5 位 禅林寺永観堂 京都府京都市 － 15 位 兼六園 石川県金沢市 8 位 

6 位 地獄谷野猿公苑 長野県山ノ内町 7 位 16 位 松本城 長野県松本市 3 位 

7 位 高野山奥之院 和歌山県高野町 － 17 位 横浜みなとみらい 21 神奈川県横浜市 － 

8 位 サムライ剣舞シアター 京都府京都市 － 18 位 奈良公園 奈良県奈良市 － 

9 位 沖縄美ら海水族館 沖縄県本部町 5 位 19 位 
ギア専用劇場

（ARTCOMPLEX1928） 
京都府京都市 － 

10 位 箱根彫刻の森美術館 神奈川県箱根町 － 20 位 弥山 広島県廿日市市 － 

出典：「行ってよかった外国人に人気の日本の観光スポット 2015」（トリップアドバイザー）をもとに作成。  
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1.2.3. 廿日市市の認知度と存在感の創出 

 

廿日市市においても、広島市という大都市に隣接しているという立地条件を生かしつつ、

若者や子育て世代といった生産年齢人口を増やしていくための着実なシティプロモーショ

ン戦略を立案することが重要となる。 

そのためには、まず、第一に都市（地域イメージ）を高めなければならない。人口減少に

直面し多くの自治体で移住・定住促進で競合することが想定されるため、「選択される」に

足る魅力を備えることが重要となる。そこで第一印象ともなる都市（地域）のイメージを

構築ないしはブラッシュアップしていく取組が求められることとなる。 

第二に、産業・就労・起業の視点である。国や県の産業立地政策の誘発効果である雇用の

増大は、結果として移住・定住する人口の増加にもつながる。また、起業する環境が整う

ことで意欲のある若者や事業経営の経験者等が集まることとなり、人口増加に寄与するこ

ととなる。 

第三に、住宅・住環境の向上である。生活の基盤である住む場所はライフスタイルやライ

フステージの如何に関わらず、重要な要素となる。特に子育て世代にとって地域コミュニ

ティとの関係も含めた住みやすさを満喫できる環境の整備が重要となる。 

第四に、観光・地域活性化である。世界文化遺産である安芸の宮島・嚴島神社という国際

的観光資源を有する廿日市市では、一方で中山間地域も抱えており、交流人口を増加させ

るための観光資源の活用と同時に、最終的には移住・定住につながるようそれぞれの地域

の魅力を向上させ、様々な取組活動を活性化させることが重要となる。 

そこで、本調査では、以上の 4 つの視点からシティプロモーションにつながる具体的な方

向性を検討することとする。 
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1.2.4. 調査の方法 

 

本調査では、まず、第一に、文献調査等により廿日市市の現状把握を行う。合わせて一

定の分析視角を設定して、広島県 22 市町や類似都市との比較を行い、廿日市市の特徴の抽

出を図ることとする。 

合わせて海外観光都市の事例分析を実施し、グローバルな視点からみた廿日市市の特徴

を把握することを試みることとする。 

第二に、アンケートによる廿日市市民の定住と移住に関する意識調査を実施する。ここ

では基礎データを得た後、一定の分析を行うこととする 

第三に、それらの結果を踏まえ、広島県内市町および首都圏・関西圏・近県の移住に対

する考え方についてのアンケート調査及び首都圏・広島市でのグループインタビューを行

い、移住に係るペルソナの抽出を試みることとする。 

第四に、移住に重要な条件ともなる雇用の側面に光を当て、廿日市市内の事業者の雇用

に関する実態と意識についてのヒアリング調査を行う。 

そして、第五に、各種調査結果を踏まえ、廿日市市への定住・移住・交流の観点から優

位性と課題の整理を行い、廿日市市が採るべきシティプロモーションの方向性について提

示することとする。 

具体的な作業の流れとスケジュールは、次のとおりである。 

なお、図表 15の「２．廿日市市民の移住と定住に関する意識調査」、「３．広島県内市

町及び首都圏の移住に対する考え方」及び「４．廿日市市市内の事業者の雇用に対する実

態と意識」については、別冊報告書にて記載することとする。 

 

図表 15 作業の流れ 

 

 

  

１．廿日市市の現状把握

２．廿日市市民の移住と定住に関する意識調査

（１）廿日市市の現状

（２）廿日市市と広島県２２市町の比較

（３）廿日市市と類似都市の比較

（４）観光客の動向から見た現状

（１）市民アンケートの実施概要

（２）市民アンケートの調査結果

（３）調査結果の分析

３．広島県内市町及び首都圏の移住に対する考え方

（１）広島県内在住者の移住に対する考え方

（２）首都圏在住者の移住に対する考え方

（３）廿日市市のイメージ評価（魅力度と認知度）

４．廿日市市内の事業者の雇用に関する実態と意識

（１）事業者ヒアリングの実施概要

（２）事業者ヒアリングの調査結果

（３）調査結果の分析

５．現状調査の結果とシティプロモーションの方向性

（１）各種調査の結果からみえる現状と課題の整理

（２）廿日市市シティプロモーションに係る方向性の提示

※ 報告内容は別冊にて記載。

※ 報告内容は別冊にて記載。

※ 報告内容は別冊にて記載。
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2. 廿日市市の現状把握  

 

2.1. 廿日市市の現状 

 

2.1.1. 廿日市市の人口減少の状況 

 

国勢調査における 1975 年から 2010 年までの廿日市市人口の推移をみると、人口は 2005

年まで増加し 2005 年には最も多い 115,530 人となったが、2010 年には 114,038 人と 2005

年に対し－1.3％減少した。 

一方世帯数は一貫して増加しており、その結果１世帯当たり人数は 1975 年の 3.46 人か

ら 2010 年には 2.55 人へと減少している。 

 

図表 16 廿日市市の人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（総務省統計局）を基に作成。 

 

人口及び世帯数の増減率をみると、それぞれ 1995 年まで 10％以上の割合で増加してい

たが、2000 年以降増加率は一桁台となり、2010 年には前述の通り 1.3％減少している。（図

表 18 参照） 

この結果、1995 年までは全国平均を上回る増加率で推移してきたが、2000 年以降はほぼ

全国平均と同程度の割合で推移している。 
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図表 17 廿日市市及び全国の人口・世帯増減率推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（総務省統計局）を基に作成。 

 

 年齢別では、1985 年までは 15 歳未満人口が 23％台で推移していたが、1990 年以降減少

し、2010 年には 13.3％となっている。15 歳以上 65 歳未満人口は 60％台で推移している

が、1975 年の 67.1％から 2010 年には 63.3％へ 3.8％減少している。65 歳以上人口は 1975

には 9.7％であったが、2010 年には 23.5％へと増加しているが、65 歳以上人口の割合は全

国平均とほぼ同程度で推移している。 

 

図表 18 廿日市市の年齢別人口推移及び廿日市市・全国の 65歳以上人口割合推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（総務省統計局）を基に作成。 
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2.1.2. 人口推計から見る今後の可能性（2040年の予測など） 

 

国立社会保障人口問題研究所による人口移動を考慮しない将来推計「封鎖人口を仮定し

た男女･年齢(5 歳)階級別の推計結果-」では、廿日市市の総人口は 2035 年に 99,677 人、2040

年には 94,992 人となり、2015 年より 17,742 人、15.7％減少すると予測されている。65

歳以上人口の割合は 37.7％で、広島県全体の 35.3％に比べると 2.4％、広島市の 34.8％に

比べ 2.9％、高くなっている。 

同じく国立社会保障人口問題研究所により出された「日本の地域別将来推計人口（2013

年 3 月推計）」では、2040 年に総人口は 89,410 人になるとされており、前出の予測より約

1 万人の人口が減少することになる。65 歳以上人口の割合も 41.0％と上がり、広島県全体

の 36.0％、広島市の 34.8％に比べ高くなっている。すべての都道府県で 65 歳以上人口の

割合が 3 割を超えると予測されているが、廿日市市は全国平均 36.1％に比べ 4.9％、65 歳

以上人口の割合が高い。 

 

図表 19 廿日市市の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：封鎖人口を仮定した男女･年齢(5 歳)階級別の推計結果—『日本の地域別将来推計人口』（2013 年３

月推計）8（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成。 

  

                                                   
8 出生と死亡だけの要因で人口が変化すると仮定した場合の推計結果であり、人口移動の影響を含まない
参考値。 
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2.2. 廿日市市と県内市町との比較 

 

廿日市市は広島市に隣接するベッドタウンとして発展しているが、平地の少ない広島市

には通勤時間 30 分～1 時間圏内の同市郊外、および隣接する市町の多くもベッドタウンと

しての機能を持っており、これらの市町は廿日市市の競合都市といえる。 

広島県内の 23 市町において、廿日市市はどのような都市としての特徴を持つのか、また競

合する都市と比較して、どのような優位性と課題を持っているのかを、各種統計調査の結

果を用いて検証する。 

 

2.2.1. 競合都市との比較方法 

廿日市市と他の広島県内 22 市町との比較は、総務省統計局や各省庁の統計データなど、

府省が公表している全国の市町村別統計データを活用して行うこととする。 

廿日市市シティプロモーションでは、特に「産業・雇用・起業」「住居・生活環境」「地域

活性・観光」などの視点を重視していることから、これらの調査を行うため 62 項目を選び、

それぞれを「人口構造」「雇用・労働力」「産業・起業」「住環境（生活利便性）」「住環境（ゆ

とり・安全）」「結婚・出産・子育て」「地域活性」の 7 領域に設定した。各領域で設定した

項目は以下の通りである。 

 

図表 20 廿日市市の暮らしやすさ設定項目 

領域 設定項目 項目数 

A 

人口構造 

15 歳未満人口割合、15-64 歳人口割合、65 歳以上人口割合、15

歳未満人口増減率、15-64 歳人口増減率、65 歳以上人口増減

率、平均年齢、可住地人口密度、有配偶率(男女総数)、出生率

（人口千対） 

10 

B 

雇用・労働力 

第 1 次産業就業者割合、第 2 次産業就業者割合、第 3 次産業就

業者割合、労働力人口比率、65 歳以上労働力人口比率、完全失

業率、15-29歳完全失業率、昼夜間人口比率 

8 

C 

産業・起業 

従業員 1 人あたり製造品出荷額等、従業員 1 人あたり付加価値

額、従業員 1 人当たり商品販売額(商業)、製造品出荷額等増減

率、商業年間商品販売額増減率、納税者 1 人当たり課税対象所

得、開業率（事業所）、廃業率（事業所）、就業率 

9 

D 

住環境 

(生活利便性) 

可住地面積あたり飲食店数、可住地面積あたり小売店数、小売業

売場面積(人口千対）、大型小売店店舗数（人口百万対）、大型小

売店店舗面積(人口千対)、一般病院・診療所数(人口千対)、医師

数(人口千対）、介護老人福祉施設定員(65 歳以上千対)、介護老

人保健施設定員(65歳以上千対)、非水洗化人口比率 

10 

E 

住環境 

(ゆとり・安全) 

非可住地面積率、可住地人口密度（再掲）、都市公園面積（人口

千対）、持ち家比率、1 住宅当たり延べ面積（持ち家）、1 住宅当た

り延べ面積（借家）、住宅地標準価格（平均価格）、建物火災出火

件数（人口十万対）、刑法犯認知件数（人口千対）、交通事故発生

件数（人口千対） 

10 
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F 

結婚・出産・

子育て 

婚姻件数(人口千対)、15-49 歳女性有配偶率、20-30 代女性人口

比率 、出生率 （人口千対 ） （ 再掲 ） 、 合計特殊出生率

（2008-2012）、保育所在所児数（0-5歳人口対）、幼稚園在園者数

（3-5 歳人口対）、30-40 代女性就業率、教員一人当たり小学校児

童数 

9 

G 

地域活性 

人口増減率、NPO 法人数（人口百万対）、公民館数（人口百万

対）、図書館数（人口百万対）、労働力人口増減率、納税者 1人当

たり課税対象所得増減率 

6 

※出典一覧表は巻末を参照 

 

これらの項目ごとに市町村別偏差値を算出した後、「産業・起業」「住環境（生活利便性）」

「住環境（ゆとり・安全）」「結婚・出産・子育て」「地域活性」の 5 領域については、各領

域の目的に貢献しているほど偏差値が高くなるようデータの昇順、降順を調整し、領域毎

の偏差値平均を算出して比較を行った。 

比較方法の手順は以下のとおりである。 

手順 1）項目ごとの全国市町村の数値（Xi）より全国平均（X）、標準偏差（S）を算出。 

手順 2）全国平均（X）、標準偏差（S）より各市町村の偏差値（T）を算出。 

    T = 10（Xi－X）÷ S ＋ 50  

手順 3）偏差値平均を比較する 5 領域は、昇順・降順を調整後、偏差値平均を算出。 

 

上記計算の中で、広島県内 23 市町を対象としているが、広島市は著しく周辺市町との人

口規模等で差が生じているため、広島市内の区をひとつの自治体とみなして各項目を偏差

値化し、他の市町と同様に比較を行った。ただし、区単位で集計できなかった一部のデー

タは除外している。 

なお、今回設定した指標は、相対評価による分析から広島県内 23 市町の優位性と課題を

仮説的に検証するものであり、優位・劣位を絶対値で評価する性格のものではない。 

 

2.2.2. 廿日市市の特徴（競合都市との比較） 

 

市民アンケート調査の結果から、廿日市市への移住の主たる要因は「住宅購入」にある

ことが伺える。広島市民を主なターゲットとして考えると、広島市民が住宅購入において

廿日市市と比較検討する対象は、JR、広島電鉄、アストラムラインの沿線上の市町だと考

えられる。そして、広島市都心から通勤 30 分～1 時間圏内を条件にすると、広島市安佐南

区、同西区、同佐伯区と、広島市に隣接する市町として府中町、海田町、坂町、東広島市、

呉市があげられる。 

これら 8 つの市区町を図表 20 における 7 つの領域（A~G）で比較検討（数値評価ではな

く、平均値等での相対評価）し、廿日市市がどのような点において優位性や課題があるの

か、その傾向を検証する。 
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A）人口構造 

人口 3 階層の構成割合は、いずれも広島

県平均からみると子供、生産年齢人口が多

く、高齢者の割合が少ない。また平均年齢

も下回っているが、競合都市との比較では、

呉市と共に強みと呼べるだけの特徴に乏し

い。 

有配偶率（男女総数）は 23 市町中 4 位と

競合都市中で最上位だが、出生率上位 10 位

まででは、有配偶率に比べて廿日市市のみ

出生率が下回る。また、廿日市市は 30~39 歳の転入傾向が高いが、29 歳以下の転入を増や

すことで出生率増加につながると考えられる。 

 

 

 

  

図表 21 廿日市市と 8市区町：人口構造 
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B）雇用・労働力 

第 2 次産業就業者の割合が低く、第 3 次産

業就業者の割合が高いということでは、広

島市内 3 区と類似の傾向を示している。廿

日市市内の製造業の特徴として木工産業が

あげられるが、必ずしも雇用を十分に吸収

できる規模ではないことが読み取れる。 

15-29 歳完全失業率は、23 市町中 6 位、

昼夜間人口比率（夜間人口を 1 とした場合

の昼間人口の割合）は、23 市町中 22 位と

流出傾向が高く、地元における雇用の受け皿が相対的に小さいことが考えられる。 

 

図表 22 廿日市市と 8市区町：雇用・労働力 
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C）産業・起業 

納税者1人当たり課税対象所得は23市町

中 4 位と上位にあるものの、第 3 次産業の

従事者が多い（B 参照）。商業年間商品販売

額が低いことから、市民の市外での消費が

多いことが伺える。しかし、従業員 1 人当

たり商品販売額（商業）や商業年間商品販

売額増減率については、指標データにゆめ

タウン廿日市が含まれることで傾向が変わ

ることが推測される。 

また、観光地宮島を抱えながら、開業率が伸びていない点も課題と考えられる。 

 

図表 23 廿日市市と 8市区町：産業・起業 
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データ欠損：納税者 1 人当たり課税対象所得…佐伯区、西区、安佐南区 
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D）住環境（生活利便性） 

 大型小売店の指標は、ゆめタウン廿日市

が含まれていないため、次回の調査結果に

はフジグラン等の商業施設立地の影響が見

られる坂町の特徴が現れる可能性はある。 

一方、一般病院・診療所数（人口千対）

が 23 市町中 15 位、一般介護老人福祉施設

定員（65 歳以上千対）が 23 市町中 19 位と

低く、介護老人保健施設定員（65 歳以上千

対）も 23 市町中 11 位で県平均を下回って

いる。医療・福祉を充実することで、バランスの取れた住環境の実現が期待できる。 

 

  

図表 24 廿日市市と 8市区町：住環境（生活利便性） 
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データ欠損：非水洗化人口比率…佐伯区、西区、安佐南区 
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E）住環境（ゆとり・安全） 

可住地人口密度は東広島市や呉市を下

回っているものの、非可住地面積率は 23 市

町中 2 位、都市公園面積（人口千対）もデ

ータのある 20市町中2位と空間的なゆとり

はある方だといえる。持ち家比率は競合都

市の中で最も高く、安全面についても特に

問題はない。 

本格的な定住の場としてイメージが強い

が、住環境としてアピールできる部分を活

かして、単身・既婚を問わず若い世代に対しての魅力を提示していくことを考えていくこ

とも重要といえる。 

 

 

 

 

  

図表 25 廿日市市と 8市区町：住環境（ゆとり・安全） 
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データ欠損：持ち家比率、1 住宅当たり延べ面積（持ち家・借家）…坂町 
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F）結婚・出産・子育て 

 15-49 歳女性有配偶率は 23 市町中 19 位

で、競合都市の中で最も低く、合計特殊出

生率(2008-2012)は 23 市町中最下位である。

30-40 代女性の就業率や幼稚園在園者数

（3-5 歳人口対）、保育所在所児数（0-5 歳

人口対）は競合都市の中で比較的高く、女

性の活躍できる環境、子育てしやすい環境

をアピールできるが、一方で子どもがいな

い 29 歳以下の若い夫婦の移住促進が課題

である。広島市の利便性と賃貸住宅の多様さに対して、廿日市市の強みとして何を PR して

いくかが課題と考える。 

 

 

図表 26 廿日市市と 8市区町：結婚・出産・子育て 
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G）地域活性化 

人口増減率は 23 市町中 1 位、労働力人口

増減率は同 5 位だが、競合都市はいずれも

納税者 1 人当たり課税対象所得増減率が広

島県平均を上回っているのに対し、廿日市

市は県平均を下回り 23 市中 12 位となって

おり、人口や労働力の増加が必ずしも地域

の経済的な好循環につながっていない。 

人口規模や観光地という点で類似性のあ

る尾道市と比較すると、活性化の担い手と

なる NPO 法人数や市民活動の場となる公民館数（いずれも人口百万対）が下回っている点

が、地域活性化の課題の一つだと考えられる。 

 

 

 

 

  

図表 27 廿日市市と 8市区町村：地域活性 
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データ欠損：納税者 1 人当たり課税対象所得増減率…佐伯区、西区、安佐南区 
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G）地域活性化補足（観光） 

広島県にとどまらず全国的な視点からみても廿日

市市の最大の魅力は、世界文化遺産の宮島を有するこ

とである。廿日市市の総観光客数は、広島県内 2 位で

あり、その数も増加傾向にある。また、広島市の世界

文化遺産である平和公園・原爆ドームとの相乗効果も

あって、地方都市の中でも外国人観光客が数多く訪れ

る地域である。廿日市市への外国人観光客数も増加傾

向にあり、世界的な旅行口コミサイト「トリップアド

バイザー（アメリカ）」が外国人観光客を対象に調査し

た「日本の観光地ベスト 30 2015 年版」では、2 位に

平和記念資料館、3 位

に厳島神社がランク

インするなど人気も

維持されており、今後

も外国人観光客の増

加が期待できる。 

出典：広島県観光客数の

動向より 

 

観光においては観光客の受け皿となる宿泊業、飲食サービス業が経済指標の一つとなる。

廿日市市では一事業所当たり売上金額は広島県内 1 位、1 事業所当たりの従業者数も県内 2

位である。このことから観光産業における起業や雇用の潜在的な市場の高さがうかがえる

が、一方で飲食・宿泊事業者数は県内 7 位、開業率も低い状況（C 参照）にある。 

観光における国内外からの集客力を活かして、起業をしたい人たちが開業しやすい環境

を整備していくことが、今後の移住定住につながる可能性もある。 

 

図表 29 廿日市市の宿泊業,飲食サービス業(2012 年) 

宿泊業関連項目 データ 広島県内ランク 

事業所数 341 7位 

従業者数 3,097人 6位 

売上(収入)金額 14,280百万円 6位 

１事業所当たり従業者数 9.1人 2位 

１事業所当たり売上(収入)金額 4,314万円 1位 

従業者１人当たり売上(収入)金額 472万円 7位 

出典：経済センサス 2012

図表 28 広島県内自治体別観光数及び推移等 

http://patmap.jp/CITY/RANK_FULL/34/30/FULL_jigyosyonum_all.html#Rank_7
http://patmap.jp/CITY/RANK_FULL/34/30/FULL_jugyoinnum_all.html#Rank_6
http://patmap.jp/CITY/RANK_FULL/34/30/FULL_pay_all.html#Rank_6
http://patmap.jp/CITY/RANK_FULL/34/30/FULL_jugyoinper1jigyosyo_all.html#Rank_2
http://patmap.jp/CITY/RANK_FULL/34/30/FULL_payper1jigyosyo_all.html#Rank_1
http://patmap.jp/CITY/RANK_FULL/34/30/FULL_payper1jugyosya_all.html#Rank_7
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 以上の結果から、廿日市市は競合する都市と比較して、住環境の良好さ、生活利便性に

関してはアドバンテージ、あるいは相応にアピールできるものと考えられる。 

しかし、働く場としては昼夜間人口比率、第 2 次産業就業者の割合を見ると、市内での

雇用の受け皿が少ないことがうかがえる。また、子育て環境は充実している一方で、女性

の結婚や出産の割合が低い状況にある。これらのことから、暮らしと仕事といったワーク

ライフバランスの面から市の魅力を PR するには課題があると思われる。 

さらに、廿日市市は地域活性化のシンボル的な要素となる起業や NPO 活動の割合が低い

状況にある。これらは対外的な PR 力を持ち、その魅力に惹かれた人材の誘引（移住定住）

が期待できるため、起業や NPO 活動が行いやすい環境を充実させる必要がある。特に廿日

市市には世界文化遺産の宮島があることから観光産業を中心とした分野での需要が期待で

きる。 
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2.3. 廿日市市と他地域との比較 

 

2.3.1. 観光地型の類似地域との比較 

 

廿日市市は中国地方の政治経済文化の中心である広島市に隣接しており、通勤通学や買

い物といった生活に関する行動が広島市と密接な関係にある。その上で、世界的に知られ

た観光地である宮島を有し、日本有数の観光地としての側面も持ち得ている。居住性の高

いまちでありながら、観光要素の強い都市の魅力を持つ廿日市市と同様の地域の特徴を整

理し、廿日市の持つ強みやその特徴から見える地域の優位性について、検証していくこと

とする。 

検証にあたっては、下記 10 市町を比較対象として取り上げることとする。いずれも近隣

に中心となる大規模な人口を抱える都市が存在しており、その都市のベッドタウンとして

の役割を果たすとともに、観光地として毎年多くの観光客を受け入れている地域である。 

 

図表 30 居住地型観光地の類似都市一覧 

類似都市 近隣都市 代表的な観光資源 特徴 

①  北海道      
小樽市 

札幌市 小樽運河 港湾資源を活かした観光都市。札幌から
1 時間圏内の通勤エリアでもある。 

②  宮城県       
松島町 

仙台市 松島瑞巌寺 日本三景松島は観光客で賑わう。仙台ま
では約 30 ㎞の通勤圏に位置する。 

③  栃木県       
日光市 

宇都宮市 日光東照宮 世界遺産東照宮を有する観光地。宇都宮
までおよそ 40 分の通勤圏である。 

④  神奈川県     
鎌倉市 

横浜市 鎌倉大仏 風光明媚な観光地でありながら、都心ま
で 1 時間圏内の通勤圏である。 

⑤  山梨県      
富士吉田市 

甲府市 富士山 世界遺産富士山を仰ぐ市心から、甲府ま
では 1 時間圏内である。 

⑥  愛知県      
犬山市 

名古屋市 犬山城 日本の名城を望む観光地。名古屋までは
1 時間圏内で通勤通学にも便利。 

⑦  滋賀県      
彦根市 

大津市 彦根城 国宝彦根城のある観光地。大津へ 60 分、
京都までも 90 分の通勤圏に位置する。 

⑧  兵庫県      
姫路市 

神戸市 姫路城 白鷺城のお膝元から神戸まではおよそ
60 分の通勤圏である。 

⑨  岡山県      
倉敷市 

岡山市 倉敷美観地区 古い町並みの観光地と県有数の工業地
帯の顔を持つ。岡山まで 30 分の通勤圏。 

⑩  福岡県      
太宰府市 

福岡市 太宰府天満宮 太宰府天満宮は参拝客で賑わう。福岡市
内から 1 時間の通勤圏に位置する。 
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〇類似都市事例① 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

小樽市（北海道）

（おたるし） 

北海道西海岸の中央部に位置し、海

と山に囲まれた商工港湾都市。 

人 口 126,781 人 

面 積 243.83k ㎡ 

人口密度 519.95k ㎡ 

人口増加率 ▲3.77％ 

観光入込客数 744 万 7,800 人（2014 年） 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） ▲397 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 北海道西海岸のほぼ中央に位置し、日本海を望む三方を山に囲まれた港町である。 

 天然の良港である小樽港は、開拓時代にニシン漁で隆盛を極め、その当時をしのばせる鰊御

殿が観光名所になっている。近年では古くなった運河を残す市民運動がきっかけとなり、運

河を中心とした観光都市として、その名を全国に知られるようになった。 

 2008 年には観光都市宣言を行い、市民が「小樽気質」で観光客を迎え入れる市民目線の受

入体制を推奨している。 

 学生も数多く訪れるが、近年は外国人が来訪する観光地としても有名である。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 通勤も通学も札幌が拠点となっており人の

流れや経済活動のほとんどを札幌に奪われ

ている。 

・生産年齢人口と若年層の人口流出抑制が大変

重要な課題となっている 

・札幌への流出を止め、環境の良さをアピール

することが重要 

・昼間人口の増加による賑わい創出が必要 

② 子育て世代の割合の減少や流出が激しい。 
・出生率の改善による人口減少の防止策や都市

の魅力アップが必要 

③ 小樽における仕事の需要は多くあるが、人材

が札幌に流れている。 

・高い有効求人倍率を活かし、求職者と仕事を

マッチングさせることが重要 

 

＜小樽市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

ちょっと暮らし 移住定住者の拡大させる。 年々口コミで利用者が増加した。 

2009 年～ 長期滞在施設の貸し出し。 観光客が利用することも多い。 

子ども子育て支援 共働き世代の子育て支援する。 共働き世代の負担軽減した。 

2015 年～ 幼稚園型一時預かり事業。 対象施設が少ない。 

中心市街地活性化 商店街の活性化させる。 商店街の賑わい創出する。 

2015 年 商店街支援・空き店舗対策。 商店街関係者の高齢化。 

自律相談支援 働けない人々へのサポート。 生産年齢人口の増加した。 

2015 年 就労その他の自立支援する。 就労支援を必要とする人々の高齢化。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 札幌市内から JR やバスで 60 分、本数も豊富な上、JR は新千歳空港までの直行便もあり北海

道においては非常に便利な環境にある。 

子育て対策 

・ 2011 年よりファミリーサポートセンターを設立し、NPO 団体が市から委託を受け、会員向け

（会費は無料）に子育て支援サービスを提供している。 

職域確保 

・ 起業支援等による移住者コミュニティの形成を市がサポートしている。 

オンリーワン 

・ 小樽の産品をブランド化し、良いものを末永く使って頂くため、伝統工芸品や街の逸品を整理

し、販売する仕組みとして「小樽のお墨付き」の名前で推奨している。 

地域受入体制 

・ 市営お試し住宅「エムズフラッツ」を貸出し、小樽の生活に少しずつ馴染む仕組づくりを行っ

ている。 

・ お試し移住経験者の体験談「小樽ロングステイ体験日記」をホームページで紹介している。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 市役所内に移住定住のワンストップ相談窓口を設け、各種相談や問い合わせに対応している。 

・ 「ちょっと暮らし」も提案し、月単位での施設やマンションの貸し出しも行っている。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・おたる案内人認定制度を設け、小樽の真の魅力に触れて頂く機会を創出。観光客に対しても

小樽の本質を見極めていただくために積極的な受講を呼び掛けている。 

・小樽の技術や文化を体験メニューとして提供、観光用の体験から本格的な職業体験まで幅広

く対応している。 
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〇類似都市事例② 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

松島町（宮城県） 
（まつしままち） 

日本三景に数えられる風光明媚な
宮城県海岸部中央に位置する町。 

人 口 14,868 人 

面 積 53.56 ㎢ 

人口密度 277.59 人/㎢ 

人口増加率 ▲0.98％ 

観光入込客数 2,981,193 人 

転入超過状況 
（2011 年/2014 年） 

▲61 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 仙台市の北東約 20 ㎞に位置し、北部には丘陵が、南部の低地には住宅地が広がる。 

 年間平均気温が 11℃から 12℃で比較的温暖な気候で、降雪量は少ない。 

 全国有数の観光地であり、特別名勝、県立自然公園に指定されている。また、国宝瑞巌寺な
どの文化遺産が町内各地に残されている、歴史の町でもある。 

 町内に 7 つの駅があり、通勤・通学のアクセスが便利である。町内は町営バスが住民の足と
して活躍しており、高速道路や主要な国道・県道も通っている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 少子高齢化の進展 ・ 新たな働き口や次世代に向けた事業創造 

② 震災復興の立ち遅れによる経済の停滞 ・ 若手就労者の定着 

③ 子育て支援の拡充・推進 ・ 支援策定着による定住促進 

 

（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

松島町景観策定計画 先人から受け継がれた歴史文
化を継承する 

今ある資源を次世代につなぎ、素晴
らしい景観を維持 

平成 26 年 3 月 建築物の事前申請義務の発生 景観形成と利便性の住民合意形成 

松島町観光振興計画 観光地松島の本質を再確認 復興の機運による民間活力の最大化 

平成 25 年 3 月 観光振興による地域活性化 交流人口拡大等の具体的取組の推進 

松島町次世代育成支援行
動計画（後期） 

少子高齢化が進む中、住む側に
質の高い行政サービスを提供 

住みやすい町で育ち、学んだ子供た
ちが次の世代のために町を創る 

平成 22 年 3 月 子育て世代の支援強化 財政強化と雇用の創出 

＜松島町の位置＞ 
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（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 仙台市から車で 1 時間、電車で 30 分以内に位置しているため、通勤通学に便利である。仙台

空港まで高速道路を利用すれば約 30 分で、町内には 2 つのインターチェンジがあるため、交

通アクセスは非常に良い環境にある。 

・ 子育て対策 

・ 子育て支援センターの保育士・保健師が、新生児が生まれた家庭を訪問して育児の不安に応え

るなど、町の育児情報をお知らせする「こんにちは赤ちゃん訪問」を行っている。 

・ 自分の時間を楽しむ育児サークルの結成のほか、町内の保育所では、バケツ苗を使った食農教

育やキッズスポーツ教室など松島ならではの体験が子どもたちの心と体を豊かにしている。 

・ 町内の保育所では障がい児保育・乳幼児保育・特別延長保育を実施し、現在保育所の待機児童

はゼロである。 

・ 職域確保 

・ 東日本大震災の復興支援策として、就業支援を行っており、県外からの就業についても、引き

続き支援を行っている。 

・ オンリーワン 

・ 日本三景の景観を守るため、景観策定計画を制定し、自然環境を保護継承していく取組を次世

代に向け進めている。 

・ 地域受入体制 

・ 震災復興を踏まえ、住宅を再建するため、町民で今回の震災により住宅が半壊以上の被害を受

けた場合、又は町外から松島町に転入する場合、平成 23 年 3 月 11 日以後に定住（5 年以上

住民登録される人）を目的として、町内に新築住宅又は中古住宅を取得する場合、税金の滞納

がない条件で補助金を設定している。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・宮城県の移住支援制度を活用しているが、町独自のコーディネーターは存在しない。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 震災後、自宅や店舗の再建をいち早く始めた住民から町職員が背中を押される形で景観まち

づくり勉強会を開催することとなり、「身近なところから自分たちができる景観まちづくり」

について、地域が作る景観ルールとして意見を出し合い地域ごとの特色のある景観形成基準

を作成することができた。 
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〇類似都市事例③ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

日光市（栃木県） 
（にっこうし） 

平成 18 年に今市市、日光市、藤原町、
足尾町、栗山村が合併 

人 口 87,809 人 

面 積 1,449.83 ㎢ 

人口密度 60.56 人/㎢ 

人口増加率 ▲3.63％ 

観光入込客数 10,745,046 人 

転入超過状況 
（2011 年/2014 年） 

▲215 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 栃木県の北西部に位置し、北は福島県、西は群馬県に接している。日光火山群と鬼怒川上
流域、大谷川流域等に広がる区域は、栃木県全体の約 4 分の 1 を占めている。標高 200 メ
ートル程度の平坦な市街地から 2,000 メートルを超す山岳地域まで大きな起伏があり、代
表的な観光地である日光国立公園をはじめ、変化に富んだ観光・スポーツ・レクリエーシ
ョンを体験できる。 

 平成 18 年に２市 2 町１村の合併によりできた現在の日光市は、街道宿場町であった旧今市
市、二社一寺の門前町として栄えた旧日光市、鬼怒川温泉、川治温泉といった日本有数の
温泉保養地を有する旧藤原町、日本を代表する銅山として栄え日本の近代化に大きな功績
を残した足尾銅山のある旧足尾町、平家の史跡や奥鬼怒温泉郷をはじめとする温泉保養地
のある旧栗山村、とバラエディに富んだ地域からなる市である。 

 「世界遺産・日光の社寺」、「日光杉並木街道」、「足尾銅山施設」など多くの歴史的、文化
的遺産を有している。「ラムサール条約登録湿地・奥日光の湿原」、「鬼怒沼湿原」などの豊
かな自然に恵まれ、鬼怒川・川治温泉をはじめとした温泉など、観光資源は多く、国内外
から多くの観光客の来訪する国際観光文化都市である。 

 「AERA(アエラ)」(朝日新聞社 1525 号)において、全国 320 自治体の中から「移住しやす
い街」として★★の自治体の一つに選ばれている。（★★★32 自治体、★★28 自治体、★
59 自治体） 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 合併を経て、「早期の一体感の醸成」と「地
域の均衡ある振興・発展」が求められてい
る。 

・ ２市２町２村合併により県の四分の一を
占める広大な面積となったこともあり、
市民の間に同じ市に属しているという一
体感を持ちにくい。 

・ 市民同士が交流を深める機会の創出、他
地域の暮らしへの理解を深めること、な
どが課題となっている。 

② 人口減少、地域経済活動の低迷により厳し ・ 観光産業の低迷、空き店舗の増加による

＜日光市の位置＞ 
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い財政状況にある。 市街地の活力喪失、働く場の不足による
雇用問題の深刻化などにより、地域経済
活動が縮小低迷している。 

・ 市全体の８割近い町で人口が減少してお
り、市の高齢化率は全国平均を大きく上
回っている。 

③ 国内外からの観光客が訪れる観光地を有す
るが、観光ニーズの変化、地域経済の低迷
などに伴い観光産業が不振に陥っている。 

・ 観光特性・地域資源を踏まえた観光戦略
の策定、交流人口の取り込みによる、観
光の再生が課題。 

 

（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

日光市空き家情報 
登録制度 

「空き家バンク」 

人口減少に伴い増加した空き
家を有効活用し、市内への移
住・定住を促進し、地域の活性
化する。 

初年度成約件数は 3 件で、市の目
標は達成。 

2014 年～ 
エリア、価格、広さでの検索機
能のある空き家バンク専用の
インターネットサイトを作成。 

2015 年 4 月時点で県内外の 27 人
の利用登録があるが、登録物件は
９件と少ないため、需要と供給の
バランスがとれていない、 

日光ブランド戦略 
新しいものを創り出し、新しい
日光の創造を実現させる。 

日光水物語事業などの連携による
日光ブランド創出の取組みは一定
の成果をあげている。 

2013 年～ 

市内に点在する地域資源を日
光ブランドとして認定、広く発
信することで日光市のイメー
ジを高め、産業の活力や市民の
活力を向上させ、地域活性化に
つなげる「日光ブランド認定制
度」、それらを発信する「すご
い日光ファンサイト」開設など
を実施。 

世界遺産の日光の社寺を超える魅
力あるブランドまでには成長して
いない。 

新しい食の魅力発信事業 

新しい食の魅力を発掘・発信
し、地域経済の活性化と観光・
交流人口の増加を目的とする
事業。 

地元メディアの活用により、冬季
の観光客が減る時期においても一
定の成果実績を上げた。 

2013 年～ 

「日光お宝っぷ」と命名し、日
光の特産品を使用したメニュ
ー開発と市内飲食店での提供、
飲食店マップ作成など。 

「日光お宝っぷ」ホームページや
「日光お宝っぷグルメの会」フェ
イスブックが策定されているが、
更新頻度は活用度の向上が課題。 

日光市社会的孤立防止見
守り事業（見守りそばネ

ット事業） 

安心して暮らせる環境整備の
一環として実施している事業。 

見守り体制を構築し、見守りネッ
トワークを 13 か所設置。 

2012 年～ 

見守り活動に賛同する民間の
生活関連事業者と協定を締結、
日常の業務で異変を察知した
場合、市へ通報、通報を受けた
市は安否確認等の支援を行う。 

さらに重層的な見守りを行うた
め、協力事業者の参加を募ること
が課題。 
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（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 東武鉄道で新宿や浅草など都心に、また、市内を横断する JR 日光線が栃木県都宇都宮につ

ながり、宇都宮駅からの新幹線利用が可能。 

・ 日光宇都宮道路は東北自動車道と接続しており、首都圏や東北方面へアクセスしやすい。 

・ 交通網が発達し、比較的都会に近いことで移住や二地域移住希望者に人気となっている。 

子育て対策 

・ 栃木県内初である官民協働による業務体制による「家庭児童相談室」を展開しており、児童

虐待の早期発見や未然防止の対応を図っている。 

・ 妊娠期間からの子育てサポートや、特色ある学校教育の充実、家庭教育への支援、さらに経

済負担サポートなど、若い世代の子育てを支援する施策の充実に取り組んでいる。 

職域確保 

・ 若者への就労支援として、日光市とハローワークが共同で市内企業の合同企業面接会「日光

で働こう！」を実施するなど、積極的な支援を行っている。 

・ ワークライフバランスを推進しており、ワークライフバランスセミナーや、「女性の活躍応

援プロジェクト」などを実施している。 

オンリーワン 

・ 2015 年に雑誌「AERA」の「移住しやすい街 110」に選ばれている。 

・ 「日光の社寺」は世界遺産登録されており、「足尾銅山」も世界遺産登録を目指している。 

地域受入体制 

・「日光暮らし」としてホームページを作成、日光市での暮らしに役立つ情報を紹介している。 

・「地域紹介リーフレット」「農山村生活体験の家」等、地域特性を活かした移住情報・体験を

提供している。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・「学校支援ボランティア活動推進事業」では地域コーディネーターを設置し、ボランティアの

育成のための研修にも力を入れている。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・シティプロモーション専用サイトを作成、「SUKIDESU 日光」というキャッチフレーズとと

もに、「観光誘客」「子育て応援」「若者や外国人誘客」「移住定住」「生涯教育」などそれぞれ

のターゲット・テーマに応じた情報を発信している 
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〇類似都市事例④ 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

鎌倉市（神奈川県） 

（かまくらし） 

三方が山で一方が海という地形が

釜のようで倉のように開いている

など諸説あり。 

人 口 176,501 人 

面 積 39.66k ㎡ 

人口密度 4,450.35k ㎡ 

人口増加率 ▲0.40％ 

観光入込客数 2,1956,245 人（2014 年） 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） ▲38 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 昭和 14 年 11 月 3 日に当時の鎌倉町と腰越町が合併し、鎌倉市が誕生した。その後、昭和

23 年 1 月に深沢村、同年 6 月に大船町を編入して、現在の鎌倉市となっている。 

 日本における古代から中世への転換期において源頼朝をリーダーとする武家が、日本で初め

ての武家政権を樹立、貴族支配に替わる武家の支配を築いた場所である。 

 幕府による都市づくりを開始した経緯があり、1230 年頃には全盛期を迎え、鎌倉は政治、

軍事、外交、文化などあらゆる面で日本の中心地となった。 

 当時の築港である和賀江島を通じて中国の宋や元との交易が盛んに行われ、禅宗、禅宗様建

築、仏像彫刻、彫漆など様々な中国文化がこの時期にもたされた。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

・ 古都鎌倉の街並みが保てなくなりつつ あ

る。 

・ 古い街並みを保護継承する仕組みづくりが

未整備である。 

・ 住みやすいまちとして制限するものも多

い。 

・ 土地高騰による投機目的の建設計画などが

ある。 

・ 民意がまちづくりに反映する場づくりの推

進 

・ 官民主導で住民サービスを行うには限界が

ある。 

・ 歴史的風致維持向上計画の策定を行い、歴

史街づくりの取組を推進している。 

・ 地域の特性を活かした街づくりの必要性は

多くの市民も感じているが、その取組みが見

えづ らい。 

   

   

＜鎌倉市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

風致条例の施行 地域内の景観・緑化の保全。 景観を乱す建造物の抑制。 

平成 26 年 4 月 風致地区内における必要な規制。 個々の家庭の協力度合い。 

第 2 次鎌倉市住宅 

マスタープラン 

いつまでも住み続けられる鎌倉

らしい住宅・住環境の実現。 

住みやすさランキング上位が定位

置、ブランド力の向上。 

平成 25 年 2 月 年齢バランスに配慮した住まい。 
地価高騰により住民が減少の可能

性。 

まちづくり条例改正 民意をまちづくりに反映する。 
大型店舗の乱立防止や景観保全に成

果。 

平成 23 年 6 月 大規模・中規模事業の事前申請。 
民意と行政、企業一体のまちづくり

推進。 

歴史的風致維持向上 

計画策定 

地域の歴史資源を守り活用する

まちづくりを推進する。 

古都鎌倉の景観、風土を継承するとい

う理念のもと理解は浸透している。 

平成 26 年 
歴史景観の保護や建築制限によ

り町並みの保護継承する。 

観光客のマナー向上を市民とともに

啓発することが求められる。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 東京都心から列車で約 60 分の距離の通勤圏内である。近隣には大規模なショッピングセンタ

ーやアウトレットモールがあり、買い物環境も整っている。 

・ 子育て対策 

・ 平成 25 年 8 月に「鎌倉市子ども・子育て会議」を設置、新たな子ども・子育て支援制度とし

て、子どもの教育、保育、子育て支援を総合的に進める新しい仕組みと計画づくりを進めて  

いる。 

職域確保 

・ 首都圏の通勤エリアである点から、職種や給与にこだわらなければ、就職先は多くある。 

オンリーワン 

・ 世界的な観光地でありながら、住環境も整備され、都心への通勤圏という条件を満たす場所は

少ないため、住宅情報誌の住みたい街ランキングでも上位に入る。 

地域受入体制 

・ 地価が高く、収入や生活に余裕のある世帯でないと住居の取得は難しい環境にある。 

・ 市郊外に新築マンションの分譲が見られるが、供給量が少なく鎌倉市内に住むことは難しい。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 子育て支援など、民間を中心にサポート機能がある。 
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（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 古都鎌倉の名にふさわしく、神社仏閣も多く残っている。自然環境が豊かで過ごしやすい反面、

公共交通機関等の交通事情は思いのほか悪く、自家用車が手放せない環境でもある。 
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〇類似都市事例⑤ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

富士吉田市（山梨県）
（ふじよしだし） 

東京から 100 ㎞圏にあり、富士登山
の吉田口として、富士北麓地域の中
心として発展。 

人 口 50,765 人 

面 積 121.74 ㎢ 

人口密度 416.99 人/㎢ 

人口増加率 ▲2.04％ 

観光入込客数 4,508,126 人 

転入超過状況 
（2011 年/2014 年） 

75 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 山梨県の南東部、富士山の北麓に位置し、海抜 650ｍ～900ｍに市街地が形成された高原都
市。富士山信仰の町として栄え、明治以降は繊維・織物産業が発展した。 

 富士北麓地域の拠点都市として位置づけられ、交通の要衝となっている。 

 市域の大部分が国立公園内にあり、さらに北富士演習場もあることから、土地利用の面で大
きな制約となっている。 

 富士山は 2013 年世界遺産に登録され経済効果も上がっているが、マイカー規制の導入など
環境対策への取組も重要となっている。 

 1975 年以降人口の転出超過が続き、1995 年以降は社会減が自然増を上回るため、人口減少
が続いている。高齢化率は山梨県平均よりも若干低くなっている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 1980 年代に人口のピークを迎え、今後も人
口減少が見込まれている。 

・ 人口減少に伴い、就業人口も減少が続いて
いる。 

・ 若年層の流出を抑える魅力あるまちづくり
が求められている。 

② 地域経済の低迷が続いている。 

・ 商業の年間販売額、就業者数等減少が続き、
市民が市内での買い物する割合も低下、商
業機能衰退への対応が必要となっている。 

・ 市街地が急斜面にあることによる駐車場不
足も、商業環境改善に重要な課題となって
いる。 

③ 観光の中心である富士山観光が地域に与え
る影響が大きい。 

・ 世界遺産に登録されたが、環境対策など対
応すべきも発生している。5 合目への通過
地となっていることから、富士吉田市への
誘客数を増やすことも課題。 

 

＜富士吉田市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

縁結びお世話人 
ネットワーク事業 

少子高齢化の主たる要因であ
る未婚化・晩婚化に対応するた
め、未婚者の結婚を応援する 
取組。 

2015 年開始された事業のため、ま
だ結婚に至る成果は出ていない。 

2015 年～ 
「縁結びお世話人」のネットワ
ークを活用して、出会いの機会
を提供する。 

「縁結びお世話人」の登録人数年間
30 人、成婚数年間 10 組を目標
（KPI）としている。 

富士山モール 
総務省の事業として実施され、
6 市町村が協力連携して運営す
る総合情報サイト。 

アクセス件数は約 34 万件を超え、
フェイスブックページの「いい
ね！」は 3,500 件を超えている。 

2013 年～ 

富士北麓地域の 6 市町村（富士
吉田市・富士河口湖町・西桂
町・鳴沢村・忍野村・山中湖村）
の情報発信により地域活性化
を図る。 

情報発信できる地域内の参加者（企
業・事業所・個人）の継続的な募集
により、登録数増加を図る。 

富士吉田市空き家・空き
店舗バンク制度 

市内の空き家・空き店舗の登
録・紹介により、空き物件の活
用と地域活性化を図る。 

2015 年開始制度のため、成果はこ
れからという状況である。 

2015 年～ 
ふじよしだ定住促進センター
で空き家・空き店舗情報の登録
と情報提供を行っている。 

ふじよしだ定住促進センターホー
ムページでの掲載情報は 2015年 11
月時点でまだ 3 件と少なく、登録物
件の増加が課題と なっている。 

定住促進奨励金制度 
経済的負担を軽減することで、
市内への移住を促進する。 

2015 年度開始のため、成果はこれ
からとなっている。 

2015 年～2018 年 3 月 

新婚世帯、中古物件利用者、新
築・中古物件取得、遠距離通勤、
中古物件改修、の 6 つの支援奨
励金を提供している。 

2018 年に社会減を年間 150 人減少
させることを目標としている。 

 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 東京都内から 100 キロ圏内であり、車で 90 分、電車では 120 分程度に位置する。 
・ 中央自動車道富士吉田線をはじめとした道路網、JR 中央線や富士急行線による鉄道網により、

広域的な交通の要衝なっている。 

子育て対策 

・ 同一期に保育園等を利用している就学前児童が 2 人以上の場合に保育料を助成する保育料助
成制度（助成額：第 2 子（半額）・第 3：無料）や、中学 3 年まで医療費が無料となる子育て
応援医療費助成制度 を実施している。 

・ ひとり親家庭への支援は、全額支給の場合児童１人に対し月額 42,000 円から、3 人の場合は
一人当たり月額 50,000 円までとなっている。 

職域確保 

・ 就職セミナー（年 1 回開催） や空き店舗活用推進事業（改装補助：補助率 1/2 上限 50 万、
家賃補助：補助率 1/2 上限月 3 万）などにより、就業支援を推進。 

オンリーワン 

・ オンリーワン商品として地域ブランド「ふじやま織」を掲げ、富士吉田産地の PR と知名度ア
ップ、産業振興を図っている。 

地域受け入れ態勢 
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・ ふじよしだ定住促進センターでは、「ワンストップ相談窓口における相談業務」「空き家バンク

の運営業務」「情報の発信・提供」「イベントの企画・支援」「定住希望者のニーズ把握」を行

っている。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 慶應義塾大学 SFC の研究所と連携し、地域外から見た富士吉田市の魅力と地域資源を活かし

た地域振興について共同研究を実施。その一環で実施している「富士吉田スタディツアー」で

は、地域コーディネーターが地域の課題解決などに協力している。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 「ものづくり産業を核としたグローバルデザイナー拠点事業による地域ブランドづくりの推

進」は 2015 年 11 月、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）に係

る先駆的事業分（タイプⅠ）に決定。 

・ 海外からのグローバルデザイナーの拠点や歴史的産業技術を観光資源とした観光交流人口の

増加、それに伴う観光振興（観光消費の増加、雇用の増加）を推進することになっている。 
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〇類似都市事例⑥ 

（１）都市データ 

 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 愛知県の最北端に位置し、市の北を流れる木曽川の一帯は名勝に指定されており、川下りや
伝統的な鵜飼も行われている｡東部の丘陵地は国天然記念物のヒトツバタゴ自生地となって
おり、ゲンジボタルやウシモツゴ、オオタカなどの稀少動植物も生息するなど、豊かな自然
が残されている。 

 戦国時代は合戦の舞台となり、江戸時代は城下町として発展。犬山城、茶室如庵の 2 つの国
宝、博物館明治村、さらには国定公園である飛騨木曽川周辺地域など、観光資源が豊富な都
市である。 

 名鉄犬山線、小牧線、広見線が運行、主要幹線道路の国道 41 号は市の東西を横断し、名神・
東名高速道路の小牧インター、中央自動車道の小牧東インターにも近い。 

 年間 500 万人近い観光客が訪れ、城下町を中心としたまちづくりが進められている。 

 昭和 30 年代以降、積極的な工業誘致を展開。また大規模な住宅団地開発により、ベッドタ
ウンとして人口増加が続いているが、今後は減少に転じる見込みとなっている。 

 世界屈指のサル動物園である財団法人日本モンキーセンターや霊長類に関する研究で有名
な京都大学霊長類研究所、さらに森林科学研究の実験・実習地である東京大学愛知演習林、
名古屋経済大学など学術施設が集積している。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 観光資源が豊富であるが、1980 年代以降観光
客の減少が続いている。 

・ 犬山城の観光地入込客数は 2003 年以降
増加しているが、市全体の入込客数は過
去 20 年間で半減しており、著名な観光
資源以外の活性化が課題となっている。 

・ 日帰り観光客がほとんどであり、宿泊者
の増加が課題である。 

項 目 内 容 

犬山市（愛知県） 

（いぬやまし） 

名古屋市の北 25 ㎞に位置し、岐阜

県に隣接。日本最古の天守閣を持つ

犬山城の城下町として発展した。 

人 口 73,460 人 

面 積 74.90 ㎢ 

人口密度 980.77 人/㎢ 

人口増加率 ▲0.59％ 

観光入込客数 5,660,422 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 
▲319 人 ＜犬山市の位置＞ 
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② 人口増加は続いているが、高齢化率は周辺都市
に比べると高い。 

・ 人口減少とはなっていないものの、高齢
人口は増加しており、名古屋市、愛知県
より高齢化率は高い。 

③ 買い物客の市外流出が多く、小売業が低迷して
いる。 

・ 周辺都市に比べ、単位当たりの小売業年
間販売額が低く、買い物客の流出を止
め、小売業を活性化することが必要とな
っている。 

 

（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

空き店舗活用事業費 
補助金制度 

空き店舗等の有効利用を図
り、商業者の育成とともに、
活力とにぎわいのあるまちづ
くりを推進するために設けら
れた制度。 

年間 300 万円程度の実績があり、病
院が経営するグループホームやデイ
サービスセンターにも助成。 

2003 年～ 

チャレンジマート事業、空き
店舗活性化事業、芸術・文化・
伝統産業支援事業、の 3 つの
事業が対象で、新規で事業を
起業する者に補助金を提供 
する。 

今後町屋を利用したグループホーム
なども視野に入れる。 

犬山城下町地区 

各種事業により、犬山城や町
割り、町屋等の歴史的資産を
保全・活用、魅力と個性のあ
る賑わいのあるまちづくりを
進め、当地区の将来の世界文
化遺産登録を目指したもの。 

犬山城登郭者数や、空き家・空き店舗
数減少などの効果が得られた。 

2004 年～2013 年 

基幹事業である道路や広場整
備のほか、提案事業として「ま
ち歩き拠点施設整備」などを
実施。 

観光面での効果は得られたが、当地区
は高齢化が進み、人口減少への取組が
課題となっている。 

日本まんなか歴まち 
スタンプラリー 

歴史まちづくり法により国か
ら認定を受けた計画を持つ中
部地方整備局管内の９市町
（高山市、亀山市、犬山市、
恵那市、美濃市、明和町、岐
阜市、郡上市、名古屋市）が
連携し実施。 

1 回目の評判もよく、2015 年度も 8
月から 2016 年 1 月まで実施。 

2014 年～ 

楽しみながら歴史まちづくり
の取組みに触れる、歴史まち
づくりの認定ブランドの普
及、地域連携による相乗効果、
等を期待して実施するもの。 

参加者からの意見・感想を今後の歴史
まちづくりの取組に役立てていくこ
とが課題。 

ふるさと定住促進 
サポート事業 

国からの地域活性化・地域住
民生活等緊急支援交付金（地
方創生先行型）を活用し U タ
ーンによる定住促進を図る。 

定住促進と同時に、空家発生の抑制・
利活用、地元建設業の活性化が期待さ
れている。 

2015 年 
同居支援タイプ、近居支援タ
イプの 2 種類、計 1300 万円。 

上限が 55 件であり、大きな効果は見
込みにくい。 
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（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 名鉄線により名古屋市への通勤利便性は良いものの、通勤ラッシュ時の混雑が激しい。 

・ 犬山駅は名鉄犬山・広見・小牧各線が合流する交通の要衝となっている。 

・ 名古屋市への通勤圏でありながら、自然が豊富という環境が人気となっている。 

・ 高齢者などのいわゆる「交通弱者」に対しては、コミュニティバスを運行し、市内交通の利便

性を高めている。 

子育て対策 

・ 「子育て家庭優待事業」を愛知県と協働で平成 20 年 12 月から実施、妊娠中や子育て中の家

庭に愛知・岐阜・三重県内の協賛店舗て優待等を得られる「はみんぐカード」を配布している。 

・ ファミリーサポートセンターでは、育児の支援をして欲しい市民と育児の援助が可能な市民が

会員になり、会員同士で援助活動を行う事業を実施している。 

・ 犬山市立の学校では、市独自に少人数学級を編成したり、2004 年から 2 学期制を実施しした

りなどと特徴のある教育を行っている。 

職域確保 

・ 犬山市空き店舗活用事業費補助金制度では、空き店舗解消に加え、起業支援も目的として進め

られている。 

オンリーワン 

・ 文化力、教育力を起爆剤としたオンリー・ワンの都市（まち）づくりを目指している。 

地域受入体制 

・ 同居・近居を推進する「ふるさと定住促進サポート事業」は都市計画建築課が担当であり、移

住定住の専門部署は設置されていない。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 特定非営利活動法人犬山市民活動支援センターの会「犬山しみんていの会」では、市内のボラ

ンティア団体や市民活動を支援、助成金事業などを行っている。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 犬山城下町地区の都市再生整備計画は，2005 年度のまち交大賞の計画大賞（国土交通大臣賞）

を受賞。全国のまちづくり交付金事業中最も優れた計画に与えられるものであるが、他市に比

べ交付金が高額というわけではなく、城下町の歴史的ストックを生かしたまちなみの再生とい

う事業の軸をぶれずに推進したことがポイントとなっている。 
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〇類似都市事例⑦ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

彦根市（滋賀県） 
（ひこねし） 

琵琶湖と鈴鹿山系に囲まれた自然
豊かな城下町。地名は太古の神が彦
根山に祭られたことに由来。 

人 口 110,741 人 

面 積 196.87 ㎢ 

人口密度 562.50 人/㎢ 

人口増加率 ▲2.12％ 

観光入込客数 740,000 人（2013 年彦根城） 

転入超過状況 
（2011 年/2014 年） 

▲521 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 日本のほぼ中央に位置し、琵琶湖に面し鈴鹿山系に囲まれた豊かな自然に恵まれた都市であ
る。彦根藩城下町として栄えた。 

 世界遺産暫定リストに登録された彦根城、及び彦根屏風の２つの国宝や、数多くの重要文化
財、史跡を有している。彦根城は世界遺産登録に向け、推進委員会を設置し活動を展開して
いる。2009 年、第 1 回歴史まちづくり法（地域における歴史的風致の維持及び向上に関す
る法律）における「歴史的風致維持向上地区」に指定された。 

 彦根駅には JR 東海道本線と近江鉄道本線が乗り入れ、東海道沿線で新幹線停車駅に隣接、
名神高速道路のインターチェンジがあり、交通の便が良い。 

 2009 年、近畿圏では初めて、全国では 4 番目に、彦根市と愛荘町、豊郷町、甲良町および
多賀町で湖東定住自立圏協を締結。同年彦根市は中心市宣言を出し、圏域として定住人口問
題を中心に連携しながら課題に取り組んでいる。 

 ゆるキャラグランプリ 2010 で第 1 位となった「ひこにゃん」は、当初彦根城築城 400 年の
PR のため作成されたキャラクターであったが、市のキャラクターとして定着。全国のゆる
キャラの中でも人気が高いキャラクターである。 

 滋賀大学や滋賀県立大学、聖泉大学の３大学をはじめ、滋賀県とミシガン州との姉妹都市提
携 20 周年を記念して設立されたミシガン州立大学連合日本センターがあり、公私の多くの
高等学校にも恵まれ、学園都市として評価されている。 

 文化財や琵琶湖を代表とした自然などの観光資源により観光入込客数は 300 万人で推移、国
宝・彦根城築城 400 年祭の開催時には年間 400 万人を超える観光客が訪れた。 

 

 

 

 

 

＜彦根市の位置＞ 
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（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 彦根城および彦根城周辺の歴史的なまちな

みが特徴となっている。 

・ 市民アンケートでは、街並みや風景が美し

いという評価は高く、特長をより生かした

まちづくり、観光振興が求められている。 

② 高齢化の進展にもかかわらず、高齢者や障

害者が外出しやすい環境が整っていないと

市民から評価されている。 

・ 公共的な施設、道路のあり方など、様々な

人たちの意見を取り入れ、生かすまちづく

りが求められている。 

③ 働きがいのある職場が求められている。 

・ 地域に働く場を確保し、新しい産業・工場

の誘致、地場産業育成等が必要となって 

いる。 

 

（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

予約型乗合タクシー 

当初彦根市内のバス路線のな
い地区に交通手段を提供する
ために開始。事業開始後、湖東
定住自立圏に属する 1市 4町に
展開を広げている。 

2008 年に一部地区で実証実験とし
て開始後、定住自立圏域に拡大、公
共交通機関のない地区に代替手段
を提供している。 

2008 年～ 

予約のあったときのみ運行す
るタクシー車両を使った交通
手段を提供するもの。運行主体
は湖東圏域公共交通活性化協
議会、運行事業者は民間タクシ
ー会社である。 

路線バスの減便に伴い、さらに運行
区間を拡大、利用料金の値下げを実
施し、利用しやすさに努めている。
停留所の設置場所や、新たな運行区
間の設定など、路線バスの減便があ
るに従い、対応が必要となってい
る。相乗り率によっては、不採算と
なることも課題となっている。 

びわこ湖 
東路観光事業 

定住自立圏形成協定に規定さ
れた取組項目の中の一つの事
業であり、圏域として観光資源
を活用し、交流人口増加を目的
としている。 

2015 年度より開始し、圏域内相互
の連携による広域観光を推進する
ことにより、交流人口の増加および
地域住民の観光意識向上を図ると
している。 

2015 年～（5 年間） 
誘客促進事業、イベント実施事
業、体験型観光推進事業から 
成る。 

圏域市町村が連携する事業であり、
彦根市は先駆的役割を果たすこと
が必要となっている。 

湖東圏域レンタサイクル
事業（レンタサイクル 

めぐりんこ） 

駅周辺のレンタサイクル拠点
を拡充することにより、観光客
の利便性を高める。 

CO2 削減効果、地域の周遊観光促進
に効果が期待されている。 

2012 年～ 
JR 琵琶湖線や近江鉄道駅での
レンタサイクル拠点整備を推
進。NPO 法人が運営。 

今後長く事業を継続していくため
には、安定した運営体制づくりが課
題。 

湖東地域移住・交流プラ
ットフォーム構築事業 

人口減少発生が早期に予測さ
れている湖東圏域において、移
住・交流プラットフォーム構築
事業等の移住・定住促進を推進
する、滋賀県の事業。 

湖東地域の生活を体験するバスツ
アーでは、定員に達しキャンセル待
ちになるツアーも出ている。 
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2012 年～ 

湖東地域定住支援ネットワー
クを中心とした全8団体で構成
された協議体が推進。湖東地域
定住支援ネットワークでは、農
村民泊、定住・空き家利活用支
援等を展開している。 

事業の情報発信や、ツアー参加募集
を行っている web サイト「ほっと湖
東ネット」は、開設後約３年経つも
のの総アクセス数は１万程度とな
っており、情報発信・伝達が課題と
なっている。 

 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ JR 東海道本線で京都まで 45～50 分、大阪まで 1 時間 15～20 分程度であり、通勤可能圏内

となっている。 

・ 国道 1 号米原バイパスが 2012 年部分開通し、長浜市から彦根市間の渋滞が緩和され、朝のピ

ーク時の所要時間が短縮し、利便性が高まっている。 

子育て対策 

・ 彦根市の子育てに関する情報をまとめた「彦根市子育てガイドブック」を作成し、配布してい

る。 

・ ホームページ「ひこね☆子育てねっとフレンズ」により、子育て情報を発信している。 

・ ひとり親家庭の父母が資格や技能を身につけるため市等が指定する教育訓練講座を受講・終了

した場合に、その費用の一部を助成する「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」制度を実施。 

・ ひとり親家庭等の児童に対し、児童一人の場合、一人当たり全額支給の場合 42,000 円の児童

扶養手当を支給。児童 2 人の場合は 5,000 円追加、3 人の場合はさらに 3,000 円が追加される。 

職域確保 

・ 2002 年度から女性の能力活用や職域拡大など、 職場づくりに積極的な取組を行っている事業

者を表彰している。 

・ 女性の活用を推進している市内事業者の取組を紹介し、意識改革を推進している。 

オンリーワン 

・ 国宝彦根城は市のランドマークであり、彦根城を軸にした歴史観光施策を展開している。 

地域受入体制 

・ 3 大都市圏からの人材誘致、定住・定着化を図るため、ひこね地域おこし協力隊事業を展開し

ている。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 彦根市学校支援地域本部では、学校と地域との調整を行う地域コーディネーターを配置、地域

コーディネーターは「土曜学習応援団」にも参加している。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 市長が市内各地に行き、地域での課題を住民から直接聞く「巡回市長室」を行っている。巡回

結果は、web 市長室で発信されている。 

・ 「美しいひこね創造活動」は、市民が自発的に無報酬で行う、他人や地域社会に貢献する目的

を持ち美しいひこねを創造するための 5 つの行為からなり、活動結果により地域通貨「彦」

の交付を受けることができるという活動。地域通貨は市施設使用料・手数料、市内協力店での

特典、などに使用できる。 
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〇類似都市事例⑧ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

姫路市（兵庫県） 
（ひめじし） 

2006 年に家島町、夢前町、香寺町、
安富町の 4 町を編入合併し、現姫路
市が誕生。 

人 口 533,868 人 

面 積 534.33 ㎢ 

人口密度 999.13 人/㎢ 

人口増加率 0.01％ 

観光入込客数 9,148,000 人 

転入超過状況 
（2011 年/2014 年） 

▲912 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 姫路市には東京都の特別区や政令指定都市の区とは異なる「区」が付く地名があるが、これ
は地方自治法が施行される以前の 1946 年 3 月に姫路市が周辺市町村と合併したときの名残
であり、それぞれの市町村が現在の区となっている。 

 2006 年の合併により市の面積が約 2 倍になり、従来の都市部に加え自然を有する都市とな
った。産業構造においても従来の商工業都市に加え、農林水産業都市としても位置づけられ
るようになった。 

 合併後の市の人口は約 53 万人と兵庫県では神戸市に次ぐ人口がある市であるが、政令指定
都市人口に満たないため、中長期的に政令指定都市となることを目指している。 

 古くから交通の要衝として発展し、姫路駅には山陽新幹線をはじめ JR 西日本の 4 路線、山
陽電気鉄道 2 路線が乗り入れ、山陽自動車道、中国自動車道など道路網も発達している。ま
た海上交通の利用も可能であり、観光への活用も行われている。 

 基礎素材型産業と加工組立型産業を中心に発展し、全国有数の工業地帯を形成してきた。商
業についても播磨地域における中心的役割を担っている。 

 最大の観光資源である世界文化遺産国宝姫路城の改修が終わり、当初の予想を上回る観光客
の来訪がある一方、日帰り客が中心のため、市の魅力向上を目的とした姫路駅周辺の再開発
も進められている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 2005 年をピークに人口が減少すると見込

まれている。 

・ 2006 年の合併により加わった町村で、人口
減少や高齢化進んでいる。 

・ 人口減少に対応するための姫路スタイル・
コンパクトシティ実現が課題。 

 

② 合併により都市構造や産業構造に大きな変
・ 従来の商工業都市と新たに加わった農林水

産業都市という特徴を活かし、地域を発展

＜姫路市の位置＞ 
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化が生じた。 させることが課題。 

・ 市域が拡大し、市域の一体性確保を図るた
め、地域間の連携を強化する必要がある。 

③ 姫路城という観光資源に恵まれているもの

の、日帰り観光が中心となっている。 

・ 大阪、神戸といった大都市から近いことか
ら、日帰りが可能である。姫路城観光にプ
ラスした観光要素を加え、滞在時間の長期
化を図ることが課題となって いる。 

 

（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

外国人サポート事業 
在住外国人を対象とした生活
情報や日本語学習の情報発信
事業。 

英語、中国語、ポルトガル語、スペ
イン語、ベトナム語の 5 か国語での
情報発信を行っているため、多くの
外国人に情報が到達する可能性が
高い。 

継続的に実施 

多言語版生活ガイドブック「ハ
ンズオンヒメジ」、生活情報誌
「VIVA!ひめじ」等の作成、ベ
トナム語ラジオ放送による生
活情報の提供、日本語学習講座
開催などを実施。 

公立学校に在学している外国人児
童への支援が課題の一つになって
いる。 

姫路藩文化観光学習船運
航事業 

姫路藩和船を活用して姫路城
内堀において旅客運航を実施
し、文化財とその保存継承に対
する理解促進、観光振興につな
げる。 

2014 年の実施で大人気となり、
2015 年も実施。運航は春夏の観光
シーズンのみ。 

2014 年～（運航日は限
定） 

1 回 30 分の運航で、1 日 12 回
程度実施。 

小型船であり、シーズン中は乗船で
きないことも多い。 

コミュニティバス 
事業 

離島内での公共交通機関の提
供。 

実証実験を 4 か所で行い、2 か所に
ついて正式運行に移行。 

2010 年～ 
2 年間実証実験を行い、2 か所
で運行を実施。 

実証実験により、2 か所は休止とな
っており、交通弱者に対する公共交
通機関の提供の解決策には必ずし
もなっていない。 

姫路市提案型協同事業・
おもてなし英会話 

姫路市住民・勤務者を対象に、
外国人観光客の接客、外国人観
光客と話したいなどのニーズ
に対応し、初級英会話を提供。 

姫路市提案型共同事業に 2015 年度
採択された全 8 事業の中の一つ。観
光関係ではこのほか、「姫路城グラ
ンドオープン記念 姫路城からの
帰り道、寄り道マップ（城南・船場・
城西）とまちあるき」が採択。市民
のノウハウを活かした活動を市と
共同で実施することで、市民サービ
スの充実と市民参加が期待されて
いる。 

2015 年～ 
費用は無料で、1 回 2 時間、毎
週 1 回開催。市民活動団体が 
実施。 

単年度事業であり、効果の高いもの
を継続事業化できるのかが課題。 
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（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 姫路市は山陽新幹線停車駅もあり、鉄道・道路網が発達、さらに海上交通網も活かすことが可

能で、広域的な交通利便性は高い。 

・ 市内には 30 の鉄道駅があるが、「都心・中心市街地」では人口当たりの駅数が少なく、利便

性に課題がある。 

・ 離島も複数存在し、海上移動だけでなく島内での交通手段の確保も課題となっている。 

子育て対策 

・ 「わくわくチャイルド」という子育て総合情報サイトを作成、様々な情報を提供しており、ス

マートフォン用ボタンも作成。 

・ ひとり親家庭の児童に対する児童扶養手当があり、全額支給で児童一人の場合 42,000 円、2

人の場合 5,000 円追加、3 人の場合さらに 3,000 円追加、4 人以上の場合は一人増えるごとに

さらに 3,000 円追加される。 

職域確保 

・ 姫路商工会議所と連携し、「ひめじ創業塾[特定創業支援事業]」を実施。1 回定員 30 名、5 回

のセミナーは定員に達する盛況となっている。 

・ 「姫路創業ステーション」は、姫路市商工会議所が姫路市での創業について無料でサポートを

実施している。 

オンリーワン 

・ 平成 22 年に始まった「ジュニア姫路検定」は、子どもたちが「ふるさと・ ひめじ」を誇り

に思う心をはぐくむ姫路市市独自のもの。正答数に応じて、認定証を贈呈している。 

地域受入体制 

・ 姫路市市民活動・ボランティアサポートセンターが、市民活動支援、ボランティア活動の受け

皿となり、ボランティア人財育成も行っている。 

・ 移住・定住については、地方創生推進室において連携中枢都市構想推進の一環として行ってい

る。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 地域包括支援センターの圏域ごとに、高齢者以外の相談にのる地域コーディネーターが配置さ

れている。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 姫路城の改修後、姫路城の混雑状況を発信する専用サイト「国宝姫路城 大入実況」を開設、

待ち時間や混雑時間など、きめ細かい情報提供を行っている。 
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〇類似都市事例⑨ 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

倉敷市（岡山県） 

（くらしきし） 

瀬戸内海の中核都市。備中米の積出

港で、蔵屋敷が立ち並んだことに由

来。 

人 口 478,187 人 

面 積 355.63 ㎢ 

人口密度 1,344.61 人/㎢ 

人口増加率 0.66％ 

観光入込客数 4,752,000 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 

 

▲387 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 白壁の街並みで有名な美観地区は、岡山県観光の拠点である。 

 沿岸部には日本有数の水島工業地帯がある一方で、県内の米どころでもある。 

 瀬戸大橋を望む雄大な眺めは、日本の夕陽百選にも選ばれている。 

 倉敷駅周辺の歩行者専用道路をバリアフリー化し、回遊性向上を図っている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課題 

① 生産年齢人口の流出と歯止めの可能性 ・ 若い世代の地域指向を高める工夫の必要性 

② 高梁川流域圏の連携による効果に期待 ・ 人口減少に伴う地域全体の労働力が減少傾向 

③ 日本有数の観光地の来訪者数減少 ・ 外国人観光客とともに日本人観光客の誘致 

   

（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

スマートウエルネス 

拠点整備事業 

多様な世代が交流・連携

し、暮らしやすさを実現 

官民連携によるソフト・ハードの仕組みが

構築されることによる 2 次効果に期待 

平成 27 年 6 月 
多様な世代が入居するマ

ンション等の整備 

受益者負担増による、計画進行にブレーキ

がかかる懸念 

あのねっとの運営 市内子育て世代情報共有 子育てに関する情報の一元化 

平成 25 年 10 月 官民協働支援サイト運営 子育て世代の横のつながり強化が必要 

中心市街地活性化事業 市心の魅力創造と賑わい 集客拠点の魅力向上と賑わい創出 

平成 27 年 4 月 
市街地での魅力創出事

業・交流広場の整備等 
他の商店街に対する支援内容とのバランス 

＜倉敷市の位置＞ 
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（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 岡山県の県庁所在地岡山市までは車で約 20 分、通勤するには支障のない距離感であり、また、

JR 新倉敷駅や岡山空港を利用し、観光客が訪れるにも非常に便利な位置にある。 

子育て対策 

・ 安心して結婚・出産・子育てができる環境づくりに向け、結婚を希望する人への出会いと交流

の場の提供、出産環境の充実、保育サービスや子育て相談支援体制の充実・経済的負担の軽減

など安心して子どもを生み育てられる環境の整備、さらに，地域・職場など社会全体での子育

て支援や教育環境の充実などが施されている。 

職域確保 

・ 20～29 歳の年齢階層では転入超過となっており、他の地方都市にみられる大学卒業時の就職

による転出超過に対して、倉敷へ就職のために転入する人が多い状況となっている。 

・ ただし、市内高等教育機関（大学・短期大学等）では８割を上回る卒業生が市外で就職してお

り、人口流出の要因の一つとなっている。 

・ 東京一極集中の是正に向け、働く場を創るまちを目指し、地域産業の競争力強化、魅力ある雇

用の場の創出、地元就職の促進、女性・高齢者・障がいのある方の就業機会の拡大、地域活性

化のための ICT 活用などに重点的に取り組んでいる。 

オンリーワン 

・ 美観地区の無電柱エリアを拡大し，伝統的な建造物と調和した町並みの景観美を向上させ、美

観地区内の各集客拠点間を移動する際の路地奥の魅力を高める取組を進めている。 

・ 民間事業者等と幅広く連携した倉敷でしか味わうことのできない魅力的なイベントを実施し

て、リピーターづくりを推進している。 

地域受入体制 

・ 倉敷市は、我が国有数の観光地として、国内外から多くの人が来訪しており、こうした財産を

さらに磨き高め、幅広く情報発信することに加えて、新たな集客・魅力拠点を民間の力を活用

して整備することで、観光消費の拡大など地域活性化につながる「ひと」（交流人口）を呼び  

込む。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 移住定住についての専門部署を設けるとともに、民間の移住者支援団体と連携し、移住希望者

からの相談を受け付ける場となる移住促進協議会（仮称）の設置を検討している。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 産学官連携で，国産ジーンズ発祥の地であり繊維産業の盛んな児島のものづくり力を発信する

イベントの開催や、玉島地区のお茶文化と全国的にも注目を浴びている昭和の町並みが残る商

店街が連動し、新たな魅力発信につながる取組を推進している。 
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〇類似都市事例⑩ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

太宰府市（福岡県） 
（だざいふし） 

古の大和朝廷の出先機関であり、福岡
都市圏の中核都市 

人 口 70,834 人 

面 積 29.60 ㎢ 

人口密度 2,393.04 人/㎢ 

人口増加率 1.35％ 

観光入込客数 7,545 人 

転入超過状況 
（2011 年/2014 年） 

69 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 福岡市の南東約 16 キロメートルに位置する太宰府市は、大和政権が「太宰府」を置いたこ

とにより、約 500 年にわたり九州の政治、経済、外交の中心地として栄えた都市である。菅

原道真公を祀る太宰府天満宮のほか、寺院や遺跡など観光資源が点在している。 

 国内で 4 番目の「九州国立博物館」もあり、国内外からの観光客が訪れている。 

 滞留型観光の推進のため「観光宣伝の充実」を推進、観光事業の実施、観光情報の発信、観

光プロモーション活動等に取組、年間に約 800 万人の入込み客につながっている。 

 福岡都市圏の住宅都市化に伴う大規模な宅地開発や、大学立地により人口増加が起こり、現

在でも人口増加は続いている。 

 JR 鹿児島本線、西鉄天神大牟田線、太宰府線の 3 路線が走り、九州自動車道をはじめとす

る南北幹線道路など、道路網も充実している。 

 大宰府跡や水城跡、太宰府天満宮、級数国立博物館などの観光資源を活用した活力ある都市

づくりを目指している。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 人口は増加しているものの、高齢化
が進行している。 

・ 1960 年～1970 年台に開発が行われた住宅団地で、
世帯数の減少と高齢化が問題となっている。 

・ 地域コミュニティの維持のための対策が必要。 

② 「大規模集客施設立地ビジョン」に
おける拠点である西鉄五条駅周辺
で、拠点機能の低下が懸念されてい
る。 

・ 市の周辺に大規模商業施設が多く立地し、それら
商業施設へ買い物客が流出している。 

・ 市の生活拠点としての環境の維持向上のため、さ
らなる整備が求められている。 

③ 市の西の玄関口となる JR 太宰府駅
（仮称）の新設が計画されている。 

・ 交通、商業、業務施設と住宅が集積する市の拠点
として、新しい市街地形成が課題となっている。 

 

  

＜太宰府市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

コミュニティバス 
事業 

コミュニティバス「まほろば
号」により、高齢者等に移動手
段を提供することを目的とし
ている。 

2014 年までに 8 路線に拡大、丘陵
地にある高齢化の進んだ地域など、
交通弱者・買い物弱者対策として効
果を上げている。 

1998 年～ 

従来のバスでは入りにくい地
域を対象に、小型バスによる地
域サポートカーや、スーパーマ
ーケットと連携した無料の買
い物サポートカーの運行など
を行っている。 

無料バスは経費の一部を市が補助
しており、採算性との兼ね合いが課
題。 

太宰府発見塾事業 

文化財や文化遺産を守り育て
ることが豊かな生活につなが
る、という市民意識の醸成を目
的に実施。 

2014 年度は 214 名の受講生を受け
入れ、177 名が修了した。 

2011 年～ 

市域の文化遺産の歴史的位置
づけについて学ぶ、年間を通し
て 11 回の講座の開設をして 
いる。 

受講生のその後の展開として、文化
財課での実査ボランティア活動を
行うことを促しているが、必ずしも
うまくいっていない。 

伝統文化普及 
啓発事業 

伝統文化普及啓発のためのイ
ベントの開催、パンフレット作
成などを実施。 

公表された文化遺産が、地域学習等
に活用されるようになってきた。 

2011 年～ 

文化遺産調査ボランティアに
より収集された文化遺産のう
ち、市域全体にわたるものにつ
いての冊子を作製。市のホーム
ページにも掲載。 

有形のものについては、所在の確
認、定期的な観察などにより、最新
情報への更新が必要。 

太宰府ブランド 
創造協議会事業 

九州国立博物館の開館を契機
として「太宰府ブランド創造協
議会」を立ち上げ、観光や産業
の振興の観点から、新たなブラ
ンドの確立に向けた調査・研究
や事業を展開 

市内の地域遺産の魅力を市民、観光
客に発信することで、地域の活性化
につながっている。 

2005 年～ 

市民参加型のイベント「太宰府
古都の光」や「ゆかた de 太宰
府」、「太宰府あれこれ１０選」
などの取組を実施。 

これら取組を展開することで、滞留
型観光につなげることが課題とな
っている。 
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（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 福岡空港に近接していることから、国内主要都市および海外への移動利便性も高い。 

・ 九州国立博物館の開館に伴い、九州国立博物線（県道 610 号）が完成するなど、道路網の整

備も続いている。 

・ 2014 年 4 月から西鉄太宰府駅から空港経由博多駅の直通バス（ライナーバス「旅人」）の運

行も開始、利便性が高まっている。 

・ 西鉄では、太宰府観光列車「旅人」の運行も、2014 年 3 月から始まっている。 

子育て対策 

・ 平成 22 年 3 月に「にこにこプラン（太宰府市次世代育成支援対策行動計画）後期計画」を策

定。後期計画では、「保育所の新設や学童保育所の増設などの環境整備」「太宰府市子育て支援

センターを中心とした子育て支援ネットワークの充実」等を主な施策とし、子育て支援を推進

している。 

職域確保 

・ 「創業支援事業計画」を策定、市や創業支援事業者が連携して実施する「特定創業支援事業」

である「だざいふ創業塾」の講義を原則すべて受講すれば、市が交付する証明書により国から

の支援策を受けることができる。 

・ 太宰府商工会では、太宰府市で起業・創業を考えている事業者に支援を行っている。 

オンリーワン 

・ 黒田官兵衛ゆかりの地である太宰府市は、市内に関連した史跡等も多く、九州公立博物館等と

も連携し、各種イベント企画、パンフレット作成など、観光振興に活用している。 

地域受入体制 

・ 太宰府市観光案内所(太宰府駅構内)と太宰府観光協会に外国人受入体制が整備された案内所

に対して指定される「ビジット・ジャパン案内所」を設置し、おもてなしの国際化に務めてい

る。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 太宰府市 NPO・ボランティア支援センターでは、NPO やボランティア活動をはじめとする

さまざまな市民活動の情報・交流・支援の拠点、ボランディアコーディネートなどを行ってい

る。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 太宰府市のシンボルのひとつである特別史跡大野城跡は、2015 年築造 1350 年を迎えること

から、記念事業実行委員会を設置、パネル展やシンポジウム、ホームページ作成など様々な事

業を展開している。 
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2.3.2. 居住地型の類似地域と比較 

 

広島県の県庁所在地である広島市に隣接している環境は、住民の居住地として、さまざ

まな可能性を持ち、移住定住を検討する可能性が非常に高いといえる。そこで廿日市市と

類似した条件で人口が増えている地域の特徴を整理し、廿日市市との相違点を抽出し、そ

こから得られる廿日市市が取り組むべき施策について検証することとする。検証にあたっ

ては、下記 10市町の人口増につながった他地域と違う特徴や取組について取り上げている。 

 

図表 31 廿日市市の類似都市事例 

都市事例 
転入超過
の状況※           

特  徴 

①  山梨県      

甲府市 

656 都心からも近く、子育て支援も充実。二地域居住も可能な

地域である。 

②  群馬県      

前橋市 

287 首都圏への通勤圏でありながら、居住性が充実している。 

③  千葉県      

冨里市 

794 首都圏への通勤圏であり、成田空港にも近い環境にある。 

④  千葉県長生郡      

一宮町 

71 海のあるくらしを提案、都市部からの移住を取り込んでい

る。 

⑤  愛知県      

長久手市 

524 名古屋のベッドタウンとして子育て世代が住みたい街と

しての需要が高まっている。 

⑥  島根県      

大田市 

22 某誌での住みやすい田舎総合 1 位にふさわしく支援メニ

ューが充実。 

⑦  島根県隠岐郡      

海士町 

26 離島というハンデを覆し、島の魅力によって人口増加を続

けえいる。 

⑧  島根県邑智郡  

邑南町 

9 日本一の子育て支援を謳い、暮らしやすい街を紹介した成

果が表れている。 

⑨  福岡県      

福津市 

922 福岡の通勤圏で住みやすい街を整えた結果人口増につな

がっている。 

⑩  大分県      

豊後高田市 

56 子育て支援策も多く講じられ、名実ともに住みやすさを実

現している。 

⑪  熊本県      

菊池市 

124 福岡の通勤圏にありながら、子育て支援や地産地消などを

推進している。 

※ 2014 年度の転入超過数から 2011 年度の転入超過数の差し引いた分。（単位：人） 
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〇類似都市事例① 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

甲府市（山梨県） 

（こうふし） 

甲斐の国の府中の意に由来する。

519 年に武田氏が城下町を設けた

のが、まちの始まりと伝わる。 

人口 189,874 人 

面積 212.47 ㎢ 

人口密度 893.65 人/㎢ 

人口増加率 ▲1.07％ 

観光入込客数 2,865,326 人 

転入超過状況 

（2011年/2014年） 

 

656 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 市域は山梨県の中央を南北に縦断しており、市街中心部は甲府盆地の中央北寄りに位置す

る。 

 山梨県は首都圏整備法上の首都圏に属する県であり、関東地方への志向性が強い傾向にあ

る。 

 2000 年（平成 12 年）11 月 1 日に特例市に指定された。 

 比較的東京に近いこともあり、中央本線や中央高速バスを利用すれば、短時間で東京(特に新

宿)へ行けるようになった。 

 甲府市域には、寺社は武田氏により保護され、城下町整備において計画的に創建や移転が行

われたため数多くの寺社が分布しており、現在では武田氏に関係する歴史的観光資源として

も機能している。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① ストロー化現象が起こっている。 

・ 交通機関の競争が激化して本数増発や運

賃・料金値下げを繰り返したため、より東

京に行きやすい環境になっており、休日に

は日帰りで東京へ買い物などに出かける人

が多い。 

② 合併により住民サービスが低下している。 

・ 日常生活圏は行政区域を越えて広域化が進

んでおり、圏域全体の一体的な都市づくり

が必要となっている。 

③ 中心市街地の空洞化が進行している。 

・ 活性化に向けた様々な事業の展開を図り、

一定の成果をあげているものの、歩行者通

行量の回復や小売販売額の増加には至ら

ず、衰退に歯止めがかからない。 

＜甲府市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

まちなか居住再生事業 中心街空洞化の歯止め。 
平成 19 年度には人口は減少から
増加に転じている。 

2002 年～ 

中心市街地における住宅の建
築、購入者に対し、契約金額
の 3％、50 万円を限度に補助
金を交付する。 

計画区域内において重点エリアを設
定し、集中的に住環境の改善等に取
り組むことで、まちなか居住を推進
していかなければならない。 

観光開発事業 個人観光客誘致活動を行う。 滞在型観光客が増加した。 

2012 年～ 
様々な  PR を戦略的に実施
している。 

これまでとは違った視点からの地 

域資源の活用、発掘、PR 活動に努 

めていく必要がある。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 中央本線や中央高速バスを利用すれば、短時間で東京(特に新宿)へ行ける。 

・ 羽田や成田空港へはシャトルバスが毎日運航されている。 

子育て対策 

・ 平成 25 年 11 月より対象家庭を市内在住の 18 歳未満の子どもがいる世帯又は、妊婦がいる世
帯に「やまなし子育て応援カード」を交付。ステッカーを掲示した協賛店舗に応援カードを提
示することで、様々なサービスを受けることができる。 

職域確保 

・ 市とハローワークが一体となって実施しており、就労支援窓口「ワークプラザ甲府」の積極的
な活用を進めている。 

オンリーワン 

・ 都心へのアクセスが鉄道、バスとも乗り換えなしで行ける利便性の良さから、移住者が増えて
いる。 

地域受入体制 

・ 市内に定住等を目的として空き家の利用を希望する方に対して情報の提供を行う空き家バン
クを創設し、積極的に地域外の人々への移住定住を呼びかけている。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 合同会社まちづくり甲府が関係団体等との連携を図りながら、まちの価値を高めるための先導

役（コーディネーター役）を担っている。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 甲府市中心市街地エリアを対象に、普段まちの人たちが気づいていない空間資源、人的資源、

文化資源、歴史資源などのまちに存在する潜在的な価値のあるお宝を、地域外の外部有識者が、

まちの人たちと一緒に探し、使い方を考えることでエリアの未来と豊かな暮らしを構想し提案

する、二日間にわたるイベント『まちのトレジャーハンティング＠甲府』を開催。 
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〇類似都市事例②  

（１）都市データ  

項 目 内 容 

前橋市（群馬県） 

（まえばしし） 

東山道の駅厩橋を酒井氏の時代に

前橋と改めたことに始まる。 

人 口 336,910 人 

面 積 311.59 ㎢ 

人口密度 1,081.26 人/㎢ 

人口増加率 ▲0.77％ 

観光入込客数 6,102,100 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 

 

287 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 関東平野の北西端、赤城山南麓に位置し、市内には利根川が流れる。 

 鉄道交通では中心駅の前橋駅が幹線から外れているため、隣の高崎市にある高崎駅が前橋市

への中継点の役割を果たしている。 

 中心市街地は商業の衰退が著しく、再活性化が目下の最重要課題とされている反面、商業施

設は、市街地外周や郊外に多く立地している。 

 公共交通機関の利用者は減少傾向にあり、特にバスにおいては 1990 年代より不採算路線の

相次ぐ廃止や上毛電鉄の路線バス事業撤退、自治体による欠損補助を受けて運行を維持する

路線の拡大など深刻な状況下にある。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 公共交通機関の利用者は減少傾向 

・ バス委託路線における利用者減少は欠損補

助を行う市の財政負担になっている。 

・ 公共交通の維持・強化や本市財政負担の抑

制の観点鉄道・バスの利用促進を行うこと

が必要である。 

・ 鉄道を中心とした公共交通のシームレス化

や運行サービスの向上、駅の魅力向上につ

いて改善が必要である。 

② 中心市街地の衰退 

・ 空き店舗の常態化や、中心商業地における

商品販売額や、歩行者通行量の減少して 

いる。 

③ 合併後の地域的な発展の偏り 
・ バランスなどに配慮して拠点を配置し、そ

の環境整備や機能の集積、連携が望まれる。 

 

＜前橋市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

地域づくり推進事業 
地域力を発揮できる仕組みを

段階的に整える。 

市民同士が将来像や目標を共有で

きた。 

2012 年～ 
具体的に取り組む内容を地域

活動計画としてまとめる。 

大勢の参画と協力が得られる体制

づくりが求められる。 

まえばし市民提案型 

パートナーシップ事業 

豊かな地域社会と誰もが安心

安全に暮らせるまちづくり。 

今後協働で事業を実施する団体や

市の担当課へのアドバイスなど、多

くの貴重な意見得た。 

2012 年～ 

市民からの自由な発想による

事業提案を市と協議の上実

施。 

結果を次の事業に如何に反映させ

るのかを検討する必要がある。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 自家用車に依存したライフスタイルが定着しているため、環状道路を市全域に配置した道路

網が整備されている。 

子育て対策 

・ 就労する母親の増加傾向に伴い、保護者の急病・急用時等のため、子どもを一時的に預かる

サービスの充実を進めている。 

職域確保 

・ 働く女性が充実した職業生活と家庭生活を営み、ゆとりある社会生活を送るための各種講座

等を実施し、お互いの親睦を深めながら女性の地位向上と福祉の増進を図っている。 

オンリーワン 

・ 2011 年（平成 23 年）度の観光客数は 5,917,400 人で、群馬県内市町村別第一位であった。 

地域受入体制 

・ 首都圏の“アクティブシニア”を地方に移住させ、東京一極集中の是正や地方の雇用創出を図

る方策で、平成 30 年に新築移転予定の前橋赤十字病院（同市朝日町）の跡地を前橋版 CCRC

の拠点にする考えで、平成 27 年度度中に策定する地方版総合戦略に盛り込む方針である。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 地域づくり交流フェスタを開催することにより、地域づくり活動に関わっている市民の交流

や、各地域づくり協議会の活動再認識を行い、前橋市内の地域づくり活動の活性化や充実を図

っている。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 前橋の観光地の魅力を発信するため、書店で販売している「るるぶ」シリーズを発行する JTB

パブリッシングと連携し、「るるぶ特別編集版」として本市の観光パンフレットを発行して  

いる。 

〇類似都市事例③ 
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（１）都市データ  

項 目 内 容 

富里市（千葉県） 

（とみさとし） 

1889 年 13 村が合併し、とみ（十三）

と豊かな郷土に願いを込め、富の字

を充て、富里とした。 

人 口 48,464 人 

面 積 53.88 ㎢ 

人口密度 899.48 人/㎢ 

人口増加率 ▲1.85％ 

観光入込客数 83,262 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 794 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 東京都心から 60km 圏内、北総台地のほぼ中央に位置しており成田国際空港から 4km の所

に位置する。 

 市内を通る鉄道路線・鉄道駅はなく、隣接する成田市、八街市からのバス輸送が中心となっ

ている。 

 富里市では、1978 年の成田空港開港などにより人口が急増してきたが、1995 年以降、人口

は伸び悩んでいる。 

 2005 年以降の「社会増減」は転出超過（「社会減」）の傾向が続いている。特に、大学卒業

時の 20～24 歳から 25～29 歳になるときは、男女とも大幅な転出超過を示しており、若

者世代の市外への流出が懸念される。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 出生率の低下や若者世代の市外流出などが

要因で人口減少が進んでいる 

・ 施策を確実に実行しているが、人口減少に

歯止めがかからない。 

② 1978 年の成田空港開港に伴う急激な人口

増のように、富里市の発展には、成田空港の

存在が大きく影響している 

・ 空港関連企業従事者等が住みやすい環境を

整えることが重要 

・ 成田空港の機能強化や高速道路網の拡充と

いった環境変化に応じた土地利用のあり方

を含め検討する必要がある。 

＜富里市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

市民活動支援補助金 市民活動の活性化 
市民が行う自由で自発的な公益活動を醸

成した。 

2011 年～ 市民活動の資金を支援 毎年申請件数が低迷している。 

とみさと教育プラン 
学校教育の充実、生涯学習の推進、

文化･スポーツの振興 

「英会話の日」推進事業の実施など積極

的な学習体制が構築されてきた。 

2011 年～ 
既存の教育や取組の見直し及び向上

を図る 

評価基準が教育委員会点検及び評価とな

っており、十分な評価体制となっていな

い。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ コミュニティバスの「さとバス」及び完全予約型の「デマンド交通」の本格運行で市内公共交

通の利便性向上を図る。 

子育て対策 

・ 今後策定する新たな事業計画や計画に基づく事業の推進に、保護者や子育て支援に係る関係者

の意見を反映させるため、平成 25 年 9 月に条例で「富里市子ども・子育て会議」を設置した。 

職域確保 

・ 富里市の基幹産業である農業の継続的な発展のために、農業振興と経営の安定化に向けた取組

を行うとともに、担い手の積極的な育成や支援を行っている。 

・ 積極的な企業誘致を行うとともに、市内の商工業者の経営安定化及び改善等の各種支援を  

行う。 

オンリーワン 

・ 「とみさとザ・ワールド・キッズ」の活動支援や「英語ふれあい Day」による外国語推進事

業、全小中学校による英会話の日の実施などの次世代を担う子どもへの教育強化。 

地域受入体制 

・ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を実現させるとともに、多様化する子育てに係るニーズ

にきめ細かく対応するため、子育てしやすい環境の整備など、総合的な支援を行う。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ まちづくりコーディネーター育成業務を NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブが

平成 28 年 3 月 31 日まで受託。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・新たな観光資源の創出に努めるとともに、首都圏及び空港隣接地域としての立地環境を活用し

た魅力ある地域づくりを推進し、観光客の誘致を図る。 
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＜一宮町の位置＞ 

 

〇類似都市事例④ 

（１）都市データ  

  

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

◆ 千葉県東部太平洋岸にあり、都心まで特急を利用すれば 60 分のアクセスである。 

◆ 緑と海と太陽のまちをキャッチコピーに、都心から近い海のある暮らしを提案している。 

◆ 主要産業は日本一といわれるガラス温室団地で行われる、ハウス栽培を中心とした近郊そ菜

果樹園芸である。 

◆ 地域の名前の由来でもある玉前神社の例大祭「上総十二社まつり」は、807 年から続く。 

◆ 近年はサーフィン需要を取り込む移住定住政策に力を入れている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 人口減少が叫ばれる中、出生数が安定し、

年少人口が増加している。 

 長期的には人口減少が予測されており、早い段

階での移住定住対策が必要である。 

② 青年農業者を中心に近郊農業が盛んであ

る。 

 高齢の生産者の後継者不足は否めず、より多く

の生産者を育てることが急務である。 

③ 上総国一宮が鎮座するにふさわしい歴史

と伝統がまちに根付いている。 

 地域に訪れる観光客の多くはマリンレジャー中

心で、来訪者需要を海以外に注ぐための回遊性

が弱い。 

④ 数少ないウミガメ産卵地であり、残され

た自然を守り続ける必要がある。 

 個々の小さな取組を、地域の学びやコミュニテ

ィ活動として取り上げることが求められてい

る。 

⑤ 子どもが増えても、周辺環境が未整備 

で、女性の活躍の場が限られている。 

 女性の社会進出や子育てを支援する体制を整

え、安心して暮らせる環境創出が急務である。 

項 目 内 容 

一宮町（千葉県） 

（いちのみやまち） 

玉前神社が上総国一宮であったこ

とに由来、長く加納藩が地を治め、

元町長はその末裔にあたる。 

人 口 12,475 人 

面 積 22.97 ㎢ 

人口密度 543.10 人/㎢ 

人口増加率 2.8％ 

観光入込客数 694,730 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 
71 人 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 
実施時期 実施内容 今後の課題 

WQS4 スター国際サー
フィン大会の開催 

サーフィンの町にふさわしい国際
大会開催と認知度上昇による需要
流入を目指す。 

サーフタウン一宮のイメージが強く
アピールされ、愛好家以外にも浸透が
進んでいる。 

平成 22 年 9 月～ 

サーフィン大会開催と周辺環境整
備（自然環境保護）実施により町
民の受入環境拡大と交流人口拡大
による経済活性化を進める。 

サーフィン以外の地域資源の活用や、
来訪者を楽しませるメニューの開発
が急務となっている。 

人・農地プラン 
新規就農者、担い手の育成を進め
るための仕組みづくりを行う。 

若手農家のチャレンジ精神と行動力
により、高付加価値産品の生産や、販
路を拡大している。 

平成 27 年 5 月 

高齢の生産者の休耕地や耕作放棄
地を活用し、新規就農者に対する
育成や農地活用支援を積極的に 
行う。 

高齢者の中には先祖代々の土地にこ
だわる向きも強く、新たな農地として
の活用整備が進まないことも一方で
課題である。 

一宮町子ども・子育て
支援事業計画 

地域や家庭で子どもが安心して暮
らせる仕組みを構築し、皆で育て
るまちづくりを目指す。 

育児に専念できる環境とともに、地
域のつながりを強化するためのコミ
ュニティ組織の活用も進められて 
いる。 

平成 27 年 3 月 

地域内での子どもの預かり場所や
育児相談について、ニーズの増加
に合わせた弾力的な対応を、官民
協働で進める。 

移住定住者対応を踏まえ、積極的な
支援体制を整備することが喫緊の課
題であり、可及的速やかな対応が求
められる。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・都心から車で 90 分、特急利用で 60 分の場所にありながら、自然豊かな環境は、現在の仕事を
続けながらの移住や二地域居住の需要に合っており、注目されている。 

子育て対策 

・児童手当や育児手当などを随時給付し、金額的な支援を行う一方で、新生児巡回や、保育所コ
ミュニティ施設での教室開催など、横のつながりを支援する事業も展開している。 

職域確保 

・農業に関しては、若手の担い手育成に関して手厚い施策を用意している。地域の基幹産業でも
あり、収益性も高い近郊農業中心のため、なり手の意欲次第では有望である。 

オンリーワン 

・自然、歴史、文化、海が都市部から 1 時間圏内に揃う場所は他には僅少であり、この優位性を
前面に押し出し、サーフィンを軸とした町内活性化方策が進められている。 

地域受入体制 

・町のホームページに「移住・定住」サイトがあり、随時最新情報を提供している。また、就農
支援も積極的に行っており、移住後の対応も個別に相談できる体制を整えている。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・コーディネーターとしての専任はおらず、移住サイトの運営と情報の充実を図っていて、移住
情報の中に、移住者の生の声なども反映されている。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・平成 25 年から都心からの近さを売りにした本格的なトライアスロン大会を実施し、多くのフ
ァンを集めている。海に特化した観光交流を今後も推進していく目論みである。 
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〇類似都市事例⑤ 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

長久手市（愛知県） 

（ながくてし） 

長く続く湿地を意味する。平成 12 

年県内 38 番目の市として誕生した。 

人 口 52,066 人 

面 積 21.55 ㎢ 

人口密度 2,416.05 人/㎢ 

人口増加率 6.72％ 

観光入込客数 1,572,199 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 
524 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 名古屋市の東に広がる名古屋東部丘陵地域に位置し、香流川（一級河川）源流域が南東部に

存在し、市の北西部へと流下している。 

 従来市内に鉄道路線がなかったが、2005 年にリニモが開業したことによって市内に鉄道路

線ができた。 

 「日本一の福祉のまち」を目標に、「3 つのフラッグ 21 の施策 70 の取組み」を構築し、

住民プロジェクト「絆」を展開している。 

 名古屋に隣接した市西部は住宅地・商業施設などが多く都市化が進んでいる。また、市東部

は今なお自然を多く残しており、市街化された都市と自然豊かな田園の両面を併せ持ってい

る。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課 題 

① 人口は、町制施行した昭和 46 年には、

11,637 人（2,958 世帯）であったが、平成 

26 年４月１日現在では 53,173 人（21,320 

世帯）と約 5 倍に増加している。 

・ 今後、人口増加が減少に転じた際の対策を

検討する必要がある。 

② 高齢化率は 14.9％となっており、全国平均

（23.0％）と比べると 8％低い数字となって

いる。 

・ 一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加な

ど、地域の力、家族の力の低下が進んで  

いる。 

③ 公共交通体系の改善により、市内の公共交通

は、増加傾向で推移している。 

・ 自家用車に過度に依存せず、公共交通での

利便性の向上に向けて、継続して取り組む

必要がある。 

＜長久手市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

地域共生ステーション 

整備事業 

地域のための様々な取組を行うた

めの拠点の創出。 

地域住民の交流を通じて、住民の

市政やまちづくりの関心につなが

っている。 

2012 年～ 
地域住民・住民団体・事業者・行

政のコミュニケーションの創出。 

さらに多くのコミュニティで実施

し活動を広げていく。 

幸福度指標調査事業 
「幸福度の高いまち＝日本一の福

祉のまち」の実現。 
効果的な政策策定の決定。 

2013 年～ 
幸福度指標の導入を視野に基礎的

な調査を実施した。 

幸福度指数導入後の各種施策の効

果的な実施を行う必要がある。 

協働まちづくり 

実践活動支援事業 

地域課題の官民共同での解決す

る。 

地域の課題解決について住民の意

見が反映された。 

2013 年 実施する事業の活動経費の助成。 事業の継続と財源の確保。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 万博開催に合わせ、東部丘陵線「リニモ」が完成。名古屋市営地下鉄と接続され、利便性が増

した。 

子育て対策 

・ 平成 20 年から子育て家庭を地域社会全体で支える「子育て家庭優待事業」を実施している。

協賛店舗・施設である「はぐみん優待ショップ」で、割引・特典など様々なサービスが受けら

れる。 

職域確保 

・ 区画整理事業等を中心とした計画的な開発を行う中で、商業系企業の誘致を積極的に行ってい

る。 

オンリーワン 

・ 2014 年の住みよさランキングで 3 年連続トップとなった。 

地域受入体制 

・ 名古屋市のベッドタウンとして都市基盤や環境整備などが進み、人口の増加が続いている。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 長久手オリジナルの観光交流を推進していくために、市民、大学、企業、関係団体等の活力と

アイディア、さらに実行力のある民間の力を活用するため、既存の観光交流推進会議を母体と

して、長久手市観光協会（仮称）の設立を検討中。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 長久手オリジナルの観光資源とともに、長久手のライフスタイルをつくるもう一つのオリジナ

ルな市民の「いい日常」の資源を観光交流に生かし、「ながくてスタイル」を創造し、展開し

ている。 
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〇類似都市事例⑥ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

大田市（島根県） 
（おおだし） 

2005 年、大田市、温泉津町、仁摩
町、が合併し新大田市が発足した。 

人 口 37,421 人 

面 積 435.71ｋ㎡ 

人口密度 85.88 人/k ㎡ 

人口増加率 ▲3.59％ 

観光入込客数 1,462,309 人 

転入超過状況 22 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 世界遺産に登録された石見銀山遺跡をはじめとした歴史的・文化的価値の高い遺跡等が数多
く残っており、石見銀山遺跡は産業遺跡として海外からも高い評価を受けている。 

 国立公園三瓶山、鳴り砂で有名な琴ケ浜等の大田市海岸、自然資源も多く、三瓶山は三瓶小
豆原埋没林の発見に伴い、自然体験の場として整備が進められている。白山火山帯に属する
ことから、多くの温泉に恵まれている。 

 出雲圏と石見圏の結節点であり、島根県の中央部に位置していることから島根県各地へアク
セスしやすい立地である。 

 市内にはコンベンション機能を有した施設も多い。 

 （株）宝島社が発行している月刊誌「田舎暮らしの本」の中で実施されている『日本「住み
たい田舎」ベストランキング』で総合１位を獲得。部門別のランキングでは、子育て世代に
ピッタリな田舎部門第２位、古きよき日本部門第３位となった。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 高齢化の進行が急速に進んでいる。 

・ 全国に先駆けて高齢化が進行しており、高齢
者福祉の充実がさらに必要となって  い
る。 

・ 魅力ある定住環境の整備が重要な課題で  
ある。 

② 若者を中心とした市外への人口流出が続いて
いる。 

・ 若者の市外流出は、年間 150 人前後の社会減
が続いている主たる要因となっている。 

・ 地域産業の衰退や若者の就業ニーズの変化、
雇用の受け皿などの問題に起因して いる。 

③ 特徴的な産業も多いが、新たな産業創出が求め
られている。 

・ 地域産業の育成支援、石見銀山遺跡の世界遺
産登録を契機とした新たな産業創出、新商品
開発などが課題となっている。 

 

＜大田市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

「石見銀山遺跡とそ
の文化的景観」世界遺
産登録 10 周年事業 

石見銀山の世界遺産登録 10周年
を記念し、実行委員会を設置、
遺跡の価値の再認識し、来訪者
にとっても魅力ある地域づくり
を進め、交流人口の拡大による
経済の活性化を目指し実施され
ている。 

ロゴマーク決定に際しては、2,066 票
の投票があり、市民の関心も高い。 

2015 年～ 
ロゴマークを作成、現在は市民
からの意見交換を進めている。 

石見銀山への観光客が減少している
ことから、10 周年事業を機に観光客
の増加が課題となっている。 

大田市観光サイト 
石見銀山ウォーキン
グミュージアム 

石見銀山を軸に、地域の文化、
暮らし、産業などを一つのミュ
ージアムと見立てる観光まちづ
くり構想。 

石見銀山遺跡の「歩く観光」を深め、
石見銀山遺跡を始めとした市内の
様々な地域に、実際に触れる機会を作
っている。 

2007 年～ 

地域をゆっくりめぐり体感する
観光まちづくりを展開。地域の
見所、モデルコース、ゆるキャ
ラグッズの紹介などを行ってい
る。運営は太田市観光協会。 

石見銀山は世界遺産登録された 2007
年には約 71 万人、登録後の 2008 年
は約 81 万人の観光客が訪れたが、そ
の後次第に減少し、2012 年は約 43
万人となっており、観光客数増加へが
大きな課題となっている。 

第二定住推進 
ビジョン 

「団塊の世代」が退職期を迎え
た平成 18 年度を「定住元年」と
位置づけ、「定住促進ビジョン」
を策定したが、その後の人口減
少傾向を踏まえ新たな施策展開
を策定したもの。 

推進期間５カ年で、1,000 人の UI タ
ーン者の確保が目標となっている。 

2013 年～（5 日年） 

人口減少を少しでも鈍化させな
がら、定住人口の確保を図るた
め、「移住」「2 地域居住」「U タ
ーン」など多様なライフスタイ
ルの定住促進する「就業支援」
「子育て対策支援」「空き家活用
等促進対策」「ふるさと愛育む支
援」で構成されている。 

市の現在の流出人口に対し、目標値は
高く、目標達成は大きな課題である。 

観光バス事前乗降 
駐車予約システム 

石見銀山地内は大型車両の通行
が困難なため、予め観光バスの
予約ができるサイトを作成、運
用している。 

事前予約システム導入により、運営側
は人件費削減が可能となり、観光バス
の集中緩和に役立っている。 

2007 年～ 
ネット上で事前予約すること
で、当日予約に比べ低額で利用
できる。観光協会が運営。 

駐車場不足や狭隘道路など、道路環境
の対応は別途課題となっている。 
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（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 市の大半は中山間地域で、道路網は海岸沿いの国道 9 号が山陰本線沿いに走り、国道 375 号

が南北に走り、これらを県道等が結んでいる。 

・ 石見銀山周辺でも狭隘道路も多く、交通利便性には問題が多い。 

子育て対策 

・ 人口減少と高齢化の急速な進行へ対応するため、子育て支援を重視した各種施策を充実させて

おり、一般的な子育て対策のほか、「おじいちゃんおばあちゃん保育ボランティア事業」のよ

うな独自の対策も取り入れている。 

職域確保 

・ 雇用環境の整備促進のため、職業紹介所に専属アドバイザーを配置し雇用仲介事業を促進、定

住者等の確保に努めている。 

オンリーワン 

・ 水産加工品を中心に地域の自然の素材を活かした産業集積や医療福祉・衣服等の分野でオンリ

ーワンを目指す事業所が見られ、市でも地域産業の育成支援に取り組んでいる。 

地域受入体制 

・ ワンストップ対応による定住者への対応強化を目指し、おおだ定住支援センターの強化など、

受け入れ態勢を構築している。 

 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 大田市温泉津町で産するアムスメロンと西条柿などの特産物の特産振興を図り、産地の維持・

拡大と生産販売体制の構築に向けた施策、事業の企画立案を行う、特産品振興のための地域コ

ーディネーターを活用している。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 定住 PR サイト「どがどが」を運営、会員登録者には年 3 回会員誌やイベント情報、特産品チ

ラシなどを送っている。 
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〇類似都市事例⑦ 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

海士町（島根県） 

（あまちょう） 

海士町のある隠岐中ノ島は自然豊か

な島で、鎌倉時代には後鳥羽天皇がご

配流された島として知られている。 

人 口 2,357 人 

面 積 33.46 ㎢ 

人口密度 65.54 人/㎢ 

人口増加率 0.99％ 

観光入込客数 34,800 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 26 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 平成の大合併の折、敢えて合併せずに官民一体となって、無人島にしないための生き残り策

を模索した結果、奇跡の島とよばれるまでの、様々な取組の成果が表れている。 

 若者世代が I ターンしたくなる魅力づくりと、島の子どもたちが未来を描ける教育を充実さ

せることにより、島民の新陳代謝が活発になっている。 

 「ないものはない」をスローガンに島のありのままの暮らしを観光素材に、交流文化事業を

手掛けている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課 題 

① 島留学が功を奏し、若者の移住が増えてい

る。 

 都市部との交流活発化は喜ばしい反面、島留

学の趣旨が単なる学力向上にあり、自らの学

びのためだけに来島する学生も増えつつあ

る。 

② 島の観光誘客と子供たちの学力向上によ

り、島を離れる人が減少した。 

 島を離れ都市部へ学びに出た学生が、島に戻

って再び暮らし続けるのか、新たな島民離れ

が懸念されている。 

③ 島の特産品のブランド化が成功し、収益源

になっている。 

 ブランド化することで高価になった分、島民

とは縁遠い存在となり、地元で味わえない地

域特産品となってしまったことが危惧されて

いる。 

＜海士町の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 
実施時期 実施内容 今後の課題 

魅力ある高校づくり 
島の教育の基幹である島前高校の
魅力を高め、海士町でしかできな
い教育を行う。 

全国でも稀な島を魅力化するため
のキャリア教育を実施、勉強のた
めの勉強にならないことが島の生
徒に考える力を授ける結果となっ
た。 

平成 21 年 4 月～ 
島のハンデを感じさせない知恵を
与えるユニークな教育プログラム
の提供を推進している。 

当該留学生の増加に伴い、若干当
初の趣旨と意向が異なる生徒も増
えつつある。 

地域主体の特色ある 
観光の推進 

島の魅力をありのままに伝え、共
鳴する人々から適正収入を得る。 

ないものはない、を楽しみたい
人々が訪れ、新しい観光のモデル
として全国的に注目を浴びてい
る。視察も増えたが視察そのもの
を収益事業にしている。 

平成 24 年 7 月～ 
観光協会による収益事業の推進と
交流人口拡大を目的とした「島旅」
の推進する。 

島の暮らしをどのように高付加価
値化していくためには、今後の更
なる拡大と展開に向けて人財確保
が急務となっている。 

住民参加の 
まちづくりの推進 

島の未来を島民が自由に考え提案
する仕組みをつくる。 

海士町をよくするための 24 の提
案を軸に、住民ひとりひとりが海
士町の未来を真剣に考え行動して
いる。 

平成 21 年～ 

島の様々な取組に対して町民一人
一人が参加し意見を言える環境を
整え、島の未来を島民が納得する
方向で進める。 

島の未来を考え若い世代が育つ一
方で、高齢化の進捗を止めること
は出来ていない。島の理念に共鳴
した新たな島民を増やすべきか、
今いる島民がさらに知恵を絞るの
か、新たな転換点を迎えつつある。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・大阪と出雲から隠岐島まで航空便があるものの、決して便の良い場所ではない。 

子育て対策 

・島の生活を前提にした子育て支援が行われている。 

職域確保 

・都市部のような働き口はないが、島の暮らしと取組を続ける中から仕事を創り、地域の人々の
雇用につなげている。 

オンリーワン 

・「ないものはない」、この言葉の意をどうとるかによって、この地の魅力の理解に差が出る。都
市部の暮らしに必要なものはなくとも、島の暮らしに不足するものは何もないということが、
島の暮らしを求める人にとっては、一番のアピールになっている。 

地域受入体制 

・島の暮らしを理解する人々は島のありのままの生活を受け入れることで地域のコミュニティに
溶け込むことができ、観光客は島の暮らしに触れることで、島でお金が使われる仕組みになっ
ている。 
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（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

 I ターンや島の理念に共感した若手人材が多く入島し、自ら考えた取組み実現に向け、自主的に

活動している。島を元気にするという大きな理念を全員が共有し、同時多発的に発展を続けて

いる。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

 島を離れた学生が帰島し、新たに会社を立ち上げる計画が進んでおり、島の未来地図が少しず

つ進展している。 
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〇類似都市事例⑧ 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

邑南町（島根県） 

（おうなんちょう） 

平成 16年 10月 1日 、旧羽須美村、

旧瑞穂町 、旧石見町の三町村が合

併して誕生した町 

人 口 11,356 人 

面 積 419.29 ㎢ 

人口密度 27.08 人/㎢ 

人口増加率 ▲7.61 % 

観光入込客数 430,071 人 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 9 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 誰もが幸せになれる町になるために、攻めと守りの定住プロジェクトを推進している。 

 スイスのような自然豊かな山村の特徴を活かした住みやすい町をアピールしていくことで、

人口減少社会に先んじた施策を打ち続けている。 

 地域の魅力発信のために、A 級グルメ、UI ターン移住、日本一の子育て村構想を打ち出し

た。 

 特色ある施策を推進するとともに、人、情報、知恵を確保し（守り）、その資源を活用して

さらなる新たな攻めの施策へつなげている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課題 

① 日本一の子育て村構想により外からの転入者

が増えている。 

 子育てから定住定着へつなげることが目

標であり、次世代の定着に向けた産業等の

創造が次の 課題である。 

② A 級グルメの推進が地域の誇りと新たな需要

創造につながっている。 

 地産地消や 6 次化の推進から、如何にして

稼ぐか、という産品の付加価値化へ展開が

今後の課題で ある。 

③ UIターン推進のために定住コーディネーター

が活躍している。 

 定住後のフォローアップの重要性が定住

促進の最大のポイントであり、今後は支援

の人的な拡大も必要。 

＜邑南町の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 
実施時期 実施内容 今後の課題 

A 級グルメ事業 
地域食材の付加価値化による地域
活性素材の磨き上げを図る。 

耕すシェフ制度から高校生のスイ
ーツプロジェクト、食の学校設立
と、着々と進展が続いている。 

平成 22 年~ 
地元食材を活用した地域人財の育
成と、特産品開発による地域に持
続可能な経済循環を惹き起こす。 

交流人口拡大による地域への資金
循環を活発化するための人の交流
強化がさらに必要となる。 

子育て日本一の村構想 
人々が安心して暮らせるまちの実
現のため、日本で最も子育てしや
すい環境を整備する。 

シングルマザーの拠りどころとし
て話題に上がる一方、都市部から
の田舎暮らし希望者も多く、人口
増に寄与している。 

平成 22 年~ 

子育て世代への資金補助や子育て
環境の優遇措置、子供たちが愛着
と誇りを持てる町になるための特
色ある施策を実施。 

成長した若者世代が活躍できる場
づくりを進めていくことが次の課
題であり、雇用拡大なくして人口
増の継続に繋がらない現実もはら
んでいる。 

UI 移住支援事業 
自然豊かな山間の町が自立してい
くために外部から移住者を募る。 

移住よりも定住のためのフォロー
アップに力を入れた結果、移住す
る側と受け入れる側の双方のニー
ズを吸収することがでい、定住に
向けたノウハウが構築されて い
る。 

平成 22 年~ 
移住定住に関する有益な情報を発
信し、興味を持つ人々へ丁寧に支
援する仕組みを構築する。 

地域のコミュニティの活発化によ
る町民ネットワークから新たな雇
用や住民同士のコミュニケーショ
ンを高め、地域の活性化を促進し
ていくことが重要。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

 広島県境に位置するため、都市部からのアクセスは広島側からの方が便利である。県庁所在地
松江までは、広島市内へ出るよりも遠い。 

子育て対策 

 「日本一の子育て村をめざして！」と銘打ち、中学校卒業までの医療費と第 2 子以降の保育料
を無料にしている。 

職域確保 

 就職先や学校の斡旋や住居の紹介も町役場が率先して行うため、定住促進課を設置している。 
 農業の研修制度も設けるなど、様々なニーズに応えられるべく試行錯誤をしている。 

オンリーワン 

 住みやすさ・暮らしやすさをうたう地域が多い中、住み慣れるまでの不安の払拭を地域の特徴
にあげていることは、不安の多い子育て世代には非常に有難い施策と映っている。 

地域受入体制 

 UI ターンの移住者だけでなく、町に縁がない人の不安も軽減できるように、定住支援コーディ
ネーターを置き、1 対 1 で相談を受け付けている。 
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（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

 専任の定住支援コーディネーターを設置し、UI ターン情報を積極的に発信している。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

 邑南町の自然や食材を活かした食を 100 年先まで継承していくため、食の学校を設立し、地産

地消を積極的に推進している。 
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〇類似都市事例⑨ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

福津市（福岡県） 

（ふくつし） 

旧福間町と津屋崎町の合併により、

2005 年に誕生した。 

人口 59,820 人 

面積 52.76ｋ㎡ 

人口密度 1,095.65k ㎡ 

人口増加率 ▲0.45％ 

観光入込客数 4,721 人（2010 年） 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 922 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 隣接する宗像市とともに｢『神宿る島』宗像･沖ノ島と関連遺産群｣が 2015 年 7 月に世界文化
遺産国内候補に推薦され､本登録に向けた機運が高まっている｡いずれは世界遺産のあるベ
ッドタウンとして住んでよし､訪れてよしなまちに世界遺産ブランドが被さる格好になる｡ 

 福岡市内から約 30 ㎞に位置する福津市は、近年福岡のベッドタウンとして成長を続けてお
り、大型ショッピングセンターの開発や若者をターゲットにした高感度専門店なども充実
し、福岡に近いうえ地元も楽しい雰囲気作りが進んでいる。 

 一方海岸線には見事な白砂青松が広がり、その景観は玄海国定公園に指定されている。津屋
崎干潟には、絶滅危惧種であるクロツラヘラサギが飛来し、国の天然記念物でもあるカブト
ガニが今も生息している。 

 都市部へのアクセスが良い便利なまちと、自然豊かなのんびりしたまちの二面性を楽しめる
コンパクトなまちづくりが特徴である。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

④ 人口減少とともに、高齢化が年々急速に進展
している。 

高齢化に伴い自家用車での移動が困難な市民
が増加、今後買い物等に支障をきたすことが懸
念されている。 

高齢者が回遊することが可能なまちづくりが
求められている。 

⑤ 福岡市のベッドタウンとして、福間駅を中心
に住宅建設が進んでいる。 

若者世代を取り込むにはさまざまな受入支援
メニューが必要であるが、施策が未整備なもの
も多い。 

人口減少を補う観点から、交流人口の拡大や市
の取組に興味関心ある人々の受入促進の必要
がある。 

⑥ 福岡市のベッドタウンとして注目されてい
るが、地域の知名度はまだまだ低い。 

便利なまち福津の認知とともに、特産品のアピ
ール等による地域イメージの確立が必要で 
ある。 

 

＜福津町の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

ふくつミニバス事業 
市内の交通弱者救済と利便性
の向上を推進する。 

市内周辺部から街中へアクセスの
定期化と買い物難民支援向上を図
ることが出来た。 

2008 年～ 
市内の回遊性向上の為、コミュ
ニティバスの定期走行を実施。 

運行時間が 1 時間 1 本の為、利便性
が飛躍的に向上するまでに至って
いない。 

買い物支援 
モデル事業 

市内の買い物弱者対策及び、ま
ちなか回遊の機会を増やす。 

荷物が多くて持ち帰れない買い物
そのものに不便を感じている人々
に動きが見え始めている。 

2014 年～ 
2,000 円以上の買い物について 
送料無料で郵送を代行。 

2,000 円以下は実費負担があり、仕
組みが今一つわかりにくい。 

暮らしの旅事業 
市民との交流をきっかけとし
た福津市との接点を強化する。 

福津市民のくらしがわかるツアー
の実施で暮らし方がイメージしや
すい。 

2011 年～ 
福津市での暮らしを実感でき
る体験ツアーを実施する。 

移住定住を検討する人々だけが対
象でないため、ターゲットを絞り込
めていない。 

福津の極み事業 
福津の名産品を紹介し、福津と
いう名の知名度向上を図る。 

福津の極み協議会を通じたブラン
ド認定事業として進行中である。 

2006 年～ 
地元の特産品を活用した市の
お墨付き商品の PR の強化。 

市としてのブランド認定を行って
も、いかに外部に認知を広げるのか
が重要である。 

 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 福岡市内から延びる JR と高速道路が、非常に便利なアクセスとなっている。 
・ 福岡市から非常に近いという点が、若者世代の移住ニーズを満たす環境にある。 
・ 福間駅を中心に公共交通システムが充実、買い物支援施策などで市内の利便性も高い。 
・ 風光明媚な自然環境を持ち得ながら便利という点の評価が高い。 

子育て対策 

・ 若者世代が便利で暮らしやすいことを最重要テーマにしているため、子育て世代のニーズを十
分に把握した施策やサービスが充実している。 

・ 子どもと遊べる環境が市のテーマになるほど、市民に向けた様々なサービスが提供されて  
いる。 

職域確保 

・ 大都市福岡で働き、週末は過ごしやすい地元福津で過ごす、そんなスタイルを提案しているた
め、働き口は大都市福岡を想定可能である。 

・ 住みやすいまち推進の点で、定住希望者への就職あっせん機能も備えている。 
・ 市内での買い物等の需要も拡大しており、市内での働き口の需要もまた拡大している。 

オンリーワン 

・ 都市部への好アクセスとともに、自然環境の充実が図られており、住みやすさを高めている。 
・ 経済誌にも、快適なまちとして、九州エリア第 1 位にランキングされている。 

地域受入体制 

・ 定住化相談窓口や空き家バンクによって外部との接点強化を図り、ニーズ把握を積極的に行っ
ている。 

・ 若者世代が家族で住みやすいまちを最重要テーマにまちづくりを進めており、外部からの受入
を前提にした福間駅東口地域の都市開発も行われている。 
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（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 空き家バンクを設置し、自治体を介した安価な物件を安心して利用板避ける仕組みとして提供

している。併せて定住化相談窓口の設置も準備している。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 福間駅東口付近には、大型商業施設や新しい商店が増え、買い物にも便利なまちが日々進化し

ている。 
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〇類似都市事例⑩ 

（１）都市データ  

項 目 内 容 

豊後高田市（大分県） 

（ぶんごたかだし） 

1196 年に築城された高田城に

由来すると伝えられる。 

人 口 23,387 人 

面積 206.24 ㎢ 

人口密度 113.39 人/㎢ 

人口増加率 ▲2.93％ 

観光入込客数 1,083,932 人（2010 年） 

転入超過状況 

（2011 年/2014 年） 56 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 大分県北部の国東半島の北西部に位置し、周防灘に面しており、市内中心部を二級河川の桂

川等の川が流れている。 

 平成 22 年 8 月 5 日、千年の時を刻む「田染荘小崎の農村景観」が国の重要文化的景観に選

定された。 

 豊後高田「昭和の町」は、昭和 30 年代の賑わいをもう一度よみがえらせようという取組で、

平成 13 年から行われている。現在は市の観光スポットとなっている。 

 全国で注目を集める「学びの 21 世紀塾」等の教育、子育て施策を推進し、安心して子ども

を産み、育てやすい環境基盤強化を計っている。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 「陸の孤島」と呼ばれる国東半島の西側に位

置するため、自家用車の依存率が極めて高

い。 

・ 高齢者や子ども等の交通弱者に対し、利便

性が高く効率的な運営を図れる新しい公共

交通サービスの整備が急務となっている。 

② 出生率の低下、平均寿命の伸びによって、少

子高齢が急速に進み深刻な過疎化による人

口減少により、少子高齢社会を迎え、地域の

発展や活力に与える影響の大きい。 

・ 生産年齢確保のため、働く場の確保のため、

県内に進出している大規模工場の関連企業

をはじめとした企業誘致の積極的な推進が

求められている。 

③ 基幹産業の第１次産業は就業人口の減少と

ともに、その経済活動も年々低迷傾向で  

ある。 

・ 地産地消による「食」の意識の高まり、安

全・安心な顔の見える農林水産物という消

費者の要望に応えていくとともに効果的な

PR が必要である。 

 

＜豊後高田市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

学びの 21 世紀塾 
学習機会と活動の場を提供す
る。 

文部科学大臣が視察に来るほ
どの効果があった。 

2002 年～ 
学習補充や生涯学習の提供す
る。 

講師の高齢化と講師の確保。 

中心市街地活性化 商店街の活性化を行う。 商店街のにぎわい創出する。 

2007 年～ 商店街支援・空き店舗対策。 高齢化に伴う後継者問題。 

実践型地域雇用創造事業 地域の雇用拡大、人材育成。 地域求職者の雇用状況の改善 

2013 年～ 人事育成ための各種講座設置。 安定的な雇用の確保する。 

お帰りなさい住宅改修事業 
市出身者の U ターン定住促進を
行う。 

市の人口と空き家率の減少。 

2013 年～ 
補助金上限 30 万円まで支給す
る。 

事業財源の確保する。 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・平成 19 年 5 月に市内における通院や買い物などの地域の利便性向上を目的に市が本格運行を
始めた「市民乗合タクシー」は毎年 2 万人以上の方が利用している。 

子育て対策 

・学びの 21 世紀塾は、学校の完全週５日制が始まることを契機に設立した市営の塾で、都市部
以上の充実した学習機会と活動の場を提供している。 

職域確保 

・積極的な企業誘致により、これまで大分北部中核工業団地を中心に２千人を超える新たな雇用
の場が生まれている。 

・空き店舗や遊休施設を活用した企業誘致と起業支援により多様な雇用の場の創出を行って 
いる。 

オンリーワン 

・ 2013 年に住みたい田舎ベストランキングで、94 市町村の中から 1 位に選ばれた。 

地域受入体制 

・「住みたい田舎」3 年連続ベスト 3 は、「移住者歓迎度」「移住者支援制度の充実度」に加え、「子
育てのしやすさ」が高く評価されている。 

（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・豊後高田市観光まちづくり株式会社（DMO）が、交流人口の拡大を目標に、活力が低下した
中心市街地の再生に地域資源を活用し、年間 30 万人を超えるの観光客を誘致している。 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・地方への移住促進のため総務省が開設したウェブサイト「全国移住ナビ」のコンテストで、

大分県豊後高田市のホームページが「ローカルホームページ」部門で全国一の「総務大臣賞」

を受賞。 
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〇類似都市事例⑪ 

（１）都市データ 

項 目 内 容 

菊地市（熊本県） 
（きくちし） 

2005 年、旧菊池市、七城町、旭志
町、泗水町の合併により誕生した。 

人 口 50,593 人 

面 積 276.85ｋ㎡ 

人口密度 182.74k ㎡ 

人口増加率 ▲1.72％ 

観光入込客数 7,050,811 人（2014 年） 

転入超過状況 
（2011 年/2014 年） 124 人 

 

（２）地域の概要 

地域の概要 

 熊本県の北部を流れる菊池川の上流、熊本市から北東約 25km に位置している。 

 菊池渓谷は日本名水百選にも選ばれており、夏でも平均水温は 13 度と低く、避暑地として
に荷がある。一帯の国有林は、九州で初めて自然休養林に指定されている。市では、「癒し
の里」として観光に力を入れている。 

 米どころとしても知られ、「菊地米」やメロン、畜産など、農業が盛んである。有機農業、
無農薬農業が盛んなことでも知られている。 

 基幹産業である農業のイメージアップを狙い「菊地ブランド」の確立を進めている。 

 市長は「日本一の給食の町」を宣言するなど、市では学校給食にも力を入れ、地産地消の農
産物を中心に使う給食を提供している。 

 廃校を活用した「きくちふるさと水源交流館」を拠点にグリーンツーリズムを推進するなど、
滞在型観光を推進している。 

 

（３）地域の現状と今後の課題 

地域の現状 課  題 

① 過去の推計を大きく上回るペースで高齢化

が進んでいる。 

・ 生産年齢人口の流出と定住者の増加が急務

となっている。 

・ 人口減少により、地域コミュニティの維持

をいかにしていくかも大きな課題である。 

② 雇用機会が少なく、若年層を中心とした市外

流出を促進している。 

・ 地域産業の担い手の育成の継続。 

・ 若者の就労環境を整え、交流人口を増やす

施策の推進。 

③ 農地や森林の維持、保全が必ずしも十分では

ない。 

・ 環境保全を図りつつ、農業の多面的機能の

維持増進が求められている。 

 

＜菊地市の位置＞ 
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（４）市の主な施策と想定される効果・今後の課題 

事業名 実施目的 効 果 

実施時期 実施内容 今後の課題 

菊地基準（環境王国菊池
農業生産基準） 

菊池市の農産物生産に関する
安全・安心な基準宣言。 

基準を満たした農産物を使った「日
本一の給食」など、パブリシティ効
果も高い。 

2014 年～ 

化学肥料、化学合成農薬の使用
頻度を元に、７段階の基準を設
け評価を行っている。基準を満
たす農産物は専用サイト「菊地
丸ごと市場」で販売している。 

販売ルート・チャネルの多様化など
により、基準を満たした商品の売り
上げ増加が課題。 

菊地さくら千年プロジェ
クト、さくらサポーター

制度 

市内各地域の桜の名所におけ
る清掃・植樹などのボランディ
ア活動を行うもの。 

グリーンツーリズムなどの観光事
業と合わせ、観光入込客数を 5 年間
で 20 万人増加させることを目標と
している。 

2013 年～（5 年間） 
この他桜のオーナーになれる
基金制度と合わせ、桜の里づく
りを進めている。 

具体的な施策の展開が必要。 

グリーンツーリズム 
地域一体となり楽しめる観光
づくりの推進を目的として 
いる。 

宿泊者数を 1,700人から 1,800人へ
増加させる目標となっている。 

2013 年～（5 年間） 
農業体験、自然体験キャンプな
どを通して、都市と農山村の交
流を促進する。 

魅力ある企画、イベントが集客のカ
ギとなる。 

地域文化と文化財の保護
と活用 

地域の文化は自然環境などを
「菊地遺産」として認定するな
ど、市民が歴史文化に触れる機
会を増やす。 

散策コースとして 3 コース、出前講
座を 7～14 回増加させることを目
標としている。 

2013 年～（5 年間） 

「菊地の歴史学び宿」「菊地の
歴史探訪」といった出前講座の
施、菊地遺産散策コースの設定
など。 

市民によるボランディア活動も重
要となるため、市民との共同、人材
育成なども課題。 

 

（５）地域への移住定住につながる要因 

利便性 

・ 現在市内に鉄道路線はなく、公共交通機関は民間事業者 2 社によるバス路線のみである。 

子育て対策 

・ 特に学校教育の充実に力を入れ、「文教菊地」の確立を目指している。 

職域確保 

・ 優良企業誘致のため、工業団地等への誘致に加え、中山間地域の空き家や空き店舗を IT やデ
ジタルコンテンツ製作等の起業家へ紹介するなどの工夫をしている。 

オンリーワン 

・ 農業と観光を大きな軸として掲げ、「菊地ブランド」確立により産業振興、交流人口・定住人
口増加を進めている。 

地域受け入れ態勢 

・ 集落・定住支援室が移住者の相談窓口として、支援する体制を取っている。 
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（６）地域コーディネーター等の存在状況 

取組状況 

・ 「癒しの里コーディネーター」：市外からの移住者 7 人に「地域おこし協力隊」として、「移

住・定住」「文化」「健康」「ブランド」「癒し」「観光」の 6 つの分野の地域おこしに取り組ん

でもらっている。 

 

（７）その他まちづくりや観光に関する特徴的な情報 

その他特徴的な情報 

・ 海外との都市間交流推進にも力を入れており、韓国の 2 都市、中国の 1 都市と友好都市を締

結、相互交流者の増加も推進している。 
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2.3.3. 移住定住を促進するための要件 

 

これまでみてきた比較的移住定住が進んでいる 10 地域においては、共通して見られる転

入超過の要因を抽出することができる。 

それらを以下のとおり、整理することとする。 

 

図表 32 移住定住の成功要因 

移住定住の促進要件 特徴 行政の取組 

A. 都市圏からの好アクセス（利

便性） 

都市圏から日帰り圏内に位置

する地の利を活かし、距離

的・心理的に今までの生活と

近いことを移住定住希望者へ

の安心材料として提供して 

いる。 

都市圏からのアクセスや、週末

通える田舎をアピールするな

ど、段階的な居住地の移転や、

2 地域居住の実現といった、無

理のない移住を提案している。 

B. 医療・教育等の子育て支援策

が充実 

新たな生活を始めるに当た

り、自身のこと以上に家族、

特に子どもを安心して育てる

ことが出来るという点に特化

した行政サービスに特色を持

たせている。 

他地域以上の子育て支援をう

たい文句に、金額的な支援か

ら、さまざまな行政サービスを

提供し、ＨＰや移住情報誌等に

情報提供を行っている。 

C. 職域の確保による働き口の

支援 

移住定住を目的に訪れる住民

が、生活に困ることがないよ

う、就農や就職のあっせんを

地域側が行い、入植した時か

ら無職にならないことがポイ

ントである。 

移住定住を希望されている人

向けに、就農・就職を併用した

促進セミナーの開催や起業支

援、お試し暮らしの提案、田舎

暮らし体験ツアー等を行い、地

域を見てもらう工夫を行って

いる。 

D. オンリーワン資源等による

存在感の創出 

地域の特色ある他にないサー

ビスや、国内外に名の通った

観光資源との関わり方等を紹

介し、そこにしかない、そこ

でしかできない暮らし方を提

案している。 

地域ならではの取組や資源、パ

フォーマンスを「決定的な移住

の理由」にできるほどに磨き上

げ、オンリーワンの魅力で人々

を呼び込む工夫、広報、活用を

行っている。 

E. 地域側の組織的受入体制の

構築 

新たな住民が、不安なく地域

に馴染めるよう、地域全体が

受入に対して協力的な組織で

あることを具体的に紹介し、

コミュニティとして安心を与

える工夫をしている。 

転入者の気持ちを理解し、受入

側とのコミュニケーションが

とりやすい環境づくりを支援

する体制を受入側が整え、新た

な住民として溶け込みやすい

環境を整備している。 
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2.3.4. 世界遺産宮島と廿日市 

 

廿日市市は、世界遺産に登録されている宮島という観光資源を有する。宮島には、毎年

全国から多くの観光客が訪れている。最近では日本人以上に海外からの注目も高く、小さ

な島が国際観光都市としてその魅力を地球規模で発信している。年間約 400 万人の観光客

が訪れ、平家ゆかりの歴史絵巻を紐解いたり、紅葉を楽しんだり、行楽シーズンニハ島内

の宿泊施設も大いに賑わう。 

日本三景にも選ばれたこの地の知名度は高く、JTB が独自に全国 150 の観光地を調査し

た結果（図表 33）でも、宮島の認知度は 40 位と高い位置にある。さらに注目すべきは、

日本全国にある幾多の観光地の中で、また訪れたい場所としては 150 地域中 9 位、他人に

推奨したい場所では 6 位と、いずれも非常に優れた観光地として観光客の満足度が高い地

域であることがわかる。 

東京から 800km 以上離れた遠隔地にも関わらず、認知度は東京で 84%と、大阪の 85%

とわずか 1%の差に過ぎない。この点からも、宮島の名は日本全国に知られたブランド観光

地であることが分かる。 

さらに、訪問経験の点でも全国平均 20%を上回り、行ってみたい憧れの観光地ではなく、

多くの観光客が実際に訪ねている地域である。今後は宮島が廿日市市にあるという事実を

踏まえ、この圧倒的な認知度と訪問経験を活かしつつ、廿日市市市内の他の観光地への回

遊の可能性を高める取組を進めていくことが、市の活性化にとっても有益な結果につなが

ると考えられる。 

 図表 33 宮島の認知率と満足度（JTB地域パワーインデックス宮島編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JTB 地域パワーインデックス（宮島）9  

                                                   

9 全国の主要観光地 150 地域の観光に関する様々な要件を、一般消費者 15,000 人の調査結果と、来訪者、

居住者、観光従事者の意向を多面的に比較したデータベース。2012 年に作成。 
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また、宮島を訪れる観光客は、近隣地域からの集客も多くある一方で、都市部、特に首都圏か

らの方が多いことも特徴といえる。（図表 35）近隣から何度も訪れるリピーターは勿論、全国

各地から足を運ぶ、数多くの宮島訪問の需要を取り込み続けることが重要である。一度は訪れた

い観光地において、心からのおもてなしで迎え入れることが、次の新たな観光客獲得につながっ

ていく。 

宮島に温泉がないという点が低い評価となっているものの、食、土産などの評価は高い。

このブランド力を地域経済の活性化に繋げることで、「訪れてよし」の場所から「住みたい

場所」へのシフトが期待されているのである。特に地元で忘れがちな名物、特産品に関し

て見てみると、近年ひろしまブランドの推進で、レモン菓子の露出が高まり、若干影が薄

い感のあるもみじ饅頭の人気は相変わらず高い。地域の定番商品であり、経済効果を高め

るアイテムとして利用価値は今後も十分ある。また、名産のあなごについても、観光客の

満足度は高いことがわかる。この点にも注力し、来訪者から得られる経済効果を高めてい

くことが、今後さらに地域に求められるといえよう。交流人口拡大による人の流れを評価

するプロセスにおいて、観光の要素として最も重要な点は、来訪者の消費を喚起し、地域

における経済循環を高めることにある。 

さらに、宮島という廿日市市の観光資源への来訪者をもてなし、再訪してもらう回数を

増やすことが、いずれ移住、定住につながる地脈となることを想定した取組が必要になる

といえよう。 

 

図表 34 宮島の満足度・地域総合スコア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JTB 地域パワーインデックス 
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図表 35 来訪者の出発地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 36 観光客から見て思いがけずよかったもの、おすすめしたいもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JTB 地域パワーインデックス 

  

【思いがけずよかったもの】 総合上位に、もみじ饅頭、あなごが入った。また、鹿の順位が上がっている。それ以外には、山、ロープウェイ、フェリーなど。

【おすすめしたいもの】 総合上位で、カキとあなごの順位が上がっている。それ以外には、うえの、世界遺産、もみじなど。

旅行者 現地の人

年代 訪問回数 形態 訪問時期 旅行価値 居住地

20・30代 40・50代 60代 初回 リピーター 日帰り 宿泊 春 夏 秋 冬
ちょっといい

旅志向
低価格重視 東日本 西日本

1 厳島神社 あなご あなご 歴史 景色 あなご あなご 大鳥居 景色 穴子 大鳥居 あなご 景色 大鳥居 景色 あなご 厳島神社

2 カキ もみじ 穴子飯 景色 大鳥居 穴子飯 穴子 景色 世界遺産 あなご 穴子飯 めし 穴子飯 あなご 大鳥居 穴子飯 カキ

3 宮島 景色 世界遺産 アナゴ 世界遺産 歴史 穴子飯 歴史 歴史 景色 紅葉 もみじ 歴史 めし あなご 歴史 海

4 海 歴史 アナゴ 穴子飯 あなご 穴子 もみじ あなご あなご 穴子丼 山 お好み焼き あなご 景色 お好み焼き アナゴ 大鳥居

5 神社 大鳥居 穴子丼 紅葉 穴子丼 お好み焼き 景色 世界遺産 ツアーコース 観光 アナゴ アナゴ お好み焼き お好み焼き ツアーコース 穴子 あなご

6 鹿 めし 弥山 大鳥居 歴史 めし 歴史 お好み焼き お好み焼き 世界遺産 景色 ホテル 山 もみじ 穴子丼 めし 紅葉

7 鳥居 穴子 お好み焼き あなご ツアーコース もみじ めし アナゴ 穴子飯 歴史 弥山 歴史 自然 宮島水族館 世界遺産 世界遺産 弥山

8 美味しかった お好み焼き ホテル お好み焼き 体験 アナゴ 宮島水族館 穴子飯 体験 引き潮 あなご もてなし そのもの 穴子飯 歴史 景色 神社

9 料理 観光 引き潮 ツアーコース 夜 景色 紅葉 穴子丼 島 宮島水族館 そのもの イルミ アナゴ 穴子丼 そのもの 大鳥居 料理

10 もみじ饅頭 宮島水族館 穴子 干潮 お好み焼き 紅葉 水族館 めし 風景 写真 もみじ クルージング 観光 子供 もみじ お好み焼き 宮島

総合 居住者 仲居さん

旅行者 現地の人

年代 訪問回数 形態 訪問時期 旅行価値 居住地

20・30代 40・50代 60代 初回 リピーター 日帰り 宿泊 春 夏 秋 冬
ちょっといい

旅志向
低価格重視 東日本 西日本

1 厳島神社 景色 神社 山 神社 水族館 神社 大鳥居 ツアーコース 干潮 大鳥居 ホテル 自然 広島 ツアーコース 山 カキ

2 鹿 水族館 ホテル 自然 フェリー 大鳥居 水族館 広島 フェリー 景色 観光会社 観光 食べ物 お好み焼き 観光 水族館 鹿

3 もみじ饅頭 価格 観光 お好み焼き 山 もみじ もみじ ホテル 神社 お土産 計画 建造物 神社 フェリー 観光会社 アナゴ 弥山

4 宮島 穴子飯 ゆっくり アナゴ 自然 アナゴ アナゴ 穴子飯 饅頭 めし 山 人 うどん ホテル 景色 価格 神社

5 カキ 山 フェリー ツアーコース ツアーコース 観光会社 結婚式 山 お好み焼き アナゴ アナゴ お好み焼き けっこう 観光会社 計画 自然 海

6 鳥居 周辺 一緒 観光会社 価格 景色 山 自然 価格 フライ ホテル まんぞく さき 計画 自然 神社 宮島

7 美味しかった お土産 結婚式 計画 干潮 計画 自然 お好み焼き 景色 ロープウェイ 猿 アウトレット たたずまい 穴子飯 周辺 大鳥居 宮島水族館

8 料理 ライトアップ 時間 広島 観光 穴子飯 饅頭 ツアーコース 広島 一緒 街並み クルージング どんぶり 山 食べ物 お好み焼き もみじ饅頭

9 あなご ロープウェイ 食事 大鳥居 大鳥居 建造物 お土産 フェリー 山 穴子 感激 ケーキ ゆっくり 周辺 神社 もみじ 水族館

10 海 屋台 大鳥居 歴史 饅頭 広島 フライ 価格 自然 山 穴子飯 ツアー アナゴ 水族館 大鳥居 ゆっくり 鳥居

総合 居住者 仲居さん

旅行者 現地の人

年代 訪問回数 形態 訪問時期 旅行価値 居住地

20・30代 40・50代 60代 初回 リピーター 日帰り 宿泊 春 夏 秋 冬
ちょっといい

旅志向
低価格重視 東日本 西日本

1 厳島神社 もみじ めし アナゴ 神社 めし 神社 めし 景色 神社 アナゴ めし 神社 めし 神社 めし カキ

2 カキ 景色 世界遺産 景色 景色 料理 料理 世界遺産 世界遺産 世界遺産 めし うえの アナゴ もみじ 景色 アナゴ 宮島

3 もみじ饅頭 穴子 神社 山 世界遺産 もみじ もみじ 穴子丼 ツアーコース めし 観光会社 神社 景色 観光会社 フェリー 世界遺産 もみじ饅頭

4 宮島 めし 穴子丼 時間 時間 アナゴ アナゴ 神社 穴子 穴子丼 計画 お好み焼き 時間 計画 世界遺産 料理 あなご

5 あなご 神社 商店 神社 アナゴ 神社 景色 アナゴ 山 アナゴ もみじ もみじ めし 潮 ツアーコース もみじ 厳島神社

6 海 潮 料理 ツアーコース 穴子丼 世界遺産 穴子 景色 新鮮 フェリー 干満 イルミネーション 穴子 料理 観光会社 神社 花火大会

7 大鳥居 ホテル アナゴ 観光会社 めし 観光会社 めし 時間 神社 観光 穴子丼 クルージング 山 お好み焼き 計画 景色 めし

8 鳥居 観光 うえの 計画 ツアーコース 計画 新鮮 商店 饅頭 料理 時間 往復 人 ホテル 穴子丼 穴子 もみじ

9 鹿 宮島水中花火大会 もみじ 穴子丼 フェリー 穴子 弁当 うえの お好み焼き うえの 神社 願い 世界遺産 観光 厳島 穴子丼 紅葉

10 穴子飯 自然 潮 世界遺産 穴子 穴子丼 フェリー 潮 しゃも もみじ 人 景観 島 景色 商店 山 鳥居

総合 居住者 仲居さん
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2.4. 観光客の動向から見た廿日市市 

 

2.4.1. 外国人観光客の拡大と経済活性化 

 

2011 年に発生した東日本大震災で大きく落ち込んだ訪日外国人観光客は、その後連続し

て増加を続け、2014 年には 1,341 万人に達した。初めて 1,000 万人を超えた 2013 年より

もさらに 300 万人以上増加し、過去 3 年間で倍増という驚異的な伸びを示している。今後

リーマンショックのような世界経済規模のマイナス要因がない限り、アジアを中心とした

訪日外国人旅行者の数は右肩上がりの状況が想定されている。2020 年を前に訪日外国人観

光客数が 2,000 万人を上回ることも視野に入り、政府が当初目標を上方修正するほど、市

場は活況づいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JNTO 資料より JTB 総合研究所にて作成 

 

このインバウンド市場の大幅な伸びの要因としては、ビザの大幅緩和と消費税免税制度

の拡充、アジア地域の経済成長による海外旅行ブームの進展に加え、円安による訪日旅行

の割安感などが挙げられる。 

訪日外国人観光客の増加に伴い、2014 年の日本における訪日外国人の消費額は 2 兆円近

くに達している。この結果旅行収支は大幅に改善され、2015 年には旅行収支が黒字化する

図表 37 訪日外国人旅行者数の推移 

（人） 
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までになった。かつて我が国が海外旅行ブームに沸いたように、経済成長が著しいアジア

各国において、日本を含めた海外旅行が富裕層を中心に広まってきている。 

その結果、2014 年には旅行収支が 1959 年以来 55 年振りに黒字に転じ、日本の観光産業

がサービスの輸出という形で日本経済に貢献できるまでの状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：財務省国際収支状況より JTB 総合研究所にて作成 

 

政府は 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを迎える段階で、2,000 万人、さら

にその 10 年後には 3,000 万人の外国人観光客を迎え入れる計画を上方修正し、2020 年ま

でに訪日外国人の受入 3,000 万人を目指すことになった。今後日本人の国内旅行の飛躍的

な進捗が期待できない中にあって、訪日外国人観光客の市場の拡大は、我が国の観光動向

に大きな影響力を持っている。 

2014 年度の国別伸率では、前年よりも 83％増加した中国を筆頭に、フィリピン、ベトナ

ム、タイ、マレーシアなどアジア諸国が 40％以上の増加率となっている。その一方で、近

隣国間の政治的な影響もあり、これまで訪日外客者数で 1 位を続けて来た韓国を抜き、台

湾がトップに躍り出たが、2014 年の台湾人の訪日観光客は推計 283 万人で、台湾人の 8 人

に 1 人が日本へ旅行に来ていることになる。 

 

 

 

 

 

図表 38 旅行収支の推移 

 （億円） 
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出典：JNTO 資料より JTB 総合研究所にて作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JNTO 資料より JTB 総合研究所にて作成 

 

地域別にみると、2011 年から 2014 年までの 3 年間の外国人延べ宿泊者数は、全ての地

方で 20％以上の大きな伸び率を示している。特に沖縄が 60.4％と著しい伸びを示している。 

北海道は外国人観光客に占める台湾人の割合が多い。主な理由には、「雪国」の魅力も

その要因として挙げられるが、地域独自の魅力だけではなく、外国人観光客に対するおも

図表 40 2014年訪日外客数国別実績（上位 10か国） 

図表 39 2014年訪日外国人国別伸率（上位 10か国） 

 

（人） 

（％） 
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てなしの工夫で誘客に成功している例もある。例えば歌登地区のように、タイ人観光客の

増加はメディアの活用ではなく、おもてなしを評価するネット上の口コミの影響によるも

のが大きい。アジアのほとんどの国において、家族・友人の口コミが重要視されており、

旅行会社や初期の外国人観光客に対して、他地域と差別化された感動につながる情報を与

えることで、集客コストをかけずに観光客誘致を図ることが可能となってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観光白書 2015 より JTB 総合研究所にて作成 

  

図表 41 延べ宿泊者数、外国人延べ宿泊者数の伸率 

（2011年から 2014年の 3年間の平均年伸） 

（％） 
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2.4.2. 広島県を訪れる観光客の現状 

 

広島県への外国人の来訪は 2014 年には延数で約 43 万泊となっており、東京都の約 1300

万泊に対して 1/30 程度に留まっている。現状では都市部において経済効果を大きく実感す

るまでには至っていないといえる。世界的に知られた原爆ドームや宮島を擁していても、

その来訪者数では北海道（2014 年で延約 390 万泊）や京都府（延約 330 万泊）に及ばない

が、中国地方の中では群を抜いて外国人が来訪していることが分かる。（図表 42） 

一方、日本人観光客数は、平成 2 年以降増加を続けている。広島には、現在 1,360 万人

を超える観光客が来訪している。（図表 43） 

外国人需要が高まる中にあっても、地域にとっては日本人観光客の割合が圧倒的に多い

のが現状である。 

ここ数年は、大河ドラマ、JR ディスティネーションキャンペーン、瀬戸内しまのわとい

った大型イベントが開催され、賑わい創出につながった。今後さらなる観光客の増加に向

け、新たな取組を仕掛けていくことも必要である。中でも瀬戸内しまのわは、県を超えた

広域連携の取組であり、瀬戸内という新たな地域ブランドの構築をけん引している。外国

人以上に日本の観光地を知り尽くした日本人観光客を地域の魅力で誘客するには、世界遺

産や交通インフラの整備による利便性が高い広島市でも、単体での取組には限界がありは

非常に厳しい。今後は広域連携による地域の紹介の仕方の工夫が、地域全体の魅力向上に

つながり、新たな観光客誘致に繋がっていくものと考えられる。 

広島県を中心とした広域連携による瀬戸内のアピールは、外国人需要とともに、国内の

成熟した旅行マーケットの需要喚起にもつながっている。広島県単体では限界のある現状

を、しまなみ海道のサイクリングや瀬戸内海クルーズなど、地域ならではのコンテンツを

活かした広域な取組でアピール行っている。また、これらと並行して行った地域のプロモ

ーションでは、国内向けに行った PR が功を奏し、YouTube 等でも話題となっている。そ

の効果が海外にも波及し、地元アイドルを活用したプロモーション冊子が日本語表記にも

かかわらず外国人にも人気を博するなど、情報発信の仕方にも工夫と成果が現われている。

こうした動向は、日本の地方の観光地への注目度が高まってきていることの証しともいえ

よう。 

このような一連の動きに伴い、広島県の観光地の核ともいえる宮島（廿日市市）の位置

づけが、この圏域の観光拠点として非常に重要になっていることは見過ごすことのできな

い状況である。素晴らしい景観と、心からのおもてなしから始まる交流によって、心理的

な距離感が縮まり、何度も訪れたい街を住んでみたい街へと変化させていくことも考えら

れる。 
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出典：観光庁宿泊旅行統計調査より JTB 総合研究所にて作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26 年広島県観光客数の動向より JTB 総合研究所にて作成。 

図表 43 広島県の総観光客数の推移 

図表 42 中国地方の訪日外国人延宿泊数の推移 

（単位：泊） 
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2.4.3. 廿日市市に来訪する観光客とその可能性 

 

廿日市市は、既に世界的に有名な観光地のひとつである。嚴島神社は、前述のとおり外

国人の人気観光地 3 位に選ばれており、2011 年の同じ調査では第 1 位を獲得している。最

近では弥山の注目度も高まっており、嚴島神社とともに 20位につけている。（図表 14） 

外国人にとってその認知度は極めて高く、廿日市と観光友好都市であり、世界的に圧倒

的地名度を誇るモンサンミシェルと、肩を並べていると言っても過言ではない。 

しかし、団体観光客中心に構築された日本の観光地の特徴として、観光スポット周辺の

みに施設が収集し、街中に人々が回遊する仕組みができていない現状を踏まえれば、今後

は成熟した日本人観光客や訪日外国人の特性を見据えた上で、地域全体で迎え入れる受入

体制を整え、個人客中心に対応可能な受け皿づくりをしていくことが重要となる。 

一方で、廿日市市は、日本文化を通じて世界とつながった好例を持ち合わせており、  

それは、最近では日本でもその姿をあまり見かけなくなった「けん玉」である。けん玉の

発祥の地として、アピールを始めてわずか数年ではあるものの、これまでに、廿日市市内

において既に 2 回の「けん玉ワールドカップ」が開催され、街中に賑わいを醸成している。 

大会期間中は世界 11 か国からけん玉の猛者が集まり、腕を競い合っているが、その取組

は「安芸の宮島」とともに、「けん玉のまち廿日市」の名を世界に広めることに成功して  

いる。 

この現象は、取り上げたコンテンツが廿日市らしさを強調できるものであるとともに、

世界レベルを目の当りにした効果もあって、市内のけん玉教室が一杯になるなど、地域の

子どもたちに対しても、その大きな影響がもたらされていることを表している。 

今後は、日本を代表する観光地として、また、広島圏域の観光の拠点として、廿日市市

の持つ観光ポテンシャルの高さを大いに活かすことが求められることとなる。しかしなが

ら、それは廿日市市が、国内外問わず行ってみたい憧れの街が、いつ来ても楽しめる街に

なり、そこで生まれた地域の人々との交流によって、観光客が地域に馴染み、住んでみた

い街と思うようになるまでその魅力を引き上げる可能性を十分秘めているからに他ならな

いのである。 

 世界に通じるブランド観光地を有する廿日市市は、交流から定住を目指す新たな観光地

として、地域の魅力を発信することが重要であり、広島県域を代表する観光地としての責

務を担っているのである。 

 

  



 

112 

2.4.4. 市民がまちに誇りを持つことの意義 

 

これまで見てきたとおり、廿日市市の魅力は、広島市中心部への利便性と周辺中山間地

域に残る豊かな自然ではある。そこで、新たにその存在を明確にしたとしても、同様の地

域は周辺には数多存在することも事実である。そのため廿日市市を知ってもらい、住んで

もらうには、何かしらの強烈な特徴を示すことが重要となるが、その認知度を高めていく

ことは非常に難しい。 

一方で、廿日市市は世界に冠たる観光地・宮島を擁しており、観光地としての知名度が世

界と同様に日本国内で改めて見直されれば、その知名度から世界の中の廿日市市として、

そのステイタスを訴求することが十分可能となる。さらに、世界に知られた街に住めると

いう価値観は、住む人たちが誇りを持ち、その人たちが住んでいる街の魅力の向上に取り

組むことで、より質の高い生活環境を提供できる都市の実現につながることが期待される。 

そこで、ここでは市民自らが都市の魅力向上に従事している事例を通じて、具体的な取組

の可能性を探ることとする。 

 都市に対する市民の誇りや愛着を高めることを重視し、自発的にまちづくりに参加する

ことを促す「シビックプライド」という考え方が近年注目を集めている。シティプロモー

ションを単なるキャンペーンや販促物作成に終わらせるのではなく、市民一人一人がまち

を誇りに思い、まちづくりに積極的に取り組む意識を育む「シビックプライド」を醸成す

ることで、シティプロモーション推進にも役立つと考えられるためである。 

「シビックプライド」という考え方は、必ずしも新しいものではなく、産業革命により

都市化が急速に進んだ 19世紀のイギリスでのまちづくりにおいて重視されたものであるが、

シティプロモーション推進の原動力のひとつになるということで、我が国においても考え

方を取り入れている自治体が出てきている。そこで、このような市民を巻き込んだシティ

プロモーションの代表的あるいは先進的な事例として、シビックプライド発祥の地である

イギリスをはじめとした海外の事例、そして日本での先進的な事例として今治市、富山市

での取組を取り上げ、シティプロモーション推進のヒントや知見を整理する。 

 海外の事例としては、シビックプライドの歴史の長いイギリスの中から、バーミンガム

を取り上げた。また、キャンペーンが都市の地位回復に貢献したオランダのアムステルダ

ムでの「I amsterdam」キャンペーン、都市やまちづくりに市民を巻き込むためのプロモー

ションの先進事例としてもっとも有名なものの一つであるニューヨークの「I love NY」キ

ャンペーンについても、その内容と効果の分析を行った。 

 国内の事例としては、今治市と富山市の事例を取り上げた。今治市では、瀬戸内しまな

み海道開通により、今治市の海の玄関口である今治港内港利用航路が大幅に縮減し、周辺

の商店街の賑わいも失われたことから、今治港を起点に中心市街地の活性化に取り組む、

市民・行政・民間企業などの協働組織がつくられた。そこではシビックプライドを「郷土

愛よりも一歩進んだ「まちづくりに参加する自負心」と捉え、シビックプライドの醸成を
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柱とした市民参加の取組を展開している。 

 

また、富山市では、都市の認知度とイメージを高めることを目的にシティプロモーショ

ン事業に取り組む中、市民が富山市に対して愛着や誇りを抱く「シビックプライド」を醸

成することが重要であると考え、シビックプライドの醸成に向けた全市的な取組を開始し、

PR 活動などの展開を図っている。（図表 37） 

 

図表 44 市民を巻き込んだシビックプライドを展開する国内外の事例 

都市名 国名 特徴 

① Bermingham イギリス 市民と企業を巻き込んだ新しいキャンペーンの展開を推進 

② Amsterdam オランダ 市民と観光客に向けたキャンペーンで都市の地位を回復 

③ New York アメリカ 新たに市民向けキャンペーンを行い、市への愛着を向上させた 

④ 今治市 愛媛県 
市民の自主的な活動を生み出すことで活性化しようという長
期的な取組 

⑤ 富山市 富山県 
市民が当たり前だと感じていたものを、改めて驚きのある新鮮
なものとして感じていこうというプロモーションを展開 
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■シビックプライド事例①：バーミンガム（イギリス）  

（１）都市データ10 

項 目 内 容 

人口 1,101,360 人（2014 年） 

面積 267.8ｋ㎡ 

可住地人口密度 3,872（人/k ㎡） 

人口増加率 0.9％ (2014 年/2013 年) 

観光入込客数 33,500,000 人（2032 年） 

転入超過状況 ▲5,515 人（2012 年/2013 年） 

（２）地域の概要、及び施策の背景11 

地域の概要 

・ バーミンガムは人口規模でイギリス第 2、人口の 45.7％が 30 代以下という若々しい都市で
ある。人口構成は 42％は白人以外で、多民族化が進んでいる。 

・ 産業革命発祥の都市として知られ、また近年では、カンファレンスやイベントなどがロンド
ンに次いで多く開催される都市になっており、5 年連続で” British Meetings & Events 
Industry Survey“では、ロンドン以外で最もカンファレンスとイベントで人気の都市に選
出されている。1998年には G7/G8サミットも開催された。 

・ 2014年には 3,350万人の観光客が訪れ、過去 6年間で 12％増加、海外からは 941,000人の
観光客が訪れている。 

・ 市はカンファレンスを含めた観光誘致に力を入れており、2014 年にヨーロッパ最大の図書
館を開館したほか、郵便局を豪華なショッピングセンターへと転換する再開発やリゾートコ
ンプレックスの開発、新しい市内電車駅の開発等を進め市の魅力づくりを行っている。 

・ 市内には、古城や自然など観光資源も豊富な都市である。 
・ イギリス第 3の規模の飛行場には、国内外から 143の直行便が乗り入れている。 

 

施策の背景と効果 

・ バーミンガム市はシビックプライドの歴史が長い都市としても知られている。 
・ The Birmingham Civic Society は 90 年の歴史を持ち、市民と訪問者それぞれにとって好ま

しい都市となるよう活動している。 
・ バーミンガム市議会は”Your are your city”という街をきれいにする市民向けキャンペーン

を行ったが、このキャンペーンはシビックプライドの新しい展開として参考にされている。 
・ これは、1 年間のキャンペーンで、ゴミ、犬の糞、落書きなどが得意ひどい 11 か所につい

て、市議会と市民・企業が協力して、見回り・意識改革などを行ったものである。 
・ バーミンガムは、観光・カンファレンスに力を入れていることから、市の美観を損なうこれ

らの状況を解決するため、市民参加を促したものである。 
・ 見回りにより 100 人以上が罰金を支払い、市民からの連絡に対応するホットラインも設け

られた。活動費として市議会、商業者から 10 万ポンドが拠出され、市民を巻き込んだ活動
が展開された。 

                                                   
10 “Population in birmingham”, Birmingham City Council, “Regional Profiles: Key 

Statistics - West Midlands, August 2012”, Office for National Statistics, “Internal 

Migration by Local Authorities in England and Wales, Year Ending June 2011”, Office 

for National Statistics, “Birmingham attracts record number of international visitors”, 

Marketng Birmignham, “About Birmingham”, meet Birmingham 
11 “Street clean-up campaign aims to restore civic pride”, 2013, Campbell Docherty, 

Birmingham Post & Mail Ltd 

＜バーミンガム市の位置＞ 
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■シビックプライド事例②：アムステルダム（オランダ）  

（１）都市データ12 

項 目 内 容 

人口 811,185 人（2014 年） 

面積 219ｋ㎡ 

可住地人口密度 4,923（人/k ㎡） 

人口増加率 1.4％ (2013 年) 

観光入込客数 5,738,300 人（2012 年） 

転入超過状況 5,665 人（2012 年/2013 年） 

（２）地域の概要、及び施策の背景 

地域の概要 

・ アムステルダムは 16 世紀頃より貿易が盛んとなり、17 世紀にオランダ東インド会社の本拠
地が置かれたころには世界貿易の中心として栄えたヨーロッパの商業・貿易・文化の中心地
として発展してきた都市である。現在アムステルダムはオランダの憲法上の首都であるが、
行政・政治的機能は国会・中央官庁などがあるデン・ハーグが担っている。 

・ 市内人口に占めるオランダ民族の割合は約 50％であり、35％はヨーロッパ以外からの移民
が占めるという多民族都市である。 

・ 「アムステル川に築かれたダム（堤防）」という意味を持つ都市名にあるように、市内に 160
本以上の運河と 1,500 以上の橋がある。17 世紀に造られた環状運河地区は、2010 年に
UNESCO の世界遺産リストに登録されている。 

・ 美術館や博物館なども多く、ヨーロッパにおける主要観光都市として人気の高い都市。 
・ 森記念財団が 2008 年から行っている「世界の都市総合ランキング」では、2008 年以降第 7

位に位置付けられ、ヨーロッパではロンドン、パリに次いで第 3 位と評価されている。 

 

施策の背景と効果 
・ アムステルダムは 2000 年以降、各種の国際調査において、観光だけでなくビジネスとしと

してもランキングが低下しつつあった。 
・ そこで、市民が活気に満ちて働き、生活することができ、そして観光客にとってもより魅力

的な都市となることを目指し、2004 年にマーケティングキャンペーンが開始された。 
・ キャンペーンを進めるにあたって、「I amsterdam」という市民と市そのもののモットーを

表すブランドとして作られたキャッチフレーズを市内各所で展開、印刷物、様々な商品など
にも幅広く活用し、市民へのキャンペーン活動の認知度向上に寄与している。 

・ 「I amsterdam」のホームページでは、観光客向け・市民向け・企業向けと、それぞれに対
し情報発信を展開。観光客向けには、観光案内に加え、市内交通や美術館など各種施設を利
用できるパスを発行、利用者の 93.4％が満足しているという結果が出されている。13 

・ キャンペーン開始当初は、「Amsterdam Partners」という、行政と民間企業や各種団体に
より組織された独立団体によりプロモーションが推進された。2013 年 1 月には、観光マー
ケティングを専門とする組織「Amsterdam Marketing」となり、プロモーションや情報発
信、リサーチなど幅広い活動を行っている。 

・ Amsterdam Partners では 2006 年以降、「美術館・アトラクション・空港利用者数、市内
ホテル稼働」の観光指標を発表。これらの指標は、いわゆるリーマンショックのあった 2008
年は平均で-2.9％となったものの、2010 年以降は毎年 5％以上増加している。 

                                                   
12 Amsterdam figures in 2014, OIS the Department for Research, Information and Statistics, the 

municipality of Amsterdam 
13 “I amsterdam City Card”, I amsterdam ホームページ, 2015 年

https://www.iamsterdam.com/en/i-am/i-amsterdam-city-card 

＜アムステルダムの位置＞ 
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■シビックプライド事例③：ニューヨーク（アメリカ）  

（１）都市データ14  

項 目 内 容 

人口 8,491,079人（2014年） 

面積 789.4ｋ㎡ 

可住地人口密度 10,356人/k㎡ 

人口増加率 2.0％ (2012年/2010年) 

観光入込客数 56,500,000人（2014年） 

転入超過状況 41,455人（2014年/2010年） 

（２）地域の概要、及び施策の背景15 

地域の概要 

・ ニューヨーク市はボロ(borough)と呼ばれる 5 つの行政区からなる。マンハッタンはその一
つであり、この他、４つの区で構成されている。 

・ 1960 年代から 1970 年代にかけてニューヨーク市及びニューヨーク州は経済が停滞、犯罪多
発などにより人口が減少し 1970 年の 789 万人から 1980 年には 707 万まで落ち込んだ。 

・ この状況を打開するため、当初市民のボランティアで始まったニューヨーク州のキャンペー
ン「I love New Yok」は非常に有名なものとなった。このキャッチフレーズをもとに、ロゴ
マークやテーマソングも作られ、州に寄贈されている。 

・ 1990 年代ジュリアーニ政権下では、犯罪率の減少や市内再開発などに力を入れ急速に犯罪
率が減少、経済回復も進み 1980 年を底に人口も現在に至るまで一貫して増加している。 

・ ニューヨーク市は移民の多い都市であったが、近年の市の発展とともに住民の多民族・多国
籍化が一層進んでいる。2000 年、市の人口の 36％が外国生まれの人々となり、うち 43％は
1990 年以降に市に居住した人々である。また、最も外国人人口の少ないスタテンアイラン
ド（16.4％）から、最も多いクイーンズ(46.1%)のように、区によって外国人居住割合の差
が大きく、コミュニティの維持・発展を進めるうえで、大きな課題となっている。 
 

施策の背景と効果 
・ ニューヨーク州およびニューヨーク市では、観光を雇用及び経済、及び税収面で重要な産業

と位置付けている。「I love NY」はニューヨーク州で商標を持ちキャンペーンを展開してお
り、キャンペーンにより 2005 年には約 2 万人の雇用と 106.6 百万ドルの税収が創出された。 

・ 2005 年のニューヨーク州の観光収入のうち 62％を稼ぎ出しているニューヨーク市では、市
のマーケティングと観光を担当する組織である NYC & Company を設け、観光客向けガイ
ドブックの作成、ホームページを始めとした様々なプロモーションを展開している。 

・ NYC&Company の Research & Analysis 部門では、観光客数の推計や訪問理由などの調査、
キャンペーン効果や、各種観光施策による経済的な影響などの調査分析を行っている。 

・ 訪問客へのキャンペーンのほか、2014 年には「See Your City」という区民向けキャンペー
ンを実施。ポスターやビデオなどを作成し、区民にそれぞれの区の見所などを紹介し、自分
たちが住んでいる区をもっと知ってもらうことを目的としたものである。 

・ このキャンペーンはアメリカンエクスプレスがスポンサーになり、ポスター制作など協力。
対象となるエリア内の店でアメリカンエクスプレスカードを 50 ドル以上使用した場合、10
ドルのクレジットを受け取ることができるキャンペーンも併せて行われた。 

                                                   
14 “Current population estimates”, The City of New York, 2014 
15 “The newest New Yorkers 2000”, The City of New York, Department of City Planning, 

“NYC & Company Annual Summary 2014”, NYC & Company, “The Economic Impact of Tourism and 

the I Love New York Campaign”, Tourism Economics, Nov. 2006 

“NYC tourism campaign wants lacals to see its city”, Adweek, Oct 15, 2014 

＜ニューヨーク市の位置＞ 
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■シビックプライド事例④：今治市（愛媛県）  

（１）都市データ 

項 目 内 容 

人口 165,286 人（2015 年） 

面積 419.13ｋ㎡ 

可住地人口密度 394 人/k ㎡ 

人口増加率 ▲1.9％ (2015 年/2013 年) 

観光入込客数 2,636,515 人（2014 年） 

転入超過状況 ▲1,437 人（2014 年/2010 年） 

（２）地域の概要、及び施策の背景 

地域の概要 

・ 今治市は愛媛県の北東部に位置し、瀬戸内海のほぼ中央部に突出した高縄半島の東半分を占
める陸地部と、芸予諸島の南半分の島しょ部からなっている。緑豊かな山間地域を背景に、
中心市街地の位置する平野部から多数の島々のある瀬戸内海まで、変化に富んだ地勢を有し
ている。 

・ 2005 年 1 月、12 市町村の合併により現在の今治市となり、松山市に次ぐ県下第 2 の都市と
なっている。 

・ 中世には村上水軍が活躍したことで有名であり、瀬戸内の海上交通の要衝として古くから海
運業が発達した。海運業の繁栄により、各種船舶を建造する造船業も盛んであり、大型船の
生産実績は国内の 4 分の１を占めている。 

・ 穏やかな気候、緑豊かな山と瀬戸内海という自然環境を生かして柑橘類、木材などの農林業
や、天然、養殖ともに漁業も盛んに行われている。 

・ 1999 年には瀬戸内しまなみ海道（西瀬戸自動車道）が開通し、中四国の交流、流通の拠点と
なっている。 
 

施策の背景と効果 
・ 瀬戸内しまなみ海道の開通により開通年の観光入込客数は急増し、2 年目以降も開通前よ

りも入込客数は増加したものの、2 年目以降入込客数は減少傾向にある。 
・ 一方で今治市の海の玄関口である今治港内港を利用する航路は大幅に縮減された。さらに、

港周辺に来訪者や市民を集客できる施設がないこともあり、今治港だけではなく周辺の商
店街の賑わいも失われた。 

・ 今治港の活性化により、今治市の中心市街地へも相乗的に影響をもたらすと考えられるこ
とから、2007 年度策定された『みなと再生構想』において、今治港を起点に中心市街地の
活性化に取り組む、市民・行政・民間企業などの協働組織の必要性が提案された。 

・ そこではシビックプライドを「郷土愛よりも一歩進んだ「まちづくりに参加する自負心」
と捉え、シビックプライドの醸成を柱とした市民参加の取組を進めている。 

・ この提案を受け、『みなと再生と市民をつなぐプラットフォーム』として、市と協働してみ
なと再生事業のソフト面の取組を進める「今治シビックプライドセンター（ICPC）」が設
立され、具体的な活動を行っている。 

・ 2009 年 4 月より ICPC 協議会が始動し、現在では「特定非営利活動法人今治シビックプラ
イドセンター」が事務局として活動している。 

・ 外部専門家には頼らずに、市民のコミュニティにおける自主的な活動を生み出すことで、
活性化しようという長期的な取組のため、スクール、ワークショップ、フォーラムなどを
展開し、シビックプライド醸成のために活動している。 

・ 子供たちに中心市街地に愛着を持ってもらい、商店街などの賑わい回復させるため、子ど
も商店街などの取組を、商工会議所、商店街、小中学校等と連携して行うなどの活動も行
っている。 

＜今治市の位置＞ 



 

118 

■シビックプライド事例⑤：富山市（富山県）  

（１）都市データ 

項 目 内 容 

人口 419,123 人（2014 年） 

面積 1,241.77ｋ㎡ 

可住地人口密度 337.5 人/k ㎡ 

人口増加率 ▲0.3％ (2015 年/2013 年) 

観光入込客数 6,429,000 人（2014 年） 

転入超過状況 823 人（2015 年/2014 年） 

（２）地域の概要、及び施策の背景 

地域の概要 

・ 富山市は富山県のほぼ中央から南東部分までを占め、北に富山湾、東には立山連峰、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る富山県の県庁所在地である。 

・ 2005 年 4 月に、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、現在の富山市となった。合併により、全国の市では 11 位、全国の都道府県庁所
在地の中では 2 番目に広い総面積となった。富山県の 29.24%の面積を占めており、一つの
市町村が県に占める面積の割合としては全国一である。 

・ 一方可住地面積比率は 38.2%で、市域の約 6 割が林野地、市街化区域面積比率は 5.8%であ
り、環境モデル都市の選定を受け、コンパクトシティを目指した都市計画が進められている。 

・ 富山市は全国的に「くすりのまち」として有名であるが、近年富山市では環境、バイオ、IT
関連産業の育成や、立山連峰や越中おわら風の盆といった観光資源を生かした、観光産業の
発展にも取り組んでいる。市内の多くは立山黒部ジオパークに、南東部は中部山岳国立公園
に指定されている。 

 

施策の背景と効果 
・ 富山市では、都市の認知度とイメージを高めることを目的に、シティプロモーション事業に

取り組む中、市民が富山市に対して愛着や誇りを抱く「シビックプライド」を醸成すること
が重要であると考え、2014 年からシビックプライドの醸成に向けた全市的な取組を開始し
た。この取組において、キャッチフレーズを「AMAZING TOYAMA（アメイジング ト
ヤマ）」と定め、事業展開を進めている。このキャッチフレーズは、富山市の政策参与で哲
学博士のジョセフ・ランゾウ稲田氏の言葉「富山とはあたかも夢が現実になったまちである」
に由来しているが、日常の生活の中にこそ「AMAZING（驚きや発見）」が存在し、市民が
当たり前だと感じていたものを、改めて驚きのある新鮮なものとして感じられるためのキー
ワードとして策定された。 

・ 2014 年 5 月 19 日から 6 月末までを集中 PR 期間として、キャッチフレーズ・メッセージ
を広く発信するため、以下のような PR 活動が展開された。 
 城址公園南西広場にロゴのモニュメントを設置 
 市内電車環状線セントラムでラッピング運行実施 
 市職員の名札にロゴ」「ストリートバナーフラッグ（全 164 箇所に 164 色のフラッグ）

を設置 
 デパート（大和富山店）壁面に大型バナーフラッグを掲出 
 ポスター（21 箇所の風景等）掲出 

・ キャンペーンロゴマークは、市民が富山市に対して愛着や誇りを抱く「シビックプライド」
醸成を目的に取り組む上記のキャンペーン推進のシンボルとして策定されたが、現在は
「AMAZING TOYAMA」の趣旨に賛同する誰もが使用できるものとなっている。 

・ キャンペーンの趣旨に賛同する個人・団体のサポーターを募集、サポーターは自社店舗や自
社広告へのロゴマークの掲出などの協力を行っている。 

＜富山市の位置＞ 
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3. 現状調査の結果とシティープロモーションの方向性 

 

3.1. 各種調査の結果からみえる現状と課題の整理 

 

3.1.1. 廿日市市の現状 

本調査では、第一に、廿日市市の現状について、客観的なデータ等を基にした把握を行

った。 

 廿日市市は全国的な人口減少の趨勢を背景として、国勢調査の結果を踏まえると、

人口は 2010 年には 114,038 人と、2005 年に対し－1.3％減少した。しかし、世帯数

は一貫して増加しており、その結果１世帯当たり人数は、1975 年の 3.46 人から 2010

年には 2.55 人へと減少しており核家族化が進んでいると言える。 

 年齢別では、1985 年までは 15 歳未満人口が 23％台で推移していたが、1990 年以降

減少し、2010 年には 13.3％となっている。65 歳以上人口は 1975 には 9.7％であっ

たが、2010 年には 23.5％へと増加しており、65 歳以上人口の割合は全国平均とほ

ぼ同程度で推移している。 

 国立社会保障人口問題研究所により出された「日本の地域別将来推計人口（2013 年

3 月推計）」では、2040 年に総人口は 89,410 人になると予測されている。すべての

都道府県で 65 歳以上人口の割合が 3 割を超えると予測されているが、廿日市市は全

国平均 36.1％に比べ 4.9％、65 歳以上人口の割合が高い結果となった。 

 廿日市市と広島県 22 市町の比較では、競合する都市と比較して、住環境の良好さ、

生活利便性に関しては優位にある、あるいは相応にアピールできる。さらに、廿日

市市は地域活性化のシンボル的な要素となる起業や NPO 活動の割合が低い状況に

あるが、廿日市市には世界文化遺産の宮島があることから、観光産業を中心とした

分野での需要が期待できる。 

 廿日市市と類似都市の比較では、比較的移住定住が進んでいる 10 地域において、共

通してみられる転入超過要因として、都市圏からの好アクセス（利便性）、医療・教

育等の子育て支援策が充実、職域の確保による働き口の支援、オンリーワン資源等によ

る存在感の創出、地域側の組織的受入体制の構築の 5 つの要因があることが分かった。 

 全国 150 の観光地を調査した結果では、宮島の認知度は 40 位と高位置であり、訪れ

たい場所としては 150 地域中 9 位、他人に推奨したい場所では 6 位と、いずれも非

常に優れた観光地として観光客の満足度が高い。さらに、宮島の認知度は東京で 84%

と、大阪の 85%とわずか 1%の差に過ぎない。廿日市の名前は知らなくとも、世界遺

産である宮島の名は日本全国に知られたブランド観光地である。 

 訪日外客者数は、2011 年に発生した東日本大震災で大きく落ち込んだ訪日外国人観

光客は、その後連続して増加を続け、2014 年には 1,341 万人に達し、2020 年を前に

訪日外国人観光客数が 2,000 万人を上回ることが予想される。 
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 インバウンド市場の大幅な伸びの要因としては、ビザの大幅緩和と消費税免税制度

の拡充、アジア地域の経済成長による海外旅行ブームの進展に加え、円安による訪

日旅行の割安感などが挙げられる。 

 これまで訪日外客者数で 1 位を続けて来た韓国を抜き、台湾がトップとなっている

が、2014 年の台湾人の訪日観光客は推計 283 万人で、台湾人の 8 人に 1 人が日本へ

旅行に来ていることとなる。 

 2014 年度の国別伸率では、前年よりも 83％増加した中国を筆頭に、フィリピン、ベ

トナム、タイ、マレーシアなどアジア諸国が 40％以上の増加率となっている。アジ

アのほとんどの国において、家族・友人の口コミが重要視されており、旅行会社や

初期の外国人観光客に対して、他地域と差別化された感動につながる情報を与える

ことで、集客コストをかけずに観光客誘致を図ることが可能となってきている。 

 インバウンド向けの観光戦略では広島や宮島といった元来有名な観光スポットに限

らず、瀬戸内の内海美をテーマに、海を通じた地域全体を魅せるためのストーリー

づくりが進んでいる。さらに、観光を目的とした広域連携組織も立ち上がり、外国

人観光客の受け入れを円滑に行うための動きも出始めている。 

 広島県への外国人の来訪は 2014 年には延数で約 43 万泊となっており、東京都の約

1300 万泊に対して 1/30 程度であるが、中国地方の中では群を抜いて外国人が来訪し

ている。 

 廿日市市にある嚴島神社は、外国人の人気観光地 3 位に選ばれており、2011 年の同

じ調査では 1 位を獲得している。最近では弥山の注目度も高まり、嚴島神社ととも

に 20 位につけている。今後は訪日外国人の特性を見据えた上で、地域全体で迎え入

れる受入体制を整え、個人客中心に対応可能な受け皿づくりをしていくことが重要

になる。 

 また、けん玉の発祥の地として、アピールを行っており、廿日市市内において既に 2

回の「けん玉ワールドカップ」が開催され、街中に賑わいを醸成している。 

 

第二に、廿日市市民の定住と移住に関する意識をインターネット（Web）によるアンケー

ト調査を実施した結果、次のことが把握できた。16 

 廿日市市民の居住状況は、持ち家率が高く、その数は 7 割を超えており、居住年数

が 10 年以上を超える人が 6 割以上を占める。最も多いのは 20 年以上であった。 

 勤務先は約半数が広島市内であり、ベッドタウンとしても比較的交通の便が良い廿

日市市に満足している。 

 家族構成は 2 世代以上の家族での入居が 6 割以上あり、親戚や親が近くに住んでい

る世帯が多くあることが分かった。 

 廿日市市に対する愛着、誇り、自負について聞いた結果、廿日市市に愛着を持つ人

                                                   
16 詳細は、別冊報告書を参照のこと。 
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は全体で 61.7％、その一方で 14.6％が愛着を感じないと回答している。また、廿日

市市の魅力や自慢に思うこととしては、自然環境が良いことを 50％以上の人が自慢

したいと思っている。中でも世界遺産宮島を上げる声が多く市民の宮島に対する愛

着がある。地域活動への参加は全体で 34％、50 代から 70 代は平均より参加経験が

高いことが窺える。 

 子育て・結婚・仕事については、全体の 75％が既婚者であったが、未婚者の声とし

て、結婚について結婚する相手がいないことや必要性を感じないという回答があっ

た。また、子育て環境については、自然環境の豊かさと自家用車での生活が便利と

いう点について評価が高かった。 

 通勤に関しては、自家用車で通勤している市民の割合が高く、全体の半数以上の

51.9％となった。勤務先への利便性は良いという声が多いということが分かった。 

 仕事では、世帯主以外の働き手も多く、廿日市市内での勤務が多い。広島市内へ働

きに行く人々も廿日市市内に働き口があれば働きたいという意向を持っている。 

 リタイア後の暮らしと仕事について聞いた結果、既に持ち家もあり、リタイア後は

自分の趣味や家族と過ごす時間に充てたいと考える人が多かった。 

 廿日市市の将来についての項目では、廿日市市の住み心地は良い、どちらかといえ

ば住み心地が良いと、61.1％が回答している。現在の幸福感を 10 段階で評価し、7

以上と回答した割合は、63.9％となった。幸福感を判断する材料としてのキーワード

は、「経済的な豊かさ」が最も多く、「生きがい」「安心」などが多い結果となった。 

 行政の取組についての満足度は、10 段階評価で 6 以上が 61.1％、より良い暮らしを

求める市民の声が伺える。特に推進してほしい施策としては、交通利便性の向上、

医療機関の整備、子育て支援などが上げられた。 

 

第三に、広島県内市町および首都圏の移住に対する考え方ついて調査した結果、次のこと

が分かった。17 

 広島県内の人々の移住に対する考えでは、各地域とも現在住んでいる場所を中心に

居住希望が多い。一方で、関西圏や首都圏の各都市への移住検討者や、沖縄、北海

道、海外といった遠隔地への希望者も全地域で 10～20％程度存在している。 

 広島県は首都圏に比べ持ち家率は高いが、関西圏と同じくらいの割合で近隣県ほど

は高くはない。今後も転居（移住）の可能性を残している。 

 移住する際に重視する点としては、暮らしやすさに関する要望が多い。特に全地域

とも、治安、気候、日常生活の利便性といった点が気になっている。新たな土地で

の暮らしを始めるにあたり、治安や自然災害、普段の暮らしの中の交通や買い物の

利便性について、意識をしている。 

 移住を検討するタイミングは、自身に余裕のある定年退職後や、新たな就職先によ

                                                   
17 詳細は、別冊報告書を参照のこと。 
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って住まいが変わる転職という回答が上位を占めた。移住に関する情報の入手手段

については、全地域において、ほとんどの人がインターネットを通じて行っており、

その割合は 80％以上である。移住後の通勤について、広島県と近隣県では 30 分以内

が最も多かった。 

 首都圏の人の移住に対する考えでは、移住する際に重視する点としては、暮らしや

すさに関する要望が多い。特に全地域とも、治安、気候、日常生活の利便性といっ

た点が気になっている。新たな土地での暮らしを始めるにあたり、治安や自然災害、

普段の暮らしの中の交通や買い物の利便性について、意識をしている。 

 移住を検討するタイミングは、自身に余裕のある定年退職後や、新たな就職先によ

って住まいが変わる転職という回答が上位を占めた。首都圏と関西圏は通勤時間が

31～60 分がそれぞれもっとも多かった。 

 廿日市市のイメージ評価（魅力度と認知度）では、廿日市市は、世界遺産である宮

島を有しており、その知名度から、歴史文化に彩られ、多くの観光客が来訪してい

るといったイメージが強い。また、景観もよく自然豊かな点も評価されている。 

 移住について地域別では廿日市地域、大野地域への移住希望の割合が若干高く、交

通の便がよくない佐伯地域や吉和地域への移住希望は少ない。 

 宮島地域への移住希望者は、最も低い関西圏でも 13％、最も高い首都圏では 18.4％

であった。島しょ部というハンディキャップがありながらも、世界遺産のまちに住

めるという価値に対する「ブランド力」が移住希望の一因となっている。 

  



 

123 

3.1.2. 廿日市市の課題 

 

人口構成については、いずれも広島県平均からみると子供、生産年齢人口が多く、高齢

者の割合が少なく、また、平均年齢も下回っているが、競合都市との比較では、呉市と共

に強みと呼べるだけの特徴に乏しい。 

有配偶率（男女総数）は 23 市町中 4 位で競合都市の中では最上位にあるものの、出生率

は 8 位と呉市に次いで低い。競合都市の多くがこの順位は逆となっており、若く活力のあ

るイメージを作ること課題となっていると考えられる。 

働く場としては昼夜間人口比率、第 2 次産業就業者の割合を見ると、市内での雇用の受

け皿が少ない。また、子育て環境は充実している一方で、女性の結婚や出産の割合が低い

状況にある。これらから、廿日市市は、暮らしと仕事といったワークライフバランスの面

から、市の魅力を PR するには課題があるとえる。 

市民の意識面においては、リタイア後の不安要素として少子高齢化、核家族化が進む中

で、年金だけで暮らしていけるかという声が最も多く、64.5％の人が回答している。また医

療機関や買い物の場所等生活に欠かせないものを身近に確保できる環境を望む声が多かっ

た。さらに、高齢化により自動車の運転が困難になった場合の交通機関の確保を懸念する

声も上がっており、高齢化に伴う行動範囲の縮小による生活環境の確保に不安を感じてい

る市民が多いことが分かった。 

子育て世代、働き世代、高齢者世代の全てにおいて、生活の質に直結する交通環境や利

便性に対する関心の高さが示される結果となった。 

産業では観光地である宮島を抱えながら、開業率が伸びていない点も課題と考えられる。 

地域活性化の観点では、人口増減率は 23 市町中 1 位、労働力人口増減率は同 5 位だが、

競合都市は、いずれも納税者 1 人当たり課税対象所得増減率が広島県平均を上回っている

のに対し、廿日市市は県平均を下回り 23 市中 12 位となっており、人口や労働力の増加が

必ずしも地域経済の好循環にはつながっていない。 

観光では、宮島に温泉がない点が評価を下げているものの、食、土産などは評価が高く、

廿日市市の他の観光地への回遊の可能性を高める取組を加えていくことが、市の観光の活

性化にとっても有益な結果につながると考えられる。 

移住定住といった人の動きに関しては、広島県からの来訪経験は約 80％ある反面、広島

県以外の地域では、廿日市での居住や来往経験は少ない。また、廿日市市を知らないと回

答した人が首都圏では半数以上の 57％、関西でも半数以上の 51％、近隣県でも 28％とな

った。廿日市市内にある嚴島神社は 9 割近い人が認知しているが、広島県民には周知のこ

とであっても、近隣県では廿日市市内にあるという事実が知られておらず、首都圏や関西

圏では半数以上が知らなかったと回答している。廿日市市について特にイメージがないと

答えた割合が、首都圏、関西圏、近隣県のそれぞれで 20％以上、広島県でも 17.5％を占め

ており、知名度の低さに課題があることが分かった。これらのことから、潜在的な移住希
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望者が多いマーケットでもある大都市圏における認知度を高めていく必要性があるとい 

える。 

廿日市市内各地域への移住希望については、「ぜひ移住を考えたい」、「移住を考えてもよ

い」と答えた人の割合がおよそ 6～25％となった。一方で「移住を考えるまでではない」、

「まったく移住の対象でない」と答えた人の割合が 30％～65％と、まだまだ移住に関して

検討するまでの条件を満たしていない結果となった。さらに廿日市市で暮らしてみたいと

考える人は 15％～18％に留まり、暮らしたくない人が 36％～40％程度と前者を上回ってお

り、必ずしも移住対象として選ばれる都市とは言えない状況にあることは否めない。 

そこで、近年では、都市に対する市民の誇りや愛着を高めることを重視し、自発的にま

ちづくりに参加することを促す「シビックプライド」という考え方が近年注目を集めてお

り、移住定住を促進していくためには、そうした観点からの取組も必要になるといえる。 

 

以上 
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巻末資料：データ出典一覧表 

カテゴリー 
基礎データ・指標データ

名称 
偏差値 
昇順 

単位 データ年度 調査名・報告書名 備考 

人口 

2010 年人口 ----- （人） 2010 「国勢調査」 人口総数 

15 歳未満人口 ----- （人） 2010 「国勢調査」  

15-64 歳人口 ----- （人） 2010 「国勢調査」  

65 歳以上人口 ----- （人） 2010 「国勢調査」  

0-5 歳人口 ----- （人） 2010 「国勢調査」  

3-5 歳人口 ----- （人） 2010 「国勢調査」  

2012 年人口 ----- （人） 2012 総務省統計局「人口推
計」,「県人口移動統計
調査」 

人口総数 

2013 年人口 ----- （人） 2013 総務省統計局「人口推
計」,「県人口移動統計
調査」 

人口総数 

人口構造 

15 歳未満人口割合 ----- （％） 2010 「国勢調査」  

15-64 歳人口割合 ----- （％） 2010 「国勢調査」  

65 歳以上人口割合 ----- （％） 2010 「国勢調査」  

15 歳未満人口増減率 ----- （％） 2005～2010 「国勢調査」  

15-64 歳人口増減率 ----- （％） 2005～2010 「国勢調査」  

65 歳以上人口増減率 ----- （％） 2005～2010 「国勢調査」  

平均年齢 ----- (歳) 2010 「国勢調査」  

可住地人口密度 ----- (人/k ㎡) 2013/2013 「人口推計」,「全国都
道府県市区町村別面積
調」, 「農林業センサス」 

人口総数／可住地面積（総面積-林野
面積-主要湖沼面積） 

有配偶率(男女総数) ----- （％） 2010 「国勢調査」 有配偶者数／15 歳以上人口 

出生率（人口千対） ----- （％） 2008～2012 「人口動態保健所・市町
村別統計」 

出生数／人口総数 

雇用・労働
力 

第 1 次産業就業者割合 ----- （％） 2010 「国勢調査」 第 1 次産業就業者数／就業者 

第 2 次産業就業者割合 ----- （％） 2010 「国勢調査」 第 2 次産業就業者数／就業者 

第 3 次産業就業者割合 ----- （％） 2010 「国勢調査」 第 3 次産業就業者数／就業者 

労働力人口比率 ----- （％） 2010 「国勢調査」 労働力人口（就業者+完全失業者）／
15 歳以上人口 

65 歳以上労働力人口比
率 

----- （％） 2010 「国勢調査」 65 歳以上労働力人口／65 歳以上人口 

完全失業率 ----- （％） 2010 「国勢調査」 完全失業者数／労働力人口 

15-29 歳完全失業率 ----- （％） 2010 「国勢調査」 15-29 歳完全失業者／15-29 歳労働力
人口  

昼夜間人口比率 ----- （％） 2010 「国勢調査」 昼間人口／夜間人口×100 

地域活性 

人口増減率  （％） 2010～2013 「住民基本台帳」・「国勢
調査」 

 

NPO 法人数（人口百万
対） 

 (法人) 2015/2013 「内閣府全国特定非営
利活動法人情報」 

 

公民館数（人口百万対）  (館) 2011/2010 「社会教育調査」  

図書館数（人口百万対）  (館) 2011/2010 「社会教育調査」  

労働力人口増減率  (％) 2005～2010 「国勢調査」  

納税者 1 人当たり課税
対象所得増減率 

 (％) 2005～2013 「市町村税課税状況等
の調」 

 

産業・起業 

従業員 1 人あたり製造
品出荷額等 

 （万円） 2013 「工業統計表」 製造品出荷額等／製造業従業者数（非
公開データは 0 として集計） 

従業員 1 人あたり付加
価値額 

 （万円） 2013 「工業統計表」 付加価値額／製造業従業者数 （非公
開データは 0 として集計） 

従業員 1 人当たり商品
販売額(商業) 

 （百万
円） 

2012 「経済センサス」 商業年間商品販売額（卸売業＋小売
業） ／商業従業者数（卸売業＋小売
業）（非公開データは 0 として集計） 

製造品出荷額等増減率  (％) 2009～2012 「経済センサス」 非公開データは 0 として集計 

商業年間商品販売額増
減率 

 (％) 2006～2012 「経済センサス」 非公開データは 0 として集計 

納税者 1 人当たり課税
対象所得 

 (百万円) 2013 「市町村税課税状況等
の調」 

課税対象所得／納税義務者数（所得
割） 

開業率（事業所）  (％) 2012 「経済センサス」 2009～2012 年平均新設事業所数／
2009 年調査期首事業所数 

廃業率（事業所） 昇順 (％) 2012 「経済センサス」 2009～2012 年平均廃業事業所数／
2009 年調査期首事業所数 

就業率  （％） 2010/2010 「国勢調査」 就業者（従業者+休業者）／15 歳以上
人口 
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カテゴリー 
基礎データ・指標データ

名称 
偏差値 
昇順 

単位 データ年度 調査名・報告書名 備考 

住環境（生
活利便性） 

可住地面積あたり飲食
店数 

 (店) 2011/2013 「経済センサス」 飲食店数/可住地面積 

可住地面積あたり小売
店数 

 (店) 2012/2013 「経済センサス」 小売店数/可住地面積 

小売業売場面積(人口千
対） 

 (㎡) 2012/2012 「経済センサス」  

大型小売店数（人口百万
対） 

 (店) 2011/2010 「経済センサス」  

大型店店舗面積(人口千
対) 

 (㎡) 2014/2013 「東洋経済：全国大型小
売店総覧」 

 

一般病院・診療所数(人
口千対) 

 (施設) 2012/2012 「医療施設調査」  

医師数(人口千対）  (人) 2012/2012 「医師・歯科医師・薬剤
師調査」 

 

介護老人福祉施設定員
(65 歳以上千対) 

 (人) 2013/2010 「介護サービス施設・事
業所調査」 

介護老人福祉施設定員／65 歳以上人
口 

介護老人保健施設定員
(65 歳以上千対) 

 (人) 2013/2010 「介護サービス施設・事
業所調査」 

介護老人保健施設定員／65 歳以上人
口 

非水洗化人口比率 昇順 (％) 2012/2012 「一般廃棄物処理事業
実態調査」 

非水洗化人口/人口総数 

住環境（ゆ
とり・安全） 

非可住地面積率  (％) 2013 「全国都道府県市区町
村別面積調」, 「農林業
センサス」 

非可住地面積/総面積 

可住地人口密度（再掲） 昇順 (人/k ㎡) 2013/2013 「人口推計」,「全国都
道府県市区町村別面積
調」, 「農林業センサス」 

人口総数／可住地面積（総面積-林野
面積-主要湖沼面積） 

都市公園面積（人口千
対） 

 (ha) 2012/2012 「都市公園整備水準調
書」,「広島市統計書」 

 

持ち家比率  (％) 2008 「住宅・土地統計調査結
果」 

持ち家数／居住世帯あり住宅数 

1 住宅当たり延べ面積
（持ち家） 

 (㎡) 2008 「住宅・土地統計調査結
果」 

 

1 住宅当たり延べ面積
（借家） 

 (㎡) 2008 「住宅・土地統計調査結
果」 

 

住宅地標準価格（平均価
格） 

昇順 （円/㎡） 2009 「都道府県地価調査」,
「平成 21 年地価公示」 

 

建物火災出火件数（人口
十万対） 

昇順 (件) 2012/2012 「火災年報」  

刑法犯認知件数（人口千
対） 

昇順 (件) 2009/2010 「犯罪統計」  

交通事故発生件数（人口
千対） 

昇順 (件) 2009/2010 「交通統計」  

結 婚 ・ 出
産・子育て 

婚姻件数(人口千対)  (組) 2013/2013 「人口動態統計」 婚姻件数／人口総数 

15-49 歳女性有配偶率  (％) 2010 「国勢調査」 15-49歳女性配偶者/15-49歳女性人口 

20-30 代女性人口比率  (％) 2010 「国勢調査」 20-30 代女性人口/女性人口 

出生率（人口千対）（再
掲） 

 (％) 2008～2012 「人口動態保健所・市町
村別統計」 

出生数／人口総数 

合計特殊出生率
（2008-2012） 

 － 2008～2012 「人口動態保健所・市町
村別統計」 

2008～2012 年のベイズ推定値 

保育所在所児数（0-5 歳
人口対） 

 (％) 2011/2010 「国勢調査」,「社会福
祉施設等調査報告」 

 

幼稚園在園者数（3-5 歳
人口対） 

 (％) 2010/2010 「国勢調査」,「学校基
本調査報告書」 

 

30-40 代女性就業率  (％) 2010 「国勢調査」 30-40 代女性就業者／15 歳以上人口 

教員一人当たり小学校
児童数 

昇順 (人) 2013/2013 「学校基本調査報告書」 小学校児童数／小学校教員数 

 

 


