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 平成３０年度総務生活常任委員会管外行政視察報告書 

 

１ 視察日時  平成３０年１０月２４日（水）～平成３０年１０月２６日（金） 

【１日目】神奈川県開成町 

１０月２４日（水）午後 ２時００分～午後 ３時３０分まで 

【２日目】静岡県浜松市  

１０月２５日（木）午前１０時００分～午前１１時３０分まで 

【３日目】愛知県碧南市  

１０月２６日（金）午前１０時００分～午前１１時３０分まで 

 

２ 視 察 先  神奈川県開成町・静岡県浜松市・愛知県碧南市 

       

３ 視察事項 

  （１）田舎モダンの魅力を伝える開成町ブランディング政策について【開成町】 

 （２）南海トラフ地震に備えた浜松市の防災対策の取組について【浜松市】 

  （３）ふるさと起業家支援プロジェクトについて【碧南市】 

   

４ 視察目的   

開成町 

開成町は、総面積は 6.56㎢と県内最小ながら、平成２７年の国勢調査で人口増加率は県

内トップとなり、また、「住みやすい、子育てしやすいまちづくりを継続し、豊富な自然や

懐かしさと暮らしやすさが融合する『田舎モダン』というブランドの定着を目指す。」とし

ていることから、その取組内容について調査・研究することを目的とする。 

 浜松市 

東日本大震災を機に、市独自の被害想定区域を定め、津波避難ビルの指定や津波避難マ

ウンド・津波避難タワー等の整備を進め、浜松市沿岸域防潮堤の整備を県と連携し推進し

ている。また、津波・土砂崩れ・河川の氾濫など地域によって重点的に備えるべき災害事

情が異なるため、地域によって異なる災害特性を踏まえた「区版避難行動計画を策定」し

ており、それらの取組内容について調査・研究することを目的とする。 

 碧南市 

ふるさと起業家支援プロジェクトは、使途を明確にしてふるさと納税を行うクラウドフ

ァンディング型のふるさと納税の一種であり、地域課題の解決に資する事業を立ち上げる

市内の起業家に対して、その事業に共感する人からふるさと納税を募り、資金補助の支援

を行っており、その取組内容について、調査・研究することを目的とする。 

 

５ 参 加 者  《総務生活常任委員会》（７名） 

          委員長 木 南 裕 樹 

           副委員長  松 本 良 三 

          委 員 堀     讓 

 委 員 柳 生 陽 一 

          委 員 桑 野 元 澄 

         委 員  永 富   靖 
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委 員 名 村 嘉 洋    

       《随行》議会事務局主幹 河 原 直 也 

 

６ 視察先出席者 

 【開成町】  開成町議会 吉田副議長 

        開成町議会事務局 小宮局長 

        開成町議会事務局 指宿書記 

        開成町行政推進部企画政策課 大石副主幹 

 

 【浜松市】  浜松市議会事務局調査法制課 鈴木課長 

浜松市議会事務局調査法制課調査法制グループ 小澤主任 

浜松市危機管理監代理 石田危機管理課長 

浜松市危機管理課 小林副参事兼課長補佐 

 

 【碧南市】  碧南市議会 沓名議長 

        碧南市議会事務局議事課 堀田課長 

        碧南市総務部経営企画課 生田課長 

        碧南市総務部経営企画課 中川課長補佐 

 

７ 行政視察内容 

【神奈川県開成町】 

（１）開成町歓迎あいさつ《開成町議会 吉田副議長》 

（２）木南総務生活常任委員長あいさつ 

（３）開成町からの調査事項の説明概要（行政推進部企画政策課 大石副主幹） 

『田舎モダンの魅力を伝える開成町ブランディング政策について』 

 １．開成町の概要 

  ・県西地域の中央部に位置しており、可住地割合１００％、山林がない平坦なまち 

  ・高い交通利便性（東名高速大井松田インター、小田急小田原線等） 

  ・南足柄市と箱根町を連絡する道路により、世界的観光地“箱根”との距離が短縮 

  ・町域を３つの地域に大別（北部地域：ふるさとゾーン、中部地域：くらしゾーン、 

南部地域：ときめきゾーン） 

        

  《計画的なまちづくりの成果》 

  ・昭和３０年の合併以来、一貫して人口が増加 

  ・平成２２年から２７年までの５年間の人口増加率３．９％（県内市町村１位） 

 ２．開成町のブランディング 

  １）取組の経緯  

   ①平成２７年２月に町制施行６０周年を迎え、新たなスタートの年にふさわしい取組

を検討 

②同年５月に南部土地区画整理事業が竣工し、新しい街（みなみ地区）が誕生。定住

促進を図る取組を検討。 
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③農業振興地域である北部地域の活性化を重点施策に位置付け、交流人口の拡大を図

る取組を検討 

  

《開成町そのもののブランド化に着手》 

２）取組の目標 

 ①住みたいという意向を高める（定住促進・町外向け） 

 ②住み続けたいという意向を高める（定住促進・町内向け） 

 ③訪れたいという意向を高める（交流促進・町外向け） 

３）取組の体制 

 〔課題〕 

 ・全庁的な取組とするための体制の構築が必要 

 ・職員数が少なく専門部署の設置や専任職員の配置が困難 

 ・取組事例が少なく、ノウハウがない。 

 ・一過性の取組ではなく、将来的に継続した取組としていくことが必要 

 〔体制〕                  ブランディング支援業務を委託 

                   連 携 

  

 

   〔主な取組内容〕 

・ブランディングコンセプトの決定（H26） 

・ブランディング戦略の策定（H27） 

・デザインの刷新（H27～） 

・プロモーション活動（H27～） 

〔取組の特色〕 

・町民の愛着を高めることが大事 

・田舎モダンのコンセプトに基づき、町が配布するもの・発信するもの（ブランディ 

ングツール）の刷新 

例）広報誌の表紙デザイン、各課で使用している封筒、ごみ袋、幼稚園バスのデザ 

イン 

４）取組事例①イメージづくり 

・チラシやポスターを見れば、「開成町のイベント」だとわかるようなデザインの統 

一及び簡素化 

・チラシポスターは１秒勝負。イベントの写真とタイトル、日付があればよい。 

５）取組事例②イベント名もＰＲツールに 

・そもそも何をＰＲするのか。⇒開成町をＰＲすること。 

・すべてのイベント名に「開成町」を入れることとした。 

例）開成あじさいまつり→開成町あじさいまつり 

６）取組事例③利用者目線でのデザイン 

・開成町観光マップ 使い勝手重視 

・地図を広げる側を意識し、一つのイベントを見開きで見られるよう折り方を工夫 

７）取組の成果（効果） 

ブランディングプロジェクトチーム 

（発足時：職員７名→現在：職員８名） 

 

株式会社ドッポ（デザイン会社） 
アートディレクター・デザイナー・ 
コピーライター・カメラマン 
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①表彰事例 

 ・かいせいびより → 第５回ふるさとパンフレット大賞優秀賞受賞 

 ・広報かいせい２０１７年１１月号→全国広報コンクール入選３席受賞 

②町民との協働 

 ・ボランティア団体「あじさいちゃんくらぶ」の設立 

③民間企業との連携 

 ・開成町の地下水でつくったサイダーの販売 → 日本パッケージデザイン大賞 

2019銅賞受賞 

④民間企業の連動（田舎モダンを一緒に発信） 

・民間主導の酒蔵再生事業（38年ぶりに自家醸造を再開） 

８）取組の成果 

①住みたいという意識を高める。（2015年 2月人口 16,957人→2018年 10月 17,734 

人） 

②住み続けたいという意向を高める。（定住以降 82.2％（5.6ポイント上昇）） 

③訪れたいという意向を高める。（あじさいまつりでの訪客観光バス約 5倍） 

《田舎モダンとは》 

⇒都市部までの距離も近く、田園風景が広がる便利な田舎の生活を楽しむこと。生活 

そのものを田舎モダンと捉えている。 

 

【静岡県浜松市】 

（１）浜松市歓迎あいさつ《浜松市議会 鈴木議会事務局調査法制課長》 

（２）木南総務生活常任委員長あいさつ 

（３）浜松市からの調査事項の説明概要（危機管理課 石田危機管理監代理、小林副参事） 

『南海トラフ地震に備えた浜松市の防災対策について』 

１．南海トラフ巨大地震被害想定 

 ・震度６強から７の領域が市域の約６割 

 ・建物被害は約８割が地震動、全建物の約５割・約 13.4 万棟が全壊・焼失 

 ・地震動による死者数は約 6,530 人 

 ・沿岸部や河川沿いで液状化危険度大 

 ・津波は約 20 分で標高６から 10ｍの砂丘を超え、内陸に流入する。 

 ・浸水深２ｍ以上は概ね国道１号（海岸より約 1ｋｍ）より以南であり、到達時間は 25

分程度 

 ・浸水深１㎝以上の津波は海岸より約４ｋｍまで到達 

 ・浸水面積 41.9 ㎢ 

 ・津波による死者 約 16,610 人 

２．災害時の市の組織体制（災害対策本部） 

 １）災害組織を、「使命」に基づく「役割が明確な体制」としている。 

※ 災害時の事務分掌は作成していない。災害時には想定外のことも発生するため、

事務分掌に書いていることだけをするのではなく、自分たちの使命に関わることは

すべてすることとしている。 

 ２）区災害対策本部を「現場の最前線」として、権限、責任のある体制としている。 
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３．住宅の耐震化の促進 

 １）市の補助制度（昭和 56 年 5 月 31 日以前の木造建物が対象） 

  ①耐震診断は無料 

  ②耐震補強工事 

   ・一般世帯は最大４５万円 

   ・高齢者のみ世帯等は最大６５万円 

  ③耐震シェルター整備補助（耐震工事が困難な場合） 

   ・一般世帯は最大１２．５万円 

   ・高齢者のみ世帯等は最大２５万円 

２）住宅耐震化率の推計 

  ・約８８％（平成２９年度末） 

  ・目標９５％（平成３２年度末）  

４．家庭内の地震対策の促進 

１）食器棚、冷蔵庫、薄型テレビ等の固定 

  ※ 家の耐震化と家具の固定は切っても切れない対策 

２）家具固定率は６３．４％（平成 29 年度市民アンケート） 

３）家具固定の住民への周知方法 

  ・広報、ラジオでの啓発 

  ・防災研修会での家具固定の展示・実演 

  ・アパートオーナーへの家具固定の啓発 

  ・民生委員・児童委員、多久健教会への協力依頼 

  ※市では 65 歳以上の高齢者・障害者世帯に、固定器具の取付作業代補助がある。 

  （平成 18 年度から 29 年度実績：1,440 件） 

４）緊急物資備蓄の促進 

   ・１日後の避難所避難者数は約２８万人（人口の約３分の１） 

   ・非常食 約７１万食（８３％）（３食分、一部９食）（目標は８６万食） 

   ・飲料水 約４１万本（500ｍｌ）（小中学校受水槽等） 

   ・仮設組立トイレ 2,502 基、便袋（通常トイレで使用可）約 17 万回分 

 ５．市民はなにをしたらよいか 生き延びる対策 

※ 市では「避難所に来ないでください。」とアナウンス。（市は連絡調整役） 

⇒在宅で食料が無くなった場合には、自主防災組織が役割を果たす。 

  １）最低７日分の飲料水・食料の備蓄を各家でしてもらう。（１人３ℓ×７日分＝２１ℓ） 

  ２）ローリングストック 
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３）自主防災隊の役割 

   ・地域の在宅避難者の食料等の物資要請を取りまとめる。 

   ・その集計を避難所に報告する。 

   ・避難所に届いた物資を在宅避難者に配付する。 

６．防災対策の自助・共助の啓発 

１）ユーチューブにアップし、また、各自主防災会に配布している。 

・自助があなたを救う（自助編） 

   ・共助のちからで地域を救う（共助編） 

    ※ 日頃の地域との関わりの延長線上に防災がある。 

２）浜松市防災学習センター（平成３０年１２月１日オープン予定） 

   ・多くの市民に防災の学習や体験をする場とともに、次世代の担い手となる小中学生

への防災教育の場を提供 

７．防潮堤整備 

 

 

 

 

 

   ＜粘り強い防潮堤の整備により浸水面積を低減し、浸水被害（人的・建物）を低減＞ 

（防潮堤効果は「宅地」の浸水域 7割減少、「宅地」の浸水深 2ｍ以上はほとんどなく 

なる。） 

・事業延長 約１７．５ｋｍ（平成３１年度完成予定） 

・現在、約９．７ｋｍ完成 

・商工会議所が中心となり、企業から寄附を募った。 

・レベル２のハード対策のため、国からの補助はなし。 

８．津波避難施設の整備  

  １）主な津波避難場所 

   ・既存施設を改修した津波避難ビル ２７２棟（収容人数 500～1000人） 

   ・狭いスペースに鉄骨構造の施設を建設した、津波避難タワー ９基完成（収容人数

500～1000人） 

   ・広いスペースに避難人数・浸水深を考慮した大規模盛土を行い、天端上を避難施設

として利用した大規模マウンド ３基完成（収容人数 50～100人） 

２）市街化調整区域内の津波避難施設 

  ・沿岸部の多くは広大な平野部に位置し、市街化調整区域に区分されているため、津

波避難場所となる高台や中高層建築物が少ない。 

 

 

   ＜市街化調整区域内の津波避難ビルの立地を認め、民間活力を利用した避難場所の立

地を促進＞ 

    ※ 災害時はオートロックを解除し、誰でも入れることが条件 

 

・津波は約 20 分で標高 6～10ｍの砂丘を超え、市街地に流入 

・概ね国道１号より以南で浸水深２m 以上の浸水が発生し、住宅に被害が深刻となる恐れ 

・津波により役 16,610 人の死者が発生するおそれ 
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９．地区の津波避難計画 

  ・「地震だ！津波だ！すぐ避難！」のスローガンのごとく、住民等が早期に安全に避難

できるよう、この地区の津波避難計画を作成する。そのための手引きも作成。 

１０.自主防災隊連合会との連携 

  １）事業費 

   ・市からの負担金 ２０５万円 

  ２）補助金 

   ・防災資器材の整備等に対する補助金 最高１２万円 

   ・防災倉庫整備費に対する補助金 ２０万円又は経費の２分の１ 

   ・自主防災組織整備事業費に対する補助金 概ね９０万円程度 

   ・可搬式動力ポンプ等の貸与制度 ８１４台貸与 

１１.地域防災訓練の充実・強化 

  ①安否確認訓練 

   ・住民台帳や避難行動要支援者名簿を使い安否確認、情報収集 

  ②ＤＩＧ訓練（災害図上訓練） 

   ・地域特性、危険個所の把握 

  ③ＨＵＧ訓練（避難所運営ゲーム）※静岡県職員が考案 

  ・受付や避難者の配置、避難所で起きることの処理方法ゲームで訓練 

１２.地域防災連携連絡会の設置（平成３０年度～） 

  ・避難所運営だけでなく、地域防災全般について、議論を深める場 

  ・防災の課題を自ら考え、行動し、協力し合える地域の育成 

・多様な団体が地域防災へ参画しやすい環境の醸成 

１３.地域防災リーダーの養成 

  ①地域防災リーダー養成研修会の開催 

  ・平成２９年１０月、１１月（５日間） 

  ・今後、５年間は継続して実施し、各自主防災隊に 2名以上のリーダーを養成する。 

  ②ジュニア防災検定の促進 

  ・小中学生の防災教育の促進と自制代の防災リーダー養成を目的として実施 

１４.災害廃棄物の処理体制 

  ・防潮堤の効果により、がれき類等発生量は 1866 万トン→1683 万トンとなり、約１割

の低減効果となる。 

 

【愛知県碧南市】 

（１）碧南市歓迎あいさつ《浜松市議会 沓名議長》 

（２）木南総務生活常任委員長あいさつ 

（３）碧南市からの調査事項の説明概要（総務部経営企画課 生田課長、中川課長補佐） 

『ふるさと起業家支援プロジェクトについて』 

１．ふるさと起業家支援プロジェクト取組までの経緯 

・ふるさと応援寄附金制度を平成２６年に総務部経営企画課で立ち上げた。 

・碧南市にある『ＰＤエアロスペース株式会社』という企業では、世界初となるジェッ

トエンジンとロケットエンジンの機能を一つにした「燃焼モード切替エンジン」の燃
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焼実験に成功し、特許を取得し、ＡＮＡとＨＩＳが出資したことで話題となる。 

・碧南市では、上記企業に対してふるさと納税の仕組みを使った応援ができないかと考

え、平成２９年１０月にふるさとチョイスを運営する株式会社トラストバンクの社長

に相談を持ち掛けた。 

・その後、総務省でもクラウドファンディング型の寄附への移行を考えていることを聞

く。 

・平成２９年１１月に、総務省が「起業家支援プロジェクト」の方針を打ち出す。 

・ふるさと納税で集まった資金を特定の企業に全額を出していける仕組みとして、制度

的に整う。 

・上記のように準備ができていたため、平成３０年４月１日から２つの起業家支援プロ 

ジェクトをスタートさせることができた。 

２．「ふるさと起業家支援プロジェクト」について 

 １）目的 

 ・地方団体による地域の起業支援を促すとともに、ふるさと納税の仕組みを活用して地

域の外から資金を調達することによって、地域経済の好循環の拡大を図る。 

・ふるさと納税を活用する事業の内容を具体的に明示して、ふるさと納税を募集するこ

とを通じて、寄附文化の醸成を図る。 

２）概要 

・地方団体は、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、地域課題の解決に資

する事業を立ち上げる起業家に対し、事業に共感する方からふるさと納税を募り、補

助を行う。 

・起業家は、寄附者を「ふるさと未来投資家」として位置付け、支援先の事業に継続し

て関心をもってもらうための工夫を行う。具体的には、ふるさと納税の趣旨に沿った

範囲内で、定期的な事業報告を行うほか、自社製品の試供品等の送付、事業所見学へ

の招待、企業が成功した際の新製品の贈呈等が考えられる。 

・総務省は、起業家の事業立ち上げの初期投資に要する経費について、地方団体がふる

さと納税を財源に補助する金額を超えない範囲で行う補助等に対して特別交付税措置

により支援を行う。 

 

《イメージ図》 
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３）ふるさと起業家支援事業の対象者 

  ・市内で事業を起業しようとする個人又は法人で、地域資源を活用して総合戦略の基本

目標を推進するための事業を行おうとする者。 

（※地域資源とは、市内で生産・加工される商品等や市内で水揚げされる水産物の総称） 

  ・市税を完納していること。 

  ・碧南市暴力団排除条例に規定する暴力団等ではないこと。 

  ４）対象事業 

   ①地域資源を活用した新規の起業であること。 

   ②総合戦略の基本目標の推進に寄与する事業であること。 

 ５）助成金額 

  ・ふるさと応援寄附金制度で募集して集まった寄附金の額（実際に使用した対象経費金

額を上限） 

 ６）助成対象となる経費 

  ・市内の事業所に発注する原材料等の合計金額 

  ・専ら従事する従業員の月額給与額の２分の１の金額 

  ・新たに購入する５０万円以上の機械、備品の取得金額 

  ・新たに契約する工場棟の建設費又は賃借料 

  ・調査研究費 

 ７）審査方法 

  ・事業計画を審査する審査会に意見を求め、その審査結果を受け、市は事業認定の可否

について決定する。 

３．平成３０年４月１日からスタートしたプロジェクト＞ 

１）＜企業名＞ＰＤエアロスペース株式会社 

＜テーマ＞「宇宙への新しい翼で、誰もが宇宙へ行ける時代へ」 

＜事業内容＞ 

・ＰＤエアロスペース株式会社は「宇宙飛行機（スペースプレーン）」を開発。 

・「宇宙飛行機」とは従来のロケットとは異なり、航空機のように空港から離陸し

宇宙空間へ到達後、また地球に戻ってきて空港に着陸することができる。 

・この「宇宙飛行機」は新しい技術を採用した「燃焼モード切替エンジン」を搭載

し、大気のある高度 15km程度まではジェットエンジンとして機能し、それ以上の

大気が薄くなる高度ではロケットエンジンとして機能する世界初のエンジン。Ｐ

Ｄエアロスペース社はこの技術で特許を取得し実証実験に成功している。 

・現在は開発フェーズにあり、エンジンと機体の開発を行っている。まずは、2019 

年８月を目標に無人機で高度 100km到達を目指す。 

・支援いただく寄附金は、この無人機の開発費用に充てる。 

    ・支援いただいた方には、ＰＤエアロスペースからお礼の品が送付される。 

＜目標金額＞ １００，０００，０００円 

＜達成金額＞   ２，１４６，２１１円（平成 30年 10月 25日現在） 

２）＜企業名＞ 杉浦味淋株式会社 

＜テーマ＞「９０年続くみりん屋が挑むにんじん焼酎醸造計画」 
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＜事業内容＞ 

・２０１７年の秋、碧南市は国に対し構造改革特別区域計画を申請し「醸造のまち 

碧南焼酎特区」の認定を受けた。 

・杉浦味淋はこの特区を利用し、碧南市のブランドにんじん「へきなん美人」を使

い、これまでみりん屋として培ってきた技術と経験を元に「にんじん焼酎造り」

に挑戦。 

・今回支援いただく寄附金は、商品として本格的に生産する前段階である、焼酎造

りに必要な設備費や焼酎の開発に必要な原材料の調達費用に充てる。 

・支援いただいた方には、杉浦味醂株式会社からお礼の品が送付される。 

＜目標金額＞  ５，０００，０００円 

＜達成金額＞     １７０，０００円（平成 30年 10月 25日現在） 

 

８.視察結果について 

（１）神奈川県開成町 

《所感》 

開成町では、デザイン会社と連携し、町そのものをブランド化する取組に着手してい

る。ブランディング政策にはまちのイメージ作りが重要であり、本市においても、他県

の観光客に一目で「たつの市」と分かるよう、デザインの統一化及び簡素化していくこ

とが期待される。また、ブランディング政策は、一過性でなく、将来に継続した取組と

していくことが大切であることを改めて認識させられた。今後の取組として、本市のイ

メージキャラクターである赤とんぼくんを、地元企業とデザインをコラボさせる等、本

市をＰＲする取組をさらに根強く進めていくことが必要であると感じた。 

（２）静岡県浜松市 

《所感》 

  浜松市の災害対策本部では、災害時の職員の事務分掌は作成していない。それは、事

務分掌以外の事態にも迅速に対応することが求められるからである。また、避難所の運

営等には自主防災組織が中心となり、市職員は連絡調整役になっているという。こうし

たことが市民の防災意識に必要な、「自助・共助・公助」の意識向上に役立つことになる

のではと考える。さらに、市街化調整区域内に津波避難ビルを立地させるため、一定条

件のもと、調整区域の建築規制緩和を認め、民間活力を利用しながら避難場所の立地を

促進していることは、本市においても今後調査・研究していくことが望まれる。 

（３）愛知県碧南市 

《所感》 

   「ふるさと起業家支援プロジェクト」は平成３０年４月１日に総務省が立ち上げた新

しい取組であり、地方団体が、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、事業

を立ち上げる起業家に対し、共感する方からふるさと納税を募り、補助を行う制度であ

る。本市においても、起業家を育てるため、地域の起業支援を促し、ふるさと納税の仕

組みを活用して地域外から資金調達することで、地域経済を活性化していくこの取組は

効果的な施策になると考える。また、地元住民にも企業を認知してもらうことができ、

地域として企業を応援する意識の醸造にもつながると考える。 

 


