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（ＨＰ公開様式） 
政務活動費の調査研究に係る海外調査、宿泊を伴う県外調査の概要 

 
１ 題目：自民党誠心会政務調査 
 
２ 調査報告概要 
 
 
調 査 者 
会派名等 

 
 

［会派名、調査者全員の氏名］ 
会派名 自民党誠心会 
調査者 皆川巖、臼井成夫、渡辺英機、望月勝、白壁賢一、大柴邦彦、 

山田一功、桜本広樹、永井学、杉山肇、猪股尚彦、奥山弘昌、 
渡辺淳也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 調査目的 
  本県の喫緊の課題である、人口減少問題、地方税徴収率の向上、農業振

興、産業育成について、それぞれ先進的な取り組みをしている地方自治体

や企業等の行っている各事業等について視察、調査、意見交換を行い、本

県の施策への反映につなげていく。 
 
 
２ 調査テーマ 
  人口減少問題、地方税徴収率の向上、農業振興、産業育成 
 
 
３ 調査期間 
  平成２８年１１月２８日～平成２８年１１月３０日 （２泊３日） 
 
 
４ 調査地［海外→国名・都市名］・［国内→都道府県名・市町村名］ 
  沖縄県石垣市、沖縄県国頭郡今帰仁村、沖縄県那覇市 
 
 
５ その他 
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３ 調査テーマ毎の調査項目と選定理由 
［調査テーマ］ 
人口減少問題 

［調査項目］ 
地方創生の取り組みについて 

 
［選定理由］ 
 全国平均以上に少子高齢化が進む本県において、国が進める地方創生

を生かした取り組みが喫緊の課題であるため選定した。 
 
 

［調査テーマ］ 
地方税徴収率の

向上 

［調査項目］ 
 クレジットカード納税について 
 
［選定理由］ 
 地方自治体における重要な財源である地方税の徴収率の向上を目的

としたクレジットカード納税の効果について調査するため選定した。 
 
 

［調査テーマ］ 
農業振興 

［調査項目］ 
６次産業化への取り組みについて 

 
［選定理由］ 
 本県が進める儲かる農業への転換を推進する上で、農業の６次産業化

への取り組みが重要な課題であるため選定した。 
 
 

［調査テーマ］ 
産業育成 

［調査項目］ 
新産業創出・中核産業の育成について 

 
［選定理由］ 
人口減少問題に起因する地域経済の停滞や縮小から脱却するために

は、新産業創出・中核産業の育成が必要不可欠であるため選定した。 
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４ 調査項目に係る調査都市・施設・担当者等の選定 
調査項目 都市（市町村）名・施設名・担当者名及び選定理由 

人口減少問題 
地方創生の取り組みにつ

いて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
沖縄県石垣市 企画部企画政策課 

 地域創生係兼移住・安定支援係 
 係長 新良卓也 
 
［選定理由］ 
 全国の多くの市町村が人口減少を続けるなか、石垣市は社会

増減の変動を自然増でカバーしながら人口増加基調を保って

いる。この人口増加基調を維持するために石垣市が行っている

国の地方創生を活用した取り組みを本県の人口減少対策の施

策に生かしていくため選定した。 
 

地方税徴収率の向上 
クレジットカード納税に

ついて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 沖縄県石垣市 総務部納税課 
 課長 内原英政 
 
［選定理由］ 
 石垣市の市税徴収率は、全国平均に比べ低い状況にあった

が、その対策として平成２１年度にクレジットカード納税を導

入し、平成２４年度にはコンビニ・ペイジーが利用可能な公金

収納システムを導入したことにより、徴収率が向上した実績が

あることから選定した。 
 

農業振興 
６次産業化への取り組み

について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
沖縄県国頭郡今帰仁村 農業生産法人㈱あいあいファーム 

 経営企画室長 農水省６次産業化ポランタリープランター 
 加力謙一 
 
［選定理由］ 
 農業生産法人㈱あいあいファームは、農林水産省の６次産業

化推進整備事業を活用し、沖縄県産の小麦・米粉・大豆等を使

った加工品の販売やレストランでの提供、宿泊施設を活用した

農業体験などを実施する総合的な教育ファーム事業を行って

いるため選定した。 
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産業育成 
新産業創出・中核産業の

育成について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 沖縄県那覇市 株式会社沖縄産業振興センター 
 総務企画部 部長 玉那覇正美 
 
［選定理由］ 
 沖縄産業支援センターは、沖縄県における新産業創出・中核

産業育成の拠点である。そのため、地域プラットフォーム施設

をはじめ、産業支援施設、産業交流等公益施設（ホールや会議

室等）、民間施設、インキュベート施設等が整備されており、

各団体及び各種施策間の連携が図られ、新規産業の創出と既存

産業の活性化を支援していることから、その取り組みを調査・

研究し本県の産業育成に向けた施策に反映していくため選定

した。 
 

 
５ 調査内容 
○調査テーマ：（人口減少問題） 

調査項目 地方創生の取り組みについて 
調査都市等 沖縄県石垣市 企画部企画政策課 

地域創生係兼移住・安定支援係 
調査日 １１月２８日 

 
 
調査結果概要 

石垣市は、八重山圏域の拠点として人口増加の傾向にあるが、社会増

減の変動を自然増でカバーしながら人口増加基調を保ってきている。し

かし、高等専門学校以上の教育機関がないため、高校卒業後の進学等に

伴う流出超過が続いていることや人口の８５％が石垣島の南部地区に

集中し、北部地区や東部地区を中心に人口減少や高齢化が進んでいると

いう現状もある。現状のまま推移した場合、石垣市の人口は２０２５年

をピークに減少過程に入ると推計されており、税収の減少や公共サービ

ス水準の低下、学校統廃合問題等が懸念される。 
 そこで、石垣市は地域創生総合戦略に４つの基本目標を定め、それぞ

れの基本的方向に沿って様々な施策を行っている。まず、１つ目の基本

目標として新たな産業や安定した雇用を創出すると定め、島野菜・ハー

ブの生産・加工・販売の促進や家庭料理を通じた食文化発信事業等を行

っている。次に、２つ目の基本目標として新たな人の流れをつくると定

め、国内外の大学等からのインターンシップの推進やサンゴ保全活動に

おける新たな観光事業の創出等を行っている。さらに、３つ目の基本目

標として若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえると定め、子育
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て支援等人材育成支援事業や病児・病後児童保育事業の導入等を行って

いる。最後に、４つ目の基本目標として交流の促進と自然環境の保護と

定め、ふるさと納税の推進や石垣スポーツコミッション（仮称）の創設

等を行っている。 
 
○調査テーマ：（地方税徴収率の向上） 

調査項目 クレジットカード納税について 
調査都市等 沖縄県石垣市 総務部納税課 調査日 １１月２８日 

 
 
調査結果概要 

 石垣市の市税徴収率は、年々少しずつ上昇してきたものの全国平均に

比べ低い状況にあったことから、納付環境の充実が喫緊の課題として挙

げられてきた。その対策として平成２１年度にクレジットカード納税を

導入し、平成２４年度にはコンビニ・ペイジーが利用可能な公金収納シ

ステムを導入した結果、平成２７年度の徴収率は９５．５％となり３年

前の平成２４年度と比較すると６．６％上昇している。 
 また、クレジットカード納税を導入するにあたってかかった経費は、

契約時の参加費用３１万５千円と月額利用料１５７５０円、利用件数１

件につき１００円で、参加費用は初年度のみとなることから、他の収納

システムに比べ大変に安価に導入することができている。 
 クレジットカード納税のメリットは、窓口納税が平日の限られた時間

内でなければならないことに比べ、休日や平日の朝晩などいわゆるオフ

タイムでも利用が可能なことと操作方法が簡単なことにあると考えら

れる。石垣市のクレジットカード納税の平成２６年度の利用状況は、５

３４２件で全体の６％、金額は１億５２３１万円で５％となっており決

して高い割合とは言えないが、年々微増傾向にあることからすると今後

の利用者割合は、少しずつ伸びていくものと考えられる。 
 
○調査テーマ：（農業振興） 

調査項目 ６次産業化への取り組みについて 
調査都市等 沖縄県国頭郡今帰仁村  

農業生産法人㈱あいあいファーム 
調査日 １１月２９日 

 
 
調査結果概要 

農業生産法人㈱あいあいファームは、平成２２年２月に沖縄県那覇市

を中心に飲食店を展開する㈱アメニティの農業生産部門として設立さ

れた。その後、廃校を改修し、農産加工施設、直売施設、地域食材提供

施設（レストラン）等を整備し、沖縄県産の小麦・米粉・大豆等を使っ

たチーズケーキ等のスイーツや味噌、豆腐、天然酵母パン等の加工品の

販売や農業体験などを実施する総合的な教育ファーム事業を行い、農林
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水産省の６次産業化「総合化事業計画」の認定事業者となった。 
 また、平成２３年５月１２日には、沖縄県産の小麦、大豆を生産する

農家と連携し、それを「県内産原材料を使った魅力ある食品」に加工す

ることで、価格競争に巻き込まれない新たなジャンルの商品として市場

に提供していくことを目指し、また併せて、地域にふんだんにある特徴

ある果物を活用し、これをドレッシングとして新たな商品を製造、販売

することで、付加価値を高め利益を生産農家に還元するという内容で、

農林水産省へ６次産業化農商工連携タイプ補助事業申請し、平成２３年

８月２６日に採択された。 
 
○調査テーマ：（産業育成） 

調査項目 新産業創出・中核産業の育成について 
調査都市等 沖縄県那覇市  

株式会社沖縄産業振興センター 
調査日 １１月３０日 

 
 
調査結果概要 

株式会社沖縄産業振興センターは、２００１年４月に第三セクターと

しての公共性・公益性を自覚し、「沖縄の産業人を育てる総合センター」

としての沖縄産業支援センターのより高度な管理・運営を通して沖縄県

における中核産業育成・新産業創出支援を行い、沖縄の自立経済の実現

に寄与することを経営理念として設立された。その後、自然豊かな沖縄

の環境を守るため、環境への負担を低減する環境マネジメントシステム

を構築し、主業務である沖縄産業支援センターの管理運営・産業振興支

援・人材育成業務を遂行しており、平成１７年１２月にはＩＳＯ１４０

０１認証取得し、平成２０年１１月にはＩＳＯ９００１とＩＳＯ２７０

０１を同時認証取得している。 
 また、入居者へ最適なビジネス環境を提供することはもちろん、県内

の一般企業にも幅広く開放し、イベント展開や会議など、様々なビジネ

スシーンに有効に活用できるように取り組んでいる。平成２７年度の入

居者は、産業団体等１９団体、民間企業３４社、インキュベート企業１

３社であり入居率は１００％である。さらに、入居法人にカーシュアリ

ングプランを紹介することや施設内に保育所を整備することにより、沖

縄産業支援センターに入居する企業や団体、そこで働く人たちを支援し

ている。 
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○各参加者の所感及び調査結果の活用方針 
議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖  農業生産法人㈱あいあいファームは農林水産省からの６次産業化農

商工連携タイプ補助金を活用した取り組みで特に旧湧川小中学校の廃

校舎を利用した内容は参考にすべきところが多く見られた。 
臼井 成夫  石垣島の先端的な行政は学ぶべき内容であった。特に地方創生の取

り組みは、観光客を増やしながら人口流入にも成功している。移住政

策や子育て施策など本県行政に取り入れられる素材が沢山あり参考に

なった。 
渡辺 英機  廃校を活用したあいあいファームの取り組みは地元にとっても大き

く参考になった。 
望月 勝  教育施設（廃校した）を再利用による地域の活性化と地産地消を推

進する。 
白壁 賢一  沖縄産業支援センター内にある保育所。那覇市が補助を出して、福

利厚生という位置づけで賃借料は無料とのこと。インキュベーション

センターに入っているような企業の方は若い人が多い。ワークライフ

バランスにも配慮した面白い取り組みだと思った。 
大柴 邦彦  多くの地方自治体が人口減少の状況にあるなか、石垣市の人口増加

と合計特殊出生率２．０６という事実は驚愕に値し、この事実を生み

出している石垣市の施策はさらに研究する必要があると認識した。 
山田 一功 石垣市役所の地方創生の取り組みは、離島ならではの問題を捉え、

また地方が同様に抱える人口減少問題を踏まえ、総合戦略策定にあた

り先駆性に富んだ取り組み、各分野を横断する効果的な行政間連携を

図る事などを視点として策定されていた。 
また、クレジットカードによる市税等の納付についても全国に先駆

けて取り組むなど先見性を感じた。 
今帰仁村にある農業生産法人(株)あいあいファームでは、旧湧川小中学
校を利用して、入園者が年間５０万人も来るという農業の６次産業化

への取り組みは、近隣農家とも連携しながら付加価値を高め、利益を

生産農家へも還元する手法は大いに参考になった。 
桜本 広樹 ○石垣市の地方創生の取り組み 

石垣市の地域的な特性を生かした産業・雇用の創出に向けた取り組

みなど、今後の本県の地域創生施策等を考える上で有意義であった。 
○農業生産法人 株式会社あいあいファーム 
本県でも廃校の利活用や、農業の６次産業化が課題となっているが、

これらを組み合わせた６次産業化により、年間５０万人の入園者が訪
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れる成功事例は、本県にとっても大いに参考になるものであった。 
永井 学  沖縄県産業支援センターのインキュベーションセンターは非常に参

考になった。山梨県では１年以内、通年で３年間の利用。沖縄県のこ

のセンターでは６年間使用出来る。企業が独り立ちしてやっていくた

めには、やはり最低これくらいの期間はかかるということ。本気で中

小企業を育てようとする意志が感じられた。「山梨でもやっています」

という応えを執行部から伺うが、経営者側にたったより実になる対応

を検討すべきだと改めて感じた。今後産業振興の分野での質問に活か

していきたい。 
杉山 肇  農業と観光などの取り組みは今後の山梨にとって大きな参考になっ

た。 
猪股 尚彦  （移住人口の増加）若い子育て世代が子育て期間を沖縄で過ごすた

めに移住人口が増えている事に感心した。 
奥山 弘昌  あいあいファームの運営は、農村の雇用と所得の確保に繋がる様子

をうかがえた。そして廃校を地域の資源としてうまく活用していた。

山梨における廃校利用の参考となった。 
渡辺 淳也  石垣市が導入したクレジットカード納税は、コンビニ・ペイジーが

利用可能な公金収納システムの導入と併せて徴収率を向上させてお

り、その有効性を強く認識した。また、納税方法の多様化は住民サー

ビスの向上の点から取り組むべき課題でもあるので、費用対効果を考

慮しながら本県へのクレジットカード納税の導入について検討してい

く。 
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６ 調査状況（写真） 
 
○平成２８年１１月２８日 
調査先（沖縄県石垣市 企画部企画政策課 地域創生係兼移住・安定支援係） 

 

 
左から、渡辺淳也議員、奥山議員、猪股議員、永井議員、山田議員、大柴議員、皆川議員、

臼井議員、渡辺英機議員、望月勝議員、白壁議員、桜本議員、杉山議員 
 
 
○平成２８年１１月２８日 調査先（沖縄県石垣市 総務部納税課） 
 

 
左奥から、白壁議員、桜本議員、杉山議員 
手前左から、永井議員、猪股議員、奥山議員 
 

地方創生の取り組みについて調

査 

クレジットカード納税について

調査 
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○平成２８年１１月２９日 調査先（農業生産法人㈱あいあいファーム） 
 

 
左奥から、大柴議員、永井議員、皆川議員、桜本議員、渡辺英機議員、臼井議員 
左手前から、望月勝議員、山田議員、白壁議員 
 
 
○平成２８年１１月３０日 調査先（株式会社沖縄産業振興センター） 
 

 
左から、猪股議員、渡辺英機議員、永井議員、望月勝議員、白壁議員、奥山議員、大柴議

員 

６次産業化への取り組みについ

て調査 

新産業創出・中核産業の育成に

ついて調査 


