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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、浅川力三、鈴木幹夫、石井脩德、 

望月勝、河西敏郎、白壁賢一、大柴邦彦、山田一功、桜本広樹、 
永井学、杉山肇、遠藤浩、猪股尚彦、奥山弘昌、渡辺淳也、 
宮本秀憲 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査内容 

 
 
 
 
 
 

１ 調査目的 
  観光振興、地方創生、情報政策に関して、現状とその内容を調査し、国

の施策を本県の施策に効率的に生かしていく。 
 
 
２ 調査テーマ 
  観光振興、地方創生、情報政策 
 
 
３ 調査期間 
  平成２９年３月２７日～平成２９年３月２８日 （１泊２日） 
 
 
４ 調査地［海外→国名・都市名］・［国内→都道府県名・市町村名］ 
  東京都千代田区（参議院議員会館） 
 
 
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］ 
観光振興 

［調査項目］ 
 国の観光の現状と IRについて 
 
［選定理由］ 
 観光の現状と国の観光施策を調査し、本県の観光振興に生かしていく

ため選定した。 
 
［調査結果の活用方針］ 
観光の現状を的確に把握するとともに、国の観光施策を調査・研究し、

本県の観光振興への活用を図っていく。 
 

［調査テーマ］ 
地方創生 

［調査項目］ 
 RESAS最新版の内容と活用方法について 
 
［選定理由］ 
 地域経済分析システム（RESAS）最新版の内容や操作方法を調査し、
本県の施策作成に生かしていくため選定した。 
 
［調査結果の活用方針］ 
地域経済分析システム（RESAS）最新版の内容や操作方法を調査・

研究し、本県の施策作成に生かしていく。 
 

［調査テーマ］ 
情報政策 

［調査項目］ 
 地方における IOT戦略について 
 
［選定理由］ 
 本県でも様々な活用を検討している IOT の内容と地方における活用
方法について調査するため選定した。 
 
［調査結果の活用方針］ 

IOTの内容と地方における活用方法について調査・研究し、本県の活
性化につなげていく。 
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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 

観光振興 
国の観光の現状と IRにつ
いて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 東京都千代田区（参議院議員会館） 
 観光庁総務課 平岡 成哲 課長 
 
［選定理由］ 
 日本の観光の現状、内容などを把握していることから選定し

た。 
 

観光振興 
国の観光の現状と IRにつ
いて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 東京都千代田区（参議院議員会館） 
 内閣官房 IR推進本部事務局 斎須 朋之 参事官 
 
［選定理由］ 
 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」につい

て、その内容と現在の進行状況などを調査するため選定した。 
 

地方創生 
RESAS 最新版の内容と
活用方法について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 東京都千代田区（参議院議員会館） 
 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 
森 大輔 企画調整官  

 
［選定理由］ 
地域経済分析システム（RESAS）最新版の内容や RESAS

を活用した地域での取組事例などを調査するため選定した。 
 

情報政策 
地方における IOT 戦略に
ついて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 東京都千代田区（参議院議員会館） 
 総務省 佐藤 文俊 事務次官 
 総務省 今林 顕一 政策統括官 
 
［選定理由］ 
 地域 IOT の現状、内容などを把握していることから選定し
た。 
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５ 調査内容 
○調査テーマ：（観光振興） 

調査項目 国の観光の現状と IRについて 
調査都市等 観光庁総務課、内閣官房 IR推進本部事務局 調査日 ３月２７日 

 
 
調査結果概要 

日本の観光の現状、とりわけインバウンド観光客について、ここ数年

著しい伸び率を示している。２０１６年には 2404万人となり調査開始
以来５倍の人数、山梨県も 137.3 万人と増加傾向にある。政府は 2020
年にはこの数を 4000万人に増やしたい考え。また IRに関しては、「特
定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」が制定され、国おいて

も整備推進本部が立ち上がったところ。民設民営で行う方針で、地方自

治体が区域を申請、国がそれを認定していく方向とのこと。 
 
 
○調査テーマ（地方創生） 

調査項目 RESAS最新版の内容と活用方法について 
調査都市等 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 調査日 ３月２７日 

 
 
調査結果概要 

２８年度終わりに RESASいわゆる「地域経済分析システム」の最新
版がリリースされた。 
２次リリースにおいては、 
①まちづくり、雇用・医療・福祉という新しいカテゴリーを設け、「通

勤通学人口」や「施設周辺人口」などを追加。 
②搭載データの一部入れ替え（滞在人口、滞在人口率など） 
③メニュー構成・名称の見直し 
を行った。新たなデータ追加によって内容の充実を図ると共に、メニュ

ー構成の見直しなどで利便性を向上させることにより、自治体はもとよ

り、支援機関や教育機関などにおける更なる活用を促す。もちろん、議

員が政策を立案する上での数的資料にも、今まで以上に大いに活用しや

すくなった。 
 
 
○調査テーマ（情報政策） 

調査項目 地方における IOT戦略について 
調査都市等 総務省 調査日 ３月２８日 

 
調査結果概要 

今までの ICT とは違い、自動車、家電、ロボット、施設などあらゆ
るモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モ

ノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み
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出すことを IOTという。これにビックデータ、AIを組み合わせ、様々
な「モノ」からデータを収集・分析し、新たな価値を創造していく。経

済活動はもとより医療や福祉にも活用可能。働き方や観光などですでに

この分野を活用し成功している自治体や企業がある。 
 
 
○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 内閣参事官の斎須氏から日本の観光の現状と「特定複合観光施設区

域の整備の推進に関する法律」の説明を受け IRが単にカジノ施設のみ
に注目されているが幅広く観光推進化に繋がることが理解できたと思

う。 
臼井 成夫 中央省庁の官僚による政策の説明は素晴らしく、感銘を受けた。特

に IRに関しては、最新の情報が得られ自民党山梨県連でも議論が始ま
ったところであり、大いに参考になった。 

渡辺 英機 IR 法案については山梨県で活用することは時期尚早であると感じ
た。 

浅川 力三  日本版 DMO について質問したが、山梨県への導入は思いのほか進
んでいない様子だった。地元 北杜市での検討もあるので更なる提案を
行って参りたい。 

鈴木 幹夫 最新の観光の実態をお聞きし、やはり農との連携をさらに進めるべ

きだと改めて思った。体験型観光を効率的に進めていくことは、山梨

県のインバウンド観光客の増加に繋がる。議会の場でも更に提案して

いきたい。 
石井 脩德 「IRと新たな観光立国を目指す」内閣参事官の斎須講師、カジノや

ホテル、ショッピングモールが一体となった総合的リゾートを IRと言
う事を詳しく学び、さらに勉強を重ね充分な理解を得る中で本県が求

めるもの、将来に向け必要か否か慎重に対応すべき課題があると受け

とめた。 
地方創生について、まち、ひと、しごと創生については全体を各分

野ごとに分析、人口、地域経済いわゆる企業活動、観光など・・さら

に一人当たりの税また消費などのあり方「観光マップ」から「まちづ

くりマップ」に至るまで詳細な取り組みの必要性が大事であると感じ

た。 
望月 勝 国で法案を通した IR 法案についての勉強会は非常に内容も理解で

き有意義であった。 
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河西 敏郎  地方創生について地域経済分析システム（RESAS）の研修では、ビ
ックデータを利用して、様々な分野の分析が行われ、このようなデー

タを利用して、県政課題の解決の手法や提言が行える事が分かった。

また、大いに活用すべきであると思った。 
地方における IOT戦略については、山梨県にも出向していた佐藤文

俊総務省事務次官のお話を聞くこともでき、地域活性化に貢献する

IOTについて、学ぶことが出来た。 
白壁 賢一  県外調査と言うと殆どが全国の先進事例や同規模県の実態調査であ

るが今回のような政府関係者並びに担当官から直接の説明や意見交換

ができたことは実に意義深いものであった。 
特に観光庁の説明は今後の観光施策の方向性が示されインバウンド

国の偏在や体験型観光、食、等々本県の課題も浮き彫りとなった、ま

たまだまだ発展途上ではあるが RESAS を活用しての集客力向上のた
めの対策や IR の進捗状況と将来性、近い将来必ずおとずれる IOT 化
に対する地方公共団体としての対策や活用等であった。 
議会でも話題になるが「そんなことはネットで十分」などと言う議

員がいるがとんでもない誤解である、調査はひざを交えての意見交換

にこそ意味があるのであって時としてネットに掲載されていないよう

な生きた情報を他県に先駆けて入手することもできるのである。 
今回の反省点は会派での県外調査のため多人数になってしまったこ

とで十分に質疑時間が取れなかったこと、国側の説明時間が１時間

少々と短いものであったこと。 
今後は今回の調査を県政に反映すべく努力してまいる所存である。 

大柴 邦彦 県政の課題が直接国に聞けて良かった。 
山田 一功 参議院会館会議室をお借りして、山梨県の県政課題でもある、観光

の現状や IRについて政府職員から説明を受けたことで、情報の集中、
政府が目指す方向性、先進性など明日の観光ビジョンやインバウンド

の取り組みの現状など理解できた。今後の山梨の観光政策に生かせる

ヒントも多くあった。 
地域 IOT実装推進タスクフォースについては、IOT、ビックデータ、

AI により、「ヒト」の様々なデータを収集・分析し新たな価値の創造
が可能になる事が理解できた。 
また、会議の合間を利用しての首相官邸訪問は、感慨深いものがあ

った。 
桜本 広樹 ○観光庁 

本県は、地域の持続的な発展に向け、世界の成長を積極的に取り込
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んでいくため、インバウンド観光を重要施策に位置付けていることか

ら、日本の観光の現状や観光政策の方向性を通して、本県における戦

略的かつ効果的なインバウンド観光の施策展開を考える上でたいへん

役立った。 
○RESAS、IOT戦略 
地域経済に係わる様々なビッグデータを一元化し、「見える化」した

システムである RESASや、IOTを活用した地方自治体の取り組みは、
地方創生に向けた地域の課題解決につながることが見込まれ、地方自

治体の政策立案にとって、今後ますます重要性を増していくことから、

これらを活用した先進事例や課題などを学ぶ良い機会となった。 
永井 学 若者の多様化する雇用形態に対応するため、積極的に IOTの技術を

活用していくべきだと思った。テレワーク等今までにあるものではな

く、山梨県にあった活用方法はないのか、これからも引き続き勉強し

ていきたい。 
また、IR法の現状を伺い、国でも議論し始めているが「ギャンブル

依存症」などの対策を平行して進めていかなければならいと思った。

山梨県にあるギャンブル依存症更正施設との連携を模作してみたい。 

杉山 肇 地方自治体にとって国の考え方、今後の方向性などの話を聞くこと

は大変有意義なことだと思う。 
遠藤 浩 RESASについての研修で鳥獣被害対策に役立つ実例があった。 
猪股 尚彦 一項目に一時間内の説明及び質疑で大変集中できたと思う。 

各研修の内容が先進的で良かったと思う反面、非常に難しいと感じ

た。 
奥山 弘昌  IR推進法についての研修を通して、すでに誘致に名乗りを上げてい

る自治体のことを考えると、行政に欠かせないものはスピードだとつ

くづく感じた。 
渡辺 淳也  IR法案が山梨県に活用できるかどうかについてはその内容や国の動

向を更に調査・研究する必要があると感じた。 
宮本 秀憲 IR法案の勉強会や地方創生関連、観光推進の勉強会は大変参考にな

り、今後の県政、議会での発言などに役立つと強く感じた。 
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６ 調査状況（写真）  
  
○平成２９年３月２７日 調査先（観光庁総務課） 
 

 
左から、渡辺淳也議員、奥山議員、永井議員、桜本議員、河西議員、望月勝議員、石井議

員、浅川議員、臼井議員 
 
 
○平成２９年３月２７日 調査先（内閣官房 IR推進本部事務局） 
 

 
左から、皆川議員、渡辺英機議員、鈴木議員、白壁議員 
 
 
 

国の観光の現状と IR について
調査① 

国の観光の現状と IR について
調査② 
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○平成２９年３月２７日 調査先（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局） 
 

 
左から、皆川議員、渡辺英機議員、鈴木議員、白壁議員、大柴議員、山田議員 
 
 

 
手前から、宮本議員、猪股議員、山田議員、大柴議員、白壁議員、鈴木議員、渡辺英機議

員、皆川議員 
 
 
 
 
 
 
 

地方創生（最新版 RESAS）に
ついて調査① 

地方創生（最新版 RESAS）に
ついて調査② 
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○平成２９年３月２８日 調査先（総務省） 
 

 
左手前から、永井議員、桜本議員、河西議員、望月勝議員、浅川議員、臼井議員 
右奥から、皆川議員、渡辺英機議員、鈴木議員 
 
 

 
左から、皆川議員、渡辺英機議員、鈴木議員、白壁議員、大柴議員 
 
 

地方における IOT 戦略につい
て調査① 

地方における IOT 戦略につい
て調査② 


