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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、前島茂松、臼井成夫、渡辺英機、浅川力三、鈴木幹夫、 

石井脩德、望月勝、白壁賢一、大柴邦彦、山田一功、塩澤浩、 

桜本広樹、永井学、杉山肇、遠藤浩、猪股尚彦、渡辺淳也、 

宮本秀憲、乙黒泰樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調査目的 

  本県における行政課題である、働き方改革、女性の活躍推進、人口減少

問題、都市整備について、国の施策や先進的な取り組みをしている地方自

治体、団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、本県の施策に活かしていく。 

 

 

２ 調査テーマ 

  働き方改革、女性の活躍推進、人口減少問題、都市整備 

 

 

３ 調査期間 

  平成３０年２月５日～平成３０年２月７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］ 

  東京都千代田区、埼玉県さいたま市、埼玉県川越市 

 

 

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］ 

働き方改革 

［調査項目］ 

国の進める働き方改革について 

 

［選定理由］ 

少子高齢化の進行により、生産年齢人口が減少している中で、労働生

産性の向上や女性、若者、高齢者等の人材育成に向けて国が働き方改革

を進めているため選定した。 

 

［調査テーマ］ 

女性の活躍推進 

［調査項目］ 

 国の進める女性の活躍推進について 

 

［選定理由］ 

 ２０１６年４月の女性活躍推進法完全施行により、我が国における女

性活躍は新たなステージに移行しており、国は更なる女性の活躍推進に

向けて取り組んでいるため選定した。 

 

［調査テーマ］ 

女性の活躍推進 

［調査項目］ 

女性の活躍推進に関する企業の取り組みについて 

 

［選定理由］ 

国が進める女性の活躍推進に関する施策のもと、女性の活躍推進に関

する先進的な取り組みを行っている企業が多く存在する。そこで、県内

企業等の女性の活躍の更なる推進に向けて、そのような企業を調査する

必要があるため選定した。 

 

［調査テーマ］ 

人口減少問題 

［調査項目］ 

移住施策の充実について 

 

［選定理由］ 

地方における人口減少が社会問題となる中で、その対策は喫緊の課題

であるが、本県は、移住希望先ランキングで上位であるという特色もあ

る。そこで、更なる移住施策の充実を図る必要があるため選定した。 
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［調査テーマ］ 

都市整備 

［調査項目］ 

中心市街地の活性化について 

 

［選定理由］ 

本県では、平成２９年１２月に甲府城周辺地域活性化基本計画が策定

され、その計画に基づき整備が予定されていることから、先進的な地域

の中心市街地の活性化施策を調査する必要があるため選定した。 
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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 

働き方改革 

国の進める働き方改革に

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 

 厚生労働省 政策統括官付 労働政策担当参事官室 

 室長補佐 福田佳英 

 

［選定理由］ 

 厚生労働省では、「ニッポン一億総活躍プラン」において示

されたＧＤＰ６００兆円、希望出生率１．８、介護離職ゼロを

目標に同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善、長

時間労働の是正、高齢者の就労促進を中心とする働き方改革を

進めているため選定した。 

女性の活躍推進 

国の進める女性の活躍推

進について 

［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 

 内閣府 男女共同参画局総務課 

 課長 岡田恵子 

 

［選定理由］ 

 内閣府では、女性活躍や生産性向上に資する働き方改革及び

男性の暮らし方・意識の改革の推進と女性活躍情報の見える化

の徹底と活用の促進により、各界各層、全国各地における自発

的な取り組みにつなげ、女性活躍の好循環を生み出していくこ

とを目的に更なる女性の活躍推進を進めているため選定した。 

女性の活躍推進 

女性の活躍推進に関する

企業の取り組みについて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 埼玉県さいたま市 株式会社島忠 人事部 労務課  

チーフ ・・・・・ 

 

［選定理由］ 

 株式会社島忠では、社内広報で女性活躍に向けての会社方針

や女性の活躍事例を取り上げ、女性の管理職登用への理解及び

女性社員自身への意識醸成を図るなど、女性の管理職登用への

積極的な取り組みの結果、チーフ・リーダー職の女性比率が上

昇し、均等推進企業部門において埼玉労働局長優良賞を受賞し

たことから選定した。 
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人口減少問題 

移住施策の充実について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 東京都千代田区  

認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター 

理事長 ・・・ 

 

［選定理由］ 

 認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターでは、地方移住に

関するパンフレットや資料を常備し、地方暮らしを希望する方

により具体的な地域の情報を提供するとともに、各種相談にセ

ンターの相談員や３９道府県・１政令市の専属相談員が応じて

おり、ふるさと暮らしに関するセミナーを随時開催しているこ

とから選定した。 

都市整備 

中心市街地の活性化につ

いて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 埼玉県川越市  

株式会社まちづくり川越（川越市中心市街地活性化協議会） 

 業務企画部 業務企画課 課長 ・・・・ 

 

［選定理由］ 

 川越市は、江戸文化の歴史を今に残す城下町として「小江戸」

と呼ばれ、埼玉県南西部地域の経済・文化の中心都市として発

展しており、川越市中心市街地活性化基本計画に基づき川越市

中心市街地活性化協議会が中心となって、歴史的建造物の保

存・活用に係る事業を推進するとともに、中心市街地の活性化

に向けた事業を行っているため選定した。 
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５ 調査内容 

○調査テーマ：（働き方改革） 

調査項目 国の進める働き方改革について 

調査都市等 東京都千代田区 

厚生労働省（参議院議員会館） 

調査日 ２月５日 

調査結果概要  日本の人口は近年減少局面を迎えており、２０６５年には総人口が９

０００万人を割り込み、高齢化率は３８％台の水準になると推計されて

いる。さらに、経済成長と労働参加が適切に進まないケースでは、２０

３０年の就業者が２０１４年と比べ７９０万人減少すると予測されて

いる。そこで、国全体の生産力低下ひいては国力の低下をまねきかねな

い労働力不足を解消し、少子高齢化が進む中でも５０年後も人口１億人

を維持し、職場・家庭・地域で誰しもが活躍できる社会という意味であ

る一億総活躍社会を実現するために、国では働き方改革に取り組んでい

る。 

 働き方改革により「ニッポン一億総活躍プラン」で示された名目ＧＤ

Ｐ６００兆円、希望出生率１．８、介護離職ゼロという３つの目標を達

成するために、働き方改革実現会議の開催及び年度内の計画のとりまと

めを行っている。働き方改革の具体的な内容は、以下の３つである。 

 まず、同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善に向けて、

ガイドラインの策定や労働契約法、パートタイム労働法及び労働者派遣

法の一括改正等を検討し、正規労働者と非正規労働者の賃金差につい

て、欧州諸国に遜色ない水準を目指している。次に、長時間労働の是正

に向けて、法規制の執行強化や労働基準法改正案の早期成立、いわゆる

３６協定における時間外労働規制の在り方について再検討を行ってい

る。最後に、高齢者の就労促進に向けて、６５歳以降の継続雇用や６５

歳までの定年延長を行う企業等に対する支援、企業における再就職受入

支援や高齢者の就労マッチング強化等を行っている。 

 

○調査テーマ：（女性の活躍推進） 

調査項目 国の進める女性の活躍推進について 

調査都市等 東京都千代田区 

内閣府（参議院議員会館） 

調査日 ２月５日 

調査結果概要  国では、男女共同参画社会基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的

推進を図るため、平成３７年度末までの基本的な考え方並びに平成３２

年度末までを見通した施策の基本的方向及び具体的な取り組みを定め

た第４次男女共同参画基本計画を策定し、この計画に基づき、男女共同
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参画会議において女性活躍加速のための重点方針に盛り込むべき事項

や女性に対する暴力防止と被害者支援の今後の施策の在り方などにつ

いて調査検討している。 

 女性活躍加速のための重点方針２０１７においては、２０１６年４月

の女性活躍推進法完全施行により、我が国における女性活躍は新たなス

テージへと移行したと考え、次のステップとして、女性活躍や生産性向

上に資する働き方改革及び男性の暮らし方・意識の変革の推進と女性活

躍情報の見える化の徹底と活用の促進により、各界各層、全国各地にお

ける自発的な取り組みにつなげ、女性活躍の好循環を生み出していくこ

とを目的としている。 

また、女性への採用、昇進等の機会の積極的な提供等、固定的性別役

割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮や職業生活と家庭

生活との両立のための必要な環境の整備、本人の意思を尊重という３つ

を基本原則とし、女性の職業生活における活躍を推進に関する法律を１

０年間の時限立法で制定した。 

 さらに、女性の活躍を推進するため、その前提となるワークライフバ

ランスの実現等に向けて、公共調達及び補助金の分野において、企業の

ポジティブ・アクション等を推進する取り組みも行っている。 

 

○調査テーマ：（女性の活躍推進） 

調査項目 女性の活躍推進に関する企業の取り組みについて 

調査都市等 埼玉県さいたま市 

株式会社島忠 

調査日 ２月６日 

調査結果概要  株式会社島忠では、女性の活躍推進に向けて女性社員を対象としたキ

ャリア別の研修を継続的に行い、女性のキャリア醸成のためにロールモ

デルの紹介や交流、キャンパス事例の紹介なども行っている。また、社

員一人ひとりのワークライフバランスを推奨し、子供を持つ女性役職者

同士のネットワーク作りにも取り組み、家庭と両立しながら継続的に就

業し、キャリアアップできる職場環境を整備している。 

 具体的には、女性の働く環境についてと今後の働き方についての意見

交換を行う女性会議の開催や女性役職者同士のネットワーク作りとキ

ャリア形成の支援のための研修・ディスカッションなどを業務として行

う女性役職者ミーティングを開催している。また、妊娠・育児中の社員

やそれらに興味のある社員を対象に、離職防止や帰属意識の維持を目的

に交流・意見交換を行う「ぴよぴよカフェ」を労働組合と共同開催し、

ぴよぴよカフェをはじめとするイベントの開催や労働局からの表彰な
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ど、女性活躍に関する情報提供ツールである「シマホウーマンｎｅｗｓ」

や産休・育休からの復職を支援するハンドブック等を発行している。さ

らに、管理職及び全役職者に占める女性割合や連続休暇の取得などの女

性活躍推進法に基づく様々な数値目標を定めている。 

 以上の取り組みから、チーフ・リーダー職の女性比率が平成２５年の

４．０％から平成２７年には７．１％に上昇し、平成２６年には女性副

部長が誕生したこと等によって、均等推進企業部門の埼玉労働局長優秀

賞を受賞し、「多様な働き方実践企業ゴールド＋」や「くるみん」に認

定されている。 

 

○調査テーマ：（人口減少問題） 

調査項目 移住施策の充実について 

調査都市等 東京都千代田区  

認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター 

（やまなし暮らし支援センター） 

調査日 ２月６日 

調査結果概要  認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターでは、地方移住に関するパ

ンフレットや資料を常備し、地方暮らしを希望する方により具体的な地

域の情報を提供するとともに、各種相談にセンターの相談員や３９道府

県・１政令市の専属相談員が応じており、ふるさと暮らしに関するセミ

ナーやふるさと回帰フェア等を随時開催している。また、中央省庁の次

年度の施策説明や先進自治体の取り組み等について、地方自治体の移住

担当者や受入団体を対象にした交流・移住実務者研修セミナーや自治体

新任担当者向けの研修会を開催している。さらに、年４回、情報誌「１

００万人のふるさと」を発行している。 

 認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターは、２００２年に設立さ

れ、２０１４年までの来訪者・問い合わせ数は緩やかな増加傾向であっ

たが、２０１５年以降は、東京オフィスを大幅に業務拡大した影響もあ

り、来訪者・問い合わせ数が急激に増加している。このような中、移住

希望者は、リーマンショックのあった２００８年から２０１７年までで

十数倍に増加している。また、移住希望者を年代別で分析すると、２０

０８年は５０代から７０代が全体の約７割であったのに対して、２０１

６年では２０代から５０代で全体の約７割を占めるようになったこと

から、若い世代に移住を希望するひとが多くなってきている。また、

年々、Ｕターン希望者が増加しており、若い世代ほどその傾向が顕著で

あり、その理由としては、若年層が非正規雇用などの不安定な職につい

ている可能性が高いからと考えられる。 
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○調査テーマ：（都市整備） 

調査項目 中心市街地の活性化について 

調査都市等 埼玉県川越市 

株式会社まちづくり川越 

（川越市中心市街地活性化協議会） 

調査日 ２月７日 

調査結果概要  埼玉県川越市は、伝統的な情緒を残しつつ、広域的な商業核として発

展してきた都市として、中心市街地では賑わいをみせているが、一部地

域ではこれまでの取り組みの成果が発揮されておらず、空洞化が進行し

ており、中心市街地全体への活性化に支障が生じているという課題をか

かえていた。この課題の解決に向けて、歴史的な建造物のある北部地域

では、商業・文化等の機能を高めた魅力ある都市空間の創造を図り、南

部地域の３つの駅周辺地区では、商業・サービス等の機能の充実を図り、

これら両地域の間に位置する結節地域では未活用の歴史的・文化的資産

の活用、回遊性の向上に重点的に取り組むことで北部と南部の連続性を

高め、中心市街地全体の活性化を目指すことを目的として、川越市中心

市街地活性化基本計画が策定された。 

 また、川越市中心市街地活性化基本計画及びその実施に必要な事項ほ

か、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関する必要な事項

について協議を行う団体として、川越市や川越商工会議所、川越商店街

連合会、小江戸川越観光協会等を主なメンバーとした川越市中心市街地

活性化協議会が設立され、その事務局として株式会社まちづくり川越が

設立された。主な事業としては、空き店舗を活用したチャレンジショッ

プ事業、ネット上で情報発信を行う情報センター事業、小江戸蔵里（川

越市産業観光館）指定管理事業、自転車シェアリング事業、観光案内所

運営事業等がある。 

 このような取り組みの結果、川越市の入込観光客数は、平成２３年の

約６００万人から平成２８年には約７００万人に増加し、近年は、外国

人観光客の伸びが顕著である。 
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○各参加者の所感及び調査結果の活用方針 

調査テーマ：（働き方改革） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 生産年齢人口の減少や育児と介護の両立など働き方のニーズが多様

化する中で、昨年「働き方改革実行計画」がまとめられた。厚生労働

省・福田労政担当参事官室長補佐の説明を受け、山梨県のような中小

零細企業がほとんどを占める県では、長期間労働の是正や同一労働同

一賃金などの働き方改革の取り組みは難しいが、「女性、若者の人材育

成」や「ＡＩロボットの活用」を図る必要性など認識できた。 

前島茂松 深刻な少子・高齢社会が進行し、わが国の巨大な社会資本の構造を

担う人材確保が行き詰まっていることから、多様な働き方を工夫しな

ければならない。特に家庭を支える女性の潜在力を活用する施策の推

進等総動員の就労対策の感もあるが、本県においてもそれに必要な施

策の推進を図らなければならない現実を痛感している。 

臼井成夫 少子高齢化の進行により、生産年齢人口が減少し、企業等の人手不

足が全国的に大きな社会問題となっている。このような中、国では、

同一労働同一賃金の実現や長時間労働の是正等を内容とする働き方改

革に取り組んでおり、関連法案の整備を進めている。本県においても、

このような国が進める働き方改革に連動した施策を積極的に進めるよ

う提言していく。 

渡辺英機 雇用情勢は全国レベルで平成２１年より上昇し、平成２９年では１．

０７倍と正社員の求人倍率は高い水準。山梨は１．３６倍と高い水準。

人口減少社会を迎え、２０６５年には総人口が９千万人を割り込み、

高齢化率は３８％台となり就業者数は大幅に減少する。女性の５割が

出産、育児により退職している。山梨では中小企業が圧倒的に多いこ

とから、働き方改革の推進には粘り強い企業への働きかけが特に大事。 

浅川力三 本県の女性の労働参加率は高い。今後、高齢化の進展と人口減少で

地域経済を維持できなくなる懸念はある。また、雇用形態別の賃金格

差も顕著で社会問題となっている。健康長寿施策の推進とも並行して

検討すべきだと思う。 

鈴木幹夫 昨今、少子高齢化が進み働き手の減少が大変深刻な問題である。子

育てや高年齢者の就労など多様な就労ニーズに対応出来うる社会の実

現を図りうる厚生労働省を中心に働き方改革が進められている。とり

わけ山梨では、まだまだ多くの企業がその方向に至っているわけでは

ないが、働き方改革を推進し施策や支援を進めるための提案をしてい

きたい。 
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石井脩德 人口減少、高齢化、労働人口の減少が避けられないと危惧するだけ

では、生き甲斐のある夢の持てる社会生活は送れない。ロボットでの

活用解決は“情”がない。仕事と生活を両立させることに長寿社会の

時を迎え、労働年齢の見直しと労働意欲の持てる社会構造、人間社会

という見方、今日を迎えるまでの長い歴史、文化、技術を振り返り、

姿は変えらずとも考えや取り組みの刷新も必要。 

望月 勝 山梨県は１０年後のリニア中央新幹線の開業をはじめ、２年後の中

部横断自動車道の開通を見据え、交通の利便性の良さを活かし、国の

省庁の出先機関や企業及び大学などの研究機関の多面にわたる施設の

誘致などに目を向け、若者が働きたい本県及び市町村の魅力を育てる

必要性がある。 

白壁賢一 不参加 

大柴邦彦 働き方改革は、女性、若者、高齢者等、皆が生きがいを感じられる

事が最大の目的である。長時間労働の改善、正規雇用者と非正規雇用

者の待遇改善の２点を中心に改革をし、労働生産性の向上や女性、若

者の人材育成等が必要である。山梨は９９％が中小企業である。県の

リーダーシップの元、着実に実施する事が必要と考える。 

山田一功 現状分析から政策への反映まで資料により丁寧な説明を受けた。人

口の推移、女性の年齢別就業率、仕事と生活の両立をめぐる現状など。

また、６０歳以降の就業希望年齢と就労希望形態などから、労働力不

足に対する対応など働き方改革実行計画の内容の説明など「働き方改

革法案」の概要の説明を受けた。 

塩澤 浩 厚労省が中小企業の働き方改革にも取り組んでいることが理解でき

たが、実現していくには多くの課題があると思う。本県はほとんどが

中小小規模企業で、特に小規模企業では改革の前に労働力の確保とい

う課題がある。妊娠出産を機に退職する女性が５割を超えている状況

という説明があった。職場復帰できる環境を整備していくことが重要

と感じた。厳しい状況ではあるが、中小小規模企業も生産性を上げな

がら改革も進めていかなければと思う。 

桜本広樹 少子高齢化が進み働き手の減少が深刻な問題となる中、子育てや介

護をしながらの就労や、高年齢層の就労など、多様な就労ニーズにも

柔軟に対応できる社会構造を造ることで、誰もが活躍できる社会の実

現が可能となるとの考えのもと、厚生労働省を中心に働き方改革を進

めている。既に実践し、成果を上げている企業もあることから、本県

においても、先進例を取り入れるなど、働き方改革を推進する施策や

支援策を講じるための提案をしていきたい。 
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永井 学 同一労働同一賃金の実現、非正規雇用の待遇改善は、女性などが復

職しやすくなる。長時間労働の是正は、男女で家庭のことが取り組め

るようになる。高齢者の就労促進は、元気な高齢者の進出で健康寿命

が上がる。国の施策普及を待つだけではなく、ワークワイフバランス・

子育て支援・高齢者福祉を更に進めるため、県も積極的に「働き方改

革」を進めていくべきであると感じた。 

杉山 肇 少子高齢化人口減社会は様々な面で大きな影響を及ぼそうとしてい

る。経済面においても労働人口の減少、消費人口の減少（市場の縮小）

など、その対策は喫緊の課題である。労働生産性の向上、さらには高

齢者、女性の更なる活用を進める施策を確認出来た。県としても地域

間競争を勝ち抜くためには、積極的に取り組むべき重要課題である。 

遠藤 浩 「女老外」と言われるよう人材不足解消の究極である。ルネサンス

は、黒死病による急激な人口減で一人当たりの資産増大による事を考

えると、少子高齢化人口減による求人過多は、状況に類似性があるの

かもしれない。重要な取り組みと言える。 

猪股尚彦 人手不足や労働条件の違いによって簡単に改革できるものだとは思

えない。６５歳を超えて働きたい人が約７割を占めている。また、６

０歳以降の就労形態の希望はパートタイムが最も多い。同一労働同一

賃金など非正規雇用の処遇改善や女性が活躍しやすい環境整備と子育

て介護等の両立を考えなければならないと思う。 

渡辺淳也 正規労働者と非正規労働者では、同様の仕事内容であっても賃金の

格差が大きいことが社会問題となっている。これに対する施策として、

国が働き方改革の一環として進める同一労働同一賃金に向けた取り組

みは、本県の人材の確保育成を考える上で参考になった。もっとも、

本県の企業は、ほとんどが中小企業・小規模事業者であるので、その

状況に応じた施策をさらに調査研究していく必要がある。 

宮本秀憲 不参加 

乙黒泰樹 働き方改革を実現するための様々な施策を進めることで、労働者の

賃金アップや労働人口の確保につなげることができ、日本人のワー

ク・ライフ・バランスをより良い方向へ改善することができると感じ

た。 

 

調査テーマ：（女性の活躍推進）内閣府 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 「男女共同参画社会」の実現が重要であり、仕事と家庭を両立する

ための環境整備を進める必要がある。内閣府・岡田恵子男女共同参画
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局総務課長から第４次男女共同参画基本計画について伺い、「輝く女性

の活躍を加速する男性リーダーの会」の存在等女性の活躍を推進する

ための支援措置の必要性を認識できた。 

前島茂松 男女共同参画社会の実現に向かって世界各国が年次計画で取り組ん

でおり、日本も言葉の面ではその思想が浸透しているが、現実的には

男女の社会的地位の格差は大きく、今後行政、社会の立場から、その

実現に必要な施策の推進が求められている。 

臼井成夫 不参加 

渡辺英機 ２０１６年４月の女性活躍推進法完全施行により、我が国における

女性活躍は新たなステージに入った。今後は各界、各層の自発的な取

り組みの促進を図り、女性活躍の好循環を展開することが重要。第４

次男女共同参画基本計画を推進し、山梨の未来発展のため、様々な分

野での女性の活躍推進に取り組むことが重要。 

浅川力三 女性の就業者が過去５年で２００万人増加した。単なる労働力の必

要論や就業状況の偏りだけの問題ではなく、女性の能力を社会に反映

することだ。本県においても、さらに推進を強化し女性が活躍できる

環境の醸成を進める。 

鈴木幹夫 女性の活躍推進については、男女共同参画において不可欠であるが、

多方面に女性の参画を企業各所への理解や女性の人材育成は近々の課

題であり、子育てや介護の問題があるが、女性が更に活躍出来うる企

業の取り組み策や人材の育成が図れるよう施策や支援策を提案してい

きたい。 

石井脩德 ２０１６年４月に女性活躍推進法完全施行。働き方改革、女性活躍

の見える化。各界各層、全国各地で自発的取り組みにより、女性活躍

の好循環を生み出していく。これを基本に女性が輝く社会の実現に向

け取り組みを進めて行くことが必要。 

望月 勝 男女同等の社会組織を形成し、地域活動等においても女性の積極的

な参画を促し、役職や重要な位置付けを担っていただき、女性の視点

からの考えや指揮発想等が防災面においても大変重要であるため、多

面にわたり女性の活躍が無限であるので、大いに自主的に機会あるご

とに参画できるような環境づくりをしていくことが大事である。 

白壁賢一 不参加 

大柴邦彦 勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間勤務や転勤が当

然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働を変革しなけれ

ば実現しない。その為には、男女の人権を尊重し、共に充実した社会

生活、家庭生活を送ることができる社会づくりが必要である。 
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山田一功 女性活躍加速のためのワークライフバランス等を推進する企業を公

共調達等において評価する取り組みについては興味深いものがあっ

た。女性が輝く社会の実現に向けた全国的な気運の醸成など事例の説

明、「国際女性会議ＷＡＷ２０１７」（平成２９年１１／１～３）への

首相の参加、「おとう飯 始めよう」キャンペーンの実施など女性に対

する暴力の根絶にも力を入れている。 

塩澤 浩 男女共同参画は女性の活躍と同時に男性の意識を変えていく必要が

あると思う。「おとう飯」と名付けた見た目は悪いが男性が料理をする

第一歩となる運動は面白いと思う。女性の活躍によって生産性を上げ

ることも重要だが、女性に対する暴力など安心して働ける環境を作る

ことも重要だと思う。キャリア女性を育成することも大事だが、保育

士や介護士など女性が多く働く職種の賃金を上げるなど地位向上に取

り組むべきだと思う。 

桜本広樹 男女共同参画の実現には、女性の活躍推進が不可欠であり、あらゆ

る分野における女性の参画拡大に向けた理解の促進や人材の育成が必

要である。本県においても、男性中心型労働慣行から変革を図り、女

性が活躍できる取り組み策や人材の育成を推進する施策や支援策を提

案していきたい。 

永井 学 男女共同参画とは男性、女性が共に社会参画を果たすことだと考え

る。「女性活躍加速のための重点方針２０１７」の基本的な考え方の中

にも「男性の暮らし方・意識の変革の推進」と「女性活躍情報の見え

る化の徹底と活用促進」とある。県もそうだが、女性活躍を進める一

方で男性の意識変革などの男性向けの施策が国も少ないと思う。女性

の社会参画と男性の家庭参画を実現させるためには両輪の対策が必要

だと改めて感じた。 

杉山 肇 女性が様々な面で、活躍できる社会の構築は、これからの日本の発

展には欠かせない大きな課題である。国としても法律を制定し、事業

主に対する行動計画や支援策などその環境整備に積極的に取り組んで

おり、県としても更に進めるべき重要な課題である。しかしながら、

環境整備を進めると同時に女性自身の意識改革も大切だと感じた。 

遠藤 浩 和紙の産地において、紙の漉き手が女性の産地と男性の産地がある。

小さな判を生産する地域では女性が紙を漉き男性が荷を運ぶ。それぞ

れの能力を尊重して社会を繁栄してきた。男性中心型労働慣行の変革

は原点に戻るための手段だと思う。 

猪股尚彦 女性の就業率については、個人の考え方があると思う。理想は専業

主婦と男性が思っても女性自身が就業を望んでいる人も多い（家計の
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ため就業することは別）。女性の労働力は重要であり、真剣に考えるべ

きだと思う。自治会長やＰＴＡ会長に占める女性の割合は、いずれも

上昇傾向にあると言われているが、ＰＴＡ会長については男性のなり

手がいないのではないかと感じる。自治会長や議員に女性が増えるこ

とは良いことだと思う。特に自治会の防災の役員に女性をお願いする

ことが必要。 

渡辺淳也  男女共同参画社会の実現には、女性の活躍推進が必要不可欠である。

国や県も女性の活躍推進に向けて様々な施策を行っているが、まだ十

分とはいえないと考えている。国の施策を参考に、更なる女性の活躍

推進に向けて、男性の意識改革や育児・家事への参加の促進について

取り組んでいきたい。 

宮本秀憲 不参加 

乙黒泰樹 様々な場面で女性の活躍が目立つようになってきた現代において、

女性たちが自らの意志であらゆる分野で活躍することができるようサ

ポートすることは重要な施策であると感じた。 

 

調査テーマ：（女性の活躍推進）株式会社島忠 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 女性社員が管理職を目指せるように、女性同士の意見交換の場を多

く取り入れ、子育てをする女性社員などの「職場環境の整備」を行っ

ている。また、連続休暇取得の義務化や土日公休取得を許し、女性の

復職ハンドブックを作成する等きめ細かく対応している点に感心し

た。 

前島茂松 流通業界は、女性の感性が重要であり、接客サービスの上手、下手

で業績が決まるとも言われるだけに、本県の業界も（株）島忠と従業

員の構成は変わらないと思われるが、管理職の女性登用は参考にすべ

きと思われる。 

臼井成夫  女性社員の会議や女性役職者のミーティングを開催し、女性の率直

な意見を取り入れながら、社内ニュースや産休・育休からの復職に向

けてのハンドブックを作成するなど、女性目線かつ女性主体での情報

提供を積極的に行い、女性の活躍推進に取り組んでいることに感心し

た。今回の調査を基に県庁や県内企業等の更なる女性の活躍推進に取

り組んでいく。 

渡辺英機 女性の人材登用の背景に、女性が活躍することにより会社の業績も

アップするだろうとの期待がある。妊娠、出産後も安心して働いてい

ただきたいという会社労働組合の願いから、シマホママハンドブック
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や仕事と介護の両立支援ハンドブックも作成し、心の通う職場づくり

と女性活躍の推進に取り組んでいる。こうした取り組みは山梨でも可

能であるとの感がする。 

浅川力三 総務部が主体になり様々な形態でのミーティングや情報伝達を行っ

ている。女性の非正規社員が多い職場だが、数々の認定や表彰を受け、

離職にも一定の効果が出ている。女性の能力を引き出す前に向き合う

ことが重要だと感じた。 

鈴木幹夫 経営改革の中で、女性の登用と人材育成に力を入れている。特に、

女性の人材の登用の中で人材層を厚くする取り組みが進んでいた。将

来的に各部署で店長、課長など責任を担う女性担当者を育てる方向の

中で、女性が活躍出来うる企業を目指している。山梨でも各制度の整

備や支援策を進めるなど関係企業への働きかけを進めたい。 

石井脩德 先ず名前に頼らない会社にしようと進めた。 

・働いている人を中心に仕事を進めること。 

・自分達それぞれの立場でプライドを持つこと。 

・安全で安心して、何時、何処でも活用できるブランド化。 

・女性の考え、意見を取り入れる。 

望月 勝 若い女性の方を役職に登用し、また、社員が持ち株制度により、女

性の方も含め社員一人一人が創業者でありまた経営者でもある立場で

社運営に従事しており、女性の活躍の場が開かれており、職場の女性

の定着率も高い会社である。特に、持ち株式１株に対しては年１０％

の配当を支給しているため女性には好評であり、仕事力でも高い意欲

が期待できる職場として、国内の企業としても女性活躍職場を確立し

ている。 

白壁賢一 不参加 

大柴邦彦 島忠では、管理職の女性比重が低い事を踏まえ、女性社員がより管

理職を目指せるよう、職場環境の改善を行っている。また、連続休暇

取得の義務化や土日公休取得を許可すると共に、女性社員のネットワ

ーク作りにも取り組み、子供を持つ女性社員の職場環境を整えており、

女性がいきいきと働き、活躍できる参考事例とすべきと思う。 

山田一功 女性会議を初めて始めた。その後、ぴよぴよカフェを始めた。最近

女性役職者ミーティングを開催するようになった。女性の割合７割以

上、正社員は３割位との事。取り組みが効果を上げていることを感じ

た。 

塩澤 浩 女性の働く環境についてと今後の働き方について、女性会議を開き

意見交換をしたという。妊娠や育児による退職者に優秀な人材がいる
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ことに気付き、女性会議提案によりぴよぴよカフェを開催（妊娠・育

児中社員や関心のある人）。産休育休等取得しやすくすることで離職者

が減ったという。今後は介護に携わる人に対しての支援を進めたいと

いう。ホームページ等に女性の活躍を応援していることを発信してい

る。店長を育てるというよりチーフ、リーダーを多く登用することで

女性活躍を進めるという。女性活躍を進めるには、妊娠、産休、育休、

介護、時短勤務者等に対する支援が必要と感じた。 

桜本広樹 女性の活躍には、経営トップの確固たる意思が必要であるとともに、

女性の登用のみに注力するだけでなく、人材育成にも力を入れること

による、女性の人材層を厚くする取り組みも重要であることが理解で

きた。同社の取り組みは、業種を超えて取り入れるべき事柄が多いこ

とから、県庁や多くの県内企業においても、特に将来を担う女性人材

の育成といった女性の活躍が持続拡大するような取り組みについて取

り入れられるよう、制度の整備や支援策の構築など関係部署に働きか

けていきたい。 

永井 学 妊娠・育児中社員の意見交換の場、女性役職者ミーティングなど様々

な情報提供がなされている。また、出産期や介護の時のマニュアルを

作り、働く上での不安を取り除く対策も取られている。役所がこのよ

うなサンプルを作り企業に紹介するのも、女性活躍推進につながると

感じた。 

杉山 肇 女性社員同士の意見交換の場を多く取り入れ、女性の率直な声を積

極的に聞こうとしていることに感心した。社内ニュースの発行や産休

育休について、介護に係わる社員について、また女性の復職について

のハンドブックを作成するなどきめ細かく対応している。管理職も若

く、特に女性が生き生きと働いているように感じた。 

遠藤 浩 人材不足の状況下、短期離職の課題もあり企業側の取り組みも多様

で臨場感がある。中小零細企業ほど取り組むべき課題だが、企業の体

質や能力の格差から、今後、二極化が進むのではないか。雇用者に選

ばれる時代の職場環境改善は重要だと思う。 

猪股尚彦 女性役職者ミーティングでは、女性管理職輩出のため、女性役職者

同士のネットワーク作りやキャリア形成を支援している。女性会議（営

業部主導）では、ポジティブアクション推進のため、女性の働く環境

についてと今後の働き方について意見交換している。妊娠、産休、育

休、時短勤務者へ保険の手続、復職時の面談立ち会いなど多くの取り

組みをしている。 

渡辺淳也  女性社員の多い会社であることから、女性社員の確保・定着・育成
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に社内一丸となって積極的に取り組んでいるという印象をもった。産

休・育休からの復職支援ハンドブックや仕事と介護の両立支援ハンド

ブックを作成し、配布するという女性目線にたち女性に寄り添うよう

な取り組みは大変参考になったので、今後の提言に取り入れていきた

い。 

宮本秀憲 不参加 

乙黒泰樹 島忠では女性が働きやすい環境を作るために様々な工夫を凝らして

いる。特に女性メンバーを中心に作成された冊子やパンフレットは、

女性社員が結婚や出産といったライフステージの変化の際の助けとな

っており、常に女性社員の目線に立って行われる施策には感心させら

れた。山梨県でもこうした女性に寄り添う意識が重要であると感じた。 

 

調査テーマ：（人口減少問題） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 自然環境に恵まれ、災害が少ないから住んでみたいが就職先が少な

いから若者は移住してこない。空き家バンクの活用や移住者に対する

地域応援団の存在も必要だ。また「移住相談は人生相談である。」と言

う。そして、４７都道府県３５０自治体・団体が一堂に会し「ふるさ

と回帰フェア」を開催すると１万９千人以上の移住希望者が参加する

状況も知り得た。 

前島茂松 当事者にとっては、移住ということは大変な生活革命であるので、

鳴り物入りであっても、その成果は容易ではないと思われるが、山梨

をより知っていただく上でセンターの役割は評価したい。課題として

は、山梨の生活環境がより利便性に富んだ豊かさをどうつくるかにあ

ると思われる。 

臼井成夫  全国各地で人口減少問題に対応するため、様々な移住促進施策が行

われている中で、東京に隣接し移住希望ランキングでは上位にある本

県の強みを生かした更なる移住促進施策に取り組む必要を感じた。ま

た、市町村によって移住促進施策に差があることから、県が中心とな

って各市町村と連携し取り組んでいくことを提言していく。 

渡辺英機 最近の移住相談は若い人が増加。そのため、仕事、空き家、応援組

織の充実が求められている。応援組織としては、農協、商工会、森林

組合、宅建協会、役所のＯＢ、派遣会社、ＮＰＯ法人等がある。山梨

への移住希望者が多いとのことで、相談員との連携を密に図り、強力

に推進することが鍵となる。 

浅川力三 北杜市には、移住者が多い。一部、移住者と地域との確執の差が散
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見される。受け入れ側の理解や地域との意識共有も必要。今後、更な

る進展のためには、地域と回帰センターとの結びつきは重要で、県の

果たす役割は大きい。 

鈴木幹夫 山梨県における市町村の取り組みは、温度差がある。たしかに回帰

支援を考えると、平成２７年度の山梨の移住希望は全国ランキング１

位となるなど、都心に近い立地や自然環境がすばらしいことと支援セ

ンターの移住相談員の魅力と広報活動の賜とも感じた。今後、市町村

の支援の取り組み拡大と市町村の格差是正を図る中で、受け入れ側地

域としての理解と「おもてなし」が更に出来うる地域作りの取り組み

を進めていきたい。 

石井脩德 ２０１４年に１年間かけて勉強会を徹底して行った。２年目には県

内の周知。そして、自治体に向かっては、受け取る体制づくり、おた

めし住宅や職員研修の実施。非常にきめ細かな対応と当人の気持ち、

考えていることをよく理解しながら将来を深く考えての取り組みは素

晴らしい。 

望月 勝 山梨県内の市町村においてセンターの利活用が少なく、各自治体の

ＰＲをもっと積極的にセンターを利用して、東京方面からの移住促進

に力を注いでいくことが大事。また、市町村のセンター利用率にも地

域格差があるので、県としても各市町村への呼びかけをして、このよ

うにすばらしいセンターをもっと利用して各市町村への移住者や若者

のＩターン、Ｕターンの希望者にＰＲしていくことが必要である。 

白壁賢一  「移住相談は人生相談である」という言葉がとても印象的であった。

移住が人生の大きなターニングポイントであることから、移住希望者

と移住先のマッチングが大変重要であり、移住希望者の要望に沿うよ

うな本県の魅力を強く発信していく必要がある。今後もやまなし暮ら

し支援センターと専門相談員の更なる充実に取り組んでいく。 

大柴邦彦 近年、移住を希望している人は、若者が増えている。その為、まず

仕事がある事、空き家バンクを利用出来る事、地域で暮らすに当たり、

地域応援団がいる事が大事と伺った。そしてまた、移住者と移住先の

マッチングの重要性を説明され、支援センターの相談員の地域への思

いと知識が必要であると共に、県のバックアップが大変重要である。 

山田一功 Ｕターン（東日本大震災以降）が増えてきた。若い人ほどＵターン

が多いその理由は、若い人ほど安定職（非正規など）に就いていない

証拠である。第一次産業で働きたい希望が多い。住む場所は空き家を

希望する人が多い。受け入れ側も応援団を作って欲しい（団体会員、

商工会議所、商工会、農協、森林組合、宅建協会等）。相談員の力量に
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負う所が大きいと感じた。 

塩澤 浩 相談員の力量で成果に差が出るように感じた。本県出身の熱意のあ

る方が相談員ということであり、自信をもって紹介することが大事な

ことと思う。本県の市町村からの情報が大切で、体験住宅も複数ある

と相談員が相談相手に勧めやすいと感じた。仕事の情報や教育福祉な

どの環境整備も重要だ。 

桜本広樹 移住相談員個人の魅力もあり、移住を考えるより多くの人に同セン

ターを訪問してもらえるような更なる広報の必要性を感じた。一方、

市町村により取り組みに温度差があるので、県が中心となり、より多

くの人が移住を希望するような体制づくりの強化も必要である。移住

を受け入れる側の各地域の理解や移住者を迎える機運の醸成に向けた

取り組みも働きかけていきたい。 

永井 学 ここ数年、２０～４０代の移住者が増えている。この層をターゲッ

トにした政策を打つ必要性がある。仕事、空き家バンク、移住者の応

援組織が必要。特に山梨にない応援組織の設立は急務だと考える。 

杉山 肇 現在ではＮＰＯふるさと回帰支援センターへの参加は、東京都、大

阪府以外の道府県が参加している。いうなればそれらのところとの競

争ということになるが、山梨に目を向けてもらうには、地域的優位性、

自然、暮らしやすさなどの魅力をいかに情報発信するかと同時に、成

功事例として移住した方の相談体制やおためし住宅などが大切である

とのことだった。地元の都留市はＣＣＲＣ施策を進めているが、「移住

者の視点」の重要性を改めて感じた。 

遠藤 浩 移住の相談は「人生相談」と言うように相談者目線に立っての対応

に感謝する。幸い、山梨県の上位ランキングは続くが更に加速させる

には、受け皿の対応策も必要だ。人材不足が課題となる状況下では良

いマッチングの事例を生み出せる期待感がある。 

猪股尚彦 山梨県に移住の窓口を設け、自治体間の共有を持つべき。移住希望

地ランキングに山梨県は最近の５年間で１位か２位を維持している。

問い合わせの内容が変わってきた。６年前はどこか良いところはあり

ますか、最近は希望する県などを指定してくる。山梨県は北杜市が一

番人気である。お試し住宅も有効。移住者の応援団も考えるべき（商

工会、ＪＡなど）。 

渡辺淳也  東京に隣接することや移住希望ランキング上位であることなどの本

県の強みをいかした更なる移住促進施策の強化が必要であると感じた

が、さらに、移住者に定着してもらうために行政、商工会、民間企業

等が一体となった応援体制の構築や県内に移住者の相談支援センター
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の設置等を提言していきたい。 

宮本秀憲 不参加 

乙黒泰樹 山梨県は地方への移住を検討している方々からの人気ランキングで

ここ数年上位となっており、この流れを継続して移住政策を促進して

いく必要があると感じた。特に移住してきた方を応援する人々や地域

で受け入れる雰囲気を醸成することが重要であり、今後は山梨県でワ

ンストップ窓口を設置することが効果的であると確信した。 

 

調査テーマ：（都市整備） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 川越市は、全国的な中心市街地の衰退に歯止めをかけ、江戸時代の

「小江戸文化の賑わい」を見事に取り戻し、年間７００万人の観光客

が訪れる元気のよい観光都市に変貌している。特に、事業者や民間団

体と行政がしっかり連携し、常に現状分析を怠らず「朝マップ」「夜マ

ップ」を作成し誘客に努めている。また、外国語が堪能なスタッフを

揃え、外国人観光客に対する受け入れ態勢も整えている。本県の甲府

市も「小江戸甲府」と言われ、明治初期頃までは道祖神・幕絵祭りな

どを開催し大いに賑わったという。川越市を手本にして甲府市市街地

活性化を図っていきたい。 

前島茂松 川越市は戦災を免れたので、蔵型の民家が多く存在し、歴史的にも

小江戸川越と言われた街道筋の宿場でもあったことを踏まえ、住民の

地域おこしの心意気や代々の為政者、団体が継続的に努力された成果

と受け止め、学ぶところが大である。 

臼井成夫  川越市は、商工会議所や商店街連合会、小江戸川越観光協会等との

連携により、中心市街地活性化協議会を設立し、中心市街地活性化基

本計画に基づき様々な施策や事業を行ってきた。その結果、川越市の

入込観光客数は７００万人を超えるという大きな成果を得ている。本

県も、このような先進的な成功事例を参考に中心市街地活性化施策に

取り組んでいく必要がある。 

渡辺英機 街並みは良く整備され、昭和レトロの或いはもっと古い感じが懐か

しく続く。魅力がいっぱい。山梨でこのような街並みを再生するとこ

ろは何処か。郷土の見直しを改めて感じた次第。 

浅川力三 学識経験者、商工会議所、商店街連合会、株式会社まちづくり川越、

川越市、政府・行政機関が運営体制の役割を担い連携している。本県

におけるＤＭＯ推進などの観光政策に参考となる。今後の活動におい

ても連携体制の強化に取り組む。 
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鈴木幹夫 歴史的建造物などが多く山梨にはない資源があり、うらやましいほ

ど活性化策が進められていた。残念ながら我が甲州市も事業を進めて

いるものの、塩山では２０年前は２００店をこえる商店等があったが、

現在では９０店たらずとなっており、疲弊しているなと感じていると

ころである。山梨は、歴史的建造物が少ないにせよ「武田信玄」など

の歴史と果物などの観光資源のもとに研究等を進める中で、関係部署

への働きかけを進めていきたい。 

石井脩德 駅（３か所）を中心に活性化基本計画を策定。計画から実行に至る

まで市を中心に、将来に夢を考え、訪れた食、歴史、文化、街並の楽

しさ、みやげ品、思い出が“楽しい”と心に刻まれ、リピーター増に

つながっていると感動した。 

望月 勝 街中における案内所もなく、トイレや休憩所も数少なく、また駐車

場も小さく少ない。年間７００万人の観光客に対応するには必要な施

設を増設し、観光客を元のように増やすには、根本的なおもてなしの

対策が必要だと思う。特に距離もあり時間も全体にかかるため。観光

客誘致の町づくりとして、定期的かつ総体的な検証が本県でも必要。

今後の議会活動に反映させる調査研究であった。 

白壁賢一 不参加 

大柴邦彦 川越市は、小江戸として知られ年間７００万人が訪れ、１日平均約

４００人が訪れ、外国人の観光客も多い事から観光案内所には、スタ

ッフ９人で全員女性であり、英語、スペイン語、ドイツ語、韓国語、

中国語など簡単な言葉には対応出来るスタッフを配置しており、いろ

いろな活性化を行っている。市民、事業者、民間団体、行政が連携し

て施設の整備やイベントの開催等を実施していく事が重要であると感

じた。 

山田一功 不参加 

塩澤 浩 この協議会が川越市・商工会議所・金融機関・鉄道会社をはじめ多

くの関係機関、団体が委員として得意分野を活かしながら進められた

ことが素晴らしいと感じた。中心市街地活性化基本計画では、北部の

歴史的建造物を活用し、南部では三つの駅を中心に商業の充実を図る。

そして間の結節地域の回遊性を高め全体を活性化させようというも

の。商工会議所が中心となって開催する祭りや創業支援、人材育成事

業、市が取り組む基盤整備や歴史的建造物の保存事業などバランスよ

く行っていると思えた。外国人観光客の取り込みにも力を入れている。

まちゼミ事業やチャレンジショップ事業などの取り組みも試行してい

く必要がある。 
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桜本広樹 賑わいの核となる歴史的建造物など観光資源の整備とそれらへのア

プローチやそれらへの接続の整備を体系的に行うことにより、来訪者

の回遊性の向上や滞在時間の長期化などに繋げるといった明確な戦略

が功を奏している。本県にも川越市同様の観光資源があることから、

同市の取り組み成功事例として取り入れるよう、事業課への研究等を

関係部署に働きかけたい。 

永井 学 市、まちづくり協議会、商工会議所の三身一体でまちづくりを行っ

ている。問題点をしっかり認識し、その対策を打っている。特に自分

が注目したのが、商工会議所が行っている「経営力向上・創業等の支

援」。創業支援は、本県や甲府市でも行っているが、その後のフォロー

アップは行われていない。新規も重要だが、即在店舗のフォローアッ

プは更に重要。参考にしたい。 

杉山 肇 まず、川越市の現状分析として何が問題なのかをしっかり調査して

いる。たとえば観光については、年間７００万人訪れているとのこと

だが、場所、滞在時間、時刻などを調査し、その結果として「朝マッ

プ」「夜マップ」を作成し、今まで観光客が少なかった時間帯の誘客に

努力している。観光要件として、自然・気候・歴史・食が大切だとい

うことだが、歴史については、山梨県のみならず、地元の都留市にも

大いに参考とすべきである。また、地元の議員が地元企業を視察した

り、まちゼミを通じて地元の人が地元の魅力を再発見する事でさらに

川越の潜在的な力を引き出そうとしている。 

遠藤 浩 商店街の繁栄は、事業の継承と変革に尽きる。世代交代が上手くい

った商店街は現在でも活発だ。本屋さんが入り口部分で土産物を販売

していたり顧客対応にも順応性がある。「株式会社まちづくり川越」の

存在で本来の商店街の目的を明確化している。 

猪股尚彦 伝統的な情緒を残しつつ、広域的な商業核として発展してきた都市

として、中心市街地では賑わいをみせているが、一部地域ではこれま

での取り組みの効果が発揮されておらず、空洞化が進行していたと言

われて観光客も減少する中、廃業者も増えていた。観光客に滞在時間

を長くしてもらうには、各店の営業時間もある程度、客に合わす必要

がある。地元の市議会が認定事業企業の実態を視察して現状を確認し

ている。 

渡辺淳也  川越市は、中心市街地活性化協議会が中心となって中心市街地活性

化基本計画に基づき、川越市の特色を生かした様々な施策を行ってい

る。特に、中心市街地を３つのエリアに分け、それぞれの特徴を生か

した施策や事業を行い、来訪者の回遊性の向上や滞在時間の長期化な
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どを実現するという戦略的なまちづくりは大変参考になった。この取

り組みが本県における中心市街地活性化施策に取り入れられるかにつ

いて、今後も調査研究していく。 

宮本秀憲 川越市の古い街並みの保存とリノベーションによる中心市街地活性

化の視察は大変勉強になった。甲府市の中心市街地には、川越のよう

にレトロの建物が一区画に集中しているという点は事情が大きく異な

るが、政策課題としては、あまり甲府の中心市街地に歴史的建造物が

残っていないため歴史・文化に対する意識改革も重要と痛感。併せて、

今あるアセットをいかに活かして観光客を集めるという点も研究する

必要あり。 

乙黒泰樹 川越市では中心市街地活性化基本計画を策定し、川越らしさを活か

した交流とにぎわいのあるまちを目指して努力を続けている。特に複

数の観光スポットを回遊することのできるまちづくりは、多くの人が

溢れたにぎやかなまちとして大きな成果を挙げている。山梨県でも多

くの観光客が観光地を周遊できる体制整備に力を入れているが、さら

なるプランの精査と情報発信が肝要だと再確認することができた。 
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６ 調査状況（写真） 

 

○平成３０年２月５日 調査先（厚生労働省） 

 

 

（１列目左から）浅川議員 （２列目左から）渡辺英機議員、望月議員 

（３列目左から）塩澤議員、山田議員、桜本議員 

（４列目左から）遠藤議員、猪股議員、永井議員 （５列目左から）乙黒議員 

 

 

○平成３０年２月５日 調査先（内閣府） 

 

 

（１列目左から）杉山議員、塩澤議員 

（２列目左から）遠藤議員、猪股議員、乙黒議員、大柴議員 

（３列目左から）渡辺淳也議員 

国の進める働き方改革について

調査 

国の進める女性の活躍推進につ

いて調査 
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○平成３０年２月６日 調査先（株式会社島忠） 

 

 

（左回り）乙黒議員、（渡辺淳也議員）、永井議員、大柴議員、桜本議員、望月議員、 

鈴木議員、渡辺英機議員、前島議員、皆川議員、臼井議員、浅川議員、 

石井議員、山田議員、塩澤議員、杉山議員、遠藤議員、猪股議員 

 

 

○平成３０年２月６日 調査先（認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター） 

 

 

（１列目左から）大柴議員（司会）、渡辺英機議員、前島議員、皆川議員、浅川議員 

（２列目左から）望月議員、山田議員、石井議員 

（３列目左から）猪股議員、杉山議員 

 

女性の活躍推進に関する企業の

取り組みについて調査 

移住施策の充実について調査 
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○平成３０年２月７日 調査先（株式会社まちづくり川越） 

 

 

（左手前から）前島議員、浅川議員、鈴木議員、望月議員、大柴議員、塩澤議員、 

杉山議員、猪股議員 

（右手前から）皆川議員、臼井議員 

中心市街地の活性化について調

査 


