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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：リベラルやまなし政務調査 
 
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 リベラルやまなし 
調査者 土橋亨、飯島修、清水喜美男、山田七穂、古屋雅夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 調査目的 
 本県の人口減少対策は最重要課題であり、移住や企業誘致の促進について

首都圏での取組んでいるのか、また、県産品の販路拡大は本県の経済、産業

の発展につながる、首都圏での県産品の販売状況や消費者ニーズを視察、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 
企業誘致、移住対策、経済・産業振興、総合球技場の運営方法 

 
 
 
 
３ 調査期間 
  平成 30年 2月 7日～平成 30年 2月 8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］ 
  東京都千代田区平河町、東京都千代田区有楽町、東京都中央区日本橋、 
  東京都調布市西町 
 
５ その他 
 
 



2 
 

３ 調査テーマ毎の調査項目と選定理由 
［調査テーマ］ 
企業誘致 

［調査項目］ 
 企業誘致への取組について 
 
［選定理由］ 
 本県の人口減少対策は最重要課題である。課題解決の施策の一つに県

外からの企業誘致、また、本社機能の移転だけでなくテレワーク、サテ

ライトオフィス機能の誘致も考えられる。東京事務所においてはどのよ

うな取組を行っているのか調査、意見交換し本県の人口減少対策に生か

していくために選択した。 

［調査テーマ］ 
移住対策 

［調査項目］ 
 首都圏における移住希望者の動向、相談支援体制について 
 
［選定理由］ 
 人口減少対策の施策の一つに首都圏から本県への移住が考えられる。 
ふるさと回帰支援センターにおいて首都圏における移住住希望者の推

移、動向、相談支援体制を調査、意見交換し本県の人口減少対策に関す

る施策に繋げていくために選定した。 
 

［調査テーマ］ 
経済、産業振興 

［調査項目］ 
 首都圏における県産材の販路拡大について 
 
［選定理由］ 
本県はワインをはじめ果樹等の農産物、ミネラルウォーターなど全国

に誇る県産品がある。県産品の販路拡大は本県の経済のみならず産業の

振興につながる。富士の国やまなし館において首都圏における県産品の

販売実績、消費者ニーズ等を調査。研究し本県の経済、産業の振興を図

るため選定した。 
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［調査テーマ］ 
施設の運営状況 

［調査項目］ 
 競技場の建設、運営状況について 
 
［選定理由］ 
本県は総合球技場の建設に向けて基本計画策定に動き出した。県民の

理解を深め、より良い球技場とするために、他県においての球技場の建

設、施設の運営状況を調査、研究し今後の策定される基本計画に反映す

るために選択した。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
企業誘致への取組につい

て 
［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 東京都千代田区平河町 山梨県東京事務所 
             所長 赤岡 重人 
 
［選定理由］ 
本県の人口減少対策は最重要課題である。課題解決の施策の

一つに県外からの企業誘致、また、本社機能の移転だけでなく

テレワーク、サテライトオフィス機能の誘致も考えられる。東

京事務所においてはどのような取組を行っているのか調査、意

見交換し本県の人口減少対策に生かしていくために選択した。 
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首都圏における移住希望

者の動向、相談支援体制に

ついて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 東京都千代田区有楽町 ふるさと回帰支援センター 
             代表理事 ●●●● 
            やまなし暮らし支援センター 
             相談員  ●●●● 
［選定理由］ 
人口減少対策の施策の一つに首都圏から本県への移住が考え

られる。 
ふるさと回帰支援センターにおいて首都圏における移住住希

望者の推移、動向、相談支援体制を調査、意見交換し本県の人

口減少対策に関する施策に繋げていくために選定した。 
 
 

首都圏における県産材の

販路拡大について 
［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
東京都中央区日本橋 富士の国やまなし館 
       観光プロモーション課 大久保 課長 
 
［選定理由］ 
本県はワインをはじめ果樹等の農産物、ミネラルウォーター

など全国に誇る県産品がある。県産品の販路拡大は本県の経済

のみならず産業の振興につながる。富士の国やまなし館におい

て首都圏における県産品の販売実績、消費者ニーズ等を調査。

研究し本県の経済、産業の振興を図るため選定した。 
 

競技場の建設、運営状況に

ついて 
［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 東京都調布市西町 ㈱東京スタジアム 
           総務部総務課 ●● 様 
 
［選定理由］ 
本県は総合球技場の建設に向けて基本計画策定に動き出し

た。県民の理解を深め、より良い球技場とするために、他県に

おいての球技場の建設、施設の運営状況を調査、研究し今後の

策定される基本計画に反映するために選択した。 
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５ 調査内容 
○調査テーマ：（ 企業誘致 ） 

調査項目 企業誘致への取組について 
調査都市等 東京都千代田区平河町  調査日  2月 7日 

 
 
調査結果概要 

東京事務所では主な業務内容として首都圏における県行政に関する

総合窓口、やまなしブランドの情報発信、産業立地の推進、観光宣伝の

展開、県・市町村と各省庁の連絡調整、Ｕ・Iターン就職の促進のため
の職業相談・紹介、在京浜県人会への活動支援を行っている。 
 本県の人口減少対策において県外からの企業誘致は重要であるが、東

京事務所では在京企業に対して県内への工場・研究施設等の立地を促す

活動として、積極的に企業訪問などしている。 
 また、市町村で在京企業へ立地誘致・渉外活動を行う際の案内・随行

などの相談窓口としての機能を果たしている。 
 平成 29年は産業展示会等に赴き投資意欲のある企業の情報収集に努
め、述べ 205 社の企業を訪問したとしているが、誘致にはなかなか結
び付いていない。 
 今後は全国トップレベルの本社機能移転の際の税制の優遇処置や山

梨県の強みをアピールしつつ IT関連、健康、食品に関連する企業を中
心に企業訪問に取り組む。 
感想として積極的な企業訪問は引き続き取り組んでいくのは当然の

ことであるが、情報発信を強化し、県内の通信環境を整備することによ

り本社機能に囚われずテレワーク、サテライトオフィスの誘致にも力を

入れ、多様な形の企業誘致を促進することにより本県の発展に繋げてい

きたい。 
観光宣伝の展開として県観光部実施事業の支援や事務所展示スペー

スにおけるポスター等の掲出等展開している。 
 観光立県として山梨県の可能性は無限に広がっている。事務所展示ス

ペース以外にも駅構内や電車内その他首都圏において目につきやすい

場所に効果的にポスター等を掲出し本県の観光資源の周知を図ると共

に富士の国やまなし館や山梨暮らし支援センター棟と連携を図り本県

の観光振興に繋げていくことを期待する。 
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○調査テーマ：（移住対策） 
調査項目 首都圏における移住希望者の動向、相談支援体制について 
調査都市等 東京都千代田区有楽町  調査日  2月 7日 

 
 
調査結果概要 

 首都圏における移住希望来訪者、問合せ数は 2008 年に 2475 件であ
ったが 2016年は 26426件と 10倍近くに伸びている。また、年代別に
見ても 20 代から 40 代のセンター利用者が増えており、労働世代の移
住希望が増えてきている傾向にある。希望するライフスタイルも企業等

への就労が最も多く、希望する（物件）建物の種別も空き家が最も多い。 
 このような移住希望者を本県に呼び込むことは本県の課題である人

口減少対策、企業の人材不足や空き家の解消につながる。 
 ふるさと回帰支援センターの移住希望地ランキングでは本県は 2013
年から 2016年にかけ全国で 1位、2位という状況である。 
 このランキング結果をしっかりと分析し強みをさらに強化する取り

組みが重要である。 
 山梨暮らし支援センターに移住相談に来て山梨県に行った方が山梨

県で相談できる場所が無いと連絡があったと聞いた、今後は県内にもワ

ンストップ窓口を設置し移住希望者のきめの細かい相談支援体制を構

築することが重要である。 
 本県の自然環境、子育て支援体制等の強みを積極的に周知すると共に

山梨暮らし支援センターとの連携を強化し移住対策に取組むことが望

まれる。 
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○調査テーマ：（経済、産業振興） 
調査項目 首都圏における県産品の販路拡大について 
調査都市等 東京都中央区日本橋  調査日  2月 7日 

 
 
調査結果概要 

 観光客の一層の誘致や、やまなしブランドの確立、県産品の販路拡大

を図るため、観光・物産に関する情報を発信するアンテナショップと食

の魅力を発信するレストランを設置している。 
 アンテナショップは販売品目 1000品目あり、主な品目はワイン、日
本酒、ミネラルウォーター、野菜、果物、農産加工品、菓子類、織物製

品と多岐にわたっている。中でも菓子類が売上の 5割を占め、時期には
シャインマスカットの売上が多くなるとの話を伺った。 
 来館者数は H19年度 10万人程度だったが H28年度は 120万人、売
上額は H19 年度 734 万円程度だったが H28 年度は 11425 万円と順調
な伸びで推移している。 
 これは販売促進のための工夫している様々な取組の結果と言える。今

後も消費者のニーズをしっかりと分析し県産品の更なる販売促進を期

待する。また、本県の課題である鳥獣被害の軽減のためシカ肉いわゆる

ジビエ料理の魅力を発信することで首都圏において販路拡大を狙うこ

とも重要である。県産ワイン、日本酒との相性も抜群であることからセ

ットでアピールすることも大事である。 
 レストランは県産食材を使ったイタリア料理、県産ワインを販売して

いる。ランチは 780円から、ディナーは 1品 500円程度と低額な料金
設定にしており、ランチタイムは 65席が 2回転するほどの盛況である
と伺った。雰囲気も味もとても良く客が満足するのが理解できる。来館

者数は H19年度 9133人程度だったが H28年度は 36314人、売上額は
H19年度 2086万円程度だったがH28年度は 7472万円と順調な伸びで
推移している。 
 ●●●●氏による特別イベントやシニアソムリエによる日本酒イベ

ントはチケットが即売するほどの人気であると聞いた。今後も様々なイ

ベントを企画し販売促進につなげていくことを期待する。 
 県産品の販路拡大は本県の経済、産業の振興につながる重要な施策で

ある。今後とも積極的な取組みに期待する。 
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○調査テーマ：（施設の運営状況） 
調査項目 競技場の建設、運営状況について 
調査都市等 東京都調布市西町  調査日  2月 8日 

 
 
調査結果概要 

 味の素スタジアムは敷地面積約 17.7ha。サッカーやコンサートを開
催するメインスタジアムをはじめ、多彩なスペースがあり、マルチエン

ターテイメントスタジアムとして機能している。 
 建設費は約 300 億円、民間による建設で東京都が買い取るという方
式であると伺った。現在は㈱東京スタジアムが運営・管理を行っている。 
 味の素とネーミングライツ契約を 5年間 10億円で結んでいる。積極
的な観客動員により黒字経営である。サッカー競技場は FC東京、東京
ベルディがホームとして契約しており、年間 40試合程度の試合がある。 
 また、サッカー以外にもコンサートなど開催しており 4日間で 20万
人の観客を動員したとのことである。芝の長さを調整することによりラ

クビー等の試合にも対応できると伺った。ピッチの周囲には 400ｍ*9
レーンの全天候型塗装トラックがあるが観客席は勾配に配慮した 2 層
型スタンドを採用し、観客席とフィールドをより近づけ臨場感あふれる

観戦空間としている。観客席は全席ゆったりとした背もたれ付きの個席

を採用しており、VIP席、食事と観戦の両方が楽しめるバルコニー付の
特別観覧席、2人またはグループで楽しめるテーブル付ペアシート等多
彩な観客席が設置されている。スタンドの 3/4を屋根で覆い、女性に配
慮したトイレの設置等見やすさと快適性を重視し、様々な観戦スタイル

をサポートする配慮がなされている。 
 環境対策施設として環境に配慮した太陽光発電や壁面緑化にも取り

組んでいる。周辺住民にも配慮が徹底しており、交通渋滞対策、騒音対

策、ゴミ等の環境対策等を住民とコミュニケーションを取り理解が得ら

れている。 
 最寄りの駅から徒歩 5 分と電車等の公共交通が整備されていること
もあるが、駐車スペースは多く取らず、電車の利用を推奨しているため

車による交通渋滞は発生しない。 
 周辺にはショップ、飲食店が充実しており来訪者が楽しめる空間とな

っている。 
 選手も試合前に積極的に握手会、写真撮影に応じファンサービスにも

積極的に取り組んでいる。 
 来訪者に喜んでいただける「おもてなし」に取り組むことが重要であ

ると感じた。 
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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 
土橋亨 〇今回初めての参加議員もいたので、まず山梨県東京事務所に行き、

事務所の業務内容の調査をした。山梨の出先機関としての業務の詳し

い説明を受け、意見交換をした。 
〇ふるさと回帰支援センターは移住者の受け皿になっているわけだ

が、●●さんの熱心な説明を受け、山梨にいる自分までその気になり

そうな話を聞けた。しかし、担当者が不在時の対応などしっかりした

システムづくりの必要性を感じた。 
〇富士の国やまなし館を訪れるのは 4 回目になるが、以前よりもスッ
キリと見やすくなった点が改善されており、販売促進に努めているこ

とを実感した。 
〇味の素スタジアムは、県の計画しているスタジアムを意識して視察

に行ったが、年間売り上げ 11億～15億、ネーミングライツ 5年で 10
億、収容人数 5 万人。規模の違いと、身の丈に合った計画の必要性を
感じたが、今後の計画へ活かすべきことが学べたと同時に反映させて

いきたい。 
飯島修 〇山梨県東京事務所 

 平河町の都道県会館内にある事務所にて赤岡所長から資料に基づき

説明を伺ったあと意見交換を行った。 
 県を代表しての首都圏の拠点としての取組は理解できた。今後より

一層県の喫緊課題を理解し、スピーディーに対応する必要性とアンテ

ナを高く張って巨大マーケットのトレンドを的確に把握し本庁に知ら

しめる事と自らが本県の営業マンである認識をさらに強くし結果を出

して欲しい旨の意見を伝えた。 
〇NPO法人ふるさと回帰支援センター 

 有楽町にあるこのセンターには二度目の訪問・視察だが、●●氏の

相変わらずの精力的な聡明な対応が本県の移住希望者の数字に表れて

いる印象を受けた。勿論●●氏の個人的スキルは素晴らしく評価に値

するものの一方組織としては誰もが同レベルの仕事ができるよう取り

組む必要性を感じた。移住希望者の対応を地元山梨できちんと出来て

いるかというとクエスチョンである。受け入れ先の山梨県でのきめ細

かい対応の必要性を感じ今後一層県に働きかける必要性を痛感した。 

〇富士の国やまなし館 

 本県の特産物やワインを使ったイベントが好評との説明を受けた。
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山梨のワインは全国的にも浸透しつつあり●●ソムリエの影響もある

ことからその事は容易に理解できるが、それと同時に最近の本県の取

組である「水」とかニジマスとキングサーモンとの交配でできた「富

士の介」等積極的に新たな販売戦略の必要性を感じ今後議会でも働き

かけていきたい。 

〇株式会社東京スタジアム 

 本県が計画している球技場とは球技場施設規模も経営規模も格段の

違いはあるものの誘客、安全性、維持管理等については共有可能な事

案があるとの思いで「味の素スタジアム」の視察を行った。施設を多

目的に使用し、地元市（調布市、府中市）にも理解を得られ協力して

もらっている事等お客さんの満足度を追求するのは勿論だが近隣諸氏

からの理解を大切にする基本ができている事を感じた。本県の事業に

大いに参考になった。 

清水喜美男 （１） 東京事務所にて，業務内容の調査を実施した。 
山梨県行政の総合窓口として，各省庁等との連絡調整や県行政

に関する調査など多岐に渡る業務を推進していたが，下記２点

については改善の必要性を感じた。 
① 「やまなしブランドの情報発信」事業について 

⇒山梨県の豊かな自然を活用した子育て環境や，スローライ

フなどのソフトブランドをもっと積極的に発信する必要があ

る。 
② 「産業立地の推進」事業について 
 ⇒企業訪問を積極的に実施しているが，知事が成長分野とし

て位置付けている医療・航空機分野の企業訪問をもっと重

点的かつ積極的にすべきである。 
（２）ふるさと回帰支援センターにて，移住相談等の状況について調

査した。 
全国初のワンストップ窓口相談所として開設以来，確実にその

機能を発揮しており，移住希望ランキングでは常に上位に位置

するようになった。 
「戦略の５年間」には，改めて山梨県の目指すべき方向性が示

唆されているため，積極的に拡大展開する必要性がある。 
下記２点については改善の必要性を感じた。 

① 移住希望者の受け皿となっている各市町村のフォローアップ

システムをより一層活性化する必要がある。 
② 民間企業や団体が持っている空き家や休耕田等の豊富な情報
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やデータをもっと積極的に活用すべきである。 
 
（３）富士の国やまなし館にて，県産品の販売状況等について調査し

た。 
   首都圏の皆様に，山梨の魅力のご紹介や特産品販売，観光情報

発信など多彩な内容を企画し運営していたが，下記２点につい

ては改善の必要性を感じた。 
① 売り上げの約５０％が特定業者の菓子類とのことであったが，

こうした人気商品を解析することによって，次のブランド商品

開発をすることが重要なポイントであると感じた。 
② 山梨県内には，八幡イモや桑の実ジャム，枯露柿など，隠れた

名物が沢山あるので，こうした名物の発掘と世の中へのＰＲを

もっと積極的に推進する必要性を感じた。 
 

（４）「味の素スタジアム」の施設概要と運営内容について調査を実施

した。 
   メインとなるサッカーの他，コンサートやイベント開催など，

高い企画力により多彩な事業を展開しているが，山梨県の総合

スタジアム建設に当たっては，下記の様な検討が必要と感じた。 
① お客さんはもとより，イベント関係者にとっても，最大の問題は

「アクセスの良さ」であるため，総合球技場建設に当たっては，

しっかりと議論を深めたい。 
② お客さんの多種多様な好みや興味に対して，サッカー競技を含め

たイベント企画力を，山梨県としてどう構築していくのかが大き

な課題であると感じた。 
 

まとめ 
以上（1）～（4）までの課題を本会議や委員会などで審議して
いきたい。 

山田七穂 ふるさと回帰支援センターでは首都圏一極集中による地方の人口減

少を解消するため、I・U・J ターンなど地方の暮らしを希望する都市
生活者、定年退職者などの人々のために、受け入れ体制や技術指導な

どの基盤を整備し地方活性化と新たな価値観を創造するための社会運

動として「自然豊かな地方で暮らそう『100 万人のふるさと回帰・循
環運動』」を合言葉に活動している。 
 山梨県は移住希望地としてトップレベルである、山梨県の良さを積
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極的に県外に発信し移住につなげていくことは重要である。また、働

き方改革の中で山梨県の環境の良さをテレワークやサテライトオフィ

スの拡充に繋げていくことが大切であると感じた。 
 移住希望者が山梨県に来て色々な相談をしたいときに、県内に相談

窓口がないことが問題であることが分かった。県内に移住相談のワン

ストップ窓口を設置することにより、より丁寧な相談体制を構築し、

更なる移住者の増加を図る取り組みを促進するべきである。 
 
 味の素スタジアムでは様々なイベントを企画することにより集客の

増加に努力し、また、味の素という大企業がスタジアムのネーミング

ライツの権利を得ることにより年間 2 億円の収入があることにより年
間収支が僅かではあるがプラスであることはおおいに参考になった。 
 如何にして来てくれたお客様に喜んでもらえるか、また来たいと思

わせるか、説明の中で「お客様第一」という思いが伝わってきた。果

たして、我が県でそのような思いで取り組んでいるのか、少し考えさ

せられる気がした。  
 ホームチームの知名度や、立地条件など大きく山梨県とは異なるが、

「お客様第一」という取り組みは変わらないと思う。先ずは、山梨県

も「おもてなし」を県民意識の中に育み、総合球技場に来てくれた人々

に感動を与える取り組みを推進していくことが最優先課題であると思

った。 
 そのうえで総合球技場の整備に取り組むべきである。 

古屋雅夫 
 

○山梨県東京事務所 
県の東京事務所を訪問し、赤岡所長から業務概要等について説明を受

けた後、意見交換を行った。中央省庁等首都東京における事務所が果

たす役割を踏まえ、県民の期待に応えて頂く行政運営に期待したい。 
○ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター 
人口減少社会において、当支援センターが果たしている役割（移住・

定住促進等）は大きいこと痛感した。特に山梨は移住希望地上位（2013
年～）であるが、移住希望者に対する受け入れ側（県）の相談窓口の

充実など課題対応も多いことを指摘された。こうした研修内容、特に

課題の解決に向け関係部署と連携を図り取り組んでいきたい。 
○富士の国やまなし館 
山梨県のアンテナショップとして、県産の特産品、250 種からのワイ
ンなどの品数多く揃え、やまなしをＰＲしている店舗、レストランＹ

－Ｗｉｎｅを視察。 
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イベントや近隣企業等へのＰＲなど関係者の努力に敬意を表すと共

に、引き続き県産品のＰＲなど販売力の向上に活かしていきたい。 
○味の素スタジアム 
県が検討している新球技場の建設を意識し、味の素スタジアム（東京

都調布市）を視察した。味の素スタジアムの概要は①建設費約３００

億円、②収容人員約 5 万人、③年間約４０試合、④コンサート等年２
～３回、⑤売上は１１億～１５億（黒字）、⑥調布市、府中市が株主

（３％）、⑦味の素（株）からは５年間で１０億円が支払われおり、⑧

スタジアム管理は委託会社１８名で運営している等説明を受けた。こ

うした内容を踏まえて、山梨県における球技場建設に向けた論議に活

かしていく。 
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※調査テーマ毎に作成 
６ 調査状況（写真）  
○H30年 2月 7日 調査先（山梨県東京事務所） 
 

 
 
 
 
 
 
 
○H30年 2月 7日 調査先（ふるさと回帰支援センター） 
 
 
 
○ 30年 2月 7日 調査先（富士の国やまなし館） 
 
 
 
 
 
○H30年 2月 7日 調査先（富士の国やまなし館） 
 
 
 

（コメント） 
企業誘致について調査 
（写真左から 3人目、対応者の赤岡所長） 

（コメント） 
移住対策について調査 
（写真左からやまなし暮らし支援センタ

ーの●●相談員、ふるさと回帰支援セン

ター●●代表理事） 
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〇H30年 2月 7日 調査先(富士の国やまなし館） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇H30年 2月 8日 調査先（㈱東京スタジアム） 
 

（コメント） 
経済、産業振興について調査したアンテ

ナショップ富士の国やまなし館 

（コメント） 
施設の運営状況について調査した味の素

スタジアムにて 


