
教育福祉常任委員会 所管事項調査報告書 

 

１ 実施年月日    平成２９年７月３１日（月）～８月１日（火） 

 

２ 視察場所及び   （１）新潟県妙高市  「地域少子化対策強化事業について」 

  視察項目     （２）新潟県見附市  「スマート・ウエルネス・シティについて」 

 

３ 出席者      委員長 山田昌紀  副委員長 中山真由美  

           委員  宮脇俊彦 斉藤裕樹 土山由美子 相馬欣行 大山学 

           同行職員 辻雅弘（健康づくり課） 岡村純一（子ども家庭相談課） 

 

４ 視察の概要 

 

◎新潟県妙高市 

（１）市の概要 

平成１７年４月に新井市・妙高高原町・妙高村の合併により誕生した妙高市は、新潟県の南

西部に位置し、上越市、糸魚川市、長野県の長野市、飯山市などに接しており、日本百名山

の秀峰妙高山をはじめ、火打山、斑尾山などの裾野は広大な妙高山麓の高原丘陵地帯を形成

し、北東部には高田平野が広がり海へと続いている。妙高山麓一帯は平成２７年３月２７日

に誕生した「妙高戸隠連山国立公園」に属し、雄大な自然景観と四季折々の変化に富み、多

くの温泉やスキー場などの観光地を抱えている。また、市内を南北に流れる関川、矢代川は、

かんがい用水や発電用に、また工業用水として高度に利用され、産業発展の原動力となって

いる。 

 

面積：４４５．６３㎢    人口：３３，３６６人 （平成２９年３月３１日 現在） 

 

（２）視察の目的 

    本市の重要施策の中に「子育て環境づくり」があり、様々な事業を実施しているが、更に

充実させる上で、妙高市で行っている「地域少子化対策強化事業」は参考になる事例が多

くあることから、今回視察市として選定した。 

 

（３）視察概要 

 

  ① 妙高市の少子化の現状と課題 

    ア 未婚率の推移 

     ・女性は、３０代の増加率に比べ、２０代の増加率の伸びが大きく、晩婚化が進む。 

     ・男性は、３０代の増加率の伸びが大きく、３０歳を超えても結婚しない男性が増加。 

    イ 出生 

     ・平成１９年度から２８年度までの１０年間で３４４人減少している。 

     ・合計特殊出生率は、１．５～１．７で推移している。 

    ウ 市民の子育て環境への満足度 



     ・平成２５年度に実施した妙高市総合計画・アンケート調査の基本施策の満足度ランキ 

ングにおいて、子育て環境は６位であり、前回調査の１０位よりランクアップし、 

市民の満足度が向上している。 

     ・基本施策の重要度において、子育て環境は６位であり、子育て環境に対する市民意 

識は高い。 

    エ 課題 

     ・結婚し家庭を持つことの魅力や、出産年齢を考えた場合の結婚適齢期などの情報発 

信を行い、若者の結婚への意識醸成を図る必要がある。 

     ・中高生など次世代の親となる世代の人に対し、結婚し子どもを産み育てることへの 

意識の醸成を図る必要がある。 

     ・結婚適齢期の人に対し、より適切なサポートを行うために、結婚に関するスキルア 

ップの機会の提供やサポートスタッフの人材育成等に取り組む必要がある。 

     ・子ども・子育て新制度のニーズ調査の自由意見欄を見ると「出産、育児等に関する 

市の制度の案内や説明が少なく、自分で調べないと制度等がわからない」といった 

意見や、市の制度を知らない、誤認しているような意見が見受けられることから、 

情報の発信・提供の充実を図る必要がある。 

     ・スマートフォンなど新たな情報機器が普及する中、それに対応した新たな情報発信 

を図る必要がある。 

     ・現在の情報発信ツール（パンフレット・リーフレット等）を見直し、よりわかりや 

すく情報の伝わりやすいものにしていく必要がある。 

     ・現在は、結婚から妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を行うための関係者の連携 

の場がないことから、関係者によるネットワークを立ち上げ、結婚・妊娠・出産・ 

育児の切れ目のない支援を行うため、協力して取り組む体制を構築する必要がある。 

 

  ② 課題に対しての取組 

    ア 「みょうこうライフサポートガイドブック」作成  

      結婚～妊娠～出産～幼児期の子育てに関する情報を一体的にまとめ、情報提供するた 

めに作成された。平成２７年度 予算１２０万円（補助率１００％） 

    イ 結婚支援事業の取り組み 

      ●妙高出会いサポート事業（Ｈ２８年度実績） 

       「妙高出会いサポート実行委員会」に委託し事業実施（事業費１８４万） 

◇出会いの機会創出 

 ・少人数パーティ：５回開催 ５３人参加 

 ・再婚支援の出会いイベント「遊園地 DE遊ぼう」：１４人参加 

 ・移住婚希望者応援「婚活セミナー」：６人参加 

 ・出会い・つながり応援プロジェクト：５９人参加 

 ・都市部未婚者との出会いイベント：２１人参加 

 ・クリスマスイベント：１４人参加 

      ●少子化対策重点推進事業（Ｈ２８年度実績） 

       事業費結婚支援関係分１６０万円 

       国の地域少子化対策重点推進交付金（１/２補助）を活用 

       「妙高出会いサポート実行委員会」に委託し事業実施 



        ・結婚啓発セミナー：２回開催 ２９人参加 

        ・結婚支援者セミナー：３４人参加 

        ・お見合い情報誌「出会いマッチング通信」発行 年２回発行（全戸配布） 

        ・結婚支援の縁結びボランティアの発掘：１１人 

    ウ 生後１か月から１年間 子育て家庭にハガキ送付 

       検診の案内や子育てのワンポイントアドバイス、赤ちゃんからのメッセージなどが 

記されている 

    エ 「孫育て読本」作成 

       昔を知り、今を知る“じじ、ばば”が子育ての支援者として、孫育てに登場するこ

との意義を記す  平成２７年度 予算９５万１０００円（補助率１００％） 

    オ 小学生をもつ保護者のための「子育て読本」 

       小学校段階でこれだけは大切にしてほしいというポイントと思われることや、妙高 

市としての教育理念に沿ってまとめたもの 

平成２７年度 予算４０万円（補助率１００％） 

    カ 「出会い・子育て応援フェア」の開催 

       出会い・結婚・妊娠・出産・子育てとつながる支援を目指して実施されているイベ 

ント 

・子育て講演会、親子体験コーナー、人形劇、フリーマーケット、縁日など多くの 

市民が集まる 

    キ スマートフォンアプリ「えむぷら」作成 

       「結婚・妊娠・出産・子育て」などのライフスタイルに応じた情報を発信する新潟 

県内初のアプリ「えむぷら」を作成。自身のライフステージや子どもの生年月日 

等を入力することで、結婚・妊娠・出産・子育て等に関する情報が提供されるほ 

か、医療機関や子育て広場などの施設情報を検索することができる。また、予防接 

種の実施状況の確認や、子どもの成長記録の管理をアプリ上で行うことができる。 

 

 （４）主な質疑応答 

     

Q：スマートフォンアプリ「えむぷら」の利用者は増えているのか？ 

A：平成２９年６月現在、ダウンロード数 ７０５件。登録件数は増えており、当初目標とし

ていた平成３１年度末７００件はすでに達成している。 

Q：行政・地域・施設との連携について伺う。 

A：出会いから結婚・妊娠・出産・子育てという一連の流れの中で、行政が一貫した支援を行

う姿勢については、地域少子化対策強化事業に取り組む中で各課の連携が図られるように

なったと評価している。「つながり事業」の実施にあたっては、関係団体からなる実行委員

会を組織して事業を実施し、今年度で節目の３年目を迎えた。「つながり事業」を実施する

にあたり、月 1 回のペースで会議を開催したことで、個々の団体間で連携が自然と図られ

るようになってきた。各団体は、合併前の市町村単位を中心に活動しているので、団体間

で交流が図られることにより、地域を越えた取り組みが実現するなど、活動範囲の広がり

を見せてきている。 

Q：結婚・妊娠・出産・子育てに対する切れ目のない支援について一番重要と考えたことは何

か？ 



A：妙高市では、子育てサービスの充実だけでなく、子育ての前段階の妊娠・出産それ以前 

の結婚支援（出会いの場の提供）、中高生のうちに子育てを体験し、子育ては楽しい 

という意識を芽生えさせるための取り組みなどを行っていた。 

Q：結婚支援事業の取り組みにおける課題は？ 

A：出会った後のフォローや状況確認については、当事者が望まないことが多く、プライベー 

トな部分であるため、行政側からの積極的な働きかけや支援が難しい。 

  Q：子育て世代が定住するための施策は？ 

  A：住宅取得等支援事業補助金・・・平成２６年度から開始。「転入者」「４０歳未満」「結婚 

を伴う増改築」などの要件あり。５０万円の補助金の支給。転入者、４０歳未満ともに 

増加。制度の認知度が高まり、成果が上がっている。 

   

（５）視察後の考察 

    

〇担当課の方のお話で、「関連する課が連携し、真剣に取り組むことにより事業がブツ切り 

にならないようにすることが重要」との言葉が印象的であった。 

   〇出会いから結婚、妊娠、出産、子育て支援に加え、住宅に関する支援までと幅広い支援を 

進めているが、少子化に歯止めがかかっていない。その最大の原因は結婚適齢期の人口減

にあり、その要因となっているのが大きな企業がなく就労確保がされていないことである。

少子化対策といっても、原因となる課題の違いで打つ政策も大きく変化していくと考える。 

〇社会保障制度は「ゆりかごから墓場まで」と表現された時代もあったが、現在は、さらに 

出会いから結婚までの支援を考えなければならない時代になってきたのだろうか。しかし、 

この施策は、財政支出もたらす割には、結果が見えてくるのに時間がかかり、効果の検証 

は難しい。妙高市の取り組みでも、出生率の改善の効果は認められないとしている。 

しかしながら、少子高齢化対策は一自治体のみならず、国全体で取り組まなければならな 

い問題である。今後、社会構造の在り方を含めた中で、抜本的な改革を国に望むとともに、 

地方自治体が出来ることは、どのような取り組みが効果的なのかをよく議論した中で、

施策を実施していく必要がある。 

 結婚活動の支援については、自治体が取り組むべき課題なのかを含めて議論の必要があ

るのでないか。 

〇中央から遠く離れた地方都市では、若者の人口流出が人口減少の深刻な要因となっている。 

しかし、人口流出を止めるための、有効な対策は簡単には見つからない。そのために、わ 

がまちを大切に思う人たちが、何とか持続可能な方向を見出そうと努力している。少子化 

対策事業の中には、子育て支援も重要な事業として位置づけられている。どのような時代 

や社会情勢にあっても、子育て世代への理解と支援は、次世代を構築する意味では何より 

も重要である。また、妙高市は、総合健康都市として「元気いきいき健康条例」を定め、

健康づくりのサポートに力を入れている。特に、森林セラピーや温泉等恵まれた自然資

源を活用した子どもから高齢者までの、独特の健康づくりを進める事ができる。国立公

園を有する妙高市の恵まれた自然環境を最大に活かした定住促進には、まだ大きな可能

性が残されていると考える。 

    〇妙高市の地域少子化対策強化事業について、この取り組みがすぐ目に見える形としての成

果は出にくいとは思うが、結婚・妊娠・出産・子育て支援のスマートフォンアプリやシニ

ア世代の子育て支援事業「孫育て読本」等積極的に取り組んでいることが分かった。 



   ○国からの様々な補助金メニューをうまく活用して「サポートブック」や「スマートフォン

アプリ」などを作成している点においては、本市でも更なる知恵を絞り出す必要があると

感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「地域少子化対策強化事業」説明の様子        妙高市議会議場にて 

 

◎新潟県見附市 

 

（１）市の概要 

見附市は、南北に長く新潟県の中央に位置し、面積は７７．９１平方キロメートルで県内では

最も面積が小さい市である。隣接する自治体は、長岡市と三条市である。市内には、信濃川水

系の暴れ川として知られた刈谷田川が流れ、全町が水没するほどの水害に幾度も襲われてきた。

「見附」の名も水に漬かる土地という意味に由来すると言われている。 

産業については、古くからニットなどの繊維産業が盛んであるが、近年ではプラスチック製品、

金属製品、一般機械器具製造業の製造品出荷額が増加し、製造業の主力となっている。これは、

新潟県中部産業団地（見附テクノ・ガーデンシティ）が市の西部に位置し、補助金や助成金、

固定資産税の一定期間の免除などの優遇措置を取り、製造業や運輸業、卸売・小売業などの誘

致を行った結果、企業の進出に成功しているためである。 

 

面積：７７．９１㎢  人口：４１,０４６人（平成２９年４月１日現在） 

 

（２）視察の目的 

平成２９、３０年度教育福祉常任委員会・まちづくり検討会議のテーマとして「誰もが『健 

幸』を実感できるまちづくりの推進」を掲げている。 

    健幸づくりを先進的に実施している見附市のスマート・ウェルネス・シティ（ＳＷＣ）の実践から

学ぶために、視察地として選定した。 

 

（３）視察概要 

見附市においても、少子高齢・人口減少社会をむかえ、４.２万人から２０４０年に３.１万人

に減少するとの統計が出ている。さらに、社会保障費の負担増（給付総額の増加とサービス内

容の高度化・多様化）により、健康施策の推進による社会保障費の縮減が必要と考えるに至っ

た。 



 

ア スマートウエルネスみつけのイメージ 

     あまり車が走っていない（自分の足） 健康を意識したコンパクトシティ 

     健康施策⇒健幸と地域再生⇒地方創生 

    活動記録 

     Ｈ２１ ＳＷＣ首長研究会の立ち上げ 

     Ｈ２６ 健幸ポイント社会実験の開始（全国６市） 

     Ｈ２７ スマートウエルネスコミュニティ協議会設立 

     Ｈ２８ 日本健幸都市連合の発足（８０自治体） 

    少子超高齢・人口減社会の到来 

       見附市の１０年比較 人口２２４５人減 ６５才以上１９９２人増 

       ２０４０年予測  ４.２万人⇒３.１万人 高齢化率２９.１％⇒３８.９％ 

          社会保障負担の増 ⇒ 健康施策の推進が必要 

  イ いきいき健康づくりの４本柱 

     ●食生活⇒食がいかに大切か知っているまちプロジェクト 

・日本型食事のすすめ ・給食に玄米入りごはん、七分つきごはん 

     ●運動 ⇒健康運動教室（１４０９人） 

         ・体力年齢の若返りと医療費の抑制効果１５歳若返り１０万円効果 

     ●生きがい⇒ハッピーリタイヤメント・プロジェクト 

         ・市民グループ「悠々ライフ」が中高年の仲間・いきがい探しを応援 

     ●健（検）診⇒健康の駅、小児生活習慣病予防事業 

         ・健康、医療、福祉、生活、経済、心に関する相談窓口 

         ・小学校４年、中学校１年を対象に血圧、血中脂肪、肥満度検査 

  ウ 介護認定率 

      全国・県より低い認定率 国１８.０４  県１８.６  見附１６.９７ 

             Ｈ２２～Ｈ２４は全国一位 

  エ 健康運動教室 

      約１４００人で頭打ちの参加者１４００人/４万人・・・３.５％（健康意識率） 

      市民参加を底上げする社会技術を模索 

  オ スマートウエルネスシティ 首長研究会 

      健幸とは⇒健康、かつ、生きがいを持ち、安全安心に豊かな生活を営む 

３５都道府県６７自治体が参加 

      明らかになった市民のタイプ 

      健康行動の無関心層 ６５％ ７対３の法則 

      解決に向けて普段の生活で自然と必要な運動量が満たされるまちづくり 

      ⇒歩いて暮らせるスマートウエルネスシティ 

  カ 明らかになった事実 

      生活習慣病の発症には地域の環境因子も一定の影響がある 

      自家用車への依存度と糖尿病の患者数が連動 

  キ スマートウエルネスみつけの推進 まち全体の「健幸」ＳＷＣ施策へ 

① 健康になれるまち 歩きたくなる道路整備（景観、公園、自転車帯）    

          地域公共交通体系整備（コミュニティバス、乗合タクシー、レンタサイクル） 



② 地域が元気なまち 産業振興、雇用機会創出 

       交流、地域コミュニティの推進 

③ 環境に優しいまち 環境元年事業スタート 健康にはおいしい空気、水 

      ごみ減量１１７３t、乾燥生ごみ花苗と交換等 

④ 健幸を理解し行動 健幸教育・啓発 

      小６・中１対象に喫煙防止講演会、共創郷育 

  ク ＳＷＣ施策を進める７つのポイント 

① 社会参加（外出）できる場づくり  

外出しない高齢者は 歩行が不自由になるリスク４倍 

          認知機能障害のリスク３．５倍 

② 中心市街地を中核とした賑わいづくり  

 都市機能が集積し歩いて過ごせる楽しくて便利な市街地 

③ 歩きたくなる快適な歩行空間の整備 

 歩行者優先へ転換、健康ベンチ、レンタサイクル 

④ 特徴的な取り組み 地域コミュニティの構築と協働のまちづくり 

 地域住民が主体となる地域づくり ソーシャルキャピタルが高い 

⑤ 過度な車依存の脱却を可能とする公共交通の再整備 

       生活の足を確保 路線バス、コミュニティバス、デマンドタクシー、コミュニティワ

ゴン 

⑥ まちをゾーニング 

 転入促進、住み替え促進、リフォーム促進 

⑦ ＳＷＣ推進のカギは人材 

 職員による地域サポーター 

 

     住んでいるだけで健康で幸せになれるまち スマートウエルネスみつけ 

結果的に・・・医療費（国民健康保険、後期高齢医療制度）が大幅削減 

 

（４）主な質疑応答 

Q：公共交通に関して、コミュニティバス、デマンド型タクシー等の状況について。 

A：路線バスは市内の広域的交通網の役割を果たし、コミュニティバスは中心市街地と既存集落・ 

周辺地域を結び、デマンド型タクシーは郊外を網羅している。小学校区域単位の地域コミュニ 

ティには行政からコミュニティワゴンが貸与され、月額 2万円までの燃料費支給があり、お買 

い物バスや冬期の部活送迎等地域での役割を担っている。 

Q：高機能待合所について詳しく説明願う。 

A：ストリートファニチャーで、看板等を設置したお洒落な待合所である。昨年度は８カ所増設し

た。 

Q：ネーブルとはどういう意味なのか、またネーブルグリーンとは。 

A：フランス語で「へそ」という意味。サイン統一方針で看板などの色はネーブルグリーン（深い 

緑）に統一した。 

Q：地域コミュニティのために人を配置し、ふるさとセンターを設置したり、ワゴン車を用意する

などかなり予算がかかるが、市長の方針で実現できたのか。 

A：ふるさとセンターは地域コミュニティ組織の活動拠点をつくるため、しっかりと予算を組んだ。 



新設のものもあるが公民館併設という形もある。地方創生推進交付金などをコミュニティ組織

の活動の財源に充てている。 

Q：健康の湯ホットピアの財源と管理体制は。 

A：約１２億円の建設費のうち５９％は社会資本整備交付金を利用している。指定管理で、「赤字

がでても市は補填しない、黒字の場合は２分の１を市に入れて頂く」内容の契約となっている。 

Q：コミュニティバスについて、約１４万人の利用があるが、利用料金１００円だと１４００万円

で、当然賄いきれないが、６台から１０台へ増やそうというのは大変なのでは。 

A：バス１台１０００万円くらいかかる。６台で６０００万円弱くらいかかり赤字になる。赤字の

何割かは特別交付税を充てている。最初は利用が少なかったが、利用者が増えてきており、Ｓ

ＷＣへの理解が深まったと考えている。 

Q：市民グループのゆうゆうライフについて詳しく説明を願う。 

A：全体的に高齢化していて、なり手の課題はある。現在２０名弱の人数を維持している。市とし

てもまちづくり課の職員がサポートをしている。 

Q：音楽指導師・健康アンバサダーの役割は。 

A：音楽指導師の役割は健康カラオケであり、歌いながら体を動かす介護予防を指導する仕組みで

ある。健康アンバサダーは、スマート・ウエルネス・コミュニティ協議会の一つの取り組みで

ある。情報伝達人という意味合いで、身近な人からの口コミで健康情報を広めている。現在１

６７名の方がいる。 

Q：健康運動教室について、筑波大学とのつながりは。 

A：平成１４年に前市長がテレビで健康運動教室を見て、市の職員を勉強させた。その時の先生が

筑波大学の先生だった。 

Q：健康ポイントの予算は。 

A：２２００万で、参加者は１５００名である。 

Q：健康の４本柱の取り組みがどのようにＳＷＣにつながっていくのか。 

A：健康づくりのため、道路づくり、建物づくり、まちづくりの活動団体などいろいろなことがか

らまり、全庁体制で取り組んでいくことがＳＷＣへと発展する。 

 

（５）視察後の考察 

 

○歩くことの大切さを再確認し、特に高齢者にとって外出することは様々な健康リスクを減少 

させることが、２年間の追跡調査で証明された。結果、積極的に外出・社会参加できる場を

用意することが健幸なまちづくりにつながるとの認識のもと、全庁体制でまちづくりを進め、

それが地域再生へとつながり、地方創生という結果に至っている。成果については医療費に

表れ、特に、後期高齢者医療費は国の平均より見附市の方が、平成２７年度では２０万円以

上も低い値となるなど目覚ましい結果を出している。 

〇健康寿命の延伸を目指すためには、単に健康面だけを考えた施策だけでなく、街づくりを今

後どのように展開していかなければならないのか、各施策を有機的に結びつけた展開を根本

的に考え直す時期にきている。歩きやすい街は、どのような街なのか。すべての年代が積極

的に外に出て交流するには、どのような施策が必要なのか。 

歩行者優先の街づくり、歩きたくなる快適な歩行空間をもつ街並みの整備や演出は、伊勢原 

市の中心市街地の整備のみならず、すべての街づくりに今後必要な思想ではないかと思う。 

それには、市民の意識の変化も必要であり、また、ハード面の整備には、財政支出もかかる



ので、すぐに結果の出るものではないが、今後、さらなる少子高齢化を迎えるにあたり、地

域の持つ独自性を考慮に入れて、コミュニティ活動の活発化と共に、ソーシャルキャピタル

の高い街をめざして、取り組んでいかなければならない。 

〇神奈川県や本市含め「健康」を重点取り組みに設定している自治体は多くあるが、スマート・

ウエルネス・シティを軸として、全庁一丸となってすべての施策を「健幸」中心に設定して

いる都市は珍しく、一つひとつの取り組み含めを参考になる先進的取り組みと受け取った。 

都市の将来像サブテーマである～住んでいるだけで健康で幸せになるまち～を実現する施

策が進められており、医療費の削減に成果が表れていることを理解した。 

〇市民の健康行動別にタイプ分け、自動車依存度と生活習慣病発症の事実などから、「歩く」に  

 結び付け、いきいき健康づくりの４本柱に４つのまちづくり要素を組み合わせ、まち全体の

「健幸」ＳＷＣ施策の推進につなげている。理屈は理解するが、施策推進となると尻込みし

てしまう自治体が多いのではないか。確固たる理念に基づき進められていることに、首長の

意思・職員のやる気を感じる。 

〇施策推進にあたり７つのポイントを定め、具体的施策を実施しており、成果が見えやすくし

て進めている手法は、市民にわかり易く職員のやる気を促す良い方法と考える。 

   健康に無関心な市民を無意識のまま健康に結び付け、意識ある市民を活動に引き込み、職員

をサポーターに仕立て地域活性化に結びつけ、ハード・ソフト面での施策を組み合わせるこ

とで、市が描くグランドデザイン５０年後に結びつける意図がしっかり見える。 

〇「スマート・ウエルネス・シティ」について、取り組みの成果として、後期高齢者一人当た

りの医療費が国より見附市は約２０万円低い結果や全国・県の平均よりも低い介護認定率と

なるなど、早速素晴らしい成果として現れていることが分かった。 

   担当課の方のお話で、「ＳＷＣ推進のカギは人材であり、健幸都市実現を下支えする市職員

のスキルアップと行動変容が重要」との言葉が印象的であった。都市の将来像を「住んでい

るだけで健康で幸せになれるまち」としている。伊勢原市の健康づくり施策の推進にも参考

になり、活かしていきたいと思う。 

○「健幸づくり」＝「まちづくり」という見附市の徹底した方針には、ある意味感銘を受けた。 

「１歩余分に歩けば、０．０６円医療費が安くなる」というデータの裏付けも筑波大学と連

携しているからこそできたわけで、本市も東海大学とさらに連携を深め、健康施策を推進し

ていく必要性を感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スマートウェルネスシティ」説明の様子        見附市議会議場にて 


