
       甲府市議会「政友クラブ」視察研修報告書 

 
                               報告者 深沢 健吾 

                                   藤原 伸一郎 

 

１．日程 

 平成 29年 7月 11日（火）～7月 13日（木） 

２．視察研修先・内容 

（１） 長崎県佐世保市 

・IR推進事業について 

・ハウステンボスの現状について 

（２） 長崎県諫早市 

・諫早市こどもの城について 

（３） 長崎市雲仙市 

・光り輝く雲仙力アップ事業について 

３．参加者 11名 

 荻原 隆宏    池谷 陸雄    原田 洋二    廣瀬 集一 

 坂本 信康    長沼 達彦    小澤 浩     末木 咲子 

 深沢 健吾    藤原 伸一郎   鮫田 光一 

 

 

【視察概要】 

 

１． 長崎県佐世保市 

 
（１） 研修日時 7月 11、12日 

（２） 研修場所 佐世保市議会会議室 

     ハウステンボス施設内 

（３） 研修内容 

① IR推進事業について 

（４） 対応者 

佐世保市企画部 施策経営課 課長      中尾 健一 

        〃     係長      浦 康成 

        〃     〃       山口 勝史 

佐世保市議会事務局 次長兼議会運営課長   宮崎 謙一郎 

    〃     議会運営課議事調査係  楠本 崇浩 

ハウステンボス株式会社 経営企画室 室長  高田 孝太郎 

 

 [佐世保市の概要について] 

  佐世保は半農半漁の一寒村に過ぎなかったが、明治 19年の軍港設置により膨張し始め、明

治 35年には一足飛びに市政を施行し、軍港として発展を遂げ、昭和 20 年には、九州でも 4

番目の大都市に発展した。 

  その後、終戦により軍港としての機能を失い、人口も半減したが、市民は戦災の復興と旧

軍港の遺産を活用して、産業港湾都市の建設に立ち上がった。 



  昭和 43 年には原子力空母エンタープライスが入港し、世論の賛否を背景に激突が繰り返

され混乱を極めたが、基地の任務が拡大され、米海軍佐世保基地は補修及び補給基地として

の機能を維持している。 

  さらに、平成 4 年には我が国最大級のウォーターフロントリゾート「ハウステンボス」を

開業。その後、平成 5年 4月に「えぼし岳高原リゾートスポーツの里」、続いて平成 6年 7月

には、西海公立公園九十九島の観光拠点である「西海パールシーリゾート」（現在の九十九島

パールシーリゾート）が開業し、海・まちなみ・高原と観光施設も整いを見せてきた。中で

も佐世保市の観光の中心である「ハウステンボス」は年間 300万人以上が訪れる観光の大き

な柱となっている。 

  また、平成 28 年 4 月には、より幅広い事務権限の行使を通じて行政サービスの充実を目

指すため、中核市へと移行した。今後更に人口減少や少子高齢化が進展していく中で、県北

地域や西九州北部地域の拠点都市として、市勢及び圏域の更なる発展に向けて新たな歩を進

めている。 

 ●総人口 254,180人 

 ●世帯数 121,231世帯 

 

 

１ IR事業の推進について 

 
 〇地方創生型 IRの必要性 

  ・人口減少に歯止めをかけるためには、地方に良質な雇用の場を創出する必要 

  ・訪日外国人はゴールデンルートに集中しており、地方に新たな人の流れを創出して 

   いく必要 

  ・「地方創生型 IR」とは、地方の国際観光拠点として強力な集客力を有するとともに、 

地方内での周遊を促進する強力な送客力を有する施設 

 

 〇長崎県は高いポテンシャルを有する地方創生型 IR導入の最適地 

 （１）アジアとの近隣性 

    長崎から 3時間以内で到着できる東アジア都市人口は 6,000万人以上（上海、台北、

北京、東京等） 

 （２）国際的にメッセージ性の高い観光資源 

    歴史遺産群やハウステンボス、離島をはじめとした自然環境 

（３）ハウステンボスとの相乗効果 

   ・開発面積 152㏊、総投資額約 2,500億円超、年間約 300万人の集客力を持つ全国 

有数の地方観光拠点施設 

   ・現在の施設を活用して東京オリンピック開催前に IR 事業開業が可能（日本において

は最速開業が可能） 

（４）九州広域の多様な観光資源との連携 

   ・質の高い温泉、海、山、城、食などの多様な自然・歴史文化が近接 

   ・九州新幹線やクルーズトレイン（ななつ星 in九州）をはじめとする観光列車などの魅

力的な移動手段 

 

 「長崎 IR構想 骨子（案）概要」 

 〇基本コンセプト 



  [～日本の産業革命発祥の地「長崎」からの「観光産業革命」の実現～] 

 〇長崎が目指す「観光産業革命」とは 

（１）国際環境拠点整備によるゴールデンルートから地方へのひとの流れを創出 

（２）九州の多様な観光資源を最大限に活かす長崎・九州おもてなしネットワークの構築 

（３）新たな観光産業の創出や他産業との連携による国産観光ビジネスフロンティアの開拓 

 

 〇IR施設の機能整備の方向性 

（１） 観光拠点機能（富裕層に対応した宿泊・リテール・カジノ施設等の強化など 

（２） 周遊拠点機能（長崎・九州のショーウィンドウ、周遊観光コンシェルジュなど） 

（３） 発展拠点機能（観光人材の育成、先天的な観光ビジネスの取組など） 

 

 〇IR導入による地域活性化の循環サイクルの創出 

  ・初期投資 500億円  ・経済波及効果 約 2,544億円  ・観光客 320万人 

  ・雇用誘発効果 11,062人 （西九州統合型リゾート研究会試算） 

 

 〇社会的リスク対策 

（１） 組織悪関係 

（２） 治安維持 

（３） 青少年関係 

（４） 依存症関係 

 ・諸外国の状況を踏まえた上で、万全の対策を講じ、リスクを最小限化する 

  ・社会的リスク対策は国の法令等による規制、事業者による自律的な規律が基本となる 

・地域としても、国や事業者とともに必要な対策を講じる      

 

        
                         

佐世保市議会会議室にて       佐世保市役所前にて 

                                                 

 [まとめ] 

  佐世保市では、IR 事業について平成 18年から協議を開始し、平成 26年 3月に長崎県 

及び佐世保市が共同で協議会を設置し、カジノを含む統合型リドート（IR）の導入に向け 

た検討を行ってきた。これまでの佐世保市や市民団体を中心とした研究活動を通じて、県 

議会や県内、九州経済界においてもその導入に向けた機運が高まっている。 

 その一方で、平成 28年 12月、IR推進法が国会において可決され、特定複合観光施設 

区域の整備に関する法律の概要と現状の国の考え方においては、IR施設はカジノ施設の 



みならず、MICE施設や展示施設、宿泊施設などその他の観光施設が一体となった施設で 

ある（カジノだけではNG）と新たに明記されたこと、地方議会の同意を要件とすること 

など、長崎県、佐世保市としては現状の取組以上に厳しい内容となっていることもあり、 

今後は国の動向に注視しながら検討を進めていくとしている。 

 「甲府市においても IR事業の推進を」という声もあがっているが、IR事業は、人口減少 

に歯止めをかけ、地方創生に生かしていくための一つの方法と考えられるが、様々な課題も 

あることから、国の動向を踏まえる中、十分な調査・研究を重ねていく必要性と県、市町村、 

市民団体、経済界などが一体となって推進することが重要だと感じた。 

 また、ハウステンボス内のカジノ施設の建設予定とされている場所も見学させていただき、 

日本において、現状では最も施設整備も整っており、すぐにでもカジノ施設の建設開始や特 

定複合型観光施設の運営ができるポテンシャルをもった施設だということを認識できた。 

しかし、制度改正等により、現状では国の動向を注視しながら施設運営にあたっているとい 

うことである。 

 

 

２． 長崎県諫早市 

 
（１） 研修日時 7月 12日 

（２） 研修場所 諫早市こどもの城 

（３） 研修内容 

①  諫早市こどもの城について 

（４） 対応者 

 諫早市こどもの城     館長  池田 尚 

 諫早市議会事務局     主任  田中 洋二 

          〃         書記  松尾 純二 

 

[諫早市の概要について] 

  長崎県のほぼ中央に位置し、東は干潟の有明海、西は内海の大村湾、南は外海の橘湾とい

う特性の異なる三つの海に面し、美しくそびえる多良山系の山々や一級河川である本明川、

その下流には広大な干拓地があり、豊かで多様な自然環境に恵まれています。また、市内に

は 4 本の国道、高速自動車道、JR、島原鉄道が通っており、長崎市、島原半島、大村東彼、

佐賀鹿島方面を結ぶ交通の要衝となっている。 

  400 年以上前からの干拓によって形成された諫早平野は県下最大級の穀倉地帯であり、肥

よくな丘陵地帯は野菜やみかんの特産地になっている。また、県内有数の産業集積地である

工業団地を有し、製造品出荷額は県下第 2位を占めており、バランスのとれた産業構造とな

っている。 

  平成 17年には、諫早市、多良見町、森山町、飯盛町、高来町、小長井町が合併して、21世

紀の県央拠点都市づくりに向けた、新しい「諫早市」が誕生し、現在は、将来都市像「ひと

が輝く創造都市・諫早」の実現を目指したまちづくりを進めている。 

 ●総人口 138,044人 

 ●世帯数 58,685世帯 

 

 

 



 

１ 諫早市こどもの城について 

 
〇こどもの城がめざすもの 

  ―恵まれた自然環境の中で、子どもたちの主体的な活動、子ども相互の交流、家族その他

子どもたちを見守る人々との交流を通して、子どもたちの生きる力を培うこと― 

   生きる力＝I will・・・ 

    主語が I(自分)で、 

   そこには will（意思）があり、 

   何かは・・・（自分で探して）ということです。 

  子どもたちを遊ばせるのではなく、子どもたちが自ら考え、行動できる力を培うことをめ

ざします。 

  その手段として、 

  恵まれた自然環境、子どもたちの主体的な活動、子ども相互の交流、家族その他子どもた

ちを見守る人々との交流を意識します。 

 

 〇遊具（スタッフ）であそぶ 

   ふらっと来て、まずできることは、いろんな遊具を使って遊ぶこと。木のボールプール

やままごとセットなど、身体を動かしたり、空想したり、いろんな遊びが可能となってい

る。また、年齢や経験も様々なスタッフが全力で向かってくる子どもたちに全力で応えて

いる。 （施設の名物はスタッフであること） 

  

 〇イベントに参加する 

   申込なしで利用できる催しを毎日実施している。平日は乳幼児とその保護者、土日祝日

は小・中学生、また、金曜日には「大人の催し日」を設けながら、それぞれが新しい出会

いや発見を楽しめるイベントを実施している。 

  [平日の主なイベント] 

  ・わくわく体操 ・森のようちえんビギナーズ ・子育てワンポイントコーナー 

  ・伝わるってなあに？ など 

  [土日祝日のイベント] 

  ・10mの壁のぼり ・ものづくり ・こども城バンド ・絵本の森 ・大縄跳び など 

 〇イベントに申込んで参加する 

   イベントの中には、事前に申込し、一時間程度かかるもの、丸一日かかるものなどはい

ずれも事前に心づもりや道具などを準備が必要なものが多い。 

   [平日のイベント] 

   ・夜の森 ・森のようちえん など 

   [土日祝日のイベント] 

   ・アドベンチャー・ワールド  ・森のようちえんスペシャル など 

 

 〇オリジナルの活動をつくる 

   市民 2人以上のブループであれば、オリジナルの活動をつくることができる。みなさん

の思い・願いに沿う活動をスタッフが一緒に考えていき、思い・願いの実現に向けてサポ

ートしていく。これまでに、子育てサークル、子どもクラブ、PTA、部活動、教員の指導

者グループなど多くの団体が利用している。 



  

 

 

 

 

 

 

           白木峰高原・こどもの城マップ（屋外） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            こどもの城館内マップ（屋内） 



 

                                       

    
                            

こどもの城の様子 

 

[まとめ] 

 こどもの城は、諫早市総合計画の土台づくりプロジェクトに位置付けられ、低年齢児だけで

なく、中高生や大学生、退職された方々まで幅広い世代が利用している施設となっており、諫

早市民から愛される「市民の城」と言えるものであった。 

 館長である「池田 尚」館長のリーダーシップのもと、子育て支援をはじめ、青少年の育成、

人生相談に至るまで、多くの市民の声や思いを受け止めてくれる「あたたかい施設」であると

感じた。 

 池田館長が「この施設の名物はスタッフです」と言うように、スタッフが今日来ている子ど

もの名前を呼びながら身体をはって全力で遊んでいる姿が印象的だった。 

 また、館内のあらゆるところに館長直筆の心に響く言葉が飾られ、全国からの館長をはじめ、

スタッフに対する手紙も掲示されるなど、諫早市にとどまらず、全国から注目を集めている施

設でもあった。アットホームな雰囲気に館内中が包まれ、子どもたちは勿論、側に寄り添う保

護者にも安堵に満ちた笑顔が印象的だった。 

 自然にも恵まれた環境の中、人との交流の場を提供しながら、いろいろな活動を通じ、諫早

市周辺の人々から大きな支持を受けているこどもの城は、「すべての人の癒しの城」と言える施

設だと感じた。今回の施設見学で感じた事を甲府市の子育て支援政策や福祉政策に活かしてい

きたい。 

 

 



３． 長崎県雲仙市 

 
（１）研修日時 7月 13日 

（２） 研修場所 雲仙市議会会議室 

（３） 研修内容 

「キラリと光る雲仙産地支援事業について」 

（４） 対応者 

 雲仙市農産部農林水産課 農業班 課長補佐  増田 孝宏 

 雲仙市農産部農林水産課 農業班  係長   村上 輝晃 

 雲仙市議会事務局         局長   関 剛 

 

 [雲仙市の概要について] 

  雲仙市は、島原半島の北西部に位置しており、雲仙普賢岳を中心としてその裾野に農地及

び住宅地が広がっており、有明海と橘湾の 2つの海に面している。 

  農業と観光が盛んで、農業の産出額は 201 億円あり、長崎県全体の約 15％を占めている。 

  雲仙市内には優良な農畜水産物やそれらの加工品が数多くあり、生産にあたって、環境に

対する取組や雲仙ならでわの工夫がされている農産物が「雲仙ブランド」と認定されている。

また、雲仙市内の優良な商工製品を「うんぜんの逸品」として認定し、商品の PR と雲仙市

のイメージアップを図ることを目的としている。 

 ●総人口 44,837人 

 ●世帯数 17,179世帯 

 

 

１ 光り輝く雲仙力アップ事業について 
 

  雲仙市の総合計画に基づき、担い手の育成や「安心・安全」な産地推進を図ることにより、

「足腰の強い農林業の推進」を目指す。 

  平成 18年から継続的に展開してきた事業であり、定期的な見直しを加えながら平成 28年

～31年までを「光り輝く雲仙力アップ事業」に取り組んでいる。 

 

平成 18年～19年 「雲仙市農業パワーアップ対策事業」 

平成 20年～21年 「雲仙市農林水産ゆめみらい事業」 

平成 22年～23年 「食のくにづくり支援事業」 

平成 24年～27年 「キラリと光る雲仙産地支援事業」 

平成 28年～31年 「光り輝く雲仙力アップ事業」 

  

「光り輝く雲仙力アップ事業」の内容 

 （４種類―１０種目―２２事業） 

 

（１）担い手育成支援事業 

①新規就農支援事業 

・農業機械導入事業 

・農業施設整備事業 

②スキルアップ支援事業 



・農業視察研修への補助等 

③女性農業者支援対策事業 

・農業農村男女共同参画推進事業等 

④担い手確保事業 

・つながる担い手確保 

小・中学生を対象に農業体験を通じて農業の楽しさを感じることや食育につなげ

ている 

 

 （２）経営コスト削減推進事業 

   ①農業機械効率アップ推進事業 

    ・農業機械レンタル推進事業 

    ・集落営農利用機械整備事業 

労力軽減のために、機械を導入したいが、運転資金もあるので手が出ない、機械を

導入したいが、格納する農舎がない、などの要望に応える 

     Ⅰ. レンタル料の半額を市が助成し、安価で貸出が可能 

     Ⅱ. 農機具取扱店が申請事務を行うので、農業者がその都度申請する手間が省ける 

②環境負担軽減対策事業 

③畜産環境衛生保全事業 

 

（４） 農地利活用推進事業 

      耕作放棄地対策事業 

・獣害対策事業 

 

 （４）産地力アップ事業 

   ①漁業者支援事業 

    ・技術力アップ支援事業等（農業技術の取得支援等） 

   ②林業振興事業 

 

   
 

     雲仙市議会場にて             雲仙市役所会議室にて 

 

 

[まとめ] 

 視察内容については、雲仙市において平成 18年から継続して実行してきた農業支援事業の



一環であり、雲仙市の豊かな自然をいかした農特産物の生産量を維持しながら、新たな農業の

担い手づくり、女性の農業参画への支援や小・中学生への農業の魅力を伝え、若者が農業を継

承していくことのできる足腰の強い農業環境を構築していこうというものであった。 

 現在雲仙市では、5,069人の農業従事者がおり、人口全体の 14,7％を占めている中で、農業

従事者の高齢化も問題であり、若者や新規事業者への農業技術の習得支援をはじめ、農機具の

レンタル支援事業においては、多くの利用頻度もあり、ランニングコストの軽減にもつながっ

ている。今後も支援事業の見直しを行いながら、継続して新規・若者農業従事者への支援拡充

によって、農作物をはじめ、地場産業品を全面的に支援しながら大切に育てていることを学ぶ

ことができた。 

 本市においても、農業従事者の高齢化、後継者不足は大きな問題であると認識する中で、新

規・若者農業従事者への支援事業拡大への参考としていきたい。 


