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甲府市議会「創政こうふ」行政視察報告書 

 

① 実施日時 

平成２９年 11月 15日（水） ～ 11月 17日（金） 

② 視察先・視察内容 

広島県広島市 

「ごみの減量化について」 

   広島県呉市 

      「中核市移行後の現状について」 

      「連携中枢都市圏への取り組み」 

   （現地視察） 

・ 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

・ 海上自衛隊呉資料館（てつのくじら館） 

  「技術の進歩と平和の大切さを考える」 

   岡山県倉敷市 

      「中心市街地活性化について」 

③ 参加者 

「創政こうふ」８名 

（桜井正富、金丸三郎、清水仁、山中和男、天野一、小沢宏至、望月大輔、向山憲稔） 

 

④ 視察報告 

（１） 広島県広島市市 

「ごみの減量化について」 

～ ごみ減量・リサイクル・ごみのないきれいなまちづくりの推進 ～ 

（報告者：小沢宏至） 

実施日時 11月 15日（水） 

対応者 

広島市環境局業務部業務第一課 指導担当課長  林  篤嗣 様 

広島市環境局業務部業務第一課 美化係 主事  渡部 友則 様 

〒730-8586 広島県中区国泰寺町一丁目 6番 34号 

TEL (082)504-2205 FAX (082)504-2229 
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● 広島市の概況 （平成29年3月末） 

（面積：906.53k㎡  人口：1,193,051人 世帯数：556,010世帯） 

世界史上で初めて核兵器（原子爆弾）で爆撃された都市である。 

1985年3月に人口が100万人を突破し、現在では全国の政令指定都市で10番目の人口。地理

的には山陽地方のほぼ中南部に位置しており、太平洋ベルトを構成する広島都市圏の核となってい

る。京阪神と福岡都市圏のほぼ中間に位置しているため、中国地方あるいは中国・四国地方を統括

する政府機関や、全国規模で展開している企業の地方拠点も多く置かれている。瀬戸内工業地域

を構成する西日本有数の工業都市でもあり、沿岸部は工業地帯となっているが、沿岸漁業も盛んで

ある。 

 

● 視察目的 

広島市は昭和50年に「ごみ非常事態」を宣言した政令都市であり、その先進的なごみの処理の状

況と、「ごみの減量・リサイクルへの取り組み」や「ごみのないまちづくり」を学ぶ。 

 

『 ごみ減量・リサイクルの推進について 』 

戦前から戦後は生ごみが中心であったが、昭和30年以降プラスチック製ごみが出現した事によ

り、ごみの排出量が急増し埋立地の確保に苦慮したことから、昭和50年に「ごみ非常事態宣言」を発

令。翌年より5種類の分別収集を開始したことで、昭和58年「ごみ非常事態宣言」を解除。以降、ペ

ットボトルの分別をはじめ、平成16年には8種類の分別を開始した。平成17年には「事業ごみの有料

指定袋制度」を開始し、平成27年3月、広島市一般廃棄物処理基本計画を策定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

基本理念：ゼロエミッションシティ広島の実現 

基本方針 

市民・事業者・行政が一体となったごみの減量とリサイクルの推進 

安定的なごみ処理体制の確保 

分別区分・収集運搬体制の再構築 

コストの削減 

ごみのないきれいなまちづくりの推進 
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政令指定都市の中では1人1日あたりの排出量は11年連続で最少を記録している。しかし、ごみの

排出量が近年おおむね横ばい、またリサイクル可能なものが、ごみの中に混入しているので特に次の

ような取り組みを行っている。 

   

 

 

 食品ロスの削減キャンペーン「スマイル！ひろしま」 

 ごみ減らそうデー（毎月1日） 

 食べ残しゼロ推進協力店、食品ロス削減協力店 

 エコクッキング教室、エコクッキングレシピ（学生が考案したレシピ） 

 生ごみリサイクル講習会 

（ミミズコンポスト、EM密閉容器コンポスト、段ボールコンポスト） 

 フードドライブ、フードバンク 

 

※ 食品ロスによるごみの排出量は、1年間で約

２．２万トン。これはMAZDAスタジアム約１杯

分に相当する。 

 

 

 

 

 紙類の出し方マニュアルの作成・配布 

 事業ごみに関する取り組み（平成16年～） 

再生可能な事業系紙類の搬入抑制 

 秘密文書リサイクル（平成7年度～） 

 大規模事業所訪問指導（平成5年度～） 

減量・リサイクルについての指導だけでなく 

減量化計画の作成および提出を義務づけ 

 

«その他の取り組み» 

小型家電リサイクル、ごみ出しアプリ、ごみ減量優良事業者表彰、 

サンフレッチェ広島との協働事業、３０・１０運動など 

１．可燃ごみの約 3 分の１を占める生ごみの減量 

２．可燃ごみに約１割混入している資源化可能な紙類の分別徹底 
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『 ごみのないまちづくりについて 』 

広島市では、「世界に誇れる 『まち』 」の実現を目指し、ごみのないまちづくりアクションプランを策

定し展開することで、ごみのないまちづくりを目指している。 

 

（１）市民主体の取り組み 

 門前清掃 

（自宅や会社の周りを日常的にきれいにしようという取り組み） 

 一斉清掃 

（門前清掃ではできない公園などの場所は 

みんなで力をあわせて行う） 

 広島市の支援制度 

（クリーンボランティア、まちの美化に関する里親、 

町内会が実施する定期的な清掃） 

 

（２）行政の取り組み 

市民主体の取り組みを支援するとともに、市民では対応が難しい取り組みを地域の実情に応じ

て実施する。ホームページ等での情報発信。 

 市街地 

（『クリーンアップひろしま』による清掃、イベント開催前の清掃、中央分離等の清掃） 

 美化推進地区、喫煙制限地区 

（ぽい捨て等の防止、指導員による巡回パトロール、来訪者のための快適な環境づくり） 

（３）市民と行政が一体となっての取り組み 

 意識啓発（小中学生の環境学習等の充実、散乱ごみ追放キャンペーン） 

 環境美化功労者表彰（個人、団体等） 
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【まとめ】 

ごみの減量・リサイクルについては一朝一夕にいかないものであり、様々な施策を行うことと、市

民の意識改革によってはじめて前進するものであると改めて感じた。 

Jリーグのサンフレッチェ広島と協働して、家庭で不用となった「使用済小型家電の回収」と、家

庭で眠っている食品を持ち寄り福祉団体等に寄付する「フードドライブ」を実施するなどの取り組み

を行っており、今後、本市でも同様の活動をヴァンフォーレ甲府（Jリーグ）や山梨クインビーズ（バス

ケットボール）と協働することで、減量・リサイクル活動の活性化を計るべきであると感じた。 

美化推進・禁煙制限区域を徒歩での巡回清掃だけでなく、来訪者への道案内等も行う事や、

既存のバス停等の灰皿・ごみ箱を撤去し、新たに分煙に配慮したなど喫煙所の設置や、分別型街

路ごみ容器の設置など、さすがは観光先進都市ならではの取り組みであり、これに比べ本市駅前

の整備状況が不十分であり、今後の整備の参考となった。 

 

【参考写真】 
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（２） 広島県呉市 

「中核市移行後の現状について」 

～ 市民に向けた中核市移行に関する情報発信や PR方法・ 

スケジュール・県の協力体制など ～ （ 報告者：望月 大輔 ） 

実施日時 11月 16日（木） 

対応者 

呉市企画部企画課 課長     久保 隆弘 様 

呉市企画部企画課 課長補佐  堀江 敏明 様 

〒737-8501 広島県呉市中央 4丁目 1-6 

TEL (0823)25-3272 FAX (0823)21-8849 

 

① 中核市移行について 

１． 呉市の中核市移行までのスケジュール 

〖平成２６年〗 

１１月 総務委員会へ「中核市制度」ついての行政報告 

１２月 広島県へ協力要請 

〖平成２７年〗 

３月 総務省ヒアリング（広島県合同） 

６月 総務委員会へ行政報告 

７月 市議会で中核市指定の申出議案が議決 

９月 広島県知事へ中核市指定に係る同意申入れ 

１０月 県議会で呉市の中核市指定申出の同意議案が議決 

広島県知事から中核市指定同意書を受領 

総務大臣へ中核市指定の申出 

１１月 政令公布に係る閣議決定 

１２月 中核市指定の政令公布 

中核市移行に係る条例議案議決（２５条） 

 〖平成２８年〗 

３月 広島県・呉市 事務引継式 

４月 中核市移行 

  

２．呉市の広島県からの引き継ぎ事務について 

「移譲事務」は、４５２事務。 

保健所に関しては平成２３年に業務開始をしているので、中核市移行においての保健所設置で

はない。議会での反対はあったが、職員負担と財政的な話を丁寧にしてきた。 
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② 連携中枢都市圏への取り組みについて 

１．連携中枢都市圏とは。 

人口減少・少子高齢社会においても、活力ある社会経済を維持するため、中核市などの一定

の要件を満たす都市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町が「連携協約」を締結すること

で都市圏を形成し、①経済成長のけん引、②高次の都市機能の集積・強化、③生活関連機能サ

ービスの向上に係る連携施策を実施する制度。 

２．都市圏形成までの推進体制 

   平成２８年４月に呉市が中核市に移行し、連携中枢都市となる要件を満たす。 

※ 制度を活用した地域づくりを目指す（国からの地方財政措置あり）。 

呉市、竹原市、東広島市、江古田市、海田町、熊野町、坂町、大崎上島町の４市４町の協議

会を立ち上げて、広域で取り組むべき課題等について協議。ビジョン懇談会として、産学金官民の

有識者による会議を行い、意見聴取を行う。 

・ 中長期的な将来像 

・ 推進する具体的取組 

・ 成果指標 

３．これまでの経緯 

〖平成２７年〗 

７月 広島県中央地域振興対策協議会を構成する５市５町での形成を目指して、 

協議を開始（個別協議） 

〖平成２８年〗 

５月 呉市議会で行政報告 

６月 検討会議（のちの幹事会）を立ち上げ協議を開始 

１２月 呉市議会で行政報告 

〖平成２９年〗 

３月 （仮称）広島中央地域連携中枢都市圏協議会設立 

６月 第１回ビジョン懇談会（有識者会議） 

７月 幹事会 

９月 連携中枢都市宣言 

議案上程→可決（４市４町へ） 

１０月 連携協約締結 
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４．圏域の特長と課題 

 （１）圏域の特長 

   ア 瀬戸内海を山々に囲まれた自然豊かな地域 

   イ 造船、鉄鋼、自動車、電気機械などに代表されるものづくり産業の集積 

   ウ 国の研究機関、大学など学術研究機関の集積 

   エ 海軍ゆかりの建造物、歴史・文化が漂う伝統的な町並み 

   オ かき、かんきつ、地酒、筆など魅力的な地域資源 

（２）圏域の課題 

   ア 人口減少・少子高齢化対策 

   イ ものづくり産業の集積を活かした産業のさらなる活性化 

   ウ 新製品・新技術開発等への支援による新産業の育成 

   エ 観光客の周遊の催促 

   オ 外国人観光客の誘客、受入態勢の整備 

   カ 救急医療等の維持・確保 

   キ 持続可能な行政サービスの確保 4 

   ク 交通ネットワーク機能の維持・強化 

 

５．都市圏ビジョン 

 圏域が目指す将来像 

「住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の実現」 

 ３つの圏域づくり 

  ア 活力があり、働きやすい圏域づくり 

  イ 安心・安全で、便利な圏域づくり 

  ウ 誰もが暮らしやすい圏域づくり 

⇒ 将来の人口目標(現在 ５４万５０００人)  平成５２（２０４０）年 ４８万６０００人 

 

６．広島広域都市圏 

 山口県東部を含めた１１市１３町人口２３４万人。 

 共通する課題の解決、共通する地域資源の活用に連携して取り組みやすい。 

→きめ細やかな施策展開が可能。「連携」と「棲み分け」を行う。 

 

７．まとめ 

 中枢都市圏の形成を構築することで、多くの課題が解決できる。特に救急医療等や交通ネットワー

ク機能の連携が可能になり、安心したサービスが提供できる。他にも観光や産業でも同じような課題

の中で連携した事業が展開できる。人口減少の中で、共通した課題を広域で解決できる手段だと考

える 
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【参考写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 広島県呉市（現地視察） 

「技術の進歩と平和の大切さを考える」 （ 報告者：望月 大輔 ） 

実施日時 11月 16日（木） 

場   所   

・ 呉海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

住所：広島県呉市宝町 5番 20号 

・ 海上自衛隊呉資料館（てつのくじら館） 

住所：広島県呉市宝町 5番 32号 

① 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

日本一の海軍工廠のまちとして栄えた呉市は、戦前から培われてきた技術と新しい技術が結び

つき、世界最大のタンカーを数多く建造するなど、日本が戦後約１０年で世界一の造船国へ発展

する一翼を担った。その近代化の礎となった造船、製鋼をはじめとした各種の科学技術を紹介して

いる。 

館内外には、１０分の１の戦艦大和の模型、戦艦陸奥の主砲身、潜水調査船しんかいや零式

艦上戦闘機、人間魚雷回天、特殊潜水艇海龍の実物が展示されている。 

２００５年開館、初年度は、１６０万人を超える来館者であったが、現在１００万人弱が来館して

いる。１０１７年６月には、１２００万人を達成した。２００８年から指定管理者が運営している。 

【参考写真】 
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② 海上自衛隊呉資料館（てつのくじら館） 

海上自衛隊の広報活動の一環として、佐世保資料館の水上艦、鹿屋航空基地資料館の航空

機とともに呉資料館は潜水艦と掃海を展示している。 

基本コンセプトは、潜水艦の発展と現況や掃海艇の戦績と活躍等に関する歴史を呉市と海上

自衛隊の関わりを紹介。開場し永代の活動に対する理解の促進。実物の潜水艦に乗艦できる。

地域との共生となっている。 

２００７年開館、敷地面積 3,247㎡、鉄のくじら館協力会として地域住民のボランティア団体

が、約６０名所属している。毎年３０万人以上の来館者があり、２０１５年５月には３００万人を達成

した。 

 

【参考写真】 
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【まとめ・所感】 

呉市は、村上水軍や海軍、そして近代では海上自衛隊の重要拠点となっており、これまでの歴

史的背景と現代の技術が一体となり、現代に至っている。そのような中で呉市海事歴史科学館

「大和ミュージアム」や海上自衛隊「てつのくじら館」の展示品は、先人が築いてきた技術の賜物で

あり、近代化の象徴といえる。日本が世界に誇る造船や製鋼の技術の発展に寄与してきたと考え

られる。 

甲府市は２０１９年に開府５００年を迎える。現代に至るまで、数多の先人が築いてきた技術、

発展してきた文化を再発見・再認識する大きなチャンスになるはずだ。ワインや宝飾、印伝など、

多くの地場産業の技術がある中でそれぞれの歴史を今一度研究し、市民が知る機会があれば、

自らの地域への誇りを感じることができ、さらに郷土愛の醸成を図ることができると思う。 

また、平和教育の博物館である大和ミュージアムに展示してある戦死者の言葉、生きざまの一

部を目の当たりにし、過去の悲惨な戦争の上に、現在の平和が成り立っていることを忘れてはいけ

ない、と改めて心にすることができた。戦後 70年以上が経過し、戦争を教科書でしか知らない世

代が増えている。実際の戦闘行為を体験することはない中で、いかに平和教育を進めていくべき

か。戦艦や軍事品、戦争関連品の実物を通して、学ぶことは多いはずである。甲府市においても、

忘れることのない戦争の悲惨さをしっかりと後世に残せるよう、大和ミュージアムのようなハード面、

さらにはソフト面の整備を充実する必要があると認識した。 

本年度は、鹿児島県の知覧特攻平和会館にも会派で視察研修をした。平和教育について、甲

府市として今まで以上に取り組みが進むように、視察で得た知見を活かして会派内で政策的な議

論を行っていきたいと思う。 
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（４） 岡山県倉敷市 

「 中心市街地活性化について 」 （ 報告者 ： 向山 憲稔 ） 

実施日時 11月 17日（金） 

対応者 

倉敷市建設局まちづくり部まちづくり推進課 課長  髙木 浩 様 

〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田 640番地 

TEL (086)426-3025  FAX (086)421-1600 

 

【倉敷市について】 

倉敷市は、瀬戸内海に面する人口約 48万人の都市で、中国地方で 3番目の人口があり中核

市に指定されている。江戸時代には商人の町、明治時代には繊維産業の町、近年は工業都市、

そして文化観光都市として発展してきた。瀬戸内の穏やかな気候と高梁川が与えた豊かな大地に

恵まれて、農業や漁業も盛んである。 

白壁の建物や柳並木が美しい倉敷美観地区のある「倉敷エリア」をはじめ、瀬戸内海国立公園

の美しい内海風景が広がる「児島エリア」、日本有数の工業地帯である「水島エリア」、港町として

栄えた街並みを残す「玉島エリア」、マスカットやスイートピーの生産地である「船穂エリア」、竹林の

町である「真備エリア」など、地域によって異なる特色や雰囲気を持っている。 

 

【中心市街地活性化基本計画の策定】 

倉敷市の玄関口である JR倉敷駅の周辺 175haの中心市街地では、最盛期には全国 2位の

入園者数を誇った倉敷チボリ公園（累積赤字 144億円、総事業費約 500億円）が平成 20年

末に閉園し、年間 100万人が訪れるランドマークを失う危機に直面した。 

中心市街地は、倉敷チボリ公園の衰勢に比例するように、年々、来街者が減少し、休日一日あ

たりの歩行者・自転車通行量は平成 9年の約 16万 7千人をピークに平成 21年には約 7万 2

千人にまで落ち込んでしまった。 

この状況を打破して、中心市街地に賑わいを取り戻すため、平成 21年に倉敷市中心市街地

活性化基本計画を策定し、平成 22年 3月に岡山県内で初めて国の認定を受けた。現在は、前

計画（平成 22年 3月 22日～平成 27年 3月 31日）に引き続き、平成 32年までの 5か年に

わたる新計画の認定を受け、市中心市街地活性化協議会を中心に、さらなる賑わいと活力の溢

れる中心市街地であるように取り組みを進めている。 

 

 
 



 

13 

 

【倉敷市中心市街地活性化の狙い】 

倉敷市の中心市街地には、4つの集落エリアが存在する。これらのエリアが、それぞれに新たな

魅力を創出して、各々の価値を高めること。また市外からの観光客らを迎える際、互いに相乗効

果を図り回遊意欲を喚起して、賑わいと活力を生み出すことが計画の狙いとなっている。 

 

 
 

【新たな魅力・集客拠点の創出】 

倉敷チボリ公園の閉園が決まった後、倉敷市は跡地が“倉敷の顔”となるように最短期間で再

生できるよう関係者と協議を重ねてきた。 

結果的に、市は駅前の自然を最大限に活用した 2haを超える「倉敷みらい公園」を『水と緑豊

かな潤いと憩いの空間』として整備し、隣接する場所に大規模商業施設が『賑わい創出空間』（約

11ha）として開業した。両社の間には境界がなく、一体的な空間となっていて相乗効果があり、全

国的にみても魅力的な都市空間を実現した。 

商業施設は、倉敷市の共存共栄要請に応えて、中四国最大級のアウトレットパークと中国以西

初出店のショッピングセンターからなる全国でも珍しい複合型業態となり、広域集客拠点として新

たな県外からの誘客をつくり出している。また、倉敷みらい公園は、600本以上の樹木と 6,000㎡

を超える大きな芝生広場を備えて、市民や観光客が自由に過ごせる空間となっている。加えて、

様々な災害対応機能を備えた公園としても整備されている。 

これらは、倉敷チボリ公園解体後、約 1年半で整備され、当初は 800万人だった想定年間来

客数は 1,300万人を超えている。 
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この駅北の開発に並行して、駅南でも開発を進め、美観地区と商店街の結節点に位置する場

所に、市の観光情報発信拠点「倉敷物語館」を整備。倉敷の歴史や文化、倉敷らしさを発信する

集客拠点とした。 

また、倉敷まちづくり(株)が事業主体となり、平成 23年度の経済産業省戦略的中心市街地商

業等活性化支援事業補助金を活用して、昭和 9年建築の木造 3階建て社屋と社長宅を改修

整備して、高質な日用品の物販店「林源十郎商店」をオープン。今では、全国放送の取材も相次

ぎ、倉敷美観地区を代表する拠点の一つとなっている。 

次いで、事業会社 2社を設立し、平成 24年度の戦略補助金を活用して旧旅館と民家を改修

整備し、倉敷市を縦断する一級河川高梁川の流域でとれた豊かな食材を使った食の広場「奈良

萬の小路」を開業した。個性的な 9店舗からなり、どの店も昼夜問わずに予約なしでは入れない

人気店となっている。 

これらは、倉敷らしい物販・食を求める観光客らの要望に応えるもので、年間 50万人を超える

新たな来客を迎え入れており、新たなランドマークとなった。加えて、若い世代の起業の後押し、U

ターン就職を促進するきっかけともなっている。 

併せて、市が進めた美観地区の電線類地中化等の景観保全事業との相乗効果もあり、地域内

回遊を促進して、街を訪れた人たちの滞在時間を延ばす要因ともなっている。 

JR倉敷駅周辺の区画整理事業では、増える流入車両に対応するため、踏み切り接続道路の

新設や駅前道路の拡張などを前倒しで行い、移動性の向上も図った。 
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【まちづくり事業補助金】 

基本計画の目指すにぎわい創出に寄与する事業や活動を倉敷市が応援する制度。補助額は

原則 経費の三分の二以内で、最大 100万円まで補助が受けられる。 

特徴的なのは、行政課題の検証があり、今後の中心市街地活性化に向けて検証する課題を倉

敷市が提示。事業主体が事業を行う中で、提示された検証を行う。 

（過去の検証例） 

・ 路地奥でのにぎわい拠点創出の効果検証 

・ 高梁川流域の魅力あふれる資産の集客力検証 

・ 市街地で行う音楽イベントが周囲の住環境へ与える影響の検証 

・ 大学や地域コミュニティとの実行委員会による事業の実施 

事業の効果は、参加者数などを把握して、定量的な実績値を示すともに、定性的な効果につい

ても参加者にアンケート調査を行うなど根拠を明確にして示すこととなる。行政課題の検証に合わ

せて、報告書形式での提出も必要となる。 
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【倉敷市まちづくり基金】 

倉敷市には、美観地区や児島・玉島の町並み保存地区をはじめ、歴史と文化を継承した町並

みが数多くあるが、保存地区以外では、貴重な町並みの消失が加速してきている状況になってい

る。 

そこで倉敷市では、倉敷らしい貴重な町並みを守るとともに、地域の魅力の向上や賑わいの創

出などまちづくり活動を支援するため「倉敷市まちづくり基金」を創設した。 

 

（支援内容） 
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【インバウンド促進事業】 

 
 

【中心市街地活性化策の効果】 

平成 23年には 6万 7千人まで落ち込んだ通行量は、平成 29年度 11万 1,296人を記録し

た。平成 21年時点では、5年後にはさらに 30％減少して、約 54,000人まで落ち込む見込みだっ

たが、12年ぶりに 10万人を突破。電線類地中化などの施策効果により、倉敷美観地区の観光客

数は平成 22年に 10年ぶりに 350万人を突破した。また、倉敷駅前商店街は全体で約 2倍の歩

行量となり、古民家再生した商店街は 3倍超の歩行量増加につながった。現在は、商店街を含む

街中全体の人通りが増え、倉敷川畔と同様の賑わいが、様々な通りでみられるようになったといえ

る。 

 

【まとめ・所感】 

全国各地の自治体が、中心市街地の活性化に苦しむ中で、倉敷市の取り組みは成功例といえ

る。多額の負債を抱えて閉園した倉敷チボリ公園の跡地再生をはじめ、オンリーワンのものづくりの

魅力を発信して地域活力の向上につなげ、美しい街並みを残してインバウンドも含めた観光客増

加につなげるなど、多彩な取り組みが重層的に効果を上げてきたのではないかと思う。 

過去の取り組み内容を学ぶ中で多くの知見を得ることができたのに加え、一番のインパクトは今

回の視察研修で事業説明をしてくれた髙木浩課長だった。分かりやすくも自信に満ち溢れたプレゼ

ン内容、なぜ他都市では失敗が目立つ中心市街地活性化を成功に導くことができたのか、自身の

経験を基に話してくれた。出席していた会派の議員からは「今までの視察の中で、一番引き込まれ

る説明だった」との声が聴かれた。髙木課長の経歴を尋ねると、以前は民間の鉄鋼会社に勤務し

ていたとのこと。民間会社を退職後、自らの経験と発想力でまちづくりを担当してきたという。髙木

課長によると、ここまで活発に行動できたのかは「市長の力が大きい」ということだった。倉敷市の伊

東香織市長は、元収入役を務めた中央官僚であり、平成 20年に現職市長を破って初当選。現
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在 3期目の女性市長である。なるほど、素晴らしい能力を持った職員の背景には、行動力を伴う

行政リーダーの存在があったのだと感心させられた。 

振り返って甲府市の中心市街地活性化策はどうだろうか。数字で比較する限りでは、思った通り

の効果は出ていないのが現状である。活性化を実現するためには、明確なビジョンや計画はもちろ

んのこと、それを動かす人材が大きな糧となる。市長のもとで、職員の英知を集めて、議会と連携

するなど全市的に取り組むことができなければ、課題克服に結び付くことは難しいと考える。会派

「創政こうふ」では、中心市街地活性化について会派独自の政策提言も行っている。今回の視察

を踏まえて、会派内でさらに議論を深めながら、甲府市に適する施策展開と将来的なビジョンを持

った中心市街地活性化に向けて、活動を進めていきたいと思う。 

 

【参考写真】 
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（説明する髙木浩課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


