
 
 

令和元年１１月１日 

富岡市議会 

議長 相川 求 様 

 

経済建設常任委員会 

 委員長 横尾 秀光   

 

経済建設常任委員会行政視察について（報告） 

 

 先般、実施いたしました経済建設常任委員会行政視察について、次のとおり報告いたし

ます。 

 

記 

 

１ 期 日  令和元年１０月８日（火）～１０日（木） 

 

２ 視察地  岐阜県高山市・富山県砺波市・石川県白山市 

 

３ 視察事項 

   高山市  インバウンドの取り組みについて 

   砺波市  空き家対策について 

   白山市  道の駅「めぐみ白山」について 

 

４ 視察内容  別紙のとおり 

 

５ 参加者 

（議  員）６人 

委員長 横尾 秀光  副委員長 髙田 仁志 

委 員 黒澤 淳雄、島田 進義、壁田 賢二、宮澤 展彦 

（同行職員）１人 

  建設水道部建築課長 土屋 和弘 

（随行職員）１人 

  議会事務局 主事 清水 麻衣 

 



経済建設常任委員会行政視察報告書 

横尾秀光 
１０月８日～１０日まで行政視察を行いました。 
 
【視察地】 岐阜県高山市 「インバウンドの取り組みについて」 
      富山県砺波市 「空き家対策について」 
      石川県白山市 「道の駅 めぐみ白山について」 
 
【視察内容】 
１日目 １０月８日（火） 

岐阜県高山市では、インバウンド施策におけるバリアフリー化の取り組みなどについ

て、担当職員より説明をしていただきました。 
 高山市は３０年以上に渡り国際観光の取り組みをしてきました。 
・昭和６２年 外国人観光客が安心してひとり歩きできるまちづくり 
・平成８年 外国語ＨＰ解説、バリアフリーのまちづくりの取り組み 
・平成９年 台湾への誘客活動を開始 
・平成２７年 Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備（１００メートル四方に１基アンテナを立てる）

して、海外戦略に取り組む。 
「おもてなしの気持ち」で誘客を図った結果、人口減少の影響による経済活動のマイ

ナス面を、外国人観光客による経済活動がカバーしている。 
＜海外戦略が目指すもの＞ 

外国人観光客を迎え入れることは、歴史や伝統、文化、価値観、風習、生活様式、商

習慣等の違いなどを知り適応すること。海外戦略は決して楽な取り組みではない。自ら

地域の魅力や価値を守り高め、官民をあげて取り組む。外国人観光客は異なる習慣（交

通マナー、トイレ、ゴミのポイ捨て）のため、持続可能な観光を目指して、啓発チラシ

の配布や貼り付け、ＨＰ等での呼びかけ、清掃活動を行っている。ゴミがゴミを生むの

で、まちなかにはゴミ箱が無い。 
「地域に自信と誇りを持ち、希望の種を植えるように取り組み続ける限り、やがて芽

が出て大きな花を咲かせると信じる」と締め括られました。 
高山市内を散策しましたら、多くの訪日外国人観光客がいることに驚きました。 

 
 
２日目 １０月９日（水） 

富山県砺波市では、空き家の現状とその対策について研修しました。 
少子高齢化、人口減少、核家族化により空き家が増加しており、空き家に対する苦情

の増加があり、「砺波市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」を制定。（平成

２５年７月１日施行） 
平成２３年から自治振興会による空き家調査の後、調査に基づき現地調査を実施する。 
管理不全な空き家に対する調査・指導等の実施や老朽危険空き家除却事業の実施。 
空き家情報バンクの運用、空き家有効活用補助制度の整備。 
＜空き家有効活用の事例 現地視察＞ 
① 古民家ゲストハウス「すどまりとなみ｣ 



２０年近く空き家だった実家をリフォームし、平成２９年、ゲストハウスとしてオー

プンしました。農業体験や木工体験、盆栽教室、そば打ち体験、釜でのピザ焼き体験や

ＢＢＱもできます。 
築１４７年の古民家のため、建築基準、防火等の規則が厳しかったが、昨年３月にク

ラウドファンディングを行い、トイレと洗面所を増築しました。地域のハブステイショ

ンとして、地域の方々と県外、海外からの観光客を繋げる役割になっています。「ゲスト

ハウスに憩いの場を作り、泊まるだけでなく食事も楽しめる場所にしたい」と、運営し

ている川向さんのお話をうかがいました。 
②「農家レストラン大門」 

地域住民が主体となり、空き家（砥波平野の伝統家屋）を改修活用した事例である「農

家レストラン大門」で、昼食として大門素麺と伝承料理をいただきました。 
 
３日目 １０月１０日（木） 

石川県白山市に平成３０年４月に供用された道の駅「めぐみ白山」を現地視察。レス

トランで昼食の後、会議室において、道の駅整備に至る経緯や整備候補地の選定、事業

費、管理運営、販売商品等について、白山市産業部道の駅推進室長大藪さんより説明し

ていただきました。 
事業主体は白山市と国土交通省。事業箇所は国道８号線沿い（日量５０，０００台の

交通量がある）。整備面積約３ヘクタール。事業期間平成２５年度～２９年度。駐車場２

２６台、地場産品売場、レストラン、観光情報案内所、休憩施設、トイレ施設、非常用

発電機、防災倉庫、非常用トイレ、ＥＶスタンド２基、バス乗降所を設置。 
市負担分の事業費は約１４億円で、交付金制度等を活用。 

・社会資本整備総合交付金（国土交通省） 
・農山漁村振興交付金（農林水産省） 
・地方創生振興交付金（内閣府） 
・次世代自動車充電インフラ整備促進事業（経済産業省） 

 
管理運営―指定管理者 株式会社めぐみ白山（８団体による第三セクター方式） 
販売商品―農林水産物、加工食品、菓子、発酵食品、特産物、民芸品等（６次産業化 11
団体） 
レストラン（農家レストラン）―地元食材を使い麺類、丼、定食や白山市オリジナルメ

ニューを開発 
 

以上３ヶ所で行政視察をしました。今回の視察を参考にさせていただき、政策提言に

活用させていただきます。 
 

























経済建設常任委員会視察報告書 
 

経済建設常任委員会 黒澤淳雄 
視察日程 令和元年１０月８日～１０月１０日 
視察内容 ・インバウンドの取り組みについて（岐阜県高山市） 
     ・空き家対策について（富山県砺波市） 
      ・道の駅「めぐみ白山」について（石川県白山市） 
 
 初日に訪れたのが岐阜県高山市で、ここでは「インバウンドの取り組みについて」視察

して参りました。 
 高山市と言えば、飛騨山脈（北アルプス）に代表される雄大な自然に囲まれ、江戸時代

の面影を残す古い街並みや、春と秋の高山祭など、歴史と伝統文化が息づく町「飛騨高

山」。飛騨高山温泉や奥飛騨温泉郷などの温泉と、飛騨牛や日本酒などのグルメも充実して

いる、全国的にも有名な観光地として知られています。高山市は、岐阜県の北部、飛騨地

方の中央に位置し周囲を長野、富山、福井、石川の 4 県と接し、市域は、平成 17 年の合

併により東西に約 81 ㎞、南北に約 55 ㎞広がり、面積は東京都とほぼ同じ 2177.61 ㎢と日

本一広大な市で、面積の 92.1％を森林が占め、山や川、渓谷、峠等が多く、標高差も

2,700ｍを超えるなど、地形的に大きな変化に富んでいます。人口は 87,839 人と富岡市の

約 1.7 倍です。 
 高山市の昨年度の観光客数は約 4,442,000 人で、うち外国人の宿泊者数は約 552,000 人

と、多くの外国の方々が訪れていることが分かります。経済効果として、昨年度の観光客

全体の経済波及効果 約 1,980 億円のうち、外国人宿泊者は 約 406 億円（20.5％）と推計

され外国人による経済効果は多大かと思われます。 
 高山市がここまでになるには 30 年以上に渡る国際観光の取り組みがあったからこそと

思います。昭和 61 年には飛騨地域１市 19 町村が国際観光モデル地区に指定、国際観光都

市宣言をしました。平成 8 年外国語のＨＰを開設し、市内ではバリアフリーのまちづくり

の取り組みを開始し、翌年には台湾への誘客活動を開始、以後香港、中国、タイなどへ展

開しています。平成 23 年には市に海外戦略専門部署（海外戦略課）を設置し海外戦略ビ

ジョン策定、本格的な海外戦略施策の展開を始めています。平成 27 年には市内 32 基の無

料 Wi-Fi 環境を整備し、多くの観光客が利用しています。古い町並みを多くの観光客がス

マホを覗きながら散策している状況が見られました。今、高山市が行っているインバウン

ドの促進の実例として①多様なニーズに対応し広く情報を発信する為、多言語観光パンフ

レット・ホームページなどの充実やフェイスブックをはじめとする SNS の活用などによる

情報発信の充実を図る事。②外国人観光客の周遊観光を促進するため、広域的な連携によ

る魅力ある観光エリア・周遊ルートの形成を図る事。③民間事業者（交通関係）との連携

によりインバウンドを促進する事等に取り組んでいる。高山市が最後に締めくくった話は

「将来に渡って地域を持続させていくためには、世界市場を常に意識して、あらゆる事を



考えていく必要があります。そのためには、単独自治体ではない広域連携の取り組みが有

効で、官民がしっかりとそれぞれの役割を果たしていくことが肝心であります。誰もが地

域に自信と誇り（プライド）を持ち希望の種を植えるように取り組み続ける限り、やがて

芽が出て大きな花を咲かせるものと信じる。」というものでした。富岡市も安中市、軽井沢

町との連携に動き出してきていますが、コツコツと進めていくことが今は重要ではなかろ

うかと思います。 
 2 日目に訪れたのは富山県砺波市で、ここでは「空き家対策について」視察して参りま

した。砺波市は富山県西部に位置し面積 127.03 ㎢、人口約 49,000 人とほぼ富岡市と同じ

規模で、庄川扇状地に広がる砺波平野には屋敷林に囲まれた住居が点在する「散居村」が

広がっており、チューリップ球根の産地としても知られています。 
砺波市の空き家の現状は市内 478 件で空き家になった主な要因は一人暮らしの方の施設

入所・死亡や、転勤に伴い家族で引っ越した等、どこでも同じ様な要因であります。 
そんな中、砺波市は平成 25 年より空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例を制

定施行しています。 
① 所有者等と自治会等と市の責務（果たす役割）を明確化 

・所有者等…周囲に迷惑がかからないように管理する 
   ・自治会等（近所や常会）…所有者への声掛けと情報提供 
   ・市…行政指導や活動支援 

② 適正管理と有効活用について規定 
・適正管理（総務課→企画調整課砺波暮らし推進班） 
⇒管理不全な空き家の所有者に対し、調査・指導などを実施 

・有効活用（となみ散居村ミュージアム→企画調整課砺波暮らし推進班） 
 ⇒適正管理の空き家所有者に対し、賃貸・売買を推進 
※市と所有者と自治会等が連携・協力し、適正管理及び有効活用に取り組む 

 こうした中、砺波市の「空き家有効活用の事例」を 2 件ほど視察して参りました。 
 1 件目は明治 4 年築 148 年の古民家で 20 年間空き家だった実家を 4 年間かけ改装し、

平成 29 年 5 月古民家暮らしを体験できるゲストハウス「すどまりとなみ」をオープンし

た川向実様を訪問しました。現在は、砺波市と名古屋市 2 地域に居住し随時季節のイベン

トを開催中。田舎暮らし、空き家、農業体験の施設、地域の情報発信として、また、ゲス

トと楽しい日本の暮らし体験をしています。国内はもとよりドイツ・フランス・イスラエ

ル・イギリス・オーストラリア・米国・カナダ・台湾・中国・香港・韓国等々様々な国や

地域のゲストが宿泊観光、視察、地域と積極的に交流、発信しています。 
 ２件目は明治 30 年築 121 年のアズマダチ伝統家屋を改修活用した「農家レストラン大

門」で、地元住民が主体となり空き家（古民家）を農家レストランに改修し、平成 27 年

北陸新幹線開業に合わせてオープンしました。「砺波市空き家再生推進事業」として市から

1,000 万円の補助金を出しています。事業の効果等は、空き家の有効活用・散居景観保

全、観光客等への情報発信・交流人口の拡大、地産地消の推進、地域住民の雇用創出、特

産品の大門そうめん等の消費拡大、PR・地域コミュニティ活性化等々があげられます。実



績としては本年 7 月 25 日に来店者 5 万人を達成したそうです。私たちがお伺いした日は

平日にもかかわらず満席に近いほど盛況でした。 
砺波市では「増える空き家 減らす取り組み」を基に「砺波市空き家再生等推進協議会」

会議の開催、「砺波市空き家対策計画」を策定、「空き家ハンドブック」の作成、広報では

何度か特集を組む等、空き家に対して充分な取り組みが伺えました。富岡市でも取り入れ

られる事例は取り入れていきたいと思います。 
 最終日に訪れたのは石川県白山市で、ここでは「道の駅『めぐみ白山』について」研修

して参りました。白山市は石川県加賀地方の中央部、県都金沢市の南西部に位置し、白山

国立公園や日本海など山・川・海の豊かな自然に恵まれ、海岸部から山間部までおよそ

2,700ｍの標高差と環境変化に富んだ市全域が「白山手取川ジオパーク」として日本ジオパ

ークに認定されています。総面積は 754.93 ㎢で石川県全域の 18％を占め、市町村域とし

ては県内最大の広さです。人口は 113,459 人と富岡市の倍以上です。その中で道の駅「め

ぐみ白山」は国道 8 号線に隣接し全体面積は 29,294 ㎡と広大な敷地で運営しています。

道の駅「めぐみ白山」は建設事業期間が平成 25 年度～平成 29 年度で、平成 30 年 4 月に

グランドオープンしています。駐車台数は 226 台、地域振興施設（地場産品売り場、レス

トラン、観光等情報案内等）の延べ床面積約 1,240 ㎡、情報提供施設、休憩施設、トイレ

施設の延べ床面積は約 440 ㎡、その他施設として非常用発電機、防災倉庫、非常用トイ

レ、ＥＶスタンド２基の設備を持ち、災害にも対処できる施設も備えています。道の駅に

は 90 の農家と法人 90 社の計 180 社が 800～900 品目を並べて委託販売方式にて販売して

います。特に農家には生産→加工→販売と 6 次産業への推進をお願いしているそうです。 
そんな中、年間客数は約 450,000 人でレジ通過客数はおおよそ 340,000 人、売上は約 

３億 4,000 万円になるそうです。客層は市内 3 割で市外 7 割と言う結果が出ています。一

桁国道に面し約３ha の敷地面積と言い、近隣には数々の観光地に恵まれている好条件が揃

っている訳ですが、各種団体と毎月会議を開催し、日々運営に対し努力している事が伝わ

ってきました。ここまでの好条件を踏まえた立地条件を富岡に当てはめるのは無理かと思

いますが、身の丈にあった条件で検討する余地はまだあるのかと思いました。 



経済建設常任委員会行政視察報告書 
                     島田進義 

 
 令和元年１０月８、９、１０日にて、経済建設常任委員６名と、当局随行者

１名、事務局随行者１名で行政視察を実施いたしました。視察先では岐阜県高

山市「インバウンドの取り組みについて」と、富山県砺波市「空き家対策につ

いて」。石川県白山市では「道の駅・めぐみ白山」を視察させていただきました。 
 １０月８日（火）高山市役所において、担当職員より「インバウンドの取り

組みについて」の説明を受けました。 
 年間の観光客数は、平成２３年の震災があった年には、３４８万１千人で外

国人は９万５千人、この年が最少であった。震災以前には３００～４００万人

ぐらいを推移しており、外国人も、震災前年は１８万５千人の観光客であった

が、平成３０年には、４４４万２千人となり、外国人は５５万２千人と増加し

た。バリアフリー化の取り組みも平成８年から実施され、町、全体でおもてな

しの心にて動いている。特に高山のネームバリユーを活かし３０年にわたって

国際観光の取り組みを実施しているので、３０年も前からインバウンドを始め

ていたことになる。 
 外国人に対して、「交通手段でサービスをしているのか」との質問には、観光

会社が取り組みをしていて、特に市としては交通手段ではしていないとの答弁

だった。 
海外戦略に取り組む必要性として、高山市の人口に基づいて市内消費額を算

出し、経済効果を調査した結果、 
 Ｈ１７年  １，７０４億円、５２億円（３．０％） 
 Ｈ３０年  １，９８０億円、４０６億円（２０．５％） 
となった。全体の消費額はプラス２７６億円となり、うち外国人の消費額はプ

ラス３５４億円で約７倍になり、人口減少の影響を外国人観光客による経済効

果でカバーしている。市の平成３０年の人口は１７年と比べて約１万人減少し

ており、消費額を外国人によって賄っていると言っても過言ではない。 
 高山市を訪れた外国人５５万２千人の上位国は、 
 １位 台湾    ９６，２５０人（１７．４％） 
 ２位 香港    ６０，７６０人（１１．０％） 
 ３位 中国    ４９，３３５人（ ８．９％） 
と、以下、タイ、豪州、米国、スペインと続いていた。やはりアジア系が多く、

３０万人を超えている。 
 高山市の海外戦略課による調査では、国内の動向やグローバル化の進展より



比較的簡単に世界市場を相手にできうる環境にあると判断し、人口減少から、

外貨の獲得などにより、地域経済や市民生活を維持し、将来に渡り持続可能な

街づくりを進めるにあたり、外国人旅行者の獲得による地域活性化に取り組む

必要があると判断した。外国人のマナーも非常に良いとの事でした。 
 
視察所感 
 高山という強いブランドがあり、このブランドイメージは強烈である。ホテ

ル、民宿も多数あり、古い町並みも残り、飛騨牛肉もある。周遊も各県との連

携により生まれている。当市において、あるものを活かしつつ進めるには、い

かに長い時間観光客を足止めするか、これから始めなければならない。古い家

並み通りを作り、明治時代に戻った街づくりが必要ではないか。また、遺跡や

奇勝山を整備し、人が立ち寄り外貨を獲得し、地域活性化を目指す方向に取り

組む必要があると思うので提案していきたい。 
 
１０月９日（水）富山県砺波市「空き家対策について」 
 市内の空き家状況はＨ３０年４７８軒（富岡市Ｈ２７年７７６軒）となって

いる。対策等は当市と遜色はないと感じた。砺波市では改修に補助金を出して

いて、１０年以上の移住（空き家購入）で限度額５０万円、５年での賃貸で２

０万円、３世代同居では１００万円の補助金であった。利用者は２３件である

との事です。富岡市でも２７年から３年間制度があったが現在は利用者が少な

い為廃止となっている。 
 空き家有効利用では、昔の和を残した介護施設、地域住民が提供するレスト

ランや定住促進施設があり、定住体験施設を視察させていただきましたが、こ

の家は、築１４８年（明治４年）で４年間をかけて改築し、すどまり施設とし

てオープンした。資金が足らないので全国に資金調達（クラウドファンディン

グ）し、トイレや電気工事、火災報知器等を設置した、この方法も面白いと思

う。運営者本人曰く、あと５～６年したら売りたいということでした。この家

はもともと実家であり親が残してくれた家を残す為に、名古屋と砺波市を行き

来していたらしい。 
田舎暮らしや、空き家、農業体験の施設、地域の情報発信として活動してい

る。国内はもとより、ドイツ、フランス、イギリス等１５カ国のゲストさんを

迎えている。空き家の状況確認も毎年行い、２１名の調査員と連携し、地域と

密着している。 
レストランで昼食を取らせていただいたが、地域の皆さんで営み活性化に繋

がっていた。管理者制度だと思われるが活性化の見本と感じた。かなりの人で

ごった返していたが活気にあふれているのが感じ取れた。 



視察所感 
 空き家対策としては、どこの自治体も同じようなことをしていると感じた。

岡谷市での空き家対策もそうであったと思うが。当市においても平成２８年、

２９年と養蚕農家の改築をして定住促進を図り、３０年には定住住宅として１

軒入居している。砺波市のように空き家を利用し昔ながらの家を改修し、民泊

やレストランとして開業するのも外貨獲得や、地域活性化になり、当市の施策

も良いが、お金をかけ改修をするのだから、この施策は効果が表れると思うし、

ホテルが少ない当市にとっては良い対策になるのではと感じた。地域住民と一

体になり、空き家相談が地域の方が市との仲介役となれば、近所の人に迷惑が

かかると感じるのではないか。当市の現状では、行政が何とかしてくれる、近

所で言いづらいから市に頼む、このような現状では空き家対策は進まないので

はないかと思う。砺波市を視察させていただき、地域密着型、やはりこの方法

も良いと感じ提案していきたい。 
 
１０月１０日（木）石川県白山市「道の駅・めぐみ白山」 
 国道８号線にあり、１日の交通量は約５万台、年間４５万人来場し、７割が

市外の客（開始当初の見込みは市外６割）で売り上げ３億４千万円。敷地面積

９，０００坪、駐車台数２２６台、避難所になっている為国交省半分、白山市

半分の役割である。 
 予算２４億円の内、１４億円が白山市、１０億円が国交省負担であるが、い

ろいろな補助金制度を利用し市の負担は２～３億円ぐらいでできている。第３

セクターでの営業でもある。店内も広く、レストランも広々している。 
 土日にはイベントをして集客を図り、かなりの人でにぎわうとの事であった。

観光情報コーナーの大型パノラマスクリーンで白山市の情報を発信し、市内に

３ヶ所ある鉄道車両基地や実寸大の新幹線頭部のパネルも人気がある施設でも

ある。立地条件を十分に活かし、観光文化、特産品の情報発信拠点として、十

二分にその効果が発揮できている、六次産業推進事業道の駅オリジナル品も人

気だという。担当者も地域山麓部の過疎化等もあり、人が集まる場所、交流人

口拡大を狙った道の駅であると話していた。 
 
視察所感 
 道の駅は外貨を稼ぐ方法としてよいのではないか。金がかかると言われてい

るが、成功例はきりがなくある。この富岡市においても、８割が市外の人を対

象にして、地域の活性化に繋げ、六次産業化をし、雇用が生まれ市民が暮らし

やすいまちづくりを目指して、この案件は是非とも具体化し得るよう提案して

いきたい。 
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経済建設常任委員会行政視察報告 
                      令和元年 10 月 8 日～10 日 
                               報告者 壁田賢二 
 
 経済建設常任委員会行政視察は 10 月 8 日から 10 日までの 3 日間にわたり行って参りま

した。今回は、「道の駅」での休憩とトイレを利用させていただきながら行程を組ませてい

ただきました。「道の駅」の事業見直しが本市にとって良かったのか、他の「道の駅」の施

設の検証ができればとの思いからでした。 
 初日、インバウンド対策で高山市に向かう途中、松本市から高山市に抜ける野麦街道の山

の中にある「道の駅・風穴の里」に午前 10 時頃立ち寄らせていただきました。平日の 10
月 8 日（火）でありましたが、大型の観光バス、自家用車が駐車場いっぱいで大勢の観光客

で賑わい、トイレ休憩やお土産を買う人がおりアジア系の観光客も多くいたような感があり

ました。3 日目の道の駅「めぐみ白山」の現地視察を含め事業内容をお聞きし視察していき

ます。 
 
１、高山市「インバウンド」の取り組みについて視察 
＜視察目的＞ 
 本市は、世界遺産・国宝の富岡製糸場登録 5 周年を迎え、誘客数は平成 30 年度 51 万 9
千人となり減少傾向に伴い様々な施策や対策を行ってはいる。そこで日本政府においてイン

バウンド訪日外国人観光客を 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに 4000 万人とい

う目標に向けてその勢いがある中で、本市においてもインバウンド訪日外国人観光客対策が

できればと、インバウンド先進事例の高山市を視察。 
＜視察先高山市概要と内容＞ 
 2005 年に市町村合併を行い日本一広大な市となり、その当時は 400 万人の観光客が訪れ

て 2008 年リーマンショックから観光客が遠ざかり減少傾向になるが、30 年以上に渡る国際

観光の取り組みをしてきた経緯がある。 
 高山市の人口 87,839 人（2019.4.1 現在）、富岡市 48,368 人（2019.10.1 現在）と人口規

模の差はありますが、高山市のインバウンド（訪日外国人観光客）対策について視察。 
 海無し県の群馬県否富岡市と同じ境遇の高山市で、何故人口の 6 倍以上の 55 万 2 千人の

訪日外国人を集客できるのか、そのインバウンド戦略について伺う。 
＜30 年以上に渡る国際観光の経緯＞ 
・昭和 61 年に飛騨地域 1 市 19 町村が国際観光モデル地区に指定「国際観光都市宣言」 
・昭和 62 年「外国人観光客が安心して一人歩きできるまちづくり」を推進。 
・平成 8 年 外国語 HP 作成 
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・平成 9 年 台湾への誘客活動を開始（香港・中国・タイへ展開する） 
・平成 19 年 ミシュラン社旅行ガイドに、飛騨高山が三ツ星で掲載される。 
・平成 23 年 海外戦略専門部署を設置「海外戦略ビジョン策定」本格的に海外戦略展開 
・平成 27 年 SNS への対応で Wi-Fi 環境整備（半径 100m に設置・7 日間無料） 
＜取り組み＞ 
① 外国人旅行者の獲得による地域活性化に取り組む 

・分析（高山市人口に基づく消費額） 
・外国人旅行者による経済効果 
・経済効果の年次比較（人口減少の影響を外国人観光客により経済をカバー） 
 H17 市全体 1704 億・外国人 52 億 
 H30 市全体 1980 億・外国人 406 億 
    比較  ＋276 億    ＋354 億 （外国人観光客により経済をカバー） 

② 商業・工業・農畜・観光・教育・文化の一体的な取り組みと連携 
・インバウンド情報発信、観光周遊ルート形成の商品化 
・海外販路の開拓で事業者への販売活動支援など 
・多彩な国際交流の推進（都市間交流の推進） 

＜まとめ＞ 
本市としての誘客の取り組みを見直す起点としていきたい。 

 第 2 次総合計画第 3 章１５の観光振興の推進でインバウンド受入体制の整備として、多

言語の対応・国際観光交流・とみおか Wi-Fi の整備推進があげられております。 
 インバウンドをはじめ世界遺産富岡製糸場への誘客は勿論、市内への誘客・地域間誘客へ、

伝統文化・自然環境・自産品・サービスの向上など、富岡市の魅力や価値を産・学・官連携

で取り組んでいきたい。 
 

２、砺波市「空き家対策」と農家レストラン「大門」視察 
＜視察目的＞ 
 全国的に、少子高齢化や核家族化が進み空き家が増え続ける現状が各自治体で問題となり

対策が講じられております。本市においても「定住・移住」「空き家バンク」等々対策を講

じているところでありますが、砺波市の「空き家」対策の先進事例に学びたい。 
＜視察先砺波市概要と内容＞ 
 砺波市の人口 48,509 人（2019.4.1）現在、富岡市とほぼ同じ規模である砺波市の先進事

例の空き家対策を学び本市に活かせればと思う。 
●平成 25 年 7 月 1 日に「砺波市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」を制定 
＜所有者等と自治会等と市の責務（果たす役割）を明確化＞ 
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・所有者等は、周囲に迷惑がかからないように管理 
・自治会等（近所や常会）が、所有者への声かけと情報提供 
・市は、行政指導や活用支援 
＜適正管理と有効活用について規定＞ 
・適正管理 総務課➡企画調整課砺波暮らし推進班➡管理不全な空き家の所有者に対し、調

査・指導などを実施。 
・有効活用 砺波散居村ミュージアム➡企画調整課砺波暮らし推進班➡適正管理の空き家 
      の所有者に対し、賃貸・売買を推進。 
※市と所有者と自治会等が連携・協力し、適正管理及び有効活用に取り組む。 
●平成 27 年 5 月「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、第 6 条に基

づく各市町村は、その区域内で空き家等に関する対策についての計画を定めることができ

る。 
＜砺波市空き家等対策計画を平成 27 年 10 月に策定する。＞HP 参照 
https://www.city.tonami.toyama.jp/doc/info/92/1506665192/s/doc_1.pdf?1506678356 
●空き家有効活用の促進 
・空き家の所有者➡管理する（月 1 度以上は風を通す） 
・空き家の財産価値は、家屋の老朽化と共に下がる。（3 年）早めの賃貸・売却 
・空き家を探している方➡賃貸物件であっても改修費用を自己負担してもいい。 
            （多少老朽化していても改修し伝統家屋に住みたい） 
●空き家有効活用に対する補助金制度 

・改修補助金 1/2（限度額 50 万円）10 年以上の住居 
・改修補助金 3/4（限度額 100 万円）3 世代同居の場合 
・改修補助金 1/2（限度額 20 万円）5 年以上の賃貸 
・家賃補助金 1/2（限度額 1 万円/月額・2 年間）5 年以上の居住 
 

ここから、空き家有効活用の事例を見学。 
 
（写真左） 
農家レストラン大門（おおかど）を現地視察 
 
 
 

●空き家有効活用の事例 農家レストラン大門（おおかど）明治 30 年建築 砺波伝統家屋 

https://www.city.tonami.toyama.jp/doc/info/92/1506665192/s/doc_1.pdf?1506678356
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10 月 9 日（水）の平日にもかかわらず、お昼には 40 席がいっぱいになるほど盛況だった。

女将の境さんが地元の食文化を研究し郷土料理をだす。昼食メニュー3 種類から「恋茜」「白

雪姫」「黄小町」写真（右）は「白雪姫」美味しかったです。 
＜まとめ＞                 
 砺波市の空き家有効活用が上手く生かされている。明治 30 年建築の

砺波市伝統家屋を生かし、地元素材と地元伝統の食文化を女将の境さんが提供している。 
また砺波市初のゲストハウス「すどまりとなみ」の事例も視察させていただきました。150

年経つ伝統家屋を改築し宿泊施設としてオープン。 
砺波市の空き家有効活用・対策の推進が富岡市の参考になる。例えば、3 世代同居の世帯

に対し、改修補助金 3/4（限度額 100 万円）が補助される。この事業を富岡市でも参考に進

めていきたい。 
 砺波市の「空き家ハンドブック」 参照 
https://www.city.tonami.toyama.jp/doc/info/53/1526537953/s/doc_1.pdf?1534127092 

「砺波で暮らそう」移住定住ガイドブック 参照 
https://toyamaiju.blogspot.com/2017/01/blog-post_54.html 
 富岡市でも様々な事業で空き家対策や有効活用を講じているが、砺波市の空き家対策・活

用の取り組みも違う事業内容となっており、本市にとって参考になるところや実際に取り入

れられる事業もあり推進していきたい。 
 
 
 
 
 
（写真左） 
砺波市の事業説明を受ける。 

 
３、道の駅「めぐみ白山」現地視察 
＜視察目的＞ 
 本市における「道の駅」構想が国交省の HP で「西毛・甘楽富岡観光の新たなゲートウェ

イ（道の駅）を富岡 IC 付近に設置する」と公開された（後段参照）。富岡 IC から直接「道

の駅」に出入りできる休憩所の設置や施設管理の PPP・PFI 導入などを調査検討するための

国費 1900 万円を市長選の公約で見直しされ、翌年に予算 500 万円を付け自ら調査をしはじ

め、今年度中に結果が出される。見直しされてから、私自身「道の駅」について様々なとこ

https://www.city.tonami.toyama.jp/doc/info/53/1526537953/s/doc_1.pdf?1534127092
https://toyamaiju.blogspot.com/2017/01/blog-post_54.html
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ろを調査・視察して参りました。そんな事もあり平成 30 年 4 月にオープンされた白山市の

「道の駅・めぐみ白山」を視察いたしました。 

＜視察先白山市概要と内容＞ 
 白山市は平成 17 年 2 月 1 日、1市 2町 5村（松任市、美川町、鶴来町、河内村、吉野谷

村、鳥越村、尾口村、白峰村）の合併により誕生し県内最大の面積を誇る地域であります。

人口は 113,499 人（令和元年 5月現在）。 

 白山市道の駅「めぐみ白山」は、地域振興及び活性化の拠点として市内の各種団体による

オール白山体制で地場産業の振興と白山市の魅力向上を図ることを目的に、第三セクター方

式「株式会社めぐみ白山」を設立。 

●事業等経過 

・平成 25 年 10 月 白山市「道の駅」可能性調査着手 

・平成 27 年 1 月  「道の駅」選定（北陸地方整備局長推薦） 

・平成 28 年 3 月  国交省と規範協定締結（施工関係） 

9 月  用地売買契約 

11 月  基盤造成工事等着手 

・平成 29 年 3 月  起工式 

      4 月  道の駅「めぐみ白山」名称決定 

      8 月  「株式会社めぐみ白山」を設立 

      11 月  「道の駅」登録（国交省道路局長） 

・平成 30 年 4 月  起工式・グランドオープン 

●事業概要 白山市・国交省（国と市との一体型整備） 

●整備内容 駐車場 226 台・地場産品売場・レストラン・観光情報案内・休憩施設等 

      防災施設（非常用トイレ・発電機・EV スタンド２基・バス乗降所） 

●管理運営 「株式会社めぐみ白山」第三セクター 

＜一通りご説明を伺い意見交換させていただいた中で＞ 

１）国道８号線の交通量➡５万台（９時～21 時）の 12 時間。 

２）年間入込数と売上➡45 万人（レジ数 33 万人×1人 1,000 円=3 億 4 千万円） 

３）売上内容➡生産者（87％）白山（13％）実質収支 200 万円の黒字 

＜活用した交付金を伺う＞ 

１）社会資本整備総合交付金➡2億 9千万円 

２）農山漁村振興交付金➡1億 5千万円 

３）地方創生振興交付金➡1440 万円  

４）合併特例債 その他 

 



6 

 

＜私の一般質問で榎本市長の「道の駅」の見解（平成 30 年 6 月定例会）＞ 

私は、今回の市長選挙で公約の一つとして道の駅の見直しを掲げさせていただきました。 
その理由につきましては、今期定例会初日の所信表明の中で述べさせていただきましたと

おり、人口減少時代を迎え、「将来、市民の負担となる施設は造ってはいけない」という強

い思いから、場所も含め「見直し」といった考えに至ったからでございます。 
しかしながら、市民の中にも地域活性化の起爆剤として、「道の駅」へ期待する声が高い

のも事実でございますし、私としても道の駅の有益性を否定するものではございません。 
したがいまして、道の駅の整備につきましては、採算面を念頭に、どこの場所で、だれが

どういった事業内容で運営を行えば、施設が継続的に運営できるのかをしっかりと検証する

必要があると考えております。 
最終的には、その検証結果を踏まえたうえで、事業の可否等も含め判断をしていきたいと

思いますが、まずは、既存の「道の駅みょうぎ」を中心とする妙義山エリアの魅力を高める

ことが、新たな道の駅整備に優先して、取組むべきことではないかと考えております。 
壁田議員さんからは、妙義山の魅力向上に向けて、これまでも多様なご提案をいただいて

おりますが、これらのことを踏まえた中で、今後の施策を展開してまいりたいと考えており

ます。 （事業を止めた 富岡市「道の駅」構想 国交省 HP から 次ページ参照） 
 

＜まとめ＞ 

 今年度中に富岡市の「道の駅」に関する

意向が示されますが、白山市や他市で国交

省が推進する道の駅建設が進められている

なか、本市の市長選の公約で見送られ残念

でなりません。これから建設される道の駅

が担う役割は、地域振興及び地域活性化は

勿論のこと、防災拠点、子ども等の居場所

づくり、インフラ整備など様々な用途とし

ての役割を持たせた地域の拠点となること

です。 

 白山市の道の駅「めぐみ白山」の事業を

本市において参考にし、道の駅を推進して

参りたい。                   道の駅「めぐみ白山」 
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（事業を止めた 富岡市「道の駅」構想 国交省 HP から） 

 

          



視察報告書 

令和元年１０月１８日 

宮澤展彦 

 

視察日時・場所及び視察内容 

令和元年１０月８日～１０月１０日 

①令和元年１０月 ８日 岐阜県高山市「インバウンドの取り組みについて」 

②  〃 １０月 ９日 富山県砺波市「空き家対策について」  

③  〃 １０月１０日 石川県白山市「道の駅めぐみ白山について」 

 

 

① 岐阜県高山市「インバウンドの取り組みについて」 

 

高山市の概況 

 人口約 89,000 人・面積 2,177ｋ㎡ 、平成 5 年 2 月に丹生川村・清見村・荘川村・宮村・

久々野町・朝日村・高根村・国府町・上宝村が合併して高山市となる。合併後は、東京都とほ

ぼ同じ面積の日本一広い市となった。 

平成 29 年には、過去最高となる年間 462 万人の観光客が訪れた。内、外国人宿泊者数は 51

万 3 千人となった。 伝統的建物が立ち並び古い街並と奥飛騨温泉と２つの国立公園など、豊か

な伝統文化と自然に恵まれている。 

 

インバウンド対策等について 

高山市の観光の魅力を伝えるため、日本国内外世界の各地に情報発信基地を有している。 

古い街並や、日本三大美祭のひとつ春・秋の高山祭などの歴史的文化、滞在型・体験型・周

遊型観光地として、四季を通じて楽しめる自然や温泉資源・誰もが安全に安心して快適に過ご

せるまちづくりで、外国人観光客が安心して一人歩きできるまちづくりを進めている。 

また、国際化への取り組みも行っている。海外都市との姉妹都市提携、「国際観光都市」宣言、

飛騨高山国際協会の設立、国際会議観光都市の指定、海外戦略室の設置などを行う。 

受け入れ体制の整備として、案内所、誘導案内（多言語併記）の整備、外国語パンフレット・

DVD、散策マップ作成、外国人観光客受入づくり、招聘・受け入れ事業、無料公衆無線 LAN の整

備。海外への PR 活動 JNTO（日本政府観光局）の海外事務所に外国語パンフレット設置、海外

で開催される旅行博覧会に参加、観光ホームページの多言語化を実施している。また、官民一

体となった取り組みも行っている。 

 

考察 

1986 年、国際観光モデル地区に指定された直後に、国際観光都市宣言をした。それ以降、他



の地域に先駆けて、多言語化やバリアフリーを実現している。その努力もあり、昨年度は、人

口約９万人の高山市に過去最高である年間約 55万 2 千人もの外国人観光客が宿泊している。 

高山市が最も大切にしていることは、トップセールスだと言う。海外現地を訪れる際、職員

が挨拶に行くのと、市長が自ら出向くのでは、相手の反応が全く違うとのことである。市長の

訪問で、少しでも先方に興味を持ってもらうようにしている。インバウンドを担当する職員が

再訪して関係を作っていく。その上で、興味を持ってくれた現地企業の方に高山を PR しても

らうように地道に努力している。この取り組みは、海外の現地企業だけでなく、インバウンド

に関するすべての組織との関係構築を進めている。市長や職員が東京へ行く際は、必ずと言っ

ていいほど JNTO や観光庁を訪れる。JNTO の理事長や観光庁長官への挨拶も欠かさず行うとの

こと。 

富岡市としても、インバウンドを推進するのであれば、日本国内や海外との連携を密にする

ために積極的に国内国外の連携関係を模索し、トップセールスをすることが大事であると思

う。 

 

 

②富山県砺波市「空き家対策について」  

 

砺波市の概況 

人口 48,436 人（男：23,568 人 女：24,868 人）・面積 127.03ｋ㎡ 

庄川の流域に開けた扇状地、砺波平野。名水が潤す豊穣な大地は、強靭な増山杉、黄金色な

稲穂、色鮮やかなチューリップを育み日本の原風景を彷彿とさせてくれる町である。 

扇状地の農村部は、広い平野の中にカイニョと呼ばれる 屋敷林（風や雪から家屋を保護する

ため家の周囲に人工的に造られた林）に囲まれた住居が散在する村落である、散居村という形

態をとっている。用途地域内では 約 280 ヘクタールに及ぶ土地区画整理事業が進んで市街地

を形成しており、近年、商業施設の進出が著しく砺波地域の中心都市となっている。市域内に

は、北陸自動車道、東海北陸自動車道及び能越自動車道の砺波地域の玄関口となる砺波インタ

ーチェンジがあり、また、国道 156 号、359 号、ＪＲ城端線など交通の結節点となっている。

生産量全国一のチューリップ球根や種もみを中心とした農業振興のほか、チューリップをはじ

めとした花をいかしたまちづくりで知られ、花と散居村、庄川温泉郷、庄川峡と連携した観光

振興を推進している。平成 16年 11 月 1日砺波市、庄川町の対等合併により、新たな「砺波市」

となる。 

 

空き家対策について 

近年、本格的な人口減少・少子高齢化時代の到来など、かつてない社会情勢の変化に直面す

る中、空き家等問題は、全国各地において表面化しており、砺波市においても喫緊の課題とな

っている。特に、適正な管理が行われていない空き家等は、防災・防犯・安全・衛生・景観な



どのあらゆる面から市民生活に悪影響を及ぼしており、安全・安心なまちづくりを推進するた

めに、平成２３年度からＮＰＯ法人砺波土蔵の会や各地区自治振興会の 協力のもとに「空き家

調査」を実施し、空き家等の情報収集を行うとともに、空き家等の適正管理と有効活用、老朽

危険空き家の除却に対応することとした。平成２５年７月に「砺波市空き家等の適正管理及び

有効活用に関する条例」及び「砺波市老朽危険空き家除却事業実施要綱」を施行した。また、

空き家等の利活用について、関係機関と連携を図りながら空き家等に関する各種事業の推進と

諸問題を協議するため、平成２４年６月に砺波市空き家再生等推進協議会を設置し、平成２８

年８月には空き家情報バンク登録物件の増加につなげる橋渡しや利活用の相談を行う空き家情

報連絡員（通称：空き家コーディネーター）を設置した。 

そして、平成２９年４月に関係機関の連携の強化とわかりやすい行政を目指して、市役所内

の空き家等の相談窓口を「砺波暮らし推進班」に一本化し、地域（市民）と行政が一体となっ

て空き家等の対策を推進している。市ホームページに空き家バンクを開設し、売買の一助とな

り積極的に空き家利活用を促進している。 

 

考察 

本市も人口減少は否めず、10年後、20 年後には、更に核家族化の進行で空き家問題が深刻化

すると思われる。市民や市外に向けて、空き家情報バンクを作り、積極的に本市ホームページ

に掲載し、空き家の利活用や取り壊しなどの補助金支給などや情報発信を行うべきである。 

 

 

③石川県白山市「道の駅めぐみ白山について」 

 

白山市の概況 

人口 約 113,000 人 面積 約 754ｋ㎡  

白山市は平成 17 年 2 月 1日、1市 2町 5村（松任市、美川町、鶴来町、河内村、吉野谷

村、鳥越村、尾口村、白峰村）の合併で白山市となる。白山市は、県都金沢市の南西部に位置

している。白山国立公園や、県内最大の流域を誇る一級河川手取川、白砂青松の日本海など、

山・川・海の豊かな自然に恵まれた地域であり、海岸部から山間部まで、およそ 2,700ｍの標

高差がある。 

 

道の駅めぐみ白山について 

白山市で初の市街地型道の駅「めぐみ白山」は、国と市が総事業費約２４億円（市負担約４

億円）をかけて同市宮丸町の国道８号線沿いに建設した。特産品直売所や、イノシシなどの

「ジビエ肉」料理が並ぶレストランと、観光案内コーナーを充実させた。市は白山観光の起点

にしたいと期待する。道の駅としては県内 26 カ所目で、のと里山空港の隣接施設などを除く

と県内最大級である。 

 



考察 

国は地方創生の観点から、地方の経済活性化策を推進しており、地方創生に対して交付金を

支給し活性化を期待している。そのようなことから、道の駅が多くの地方自治体で運営されて

いるものと思う。本市にも特産品やおいしいものが沢山あり、特産品開発なども行い販売する

ことにより、多くの人が道の駅に係わることによって、富岡市の経済の活性化やにぎわいにつ

ながっていくと思うので、早急に道の駅整備事業を再考し一日も早く始めるべきである。 


