
研 修 会 等 出 席 報 告 書

平成 31年 3月 28日

長浜市議会議長 松本長冶 様

名

名

派

員

△
言
議

)新 しい風

中 鳥 康 雄

議員調査活動 のた め、出席 した次の出張の結果 について報告 します。

記

1.会議等名   周南市・山田市行政視察

2.開催期間   平成 31年 3月 26日 ・ 27日

3.開催場所   周南市・山口市

4.開催内容   別紙のとお り

5.参加者名   記載のとお り

6.感 想 等    別 添 の とお り
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■研修内容

3月 26日  υり  13時 30ノ刀`から15時 30分
周南市  「徳山駅賑わい交流施設について」

①基本構想の背景について

②基本計画の策定過程および基本、実施計画について

③管理・運営方法について

④経費と財源について等
■周南市の概要

徳山市、新南陽市、熊毛町、鹿野町は、合併により平成 15年 4月 21日 から周南市とし
て生まれ変わり、「県勢発展をリー ドする一元気発信都市―の創造」を基本日標とした新た
なまちづくりがはじまりました。昭和 39年には、「工業整備特別地域整備促進法」に基づ

き、徳山市、新南陽市、熊毛町が周辺関係市町とともに「周南地区」として位置付けられ
ていることから周南市となつた。
・面 積 656.09平方キロメー トル
。人 口 158,609人  。議員数 30人  ・議員報酬 445, 000円
■徳山駅賑わい交流施設について

①基本構想の背景について

2月 3日 、徳山駅ビル跡地に「徳山駅前賑わい交流施設」が整備され、その核施設とし
て「徳山駅前図書館」がオープン。
0施設概要

総延床面積 5,256平方メー トル (こ のうち、徳山駅前図書館区画は、2,374平方メー ト
ァレ)

1階は、図書館、スターバックスコーヒー及び蔦屋書店、フタバフルーツパーラー (飲

食施設)、 交番、公衆 トイレです。
2階は、図書館 (キ ッズライブラリー等)、 蔦屋書店及び物販、インフォメーションスペ

ース、屋外デンキです。
3階は、図書館 (学習スペース、ビジネススペース等)、 交流室、市民活動支援センター、

屋外デッキです。
これにより、懸案であつた徳山駅周辺整備は大きく進展することになり、今後の中心市

街地活性化の起爆剤になることが期待される。
また当施設の西側に約 125台が収容できる駐車場棟 (「徳山駅西駐車場」。駐輪エリアも

ある)も整備されました。
施設全体の運営は、指定管理者であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ (CCC)

が担い、図書館などを展開します。なお、この施設運営から独立したエリアとして、 1階
に徳山駅ビルのときと同じく交番ができ、3階には「市民活動支援センター」ができます。
残るは整備中の駅前広場ですが、北口広場は 2019年度、南口広場は 2020年度に完成

予定。

●中心市街地活性化への期待

核施設は市立徳山駅前図書館 「周南市徳山駅前賑わい交流施設」の核施設は、前述のよ
うに図書館です。市立中央図書館が移転してくるわけではなく (中央図書館の場所や内容
は以前と変わりません)、 この施設内に新たに「周南市立徳山駅前図書館」 (建物の看板に
は「周南市立駅前図書館」と表記)。

この図書館 (1～ 3階に亘つて展開)は、市立図書館とはいえ、指定管理者のCCCが
運営。通常の図書館機能に加えて、 1、 2階では蔦屋書店など物販も展開し、 1階にはス

ターバックスコーヒーも入つていて、コーヒーを飲みながら本を読むこともできます。
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また、キッズライブラリー (読み聞かせなどもできる子 ども図書館)や、勉強やビジネ
スに活用できるコーナーもあります。

付随施設 としてはそのほか、会議やイベン ト会場 として使える交流室 もあ り、 1階には

フタバフルーンパーラーが入居 し、そこではランチをした り、お酒を楽 しんだ りもできる

ようになっています。

この施設は 365日 開館 し、しかも、夜 10時まで開いています。駅利用者だけでなく、

さまざまな世代、さまざまな目的の人々が 日常的に集まってくる賑わい施設 となりそ うで、

年間 120万人の来館が見込まれている。

②基本計画の策定過程および基本、実施計画について

・公募型プロポーザルで実施

・整備費 55億 1千 5百万円

・財源  社会資本整備総合交付金、起債、県負担金、一般財源

③管理 。運営方法について

。公募型プロポーザルで実施・指定管理

・指定管理内訳 交流施設、徳山駅図書館の指定管理料 144, 520千 円

④経費と財源について

目的外使用料 12,473千 円と一般財源 132, 047千 円により構成
田研修感想

新幹線が止まる駅 「新市建設計画」のリーディングプロジェクトの 1つ としてJRから

用地を買い取り徳山駅周辺デザイン会議、シンポジュム、市民アンケー トにより市民が行

きたいと思う場所、徳山駅ビルに欲しい施設として、ブック&カ フエが併設された民間活

力導入図書館として整備され、市の玄関口として 「おもてなしの場」。「居場所」。「賑わい

と交流の場」としては、確かに多くの方が利用されている。

駅から商店街については、やはリシャンタ~が閉じられ郊外型の商業開発の影響か賑わ
いは少ない傾向にある。
その対策として、CCCや JRと ともに連携し「徳山あちこちマルシエ」・月毎のイベン

トフォーメーションの紹介や商店主が中心となってのイベント「ツナカン」、「歩行者優先

道路化事業」、徳山商工会議所による「まちなかランチマップ」、いまちあい徳山による「と

くやままつぷ」、など実施するとともに高校生を中心とする「トクヤマダイヤログ」を開催
し地域活性化対策を話し合う場をつくるなど様々な対策を講じて中心市街地の活性化を図

ろうとされているのがよく理解出来たがわが市同様にまだまだ道半ばと言う感じがする。
しかし、この施設の中に市民活動支援センターがあリセンター活用の「マニュアル」が作

成されていることに驚きました。
また、「共創プロジェクト事業」などの補助も容易され公益活動を支援することもしつかり

実施しておられ、こうしたk内容を本市にも反映させたいと感じました。
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■研修内容
3月 27日 (水)9時 30分から11時 30分
山田市  「企業誘致・創業支援・ふるさと産品営業推進事業について」
「企業誘致」

①誘致実績と成功理由について

②今後の計画について
「創業支援」

①創業支援の内容等について
「ふるさと産品営業推進事業」
①事業内容について

②おぃるさと納税・クラウドファンディングについて

●山口市概要

平成 17年 10月 に 1市 4町 と合併 22年 1月 に阿東町を編入合併
人口19万 8千人 面積 1023Kだ  議員数 34人 議員報酬 449, 000円

1.「企業誘致」

①誘致実績と成功理由について

0誘致実積

昭和 40年以降 延べ 102社を誘致 直近 5年では、 20社を誘致
これを「企業誘致一覧表」にし、協定締結年月 日などを明確にしている

最近の誘致としては、医療機器製造メーカーのテルモ株式会社 (本社東京都渋谷区)が、
子会社であるテサレモ山口株式会社 (本社山口市)の工場敷地内において、カテーテル関連商

品を生産する工場の増設を決定し～平成 29年 12月 13日 に県庁で県および本市とともに工場

増設の協定調印式をしている。

企業誘致として、本市に無いものは、支援として、用地取得補助金 山ロテクノパ

ーク内土地取得価格の40%限度額なし (2000だ 以上)市長が指定する地域で土

地取得価格の 20%、 固定資産税 30%限度額なし (2000だ 以上)にて補助

誘致として、 7000社 にアンケー ト調査の実施、参与職の配置 (再任用)してい

る点等は、参考にすべきだと感 じました。

②今後の計画について

2022年 度からは、新産業団地を分譲 分譲面積 としては、 10haを 準備され
ている。

2.「創業支援」

①創業支援の 容等について

産業競争力強化法に基づく「狛U業支援事業計画」を策定し、平成 27年 5月 30日 に国の

認定を受けている。

倉U業者を目指す方へ、金融機関や支援機関等と連携した様々な支援を通して、開業率の

向上、地域の活性化に取り組んでいる。
また、創業支援事業計画に位置づけられた事業のうち、「特定創業支援等事業」を受けた

方は国の特別な支援が受けられます。
支援対象者 倉J業希望者、または創業後 5年以内の事業者
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■創業支援事業の内容

○創業相談事業 【特定創業支援等事業】
支援内容
。国、県、市、各支援機関の補助制度や制度融資等の情報提供
。経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識について、創業希望者の事業計画に基づ

○山口起業カレッジ 【特定創業支援等事業】
支援内容
・起業に必要な基礎知識からマーケティング・事業計画書の作成、中期事業計画の策定及
び個別指導など、段階に応じたカジキュラム(3段 ['白

ヒ
)。 実施時期は7月 から9月 (予定)。

partl 起業たまご塾(1日 セミナー)

part2 起業塾(全 5回)

part3 起業ステンプアンプ塾(全 4回 )

実施主体・山口商工会議所、山口県央商工会、徳地商工会
O創業フォローアンプセミナー 【特定創業支援等事業】
支援内容
・山口起業カレッジや各種創業セミナー等の受講者、創業者あるいは創業予定者を対象に

参加者同士の交流やメディア活用方法の習得のためのセミナー。年 2回を予定。
実施主体・山口商工会議所
○創業カフェ 【特定創業支援等事業】
支援内容
・創業希望者への創業に関する知識の習得や、創業間もない事業者同士の人脈づくりにつ

ながる情報交換、交流の場。年 3回を予定

実施主体・山口商工会議所
Oやまぐち起業家体験塾 【特定創業支援等事業】
支援内容
・3か月間の実践型インターンシップ。インターン生は、創業時から一定期間の間で実務
体験とともに起業家として必要な能力を磨き、受入起業家も人材育成・組織整備について

実践的に学ぶ。
実施主体・山口商二会議所
○創業セミナー 【特定創業支援等事業】
支援内容
・商工会地域で創業を計画している方を姑象に、経営・財務 。人材育成・販路開拓に関す
る知識を習得する。毎週 1回、全 4回。実施時期は 9月 から10月 (予定)

実施主体・山口県央商工会、山口商工会議所、徳地商工会
O創業セミナー

支援内容
・創業希望者の掘り起こしや情報発信のため、創業のスキルや創業の手段、販路開拓、資
金調達、創業事例などを内容とするセミナーを年 2回程度開催予定。
実施主体・株式会社西京銀行

特定倉U業支援等事業修了者について

特定創業支援を受けた方は、以下の支援措置を受けることができます。なお、支援措置
を受けるためには、市が発行する受講証明書が必要。
支援措置について

会社設立時の登録免許税の軽減措置

封象 :創業を行おうとするまたは創業後 5年未満の個人
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内容

【会社設立時の登録免許税の減免について】
株式会社または合同会社の場合
資本金の0.7%→ 0,35%(最低税額の場合、株式会社設立は 15万円が 7万 5千円、合同会社
設立は6万円が 3万円に減額)

合名会社または合資会社の場合は 1件につき6万円の登録免許税が 3万円に軽減
【創業関連保証の特例について】

無担保、第二者保証人なしの倉J業関連保証枠を事業開始の6か月前から利用可能
【日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について】

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象
【日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて】

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
3。 ②ふるさと納税・クラウドファンディングについて
O事業内容について
ふるさと納税制度を組み入れた寄附型クラウドファンディングサイ ト『KAIKAふるさと

納税/山 田市』において各認定事業の内容を掲載し、事業に共感していただいた方々からの

寄附を広く募つている。応援補助金が少ない場合は、内容を変更する等の対応をしている。
【事業の流れ】

8月 10日     『KAIKAふ るさと納税/山 口市』にて寄附の募集開始
↓      認定プロジェクト発表会開催
↓

9月 28日    寄附の募集終了
↓

10月 上旬   集まった寄附金を基準に補助金交付金額決定 。事業開始
↓

H31年 3月 15日  事業完了

■研修感想
「企業誘致」について

企業誘致として、本市に無いものは、支援として、用地取得補助金 (山 ロテクノパ

ーク内土地取得価格の40%限 度額なし (2000ど 以上)市長が指定する地域で土

地取得価格の 20%、 固定資産税 30%限度額なし (2000だ 以上)にて補助して
いること。これについては、本市へも提言していきたい。

また、誘致 として、 7000社 にアンケー ト調査の実施、参与職の配置 (再任用)

している点等は、参考にすべきだと感 じました。
「創業支援 」「ふ るさと産 営業推進事業」について

組織改編 「ふるさと創生部」を創生し民間と市の魅力を共に「共創」する仕組みを「ふ

るさと産業課」がその業務の担い手となっていること。
具体的な事業の内容としては、ふるさと寄付金PR事業 11, 500千 円 ふるさと産

品販路拡大推進事業など海外も視野いれ事業を推進していることなど本市は、広報課がや
つていただいているが、産業や生産、新たな開発等の点からこうした事例を参考にすべき
と強く感じました。
また、まちづくりとしては、県庁所在地の山口駅には、自動改札口も無く、ホテルは、

湯田温泉に多く、さらに新山口駅 (旧小郡駅)には、新山口駅北地区拠J煮施設整備事業と
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して、産業交流拠点を整備されようとしている。
詳細な整備内容は、2000席収容能力のコンベンションホールの整備 (維持・管理運

営 JVに よる民間活力の導入)ライフイノベーションラボ (健康長寿に向けてのフィント

ネス整備)、 産業支援総合窓日の整備、アカデーミーハウス、環境型住宅整備等を整備され
ようとしており、まさに、長浜市も多くの駅を整備する中にあつて、合併した山口市の政

策は、「湯田温泉回遊促進事業封象区域」、「山口市中心市街地地区」、「大内文化特定地域」、
「あきないのまち支援事業指定区域」、など中小企業や新規創業者への支援する補助内容を

わかり易くパンフレントにしている。この地域ごとに特色あるまちづくりを産業として構

築している点は、多くの面積を同じように持つ本市も「中心市街地活性化区」、「竹生島景

観保存区域」、「野〕島・景観保存区域」、「/Jヽ谷城文化保存区域」、「漢音文化財保存区域」、「街

並み伝承区域」、「文化的景観保存区域」「水源環境保存区域」等などを設定しまちの活性化

をネックレスにつないだら良いまちが構成できると思い山口市の支援事業を参考にすべき

と思いました。
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