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１． はじめに 

 

地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しており、直面する行政課題は多岐にわたっていま

す。また、国民一人ひとりのライフスタイルの多様化により、個性を重視する時代になる一方

で、地域間格差や所得格差、教育格差が広がっています。 

このような状況の中、従来の中央集権型の行政システムは時代に合わなくなってきており、

国は、地方自治体が自立し、個性を十分に発揮できる社会の構築に向けて、国と地方の役割分

担や税財源の配分を見直す三位一体の改革を始め、地方分権型社会への変革を進めています。 

分権型社会においては、住民に最も近い行政主体である市町村が自らの判断と責任の下に地

域の特性に合わせて行政課題を解決していくことが求められます。 

豊川市においては、企業誘致の積極的な推進は、新しい産業の育成を図るとともに既存の地

域産業を支援することとなり、安定した地域の経済基盤を築くために必要不可欠であると位置

づけ、事業を展開しようとしているところです。また、豊川市は交付税不交付団体となってお

り、より一層の自主財源の確保を目指して、市内への企業立地を促進する必要があると考えま

す。 

 

 

２． 研究会の設置 

 

当該研究テーマについて、自主的に定めて結成した研究グループで、企画・生活活性・建設 

の３部門の市職員で構成されている。（資料①「企業立地研究会名簿」参照） 

    

 

３． 研究会開催実績 

 

研究会は、計６回の会議を開催し、第１回の課題研究において「豊川市の魅力」を検討し、

第２回以降、企業誘致用の豊川市 PR ソフトについて検討した。 

また、先進地視察を 3 班に分けて行った（静岡県牧之原市、岐阜県瑞浪市及び栃木県足利市）。 

なお、実績は次のとおりである。 

 

平成 20 年 1 月 22 日  第１回                            

【議題】「企業立地研究会の趣旨、日程説明」 

趣旨の説明「企業誘致用の豊川市のＰＲソフト作成」 

3 月までの活動予定確認 

【議題】「豊川市の魅力について検討」 

  PR ソフトの検討 

・第 1 回研究会開催前に提出した「豊川市の魅力や夢や希望」を各自発表 

・ブレーンストーミング、ＫＪ法を活用した課題分析 

平成 20 年 1 月 31 日   第２回 
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【議題】「ＰＲソフト構成研究１」 

最近の企業誘致や自治体ＰＲの先進事例を研究 

・企業のＰＲ映像、他市の企業誘致ソフト及び他団体の豊川市紹介ソフトを視聴研究 

【議題】「先進自治体視察先について」 

経済産業省Ｈ19 年 12 月発表「企業立地に頑張る市町村２０選」を基に視察先・視察メン

バーの検討決定 

・栃木県足利市（2/21.22）、岐阜県瑞浪市（2/19）及び静岡県牧之原市（2/18） 

【議題】「企業側のニーズについての研究について」 

ＰＲソフト作成時の内容検討 

・企業誘致説明会などで、企業側がどのような情報を知りたいのか検討 

平成 20 年 2 月 13 日  第 3 回 

【議題】市内企業訪問 

市内事業所（製造業）を訪問し、実際の作業現場を確認し現状などの話しを聞く。 

・日本車輌製造㈱豊川製作所、㈱エクシム愛知工場を訪問 

【議題】ＰＲソフト構成研究２ 

第 2 回研究会宿題について（ＰＲソフト素材検討） 

・各自作成の各構成タイトルについての、ＰＲ素材を発表 

【議題】先進地視察について 

質問書について 

・視察先への事前質問書の検討 

平成 20 年 2 月 18 日、19 日、21・22 日 

【先進地視察】静岡県牧之原市（18 日）、岐阜県瑞浪市（19 日）栃木県足利市（21･22 日） 

牧之原市では、スズキ㈱（相良工場）に特化した企業立地活動を展開しており、平成 21 年

3 月開港予定の富士山静岡空港、御前崎港を含めた企業立地活動を行っている。 

瑞浪市では、前市長のリーダーシップにより役所の意識改革を含め企業立地を展開してい

った。また、東海環状自動車道の開通に伴い、申込数が多く募集をストップさせたこともあ

ったほどであり、今年度でほぼ分譲完了した。 

足利市では、「職員全員営業マン」として全庁的な取り組みや幅広い広報活動を行い、(独)

中小機構が整備をした産業団地を約３年で分譲完了した。 

※各視察報告については、別紙各視察報告書参照 

平成 20 年 2 月 29 日  第 4 回  

【議題】先進地視察を終えて 

先日、各班に分かれて行った先進地視察について、各々に感想をふまえて発表。 

【議題】ＰＲソフト構成研究３ 

ＰＲソフトのストーリー検討 

・前回までの検討をふまえて、事務局である企画課が素案を作成したものを、全員で検討

する。 
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平成 20 年 3 月 14 日  第 5 回 

【議題】ＰＲソフト構成研究４ 

ＰＲソフト構成（絵コンテ）案作成 

・前回検討を行ったストーリー検討を基に事務局が作成した、絵コンテ（ウィンドウズパワ

ーポイント）を検討。 

平成 20 年 3 月 27 日  第 6 回 

【議題】市内企業訪問 

 市内事業所（製造業）を訪問し、実際の作業現場を確認し現状などの話しを聞く。 

・新東工業㈱豊川製作所を訪問 

【議題】ＰＲソフト構成研究５ 

ＰＲソフト絵コンテ案完成 

・前回での検討内容を修正した絵コンテを、事務局が作成し研究会が提案する絵コンテ（ウ

ィンドウズパワーポイント）を完成。 

※研究会提案絵コンテについては、別紙絵コンテ参照 

 

 

４． 本市の魅力 

 

４－１ ブレーンストーミング、ＫＪ法を活用し課題の分析 

    

第１回研究会にて、各自で「豊川市の魅力や夢や希望」の具体的な姿について分析を行

い、整理し作成する絵コンテの項目の整理を行う。 

・主なグループの意見としては下記のとおり 

「農業」大葉・スプレー菊・バラ・いなりずし 

「住環境」住み良さを指標で PR・雪が降らない 

「まつりイベント」いなり楽市・うなごうじ祭・手筒花火 

「豊川稲荷」知名度を利用・商売繁盛の豊川稲荷「もうかりまっか」 

「交通アクセス」交通の利便性の良さを PR・流通拠点都市・図を用いて・中部国際空港、

名古屋港を含めた広域の交通アクセスを PR 

「市内の企業」海軍工廠の上にできた歴史ある工業地域の PR 

「海外」海外企業とのつながり・姉妹都市キュパティーノ市を中心に海外企業を誘致 

「連携」大学、商工会議所との連携により新商品の開発や人材確保 

「スポーツ」スポーツの盛んなまち・駅伝 

「市の制度」企業立地のための補助金など財政的支援 

「市からの情報発信」情報発信をうまく活用・キャラクターを作成する 

「ＰＲto 外」PR 大作戦・職員自らセールスマン（企業にも観光でも視察でもこういうま

ちと語れるべき） 

「ＰＲto 内」市内の企業をリストアップし、市の工業、特徴をより分かりやすくする 
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分析のまとめ 

豊川市の魅力として、知名度では、全国的に有名である豊川稲荷が飛びぬけている。 

地域としての魅力は、工業だけに特化した地域ではなく、農工商バランスのとれた産業バ

ランスであり、気候的にもここ近年では積雪を見ることすらない状況で、温暖な気候の土地

であることも魅力の一つであり、企業側から見ると物流においての心配の種が一つなくなる

ことは、重要と考える 

また、企業サイドから新規工場等検討する時において、物流を重要ととらえる企業が多く、

豊川市においては、先日の音羽町との合併により、愛知県東部（東三河区域内）の東名高速

道路インターチェンジを２つとも市域に含んでいることは、自動車による物流が主流である

現在においては、何よりにも勝る魅力である。 

 

5．ＰＲソフト構成研究 

 

５－１ ＰＲソフト構成の検討 

 

4-1ブレーンストーミング、ＫＪ法を活用し課題の分析を行った内容（グループ）毎につい

て、ＰＲソフトにどのような構成構築するのか、ソフトに映し出す絵・写真・方法等内容を

検討する。 

①オープニング・タイトル 

当初事務局である企画課案では、市長をオープニングから出ていただき、豊川市では、企

業立地に施策の重点をおいているイメージを見ている側に与えるとしていた。 

そのことは、企業誘致活動において、市町村の社長である首長のトップセールスを行うこ

とは企業側から見てもとても有効である。 

その理由としては、先進地の話しを聞く上で重要であることが、各班それぞれ共通した認識

であった。 

その他の意見としては、Ⅰ．テレビや映画のオープニングのようにこれから流れる内容の

ダイジェスト版にする。Ⅱ．インパクトを与える目的に「豊川」とだけシンプルに示す。な

どの意見が出された。 

その後、実際に企業誘致説明会での流れを考えると、最初にＰＲソフトを来場者に見てい

ただき、その後、あいさつや実際の企業用地の紹介を行うので、市長に出演していただく箇

所としてエンディングにすることとした。 

 

最終案：他市町のＰＲソフトと比較して、インパクト・印象に残ってもらうために、あえて、

「商売繁盛」と豊川市ロゴを組み合わせるだけのシンプルにすることで、企業側の印象に残

る方法とした。また、画面上で余白が多くなりすぎることから、豊川稲荷を連想できること

から、門前で作成した「狐娘ちゃん」を使用することにする。 

 

②構成１「交通アクセス」 

現在の生産物流の流れとして、企業サイドから物流を考えた場合、高速道路へのアクセス
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が重要視されている。当該工場で生産された製造品が、全国への出荷を考えなければならな

い状況ともなっている。豊川市の場合、愛知県東部東三河地域にある東名高速道路のインタ

ーチェンジ２つともあり、このポテンシャルを、十分にＰＲすることが、豊川市の魅力とい

える。また、国道１号線、産業道路である、国道２３号線、国道２３号バイパス、東三河地

域より奥三河さらに南信州と延びる国道１５１号線、東三河地域の主要道路である県道東三

河環状線など東三河地域道路網拠点においても、豊川市の魅力と位置付けることができる。 

このことから、交通アクセスを十分にＰＲすることが、豊川市の魅力のＰＲとなると考え

た。昨今の産業界においても、企業間の統合など企業の再編が進み、全国展開をしている企

業も考えると、全国→愛知県→豊川市の順に位置を示し、「豊川市内の交通網」「愛知県の空

港・港の位置」「東京大阪間」の順に示すことで豊川市の魅力である良好なアクセスを示す

とした。 

さらに、表などを使い、より具体的な所要時間を示すことにより、見る側に分かりやすく

することとした。 

また、海外への輸出を考えた場合、アジア地図を使い各国との位置関係や、世界の主要空

港・港との位置を示すこととした。 

 

最終案：アジア→日本→愛知県→豊川市の順に位置を示していき「市内の交通網」→ 「愛知

県の空港・港の位置」→「東京大阪間」→「アクセス表（車利用）」→「アクセス表（鉄道）」

→「アジア各国との位置関係」と示す。 

また、当初、「市内の交通網」の後に「市内の工業団地」をＰＲするとしていたが、構成の順

番を分かりやすくする為、交通アクセスを順に説明した後に、「穂ノ原」→「御津１区」→「御

津２区」→「その他の市内工業団地」と示すことにより、交通アクセスの良い豊川市内の工

業団地を紹介するとした。 

 

③構成２「住環境」「まつり・イベント」「農業」 

豊川市において近隣市町から企業立地をした場合は、豊川市の事は、少しは分かっている

かもしれないが、他の都道府県などから新規に豊川市に立地した場合、従業員が別工場から

の転勤となることが想定され豊川での暮しに不安を感じるかも知れない。豊川市の生活環境

などをＰＲすることにより、県外からの企業誘致に効果がある。ＰＲの内容としては、従業

員の余暇活動などを考え、市内の名所・まつり・イベントを紹介すること。 

また、従業員が家族を連れて来ることも考え、豊川市の教育施設、病院などを紹介するこ

とで家族も安心して来ていただけることにつながる。 

豊川市は、農業も盛んであり、豊川市の主要農業生産品を紹介することにより、食品加工

産業などにＰＲとなる。また、前述で記述した従業員の余暇活動も含め、豊川市の特産品と

して、豊川市商工会議所や市長のマニュフェストで取り上げられている「いなり寿司」、門

前での「おきつねバーガー」をＰＲすることにより、豊川市観光のＰＲも兼ねると考えた。 

③構成３「市内の企業」構成４「スポーツ」 

豊川市は、田原市・豊田市のように自動車のまちというわけでもなく、日本車輌、ＯＳＧ、

スズキなど様々な製造業が立地している。現在の日本経済をけん引しているのは、自動車産
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業だが、今後製造業の主要製造品が転換していった場合、様々な製造業が立地していること

は、豊川市の魅力となると考えた。  

また、県立豊川工業高校が、全国駅伝大会に１０年連続出場と快挙を達成しており、全国

的なＰＲにつながっている。そのことをＰＲソフトに入れることにより、スポーツ活動も盛

んであると示すことができる。 

 

最終案：当初の案では、「住環境」「まつり・イベント」「農業」「市内の企業」「スポーツ」

の順で構成していたが、「市内の企業」については、検討を重ねる中で、「市内の工業団地」

の後に紹介することにより、流れが分かりやすいとの意見があり検討し、市内の各団地に様々

な企業がある方が分かりやすいとのことで、「市内の工業団地」後に「ものづくり豊川」とし

て紹介とする。次に、「農業」を「豊川市の特産品」とし工業・農業の順としてまとめる。 

次に、「豊川のまつり・イベント」とし、正月の豊川稲荷初詣をスタートにし、１年間を通し

て様々な行事があることを示すこととした。「スポーツ」については、駅伝などは、年間のイ

ベントととらえることができることから、「まつり・イベント」に含むこととしたが、市内の

高校紹介になるので、最後の「住環境」を「豊川のくらし」と表記し最後に含むこととする。 

「豊川市のくらし」の紹介順序としては、人の成長過程を例にし、「放課後児童クラブ」（小

学生）「子どもの医療費無料化を拡大」（小学生から中学生）「姉妹都市交流」（中学生）「県立

豊川工業高校」（高校生）とし、市内の特色ある公共施設の紹介とし、「プラネタリウムもあ

る図書館」（高校大学）「市内都市公園」（親として）「安全・安心なまちづくり」（健康）の順

とする。 

 

④エ ン デ ィ ン グ 

当初事務局である企画課案のとおり、トップセールスとして、市長に出演していただく素

案でまとまった。撮影場所、セリフについて、「豊川稲荷」「御津の臨海」などの意見があり

検討をした。 

 

最終案：検討結果として、市役所市長室に企業側担当者が、来庁されるイメージとしシンプ

ルなエンディングとして、次の実際の企業用地の説明へつながるとの意見とした。 

 

５－２ ＰＲソフトの提案 

 

５-1ＰＲソフト構成の検討により、研究会の絵コンテを別紙「企業立地研究会提案絵コン

テ」として報告し、絵コンテを基に動画・音楽・ナレーションを入れたＰＲソフトを作成す

るものとする。 
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企業立地研究会視察報告書（牧之原市） 

 

１．日 時 平成２０年２月１８日９：００～１８：００ 

２．行 先 スズキ相良工場 

国道４７３号バイパス、国道１５０号バイパス 

御前崎港 

牧之原市役所相良庁舎（視察） 

富士山静岡空港 

３．参加者 牧之原市 企画部企画開発課  

課長補佐 杉村明彦  主任 柴直子 

      豊川市 

       企画部企画課 主幹 鈴木一寛  主査 戸苅憲司 

       生活活性部農務課 谷地耕平 

       一宮地区企業立地推進室 神谷友久 

４．視察先聞き取り内容 

 ○事前送付した調査書については別紙のとおり 

 ○牧之原市 

  ・一般会計１５８億円、市税収入８４億円、公債費２１億円（公債比率県内ワースト）。地方交付

税の交付団体。 

  ・面積１１１ｋ㎡、人口５万人、都市計画は未線引き。 

  ・お茶の生産量は日本２位。 

○東名高速相良牧之原ＩＣ 

・地元負担３０億円で平成５年に開通させたが、支払い不能で関係団体に了承してもらった。 

・国道４７３号バイパスとの接続はあと２年。 

  ・ＩＣとセットで資金捻出のために第三セクター方式で開発した白井工業団地は、バブル崩壊と重

なり分譲がなかなかできなかったが、今年度ようやく完売した。（ＩＣ資金には不足） 

 ○富士山静岡空港 

  ・静岡県が滑走路などの基本施設を建設し、静岡県内の民間企業１０社の出資による「富士山静岡

空港㈱」に管理運営を委託する。（ターミナルの建設運営は管理会社） 

  ・平成２１年３月開港予定。 

  ・定期便は、国際線がソウル日１便、国内線が新千歳日２便、福岡日３便、那覇日１便の就航予定。 

 ・企業誘致活動において、空港利用を想定したＰＲに努めている。 

○御前崎港 

 ・スズキの工場拡張と納整センターの計画で、港の利用が期待される。 

 ・スズキの立地選定理由に、利用１位がとれる港という条件もあり、豊橋や清水でなく御前崎港の

利用が決められた。 

○スズキ㈱相良工場の規模拡大 

 ・元々のエンジン工場とテストコースの敷地内に組立工場を新設。新規雇用２０００人。平成２０

年秋完成、平成２１年本格稼働。   

・小型車の需要が世界的に増加し生産拠点を国内で検討 

  →市長トップセールス（スズキの市長車で訪問が効果）によりスタート。要望事項は次のとおり。 

    ①御前崎港の充実 

②国道４７３号バイパス（高規格道路）の整備 

③工業用水の確保 

④拡張用地の確保 

・相良工場建設に対応するため「チームスズキ」を設立。現在の重点業務は次のとおり。 

①雇用確保（最重点課題） 

       本格稼働（Ｈ２１）までに２０００人必要で各種取り組み 

        →周辺自治体、地元自治会にお願い 
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    →公共施設に雇用情報コーナー設置し募集チラシ等を配布 

    →北海道や九州の高校にアプローチ 

    →インターンシップ 

→自衛隊早期退職者向け説明会 

②拡張用地の支援 

 南側の中里地区（４５ｈａ）を県企業局が開発し、平成２４年完成予定。 

③関連工場新規立地の支援 

 北西側の東萩間地区（４２ｈａ）を県企業局が開発する予定だったが、造成費が想定よ

り高く断念。南８㎞の須々木・上比木地区（４４ｈａ）に変更。東萩間は民間開発で一

般企業向け工場用地を造成予定。（民間開発なら半額程度のコストでできるとのこと） 

④交通対策（周辺整備） 

 南側進入路のほか新規で北側に進入路を整備 

  →幅員９ｍ、延長２．７ｋｍ、事業費２２億円 

  →緊急課題ということで、実施設計・測量はスズキ負担（２億円）。用地買収・工場

は市で実施。負担分はおいおい優遇措置で還元。 

  ・「なぜ一企業のために」に対しては、経済波及効果や地元産業との共生を勘案し、市として突き

進むこととした。 

    ①製造品出荷額スズキ４５００億円 

②新規雇用２０００人 

③市税収入最大２０億円／年（市税の２６％）→そのままでは不交付団体、優遇措置で還元 

④工場内食事３０００食／日を地元から 

⑤スズキの全国販売店（２５０００店）で地場産品を流通（販促品でお茶など） 

⑥障害者雇用の労働力を地元農業に派遣という形態で活用。 

○農業振興地区地域の除外 

 ・今年度で事業計画期間が終了したところで、翌日に開発を発表したこともある。補助金は返還。 

 ・先生は使わず正攻法。勝手に動かれ国からクレームが来たこともあった。県知事は巻き込んだ。 

○工業用水の確保 

 ・大井川上流の長島ダムから農業用水がこの地域にひかれているが、工業用水を新規で整備するの

は費用が高く県は採算がとれないとのこと。→農業用水を使えないか 

 ・近隣４市と県で農水省や建設省と協議し、最終的には「これにより農業関係者が豊かになるなら」

と承諾。県からは、もう相談に来ないでくれと言われた時期もあったが頑張った。 

  →農業用水の管径は必要量よりも大きなものであり、また近代化が進み使用水量も毎秒３ｔのう

ちの７％しか利用されていないので、農業用水管の中に工業用水管を通すことになった。（平

成２４年から本格給水） 

→「どこの地区の誰の畑の水が減る」にならないよう支線には配管せず、本管のみにした。 

→水利は長島ダムから県が買い、使用水量により市などの負担が生じる仕組み。農業用水の管理

者には管の使用料が入る。 

→牧之原大地などを越えるため数か所でポンプアップしており、水質はもともと良かった。 

○企業立地、企業誘致 

 ・企業立地のうえでは、第二東名、東名、国道１号を横切り、スズキ、御前崎港、静岡空港といっ

た拠点をつなぐ国道４７３号バイパス（高規格道路）が縦の背骨となり交通面のインフラが優れ

た地域となった。工業用地はこのバイパス沿いにできる。 

 ・市をアピールするうえで「陸海空」を用いるが、イメージやインパクトのみで港や空港があるか

ら立地する企業は少ないと思う。牧之原ＩＣや国道４７３号バイパスといった交通面での優位性

は効果があると思う。 

 ・企業誘致は、分譲中の工業用地も一段落し特に力を入れている訳ではない。ただし、スズキのた

めの事業には傾注している。担当者（課長以下）は、今年度３人から６人に増員。 

 ・適地選考は、地域からの声が一番重要。地元組織を作り、大筋を決めて承諾してもらう。 

○予算資料は別紙のとおり  
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報  告  書 

名称：先進地事例調査（岐阜県瑞浪市） 

日時：平成２０年２月１９日（火）１３:１５～１５：１５ 

場所：瑞浪市経済環境部企業誘致室 応接（４Ｆ） 

出席者：瑞浪市：経済環境部長兼企業誘致室長 増尾健二 

    豊川市：商工観光課 堤主事 

        企画課 柴田主事 

        まちづくり推進課 滝川主事 

 

１ 主旨及び概要 

・企業誘致、立地事業の向上のため、先進事例地として瑞浪市を訪問し、主に瑞浪クリエイシ

ョンパーク事業の成功に関わる事例等の調査を実施した。 

・調査にあたり事前に質問票を送付し、回答をもらう。 

・質問票の回答への質疑、また、その他事項について聞き取りを行った。 

 

２ 内容等 

＜調査行程＞ 

  瑞浪市の各施設を見学→瑞浪市役所→瑞浪クリエイションパーク 

 

＜瑞浪市の状況等＞ 

 ・陶器の町であったが、会社の倒産が目立つようになり、１つの産業に頼っていては、町が衰

退する危機感があった。 

 ・人口４万２千人の町、税収も５０億円程度あったものが、産業の衰退で４０数億円になった。

現在は回復傾向。 

 ・前高嶋市長のリーダーシップは相当なものであった。 

 ・豊田市とは隣接しており、東海環状線を利用することで、セントレアへのアクセスも悪くな

い。 

 ・生活圏は、岐阜市ではなく名古屋市。道路や鉄道も名古屋に向かって走っている。JR を利用

すれば、４０分で名古屋までいける。 

 

＜瑞浪クリエイションパーク＞ 

 ・トップセールスが評価され「企業立地に頑張る市町村２０選」に選ばれた。前高嶋市長は、

かなりのリーダーシップであった。一時、申込数が多くなり、募集をストップさせたことも

ある。 

 ・事業推進もスピードがあった。１社が進出する予定で当該区域の調査等は行い地元の了承は

ある程度得ていたものの、瑞浪クリエイションパークの事業採択を H１４．３に受け、H14．

８には地権者と契約を行った。その後 H１７．１に分譲を開始し、現在ほぼ分譲完了してい

る。 

 ・瑞浪クリエイションパークの条件は良かった。東海環状線が分譲に合わせ、一度に全線開通

したことも大きい。また、単価も低く抑え、助成制度も充実していた。 

 ・東海環状都市地域交流連携推進協議会が作成した「ものづくり文化街道」の東海環状の沿線

のガイドマップに瑞浪を入れてもらい企業誘致に役立てた。 

 ・区域内の市道整備など、市の負担で行い、分譲単価を低く抑えた。市道整備は、工業団地内

道路整備という名目だけではなく、周辺地域へのアクセスの向上を図るためにも行った。 

 ・奨励金は、事業所等設置奨励金、事業所等賃借設置奨励金、雇用促進奨励金の制度がある。

事業所等設置奨励金は、固定資産税の１～３年は１００％、４年目６０％、５年目４０％ の

５年間、奨励金を交付。雇用促進奨励金は、条件はあるが、新規雇用に対し１，５００万円

を上限に１人１５万円を交付する制度。パートアルバイトでも、条件によっては奨励金の対
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象とした。 

 ・工業用水はない。このことから、水を多く使用する企業は、進出できなかったこともある。 

 ・雇用で丌安がある。人材確保が難しくなっている。産学官の連携は特に行っていないが、岐

阜県が主催し、短期間の人材の養成講座を行っている。瑞浪クリエイションパークに進出し

た企業も２社受け入れ企業になっている。 

 ・企業選定のスタンスは、産廃業者は除いたが、特には無い。雇用が多い企業等を誘致する意

思はあった。企業選定については、トップセールスなども行っていたが、中小機構に頼って

いた。 

 ・誘致活動では、管理職以上の名刺には、瑞浪クリエイションパークの絵を裏面に印刷した。

首長の名刺には、自分のイラストを描きトップセールスを行った。 

 

＜増尾室長が上げる瑞浪クリエイションパーク成功のキーワード３＞ 

 （１）前高嶋市長の熱意 

 （２）職員の意識改革（税収が減したことによる危機感もあった） 

 （３）地元の協力 

 

＜企業誘致施策＞ 

 ・平成１９年度当初予算は、約５，８００万円である。 

  大半は、奨励金を支出する予算（約５，５００万円）。 

  その他は、瑞浪クリエイションパークの草刈等の委託料、旅費、高速使用料 等 

 ・進出企業へのアフターフォローは、行っている。企業連合会を設立し、これから年２回ぐら

いは、総会を開催していきたい。また、広報を月２回持っていっている。いろいろ相談があ

るので、アフターフォローは行わないといけない。 

  名古屋に本社のある企業は、名古屋まで行って情報交換している。 

 ・企業誘致室は、瑞浪クリエイションパークの事業進捗中（H１５、H１６）は、室長１名、次

長１名、担当２名、中小機構出向者１名 計５名体制（現在 室長１名、担当１名 計２名）

であった。他に市役所内で、土木、都市計画、商工観光、農務、上下水道の各セクションに

誘致室の兼務辞令を出し、企業から相談があったときは、誘致室の職員が同行し対応した。 

 

＜その他＞ 

・駅前から市役所まで、整備させた道路は、補償物件も多くあり、事業を職員があきらめてい

たが、前高嶋市長の事業推進の意向があり、事業が動き整備が完了した。 

  沿道の店舗も新しくなったことで、客の入りが良くなり、売り上げが上がるなど、効果も出

ている。 

 

＜考察＞ 

 ・事業推進で重要なことは、首長を中心とする職員全体の意識改革であり、企業の立場にたっ

た施策の推進を行う必要があると考える。 

 ・企業にとってスピードが重要であることから、企業誘致担当だけではなく、職員全員で対応

するような体制づくりも必要であると思われる。 

 ・企業立地は、市役所だけでは事業推進は難しく、地元の理解・協力が必要であると感じた。 

 

＜受領資料＞ 

 ・瑞浪市第５次総合計画基本構想編 

 ・瑞浪市第５次総合計画基本計画編 

 ・瑞浪市市勢要覧 

 ・瑞浪クリエイションパーク概要資料 

 ・瑞浪クリエイションパークパンフレット 

 ・各資料 
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企業立地研究会視察報告書（足利市、つくば市東京事務所） 

豊川市参加者 企画部 企画課  主任 松 本 謙 司  

企画部 秘書課  主事 中 山 元 子 

建設部都市計画課 主任 吉 田  信 

１ 視察先（１日目） 

  栃木県足利市本城３丁目２１４５ 

  栃木県足利市役所  

  産業・環境部企業振興課 企業誘致担当課長 三 田 精 造 

  総務部企画課      企画員（課長級） 阿 部  勝 

  産業・環境部企業振興課 企業誘致担当係長 小 宮 一 夫 

  （２日目） 

栃木県足利市通３丁目２５８９ 

足利織物会館３階（足利市ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ｵﾌｨｽ「A-BOX」） 

産業・環境部企業振興課 工業担当主査   森 田  実 

  産業・環境部企業振興課 企業誘致担当主事 関 口 智 樹 

東京都千代田区外神田１丁目１８-１３秋葉原ダイビル８階 

つくば市東京事務所 

市長公室つくば市東京事務所 副所長    飯 泉 省 三 

２ 視察日時 

  平成２０年２月２１日（木）１３：５０～１６：１０(市役所別館会議室) 

               １６：３０～１７：００(市内足利インター・ビジネスパーク現

地) 

平成２０年２月２２日（金）１０：３０～１１：１０(足利織物会館３F｢A-BOX｣) 

平成２０年２月２２日（金）１６：１０～１６：５０(つくば市東京事務所) 

３ 理  由 

  企業誘致活動を積極的に行い、地域経済の活性化を推進している先進地の調査を行う。 

４ 視察内容 

  別紙、視察会議記録および調査票のとおり 

５ 所  感 

足利市は、繊維産業と農業の街として発展し、栃木県内では宇都宮市につぐ県内２番目の

市として行政運営をしてきたわけだが、東北自動車道及び東北新幹線の開通により、小山市

に人口等を抜かれ県内第３位の市となった。地域的には、生活圏が同じである、隣の群馬県

太田市、桐生市、みどり市及び舘林市と両毛地域として広域行政圏としておこなっている。

足利市の当面の課題として「繊維産業の衰退」と「人口の減少」があり、今後の行政運営と

して、企業誘致活動を行うことにより、税収の向上と就労の場の確保といった行政課題を解

決しようとした経緯がある。 

そのような中、足利市の活動内容として、独立行政中小企業基盤整備機構が整備した足利

インター・ビジネスパークでの企業誘致事務を担当していた職員に直接話をさせていただく

ことができ、実際の工夫した点、苦労などを教えていただき参考となった。 

企業側が工場等を立地する条件として、第１に土地の値段、第２に地理的要件（交通アク

セス）、第３に従業員が安心して暮らせる街かが主だと話された。足利インター・ビジネス

パークは平成２３年度開通予定の北関東自動車道足利 IC 隣接地として、開通をすれば交通

アクセス抜群なのだが、開通までの若干の時間差があり苦慮された感があった。 

足利市は、企業誘致担当職員を配置し専属で業務を行うことで、自然にワンストップサー

ビスにもなった。全庁的な企業誘致体制を、トップから内外への発信により行えたことで、

企業に対してさらにワンストップサービスの向上につながった。役所外の市民･企業から見

ると役所は堅い・冷たい感がするのか、非常に好評であったとのこと。特に足利市の担当者

がすぐれていた点として、前歴が観光、児童担当であったことにより、市の概要や居住環境
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の話もできる点で好評につながったと話された。北関東エリアに新規に進出された企業の場

合、従業員の家族で引越しをする時に、担当者が、従業員の奥さんを公用車にて市内を回り、

新居のあっせんもされるほど徹底したことがさらに好評だったとのこと。  

パンフレットについては、実際の企業訪問で得た経験を基に、必要最低限で簡潔に分かり

やすい物を目指したとのこと。企業団地のパンフレットには、優遇制度は触りだけとし用地

の販売単価を載せなく、別に用意することにより、実際に検討する企業であれば、相手側か

ら聞いてくるのでその時に初めて示すことにより、脈がある企業かをふるいにかけることが

できるとのこと。 

研究会で検討している、豊川市の魅力の PR ソフトを検討する中で、大きなボリュームで

作成しない場合の良い手本となると感じた。 

６ 受領資料 

① 足利のまちづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏｯﾌﾟ、第６次足利市総合計画とﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版 

② 足利市企業誘致活動報告書(経済産業省｢企業立地に頑張る市町村｣報告資料) 

③ 足利市企業誘致ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ、西久保田、優遇制度) 

④ 足利市ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ｵﾌｨｽ入居案内 

⑤ つくば市東京事務所各種資料 
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企業立地研究会名簿 

 

座長 企画部企画課 鈴木 一寛 

副座長 企画部企画課 松本 謙司 

 企画部秘書課 中山 元子 

 生活活性部農務課 谷地 耕平 

 生活活性部商工観光課 堤  康裕 

 建設部都市計画課 吉田  信 

 建設部まちづくり推進課 滝川 紘史 

事務局 
企画部企画課 戸苅 憲司 

企画部企画課 柴田 進太郎 
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