
 

 
 

部長会議付議事案書（報告） 

（平成２９年１０月６日） 

提案課名 企画課   

報告者名 高垣秀一 

事案名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との連携協定締結について 資料 有 

提
案
趣
旨 

本年５月、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社から、本市に対し、本市の地域創

生に連携して取り組みたいとの申し出があり、同社と連携事業の効果的な取組方法等に

ついて協議を進めてきました。 

その結果、連携事業の実効性をより高めるため、本市と同社との間で「地域における

地方創生のための連携協定」を締結しましたので報告するものです。 

概 
 
 

要 

協定内容  

同社が有するノウハウを活用した協働による活動を推進し、地方創生の実現及び増進

を図るため、次に掲げる項目について連携及び協力することとします。 

(1) 市民生活の安全・安心に関すること。 

 (2) 防災・減災等の災害対策に関すること。 

 (3) 同社がノウハウを有するリスクマネジメントに関すること。 

 (4) 産業・観光の振興及び企業支援に関すること。 

 (5) シティプロモーションの推進に関すること。 

 (6) 前各号に定めるもののほか、地域における地方創生に資する取組に関すること。 

経 
 
 

過 
平成２９年 ５月   同社から地域創生事業に連携し取り組みたいとの申し出 

   同年 ８月   同社が地方創生事業に対する協賛金の申し出があり、協議の結

果、１４８万円の支援が内定 

同年 ９月   平成２９年第３回市議会定例会において地方創生支援協賛金内

定に伴い一般会計補正予算を提案 

   同年１０月３日 「地域における地方創生のための連携協定」を締結 

※ 平成２９年８月末現在、同社は、全国５１自治体と協定を締結。県内では本

市が初の取組となる。 

今
後
の
進
め
方 

 取組を効果的に実施するため、協議の機会を設けるとともに、具体的な実施内容につ

いては、今後、協議して決定していきます。 

また、同社からの支援メニュー等を適宜、庁内に情報提供することで、民間事業者の

有するノウハウを有効活用した活動を推進し、本市の地方創生に連携して取り組んでい

くものです。 

報告１  
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安全なまちづくりメニュー

１

セミナー概要 所要時間目安 約60〜90 分

〔対象〕 従業員・職員/管理者の皆さま

〔講師〕
株式会社 インターリスク総研

地域の交通安全活動をあいおいニッセイ同和損保がバックアップ！

リスクコンサルティングの専門家が「従業員・職員目線」「管理者目線」で交通安全に関わる⼀般的
な知識からヒューマンエラー、交通事故により発⽣する運転者の責任などについて解説します。

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティ
ング会社である、インターリスク総研が講師を務めます

実際の統計データや⾼額賠償事例、映像などを
活用し、対策のポイントをお伝えします
◇人身事故はどういった場面で起きているか
◇過去どのような⾼額賠償事例があったか
◇⾃動⾞を運転している際に、どういった危険が潜んでいるか
交通事故によりどういった責任が発⽣するか etc

安全運転へのリスクマネジメント
ヒューマンエラーについて
危険予測運転について
交通事故により発⽣する運転者の責任

（その他ご希望により内容の追加が可能です）

⾃動⾞事故の企業責任はどこまで及ぶのか

＜2016年度 開催実績＞

神奈川県 厚木市/海⽼名市 福岡県 久留⽶市 滋賀県

⾃動⾞事故対策を対象に応じて専門家が解説します

◇パソコン・プリンター・ハンドル・ペダル等が全てセット

２

アクセスチェッカーの特徴

〔対象〕 職員・従業員/管理者の皆さま

〔提供元〕
株式会社 インターリスク総研

搬送可能な安全運転診断機器！

運転適性診断機能に加え、新たにドライブシミュレーター機能を搭載した最新機器です。
指示に従い、付属のハンドル・アクセル・ブレーキを操作することで検査ができます。

警察庁認定準拠の運転適性診断機能を搭載
◇最大４項目の適性診断が可能
危険予知訓練（KYT）に活用できる運転ｼﾐｭﾚー ﾀー 機能を搭載
◇市街地等の⾛⾏時に遭遇する危険場面を疑似体験

（１日単位で最大3日間の貸出が可能です）

４つの検査（単純反応・選択反応・ハンドル操
作・注意配分/複数作業）で運転⾏動の特性
を知らせ、安全運転のアドバイスを提供

必要な機材が１つの郵送用ボックスにパッケージ

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティ
ング会社である、インターリスク総研から発送します

＜2016年度 提供実績＞

兵庫県 姫路市/たつの市 茨城県 坂東市 静岡県

運転シミュレーター機能を使うことで、
「市街地⾛⾏」「飲酒運転疑似体験」が可能

ゲーム感覚で安全運転診断が可能です

安全なまちづくりメニュー
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３

〔対象〕
地域の皆さま/中学⽣・⾼校⽣の皆さま

地域の交通安全活動をあいおいニッセイ同和損保がバックアップ！

弊社社員が⾃転⾞事故の実情から⾼額賠償事例を紹介し、⾃転⾞を安全に運転するための
⽅法として「⾃転⾞安全利用五則」を取り上げ解説します。

全国の⾃転⾞事故実態や⾃転⾞事故の推移、
⾼額賠償事例などを取り上げ安全運転のポイント
をお伝えします

交通事故（⾃転⾞）発⽣状況
⾃転⾞は⾞両
人身事故を防ぐために
⾃転⾞安全利用五則
⾃転⾞の点検

〔講師〕
あいおいニッセイ同和損保株式会社社員

道交法改正の背景やポイントなどを解説します

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサル
ティング会社である、インターリスク総研が作成した
資料に基づき講習会を実施します

＜2016年度 開催実績＞

岡山県 岡山市

⾃転⾞事故を「起こさない」「巻き込まれない」をテーマにした講習会です

セミナー概要 所要時間目安 約30〜60 分

安全なまちづくりメニュー

災害・震災対策支援メニュー

〔対象〕 災害・震災対策担当者の皆さま

〔講師〕
株式会社 インターリスク総研

仮想企業の緊急対策本部に○○班のリーダーとして訓練体験！

地震発⽣後日没までの約５時間に実施しなければならない緊急対策本部の活動を約１時間で
疑似体験してもらいます。

参加者に訓練DVDをプレゼント！！

大地震発生をリアルに再現
◇通常の５倍速で時を刻む「訓練時計」を使用
◇予め作成してある「ニュース映像」を常時放映
◇各種情報・要望・照会等が記載されたカードを大量に配布
◇⾃ら情報収集に動く際の情報収集先として、訓練参加者
以外のすべての機関や人の役割を担う「ダミー機関」を設置

BCP訓練に関する座学講義

地震BCP「模擬訓練」の体験

「訓練DVD」（地震BCP初動訓練体験セット）の紹介

◇BCPの実効性検証に「BCP訓練」を解説

◇「状況付与型シミュレーション訓練」を体験

◇模擬訓練使用コンテンツを収録した「訓練DVD」の説明

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティ
ング会社である、インターリスク総研が講師を務めます

仮想企業を想定した「模擬訓練」に対策要員として参加します

セミナー概要 所要時間目安 約150 分

４
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災害・震災対策支援メニュー

セミナー概要 所要時間目安 約60〜90 分

〔対象〕 企業経営者の皆さま

〔講師〕
株式会社 インターリスク総研

震災を教訓に

開催地域で考慮すべき⾃然災害（地震・津波、水災、土砂災害等）を特定したうえで、熊本
地震における企業の対応事例から得られた教訓を踏まえて、BCPのポイントを提示します。

実際にBCPを策定していた企業はどうだったか
損失が大きい企業、少ない企業の違いは何か

熊本地震を様々な統計データに基づき分析
◇地震のタイプは【活断層型】【海溝型】どちらに分類されるか
◇東日本大震災と比べてどうか

熊本地震が企業等に与えた影響

セミナー開催地域で考慮すべき災害

熊本地震から学ぶBCPのポイント

◇社会インフラへの影響、企業の対応等を紹介

◇開催地域のハザードマップ分析のうえ、考慮すべき災害を特定

◇BCP整備や⾒直しにおいて押さえるべきポイントを紹介

＜2016年度 開催実績＞

北海道 江別市 大阪府 門真市 千葉県 船橋市

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティ
ング会社である、インターリスク総研が講師を務めます

熊本地震の教訓を踏まえたBCPのポイントを解説します

５

災害・震災対策支援メニュー

ツール概要

主要１５業種別 地震ＢＣＰ策定キットを提供！

本キットには業種別の「作成マニュアル」と「ＢＣＰ作成雛形・ツール集」がセットになっているため、
効率的に企業のＢＣＰが策定できます。

まるでプラスチック模型のように「設計図」を参照しな
がら「パーツ」を組み⽴てていくとＢＣＰが完成

＜ＢＣＰキットくんの構成＞
ＢＣＰ雛形（パーツ）

作成の手引き（設計図）

①本編
大地震の発⽣確率・被害想定、緊急時対応、平常時
対応等について整理をしたもの。ＢＣＰの原形となる。

①本編
上記ＢＣＰ雛形のアレンジ手法を解説したもの。

１５業種それぞれに対応したキットを準備
■製造業 ■病院 ■ホテル・旅館 ■建設・土木業
■不動産業 ■運送業 ■飲食業 ■塾 ■小売業
■ソフトウェア開発 ■アミューズメント施設 ■整備工場
■ガソリンスタンド ■ディーラー ■神社・仏閣②各種様式・ツール集

本編の中から緊急時対応に使用する様式・ツールを別冊
の形で抜き出し、詳細について整理したもの。緊急時には
本編ではなく、こちらを使用することを想定。

②資料編
上記アレンジ（被害想定部分）に使用する都道府県
ごとの「震度分布図」と「津波浸水図」をまとめたもの。

〔対象〕15業種の企業経営者の皆さま
ＢＣＰ策定の有無によって、大規模地震発生時の
事業継続に大きな差が生じます

※セミナーを実施した企業に対して提供します。

⾃社の地震ＢＣＰ策定が簡単にできます

６
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災害・震災対策支援メニュー

〔講師〕 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

地域の消費者・事業者向けに木造建物の耐震診断と耐震セミナー・講習会を提供し、
震災に強いまちづくりを支援します。

無料で、地盤、基礎、建物の形、壁の配置、筋交い、壁の
割合、⽼朽度を調査し「診断時結果報告書」を提供します

無料耐震診断

耐震セミナー・講習会

■無料耐震診断

「診断結果報告書」では、建物構造に関する注意点を記載し、
住まいの耐震性について、評点にて分かりやすく解説します

■耐震セミナー・講習会

消費者向けセミナーと事業者向けセミナーを実施し、耐震への
注意喚起を促します

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の
「⼀般耐震技術認定者」が現地調査を⾏い、
基礎や外壁の傷み具合、建物内の⽼朽化レベ
ルなどを無料で診断します（組合員不在の地域は
対応できない場合があります）

＜事業者向け＞
木造住宅の耐震、防災に関するセミナーと地震保険
の活用⽅法による講演
＜消費者向け＞
耐震の基本や耐震診断の進め⽅、具体的な補強
事例に関するセミナー

木造住宅の耐震化を促し、震災に強いまちづくりを支援します！

＜2017年度 開催予定＞ 広島県 福山市

対象
物件

●木造在来工法で平屋建もしくは2階建の住宅
●昭和25年以降、平成12年5⽉までに着工された住宅
●お住まいの⽅の持ち家、もしくは親族が所有する住宅

⽊造住宅の耐震診断により、地震災害リスクに備えます

サービス・セミナー概要 所要時間目安 要相談

７

災害・震災対策支援メニュー

〔講師〕
⼀般社団法人レトロフィットジャパン協会 など

地域の非木造建物を所有する法人を対象として、耐震診断・耐震補強工事などのハード対策と
耐震セミナー・講習会などのソフト対策を提供する企業・団体を紹介します。

耐震診断

耐震セミナー・講習会

■耐震診断

■耐震補強
建物を使用しながらの耐震施工(JSPAC耐震工法)を紹介

綿密な現地調査を⾏い、基礎や外壁の傷み
具合、建物内の⽼朽化レベルなどを診断します

非木造住宅の耐震化を促し、震災に強いまちづくりを支援します！

〔対象〕
非木造建物を所有する企業の経営者・
ご担当者さま

対応可能物件 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造

耐震予備診断

現状資料を基に、建物の概
略の耐震性能を計算し、耐
震補強⽅法の概要を提案

耐震診断

耐震性能を評価、耐震改
修が必要かどうかを判断。
現地調査により各種調査
を実施

耐震補強工事

協会独⾃の(居ながら施
工)で従来よりも低コスト
な耐震補強工事を実現

(有料)2〜3週間 (有料)3〜9か⽉ (有料)

■耐震補強 改正耐震改修促進法により昭和56年5⽉以前の旧耐震基
準で建築された建築物の「耐震診断・結果報告・結果公表」
が義務化され、結果に応じたハード対策が緊急課題です◆耐震改修促進法の法改正について

◆次世代型耐震補強工法の紹介
◆BCPセミナーと合わせて開催することも可能

本本本本サービスはサービスはサービスはサービスは一部一部一部一部、、、、紹介紹介紹介紹介サービスサービスサービスサービスでありでありでありであり、、、、
実費実費実費実費はははは利用企業利用企業利用企業利用企業さまさまさまさまにににに負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます

非⽊造建物の耐震ソリューションを紹介します

サービス・セミナー概要 所要時間目安 要相談

（耐震化についての電話相談は無料）

８
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安心・安全に暮らすためのリスクマネジメントメニュー

⾼齢者やそのご家族に、家庭内に潜む危険や事故の防止策を紹介します。

⾼齢者住まいの安心と地域社会の安全のために

〔対象〕
⾼齢者・⾼齢者のご家族の皆さま

〔講師〕
あいおいニッセイ同和損保株式会社社員

わが家は危険？

家庭内の危険個所を事例に基づいて紹介
家庭内の事故・くらしの危険に対する基本対応とは

⾼齢者は交通事故より家庭内の事故の方が亡くなっている！
日常生活にはどんな危険があるのか？
どんな事故があるのか？
どんなことに気を付ければ安全に過ごせるのか？
具体的に紹介し、解説します

簡単な「チェックシート」を配布します
ご家庭に戻っていただいた後、ご家族で⾃宅内を
点検して安全を確認！！

＜2016年度 開催実績＞

香川県 土庄町

⾼齢者の身の回りのリスクと対策をわかりやすく解説します

セミナー概要 所要時間目安 約60 分

９

保育所・幼稚園等において重大事故が起こった場合に適切に対処することだけでなく、重大事故
を未然に防ぐための実践的な研修メニューを提供します。

研修テーマ（例） 所要時間目安 各60〜90分程度

〔対象〕 保育事業者（管理職・職員）の皆さま

保育所・幼稚園等の重大事故に備えて

事故防止及び事故発生時の
対応のためのガイドライン解説

保育・教育現場における
危険予知訓練

重大事故を未然に防ぐ観点で、リスクマネジメ
ントの取組みを継続的に⾏うことができる
実践的な研修メニューをラインナップしています

安全な保育環境づくりをお手伝いします

2016年3⽉31日に国より公表された、
「教育・保育施設等における事故防止及び
事故発⽣時の対応のためのガイドライン」に
関してポイントを絞って解説します

危険予知訓練の考え⽅や手法を講義で説
明し、実際にイラストを使用してグループで
協議して頂きます。グループ協議によって、
危険予知訓練の手法を実践的に習得する
ことが出来ます

被災時の事業継続と
平時の備え

新型インフルエンザ等
発生時の対応

新型インフルエンザ等感染症が発⽣した場
合に求められる対策及び、業継続計画の
書き⽅について、演習を踏まえた解説します

災害に備えた体制の構築⽅法だけでなく、
平時の事前対策や地域連携・地域貢献の
ポイントまで詳しく解説します

MS&ADインシュアランスグループのリスク
コンサルティング会社である、インターリスク
総研が講師を務めます

2016年3月31日に国から公表された「教育・保育施設等
における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラ
イン」は、ガイドライン作成にあたる調査事業事務局をイン
ターリスク総研が担当しました

安心・安全に暮らすためのリスクマネジメントメニュー

１０
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産業振興・中小企業支援メニュー

人材不⾜や法改正に伴う経営に関する課題・日常的に起こりうる事故、⼊居者への虐待等
業務上に起こりうるリスクに対して、アドバイスを⾏うことで適正な業務運営を支援します。

事業者のリスクへの備えで⼊居者も安全

〔対象〕
介護福祉事業の経営者・職員の皆さま

〔講師〕
あいおいニッセイ同和損保株式会社社員

施設の内の事故に備えるリスクマネジメント

施設の防犯対策
大規模災害対策

地⽅公共団体や社協、⽼施協が主催となる研修や
セミナーへの講師派遣も多数実績があります

年間100回近い開催実績あり！！
◇元職員による⼊居者の殺傷事件、認知症者の徘徊による

線路⽴ち⼊り事故等、介護事業者は日々新たなリスクと
対峙しています

◇事業者が聞きたい！セミナーテーマを多数準備しています

事業者に人気のツールも多数ラインナップ
◇無料の資料を多数準備、なかでも事業者で起きた事故や

対策をニ記事にした「ＲＭニュース」（毎⽉発⾏）は好評
につき10年以上に亘って発⾏

職員へのコンプライアンス徹底と虐待防止

事例から学ぶ管理者の事故対応
（⼀部のセミナーテーマ）

介護事業者を取り巻くリスクについて丁寧に解説します

セミナー概要 所要時間目安 約90〜120 分

11

産業振興・中小企業支援メニュー

〔対象〕 企業経営者の皆さま

〔講師〕
株式会社 MS＆Consulting

企業経営者の味⽅！ グローバルな目線を持つ講師がリアルに語る！

国によって異なる訪日客の消費ニーズを的確に捉え、サービスを提供する⽅法は？
2020年目標訪日観光客4000万人に向けて増加するインバウンド需要取り込みの “カギ” をお伝えします。

業界NO１の調査実績を持ち、リアルなお客様像に
合わせたモニターから、多様化するニーズの最新情報
をキャッチ！

周 彦廷 氏
（シュウ ゲンテイ）

インバウンド客の満足と感動
言語について
国別分析とその対策
具体的な対策と活動

国内に43万人のモニターパネルを有し、年間調査
店舗数 6.3万店の実績あり！（国内店舗診断の場合）

セミナー参加者限定！
１店舗分無料診断のサービスを用意！

本本本本サービスはサービスはサービスはサービスは紹介紹介紹介紹介サービスサービスサービスサービスでありでありでありであり、、、、実費実費実費実費はははは
地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体さまさまさまさまにににに負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます

外国籍の講師が観光客目線で感じる違和感と対処法を解説します

セミナー概要 所要時間目安 約120 分

英語堪能、もっとも⾼レベルの日本語能⼒試験N1
に合格した台湾国籍の周氏が講師を務めます

1２
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産業振興・中小企業支援メニュー

セミナー概要 所要時間目安 60 分〜90分程度

〔対象〕
食品製造業/飲食業（食品衛⽣の⾒直し・強化を
検討している食品関連企業）の皆さま

〔講師〕 株式会社 インターリスク総研

「食の安全」対策に関する情報が満載です！

昨今の食中毒や異物混⼊等による⾃主回収事故をもとにした予防策のポイントや食品衛⽣の基本と
なる⼀般衛生管理について具体的な取組み方法、管理方法について解説します。

セミナー出席者からの相談にお答えする
「食の安全 よろず相談会」も用意しています

複数テーマの組合せも可能です。
ご要望に応じて、柔軟に対応します。

昨今の食品関連事故
◆食中毒事故と⾃主回収事例の動向◆異物混⼊事故と⾃主回収事例の動向

食品事故の未然防止関連ツール
◆ 5S活動 ◆⼀般衛⽣管理 ◆その他（HACCP、ISO22000、FSSC22000等）

⼀般衛生管理の⾒直し・強化
◆⼀般衛⽣管理とは ◆⼀般衛⽣管理の種類 ◆⼀般衛⽣管理の進め⽅

⼀般衛⽣管理を主な要求事項とする
HACCP等の認証取得のための
キックオフセミナーとしても利用可能です

※内容は⼀部変更する場合があります

⼀般衛生管理の⾒直し・強化のポイントをお伝えします

1３

産業振興・中小企業支援メニュー

セミナー概要 所要時間目安 120分〜応相談

〔対象〕
食品製造業/飲食業（HACCPの⾒直し／新規導⼊
を検討している食品関連企業）の皆さま

〔講師〕 株式会社 インターリスク総研

昨今の事故事例を踏まえ、HACCP導入の重要性や開発経緯を踏まえた本質、基礎について解説します。

セミナー出席者からの相談にお答えする
「食の安全 よろず相談会」も用意しています

複数テーマの組合せも可能です
ご要望に応じて、柔軟に対応します

昨今の食品関連事故
HACCP導入の重要性
◆HACCPとは ◆HACCPの義務化に関する動向
◆様々なHACCP関連認証制度
HACCPシステムの構築ポイント
◆HACCP 7原則12手順の概説 ◆準備段階としての5手順
◆HACCP 7原則の進め⽅

HACCP認証取得のためのキックオフセミナーとしても
利用可能です

・内容は⼀部変更する場合があります

「食の安全」対策に関する情報が満載です！

食品製造過程の⾼度化管理を促進します

(※)HACCP（（（（ハサップハサップハサップハサップ））））とは、食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因
（ハザード；Hazard）を分析し、それを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須
管理点）を連続的に管理して安全を確保する管理手法です。

（※）
1４
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産業振興・中小企業支援メニュー

セミナー概要 所要時間目安 60 分〜90分程度

〔対象〕
食品製造業/飲食業/流通業の皆さま

〔講師〕 株式会社 インターリスク総研

危機管理に特化し、過去に発⽣した食品事故や不祥事例を踏まえ、食品事故発生時に備えた危機
管理態勢整備や対応上の留意点を解説します。

セミナー出席者からの相談にお答えする
「食の安全 よろず相談会」も用意しています

複数テーマの組合せも可能です
ご要望に応じて、柔軟に対応します

食品事故発生時における緊急時対応の概説
◆過去の発⽣事例 ◆食品事故の特徴 ◆企業への影響
事例分析
◆事件概要 ◆事件経緯 ◆社内処分 ◆緊急時対応の評価 ◆再発防止策
危機管理・緊急時対応の要諦
STEP1 緊急時対応体制の整備 STEP2 事実確認 STEP3 基本⽅針決定
STEP4 対応策検討 STEP5 情報開示

事故発⽣に備えた緊急時対応の体制・プロセスに
ついてだけでなく、他社事例分析により、緊急時
対応の失敗例なども解説します

※内容は⼀部変更する場合があります

「食の安全」対策に関する情報が満載です！

事故の特性および企業への影響等を解説します

1５

産業振興・中小企業支援メニュー

セミナー概要 所要時間目安 60 分〜90分程度

〔対象〕 食品製造業・飲食業の皆さま

〔講師〕 株式会社 インターリスク総研

実際の食品テロ事例などをもとに、食品防御策のポイントなどソフト面、ハード面の双⽅について実例を交
えながら解説します。

セミナー出席者からの相談にお答えする
「食の安全 よろず相談会」も用意しています

複数テーマの組合せも可能です
ご要望に応じて、柔軟に対応します

国内外で発生した食品テロ事件
食品防御の基本的な考え方
業界における食品防御の取組み状況
FSMS（食品安全マネジメントシステム）認証規格における食品防御の要求事項
食品防御に関する体制整備の進め方

◆脆弱箇所の洗い出しと想定されるリスクシナリオ ◆脆弱性レベルの評価 ◆対策の⽴案

「食品テロ」は、悪意を持って脆弱な箇所を不意
に攻撃してくるため、その予測・対策は困難です

本セミナーではコンサル実績を踏まえ、食品防御
への取組み手法を解説します

※内容は⼀部変更する場合があります

「食の安全」対策に関する情報が満載です！

その時々の旬な事例を交え、「食の安全」取組みをサポートします

1６
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産業振興・中小企業支援メニュー

セミナー概要 所要時間目安 60 分〜90分程度

〔対象〕
食品製造業・飲食業の皆さま

〔講師〕
株式会社 インターリスク総研

昨今の事故事例を踏まえリスク対策の考え⽅やサプライヤー管理の詳細について、具体的な項目例を
交えて解説します。

セミナー出席者からの相談にお答えする
「食の安全 よろず相談会」も用意しています

複数テーマの組合せも可能です
ご要望に応じて、柔軟に対応します

フードチェーン由来の食品事故事例
フードチェーンを取り巻くリスク
◆川上から来るリスク ◆川下に向かうリスク
文書管理のポイント
サプライヤー監査のポイント
◆ SQAとの整合性 ◆トレーサビリティ態勢 ◆コンプライアンス態勢 ◆工場の衛⽣管理

・内容は⼀部変更する場合があります

受発注業者の双方の⽴場・目線での食品リスクの
対策項目を盛込むことも可能です

サプライヤーの選定や監査の実践ポイントに
ついても解説します

「食の安全」対策に関する情報が満載です！

サプライヤー管理の実践ポイントについて解説します
（※）

（※）原材料の調達から販売に⾄るまでの食品供給の工程

1７

産業振興・中小企業支援メニュー

「事業性評価」について地域⾦融機関に支援を⾏っているタナベ経営のコンサルタントが講師となります。
中小・中堅企業が知って得する事例を踏まえて、⾦融機関の企業の⾒⽅をお伝えします。

■事業性評価の概要 ■中小企業が取組むべきこと

セミナー内容 所要時間目安 約120 分

〔対象〕
企業経営者さま（全業種）

〔講師〕
株式会社タナベ経営

戦略的投資をお考えの方 資金調達を予定している方

成長意欲が高い方

⾦融機関に評価される事業計画の作りかたを、エキスパートが
分かりやすく説明します

自社を客観的に認識したい方

❶ 事業性評価とは
❷ 共通ベンチマーク指標
❸ 事業性評価融資を受けるポイント
❹ 地方銀⾏・信用⾦庫の取組み事例

❶ 会社は潰れるようにできている
❷ 経営は未来を描き実⾏することである
❸ 成⻑企業に学ぶ経営の原理原則
❹ 変革時代における経営トップの役割

⾦融機関は企業のココを⾒る！！

成⻑⼒のある企業や確固たる事業計画を有する地域企業を応援します

1８
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産業振興・中小企業支援メニュー

地方公共団体で働く皆様から始めてみませんか？

〔協⼒〕 ベルマーク教育助成財団

ベルマークを集めて地域の輝く未来の子供たちを応援しよう！

地⽅公共団体における地域貢献活動、社会貢献活動のひとつとして、ベルマーク活動にご賛同
いただき、「ベルマークサポーター(※)」としての収集取組みを実施いただくことを提案します。
※「ベルマークサポーター」とはベルマーク運動の主旨に賛同しベルマークを継続的に収集いただいている企業・団体様です。

地⽅公共団体が
ベルマークサポーターとして
ベルマークを集めます

地⽅公共団体にて
集約いただきます

設備用品が購⼊され
地域の子供たちのために

役⽴てられます

収集 寄贈 購入

具体的な収集から寄付までの流れ

地域の幼稚園・
小学校・中学校へ

寄付します

ベルマークサポーターの皆様への支援策
収集BOXやチラシ・ポスターなど活動を盛り上げる収集グッズを
提供します

ベルマーク財団・地域AD倶楽部ホームページに「ベルマークサポー
ター」として掲載し、「地域に密着し、貢献する」企業・団体として
紹介します

ベルマーク財団に対し「取組みについての取材」を依頼します
⇒ベルマーク新聞やHPに掲載されるため、地⽅公共団体の社会
貢献活動としてPRすることができます
◆取材・ベルマーク新聞への掲載をお約束するものではない点をご了承ください

学校などで集められているイメージが強いベルマークですが、子どもがいない世帯や法人・事業所等では
ほとんど使用されず捨てられているのが現状です。
未回収だったベルマークを地⽅公共団体の皆様で収集することから、子供たちの未来に役⽴てましょう。
そして地域の⽅々が集まる場所にもベルマークBOXを設置し、ぜひ収集を呼びかけてください！

（ベルマーク財団作成）
ベルマーク⼀覧 ベルマーク財団HPポスター・チラシベルマークBOX

手軽に始める地域貢献活動です

取組み内容

１９

産業振興・中小企業支援メニュー

セミナー概要 所要時間目安 90分程度

〔対象〕
全業種の経営者さま
（個人情報を取り扱う企業が主な対象です）

〔講師〕
株式会社 インターリスク総研

信頼される地域密着企業であり続けるために！

近年、不正⾏為や過失により個人情報が漏えいす
る事件や事故が相次いで発⽣しています

また、2017年5月30日に改正個人情報保護法
が全⾯施⾏され、改めて個人情報の保護や漏えい
対策について関心が⾼まっています※内容は予告なく変更する場合があります

個人情報の概要
個人情報漏えい事件・事故
個人情報が漏えいした場合の影響と対応
情報漏えい対策のポイント
個人情報に関する参考情報（トレンド、個人情報保護法の動向など）

情報管理におけるヒューマンエラーおよび防止対策に
ついて、疑似体験をまじえた研修や、ＳＮＳ利用時
のリスク対策研修も用意があります

個人情報等企業の重要情報保護の概要と情報漏えいの予防対策だけでなく、漏えい発⽣時の対応に
ついて解説します。

情報管理の基礎を事例を用いて実践的に解説します

20
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コンサルティング概要

〔提供会社〕
株式会社 インターリスク総研

情報管理体制の⾒直しと管理対策に！

お客さま企業の情報セキュリティ強化のための管理体制診断、管理体制整備、情報漏洩発⽣時の
対応体制整備などのサービスを提供します。
※⼀部、⾼度な専門技術と豊富な経験を有する協⼒会社が対応します。

情報管理体制診断
既存の情報管理体制に関するルールや組織体制、現場での
運用状況等を把握し、診断結果をレポートに整理します
サーバ・WEBのセキュリティ診断（有償）
サーバ・WEBの脆弱性を技術的に調査します
情報管理体制整備（有償）
既存の規程・体制を踏まえ、貴社における情報管理体制の
整備・構築を支援します
情報漏えい発生時の対応体制整備（有償）
情報漏えい発⽣時のＴＯＤＯを整理し、緊急時の対応体制
の整備・構築を支援します

役職員向け教育・研修
情報管理に関する役職員向け研修を支援します

シミュレーショントレーニング（有償）
情報漏えい発⽣時等の危機シナリオに基づく模擬記者会⾒などの
トレーニングを実施し、対応の実践⼒を養成します

シミュレーショントレーニングによって緊急時の対応
能⼒の向上だけでなく、策定したルールの実効性
を検証・当該ルールの周知、既存対策の⾒直し
効果など、様々なメリットを享受できます

〔対象〕 全業種
（個人情報を取り扱う企業）

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの実施ｲﾒｰｼﾞ

既に策定されている情報管理に関するルールや
組織体制、運用状況等を把握し、現状における
課題を明確にします

情報漏えい事故の特性を踏まえて、事故発生
時の対応事項や留意点等を整理したマニュアル
を策定します

個人情報管理体制の実態調査と体制構築をお手伝いします

本本本本サービスはサービスはサービスはサービスは一部有料一部有料一部有料一部有料でありでありでありであり、、、、
利用企業利用企業利用企業利用企業さまさまさまさまにににに負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます

-17-

産業振興・中小企業支援メニュー
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産業振興・中小企業支援メニュー

〔対象〕 企業経営者の皆さま

〔講師〕
ソルナ株式会社

企業経営者の味⽅！ ブランドドクターがリアルに語る！

企業の「健康経営」を脅かす要因のひとつにあるネット炎上・風評被害・誹謗中傷。これらをきっかけに
企業ブランドが失墜していくリアルな実例とともに、トラブル時の初動対応等をわかりやすく解説します。

NPO法人日本リスクマネージャー＆コンサルタント
協会（RMCA）のアドバイザーであるソルナ株式会
社が講師を務めます

セミナー参加者限定！
インターネット無料簡易診断サービス（先着３社）

実績は600社以上！
◇大手企業・上場企業を含む600社以上に対して
サービスを提供
銀⾏等の⾦融機関を通じた顧客紹介により顧客
ネットワークを拡大中

企業をつぶすネット上の誹謗中傷
⾃社の評判を把握されていますか
意外と知られていない炎上のメカニズム
トラブルにあってしまったら・トラブルにあわない５つのポイント

ネット炎上・風評被害・誹謗中傷を幅広く解説します

セミナー概要 所要時間目安 約120 分
※地域によっては、本メニューを提供できない場合があります

22
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産業振興・中小企業支援メニュー

〔対象〕 企業経営者の皆さま

〔講師〕
ソルナ株式会社

企業経営者の味⽅！ ブランドドクターがリアルに語る！

脅威の多くは、メールやウェブアクセスを経由して侵⼊してきます。 改正個人情報保護法が施⾏
されたいま、あらためて最重要経営課題である“セキュリティ対策”をわかりやすく解説します。

NPO法人日本リスクマネージャー＆コンサルタント
協会（RMCA）のアドバイザーであるソルナ株式
会社が講師を務めます

実績は600社以上！
◇大手企業・上場企業を含む600社以上に対して
サービスを提供
銀⾏等の⾦融機関を通じた顧客紹介により顧客ネッ
トワークを拡大中

標的にしやすいターゲットと最新手口

サイバー攻撃を⾏う“犯人”と“思考”

企業経営者がとるべきセキュリティ対策とリスク対策など

標的になりやすい中小企業の「特徴」と「対策」を解説します

セミナー概要 所要時間目安 約120 分
※地域によっては、本メニューを提供できない場合があります

23

産業振興・中小企業支援メニュー

〔対象〕 企業経営者の皆さま

〔講師〕
杜若（かきつばた）経営法律事務所

企業経営者の味⽅！ 戦う弁護士がリアルに語る！

実際に起こっている人事労務の諸問題から労働事件訴訟等の実例をもとに、企業経営者目線で、
トラブル対応策や防止策について解説します。

約3万人いる弁護士のうち、0.3％ほどしかいない
労務問題を専門とする弁護士が講師を務めます

セミナー参加者限定！無料相談実施（先着３社）

リアルな訴訟事例に基づく対処法をお伝えします
◇突然の内容証明！⾼額な賠償請求が送られてきた時の

“してはいけないこと”と”すべきこと”とは!?
◇メンタルヘルスで労災。労災請求をしたいと言われたら・・・

業務命令に従わない問題社員！辞めさせていいの？
残業代請求、不当解雇で会社が勝つ確率！
本当に怖い！セクハラ、パワハラ、メンタル、労災！
労務ﾄﾗﾌ゙ ﾙに強い『就業規則』と『実務対処法』はこれだ！

労使間トラブル対策を経営者目線で解説します

セミナー内容

24
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産業振興・中小企業支援メニュー

〔対象〕
企業経営者・管理職・従業員の皆さま

企業の活性化や経営の向上のために

企業における⼥性活躍が注目されている背景や、⼥性活躍によって企業にもたらすメリットについて
解説します。

なぜ⼥性活躍が話題に上がるのか、⼥性活躍推
進の動向とその特徴について解説します

なぜ「⼥性活躍」が話題に上がるのか

⼥性労働⼒率の実態

⼥性の悩み

⼥性活躍・登用にあたってのあれこれ

⼥性活躍・登用によって得られることはなにか

従業員の気持ち

⼥性活躍の効果的な取組みについて解説します

セミナー内容 所要時間目安 約60分

⼥性活躍・登用にあたって成功している企業の
取組み事例を紹介します

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサル
ティング会社である、インターリスク総研が講師を
務めます

25

観光振興・リスクマネジメントメニュー

〔対象〕 観光業、小売業、飲食業、旅館業、
観光協会、商工会などインバウンド
（訪日客）対応が必要とされる事業者さま

〔講師〕
株式会社 インターリスク総研

拡大するインバウンド市場において、地⽅公共団体や観光地、企業のリスク対策を強化！

宿泊施設や旅⾏会社等のインバウンド関連事業者を取り巻くリスクを紹介します。特に災害発⽣時において
訪日外国人観光客が事故・災害等に⾒舞われる場合を想定した対策を解説します。

インバウンド消費の概要・動向について
観光地を取り巻くリスク
災害発生時に観光地に求められる対応
観光地における取組み事例

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサル
ティング会社であるインターリスク総研が講師を務め
ます

⾃然災害をはじめとした、観光地を取り巻くリスクへ
の対応について解説します

災害発生時に訪日観光客向けに求められる対応、
平時から⾏うべき取組みについて、事例を交えて
解説します

＜2016年度 開催実績＞ 富山県 大阪府

観光地における災害対応に焦点を当てたﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰです

セミナー概要 所要時間目安 約60 〜90分

26
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観光振興・リスクマネジメントメニュー

訪日外国人観光客が緊急時にどう対応したらよいかの情報を盛り込んだ「緊急災害時観光・
避難マップ」を地⽅公共団体でのヒアリング、現地調査を⾏いオーダーメイドで作成します。

コンサルティング内容

〔対象〕
観光振興に取組んでいる地⽅公共団体さま

〔観光都市を目指して・・・〕
○2016年の訪日外国人数（日本政府観光局発表推定値）は
過去最⾼の約2,404万人となるなか、各地⽅公共団体は『地⽅
創⽣』の名のもと、訪日外国人を地域に呼び込むためのさまざまな
企画やプロモーションを⾏っています。

○⼀⽅で、地震をはじめとする日本の災害リスクについて「もしものとき」
に備えておく『防災・減災の取組み』が強く求められますが、訪日外国
人観光客に対する対策がまだまだ不⼗分であるのが現状です。

訪日外国人観光客への防災・減災取組み支援です！

災害時の避難に関する課題ヒアリング

外国人目線での避難ルート現地調査

地図の完成イメージに関する打合せ

観光・避難マップ作成
◇多言語での作成が可能です！
◇観光・避難マップ作成後は効果的な配布方法
等も併せて提案します！

本本本本サービスサービスサービスサービスのののの実費実費実費実費はははは、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体
さまさまさまさまにににに負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます

安全な観光都市づくりをお手伝いします

27

販路拡大支援メニュー

〔対象〕
企業経営者（メーカー）の皆さま

〔講師〕
株式会社PlusD など

売上にお悩みの企業様必⾒！地域企業の販路拡大を支援します！

ネットショップの運営や⽴ち上げで課題を抱える地域企業を対象に、ネットショップ運営のノウハウを
お伝えするECセミナーを開催します。

ネットショップのメリットやトレンドを解説

ネットショップを活用したビジネスモデルの紹介

〔開催要件〕
・10社以上の参加
・講師費用、交通費を実費負担いただきます。

ECサイトの有効活用により、地域企業の
販路拡大につながります

ECとは⾃社の商品・サービスをインターネット上
で販売できるようにするWEBサイトのことで、
有効活用することで企業の販路拡大に寄与
します

本本本本サービスはサービスはサービスはサービスは紹介紹介紹介紹介サービスサービスサービスサービスでありでありでありであり、、、、
実費実費実費実費はははは地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体にににに負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます

EC（ネットショップ）サイト活用による販路拡大を支援します

セミナー概要 所要時間目安 要相談
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販路拡大支援メニュー

サービス概要

〔対象〕海外進出を検討している企業の皆さま

〔ご紹介する企業・団体〕
株式会社エイチ・アイ・エスなど

海外進出を検討されている企業様向けに、お気軽に利用できるサービスを紹介します！

海外進出の際に必要な調査や支援サービスを提供する企業・団体を紹介します。

◆企業リストアップ ◆小売価格調査
◆現地法令・規制の⼊手 ◆統計検索

海外で⾏う簡単な調査

海外で⾏う簡単な支援
◆サンプル収集 ◆写真提供
◆アポイントメント取得代⾏ ◆現地同⾏サービス

＜活用例＞

■3か国の人にお菓子を食べてもらい感想を聞いてほしい
■カレー用のスパイスや豆を取扱っている業者を知りたい
■地元特産品をタイでプロモーションしてほしい
■商流調査をしたい

海外での簡単な調査・支援を依頼できます
出張等といった手間とコストを掛けずに、
手軽に活用いただけます

本本本本サービスはサービスはサービスはサービスは紹介紹介紹介紹介サービスサービスサービスサービスでありでありでありであり、、、、
実費実費実費実費はははは利用企業利用企業利用企業利用企業さまさまさまさまにににに負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます

海外進出に向けた現地調査を手軽に利用できます

29

農業振興メニュー

セミナー概要 所要時間目安 約60〜90分

〔対象〕
食品関連企業の経営者・ご担当者さま

「６次産業化」の実現をセミナーを通してお手伝いします！

６次産業化事業体を取り巻く環境は、これまでに
ない新たなリスクの発生が予想されます
リスクの洗い出し、分析・評価、リスク対策など6次
産業化に関わるリスクマネジメントのポイントを解説
します

日本の農業の現状とこれまでの農業政策
６次産業化とは

〔講師〕
株式会社 インターリスク総研

MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサル
ティング会社であるインターリスク総研が講師を
務めます

６次産業化の他地域の取組状況や取組事例の紹介
６次産業化において考慮すべきポイント
６次産業化におけるリスクマネジメント など

６次産業化を進めることで、農産物や食品の付加価値が向上し、収益拡大や雇用創出等に繋がります。
⼀⽅、業務内容や形態が複雑になることから⽣じるリスクの把握と対策が不可⽋です。

＜2016年度 開催実績＞ 富山県 富山市

６次産業化における事業運営のﾎﾟｲﾝﾄやﾘｽｸ対策の重要性を解説します

30
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地域貢献メニュー

″大切な家族へ⾃分の意思を残しておきたい“、″終末期の不安を解消しておきたい”などこれまで沢山の
相談にのってきた専門家が「終活」の始め⽅を伝えるセミナーと相談ブースをセットにしたイベントです。

今までの人⽣の棚卸で新たな発⾒を！

〔対象〕
⾼齢者・⾼齢者のご家族の皆さま

〔講師〕
⼀般社団法人日本エンディングサポート協会

さ

理事⻑ 佐々木 悦子氏

終活って何から始めたらいいの？

エンディングノートって何のために書くの？
エンディングノートは全ての項目記載が必要？

葬儀費用って⼀律なの？
メディアでも大人気の講師がアドバイス

《講師プロフィール》
全国の葬儀社、寺院や石材店等から得たリアルな情報をベース
にした⽣活者側に⽴った具体的な終活アドバイスや説明に定評が
あり、講演参加者は2万人を超える
《ＴＶ出演》
◇『芸能人格付けチェック』朝日放送
◇『品格のあるお墓参り』朝日放送
◇土曜プレミアム『中居正広の「終活」って何なの〜僕はこうして死にたい
〜』 等 多数
参加者には、無料でエンディングノートをプレゼント

＜2016年度 開催実績＞

山形県 埼玉県 ⻑野県 愛知県 静岡県 三重県 広島県

2017年度は富山県・福岡県でも開催しました！

これからの人生を改めて考え直すお手伝いをします

セミナー概要 所要時間目安 約120 分

31

地域貢献メニュー

〔対象〕 地⽅公共団体の職員さま
地域の皆さま

〔講演者〕
弊社所属選手 他

（ﾘｵﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表）

チャレンジする素晴らしさを！

障がい者スポーツ選手の活動を応援するとともに、多様性への意識向上に向けた取組みを⾏います。

弊社は（公財）日本障がい者スポーツ協会と
公式パートナー契約を締結し、全国で障がい者
スポーツ支援の取組みを⾏っています

障がい者スポーツ選手の採用制度を構築し、
就労支援を積極展開しています

弊社が協賛する障がい者スポーツ大会の
観戦に招待します
（地方公共団体の職員さま向け）

障がい者スポーツ選手による記念講演会

地域の障がい者スポーツ選手を招いたスポーツ体験会

障がい者スポーツ写真・ユニホーム・競技器具展示会

◆障がい者スポーツ体験
◆障がい者スポーツユニホーム・競技器具展示会

◆過去の講演事例
弊社所属選手（リオパラリンピック日本代表など）
弊社社員講師による講演会

ブラインドサッカー体験 ユニホーム展示会

＜水泳＞ 小野 智華子選手 ＜水泳＞宮崎 哲選手

体験会体験会体験会体験会についてについてについてについてはははは、、、、費用費用費用費用をををを
主催者主催者主催者主催者にににに負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。

障がい者スポーツを体験、考えるイベントを開催します

講演・スポーツ体験ｲﾍﾞﾝﾄ等概要 所要時間目安 約60分〜
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地域貢献メニュー

〔対象〕 地⽅公共団体の職員さま
企業の皆さま
地域の皆さま

〔講師〕
社団法人日本ユニバーサルマナー協会
株式会社ミライロ

地域の皆様と“心のバリアフリー”について考えます！

現代において年齢・性別・国籍・能⼒・経験などの違いに関係なく対応することは、特別なことではなく、
ひとつの「マナー」です。いま、この⾏動マナーが求められています。

障がいのあるスタッフからの直接指導により、ふれあ
いから多くの気づきや学びを得ることができます

あらゆる人のニーズに合わせて対応するのが
ユニバーサルマナーです
親切な対応は、非常に印象に残ります

セミナー実施後ホームページの掲載や
プレスリリース等で、PRができます

ユニバーサルマナーについて、体験・実践・講演から複合的に学べます。
体験講座・・・・・⾞いす、視覚障がい、聴覚障がい、⾼齢、妊婦体験プログラムを用意

当事者の⽴場にたって、考えられることができます。
実践講座・・・・・障がいのあるスタッフに対してシミュレーションを⾏います。

＜2017年度 開催検討中＞ 滋賀県 草津市

明日から実践できる知識や考え方をお伝えします

セミナー概要 所要時間目安 約60分〜

33

地域貢献メニュー

〔対象〕 地⽅公共団体の職員さま

〔説明者〕
⽣涯活躍のまち移住促進センター

⽣涯活躍のまちづくりを支援！

首都圏の移住希望者と、多世代共⽣の地域づくりに取り組む地⽅公共団体をつなぎます。

政府から注目を浴びている「まちづくり」事例を
紹介します
◇アクティブシニアの希望をかなえるまち

（⿃取県湯梨浜町）
◇医療連携・健康づくり推進型のまちづくり

（⻑野県佐久市） 等

“生涯活躍のまち”とは？
多世代交流の地域づくりのサポート例
移住に関するセミナーや移住体験ツアーについての
企画案内

５つの市や町の出展ブースを紹介します

〔説明場所〕
⽣涯活躍のまち移住促進センター（東京都千代田区） セミナー、移住希望者のニーズ調査ほか

「生涯活躍のまち」づくりに関する具体事例を紹介します

「まちづくり」の紹介例

34
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お問い合わせ先

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
神奈川中央支店
住 所 神奈川県厚木市栄町１－１６－１２
Ｔ Ｅ Ｌ ０４６－２２１－７７９５
担 当 者 井上 ・ 刑部（オサカベ）

：
：
：
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部長会議付議事案書（協議・報告） 

（平成２９年１０月６日） 

提案課名 森林づくり課 

報告者名 中 村   貢 

事案名 
東京オリンピック・パラリンピック競技大会選手村ビレッジプラザへの

秦野産木材の提供について 

    有 

資料 

    無 

提
案
趣
旨 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委

員会」という。）では、選手や関係者などが交流する施設である「選手村ビレッジプラ

ザ」の建築に当たり、全国の木材を活用し、レガシーとして後利用を図る事業（「日本

の木材活用リレー ～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～」）を実施します。 

本市として、本事業に参画し、部材（構造用製材）となる秦野産木材を提供すること

とするため、報告するものです。 

概 
 
 

要 

組織委員会では、全国から木材を調達するため、本年９月、木材を提供する地方公共

団体を公募しました（募集団体数 ４５団体程度）。 

本市では、林業振興とともに秦野産材の活用促進及びブランド化を図るための取組を

積極的に実施しているところであり、本事業への参画は、秦野産材をＰＲする絶好の機

会となり、取組の更なる推進が見込めることから、応募した結果、内々定を受けたもの

です。 

事業計画は次のとおりです。 

【事業計画】 

１ 木材を提供する地方公共団体は、木材の調達、加工、運搬を行い、ビレッジプラ

ザを建設する組織委員会に無償で提供する。 

２ 組織委員会は、提供木材を活用し、施設の建築、大会期間中の維持管理、及び施

設の解体を行い、木材を地方公共団体に返却する。 

３ 地方公共団体は、解体後の木材を持ち帰り、大会に使われた木材であることを有

効に活用して、大会のレガシーとして公共的な施設、ベンチ等として後利用を図る。 

経 
 

過 

平成29年  7月25日     公募要項の発表 

9月11日～15日  応募期間 

      9月20日     地方公共団体の選定 内々定 

報告２  
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今
後
の
進
め
方 

平成29年  10月上旬    内定（予定） 

      10月中旬    組織委員会による公表 

              議会への情報提供 

      11月下旬    平成29年第4回定例会に補正予算（債務負担行為）を上程 

      12月下旬以降  組織委員会との協定締結 

平成31年  4月～12月   ビレッジプラザの本体工事 

      6月頃まで   木材の提供 

平成32年  10月～12月   ビレッジプラザの解体及び提供木材の返却       

 



１ 事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ビレッジプラザのイメージ 

＜外観＞ 

 

＜内観＞ 

 

木材調達・加工 後利用 

運搬 運搬 

建設工事 大会期間 解体工事 

秦野市秦野市秦野市秦野市    

組織委員会組織委員会組織委員会組織委員会    



 

 

部長会議付議事案書（協議・報告） 

（平成２９年１０月６日） 

提案課名 都 市 政 策 課 

報告者名 小 谷 幹 夫 

事案名  「秦野市都市計画公園・緑地の見直し計画」素案について 

    有 

資料 

    無 

提
案
趣
旨 

都市計画を定めたものの事業時期が未定の都市計画施設（道路・公園等）につい

ては、長期にわたり都市計画法第５３条の建築制限が発生し、近年の行政訴訟の判

例においても都市計画の見直しが求められ、国土交通省の都市計画運用指針におい

ても適時適切な都市計画の見直しに関する考えが示されています。 

このような潮流を受け、神奈川県では平成２７年３月に都市計画公園・緑地見直

しのガイドラインを策定し、長期未着手公園を抱える県内自治体には、県から今年

度末までの見直し計画策定が求められています。 

本市においても都市計画決定から６０年以上を経過しているものの、未整備とな

っている「弘法山公園」を対象に「秦野市都市計画公園・緑地の見直し計画」素案

を策定し、今後、パブリックコメント等の手続きを進めるものです。 

概 
 

要 

本計画は、都市計画法に基づく「秦野都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針」や都市緑地法に基づく「秦野市緑の基本計画」等を上位計画とし、今後、長期

未着手公園等の都市計画手続き行う際の指針となるものです。 

経 
 
 

過 
１ 弘法山公園に関する経過 

 昭和２５年３月３１日 弘法山公園を都市計画決定（秦野町／建設大臣） 

 昭和３５年５月 ２日 県立丹沢大山自然公園特別地域に指定（自然公園法） 

 平成２７年７月２８日 政策会議で弘法山公園の都市計画廃止の方向性を決定 

２ 公園見直し計画に関する経過 

 平成２６年度     県が「都市計画公園・緑地見直しのガイドライン」策定 

平成２７年度     県から長期未着手公園等を有する自治体に対して、平成

２９年度末を見直し計画策定期限として示される。 

 平成２９年８月２２日 政策会議において本計画の策定について方針決定 

 平成２９年９月    庁内関係各課（６課）に計画素案内容について意見照会 

今
後
の
進
め
方 

 別紙スケジュール表参照 
 

※見直見直見直見直しししし計画計画計画計画のののの策定策定策定策定によによによによりりりり弘法山公園弘法山公園弘法山公園弘法山公園のののの都市計画都市計画都市計画都市計画がががが直直直直ちにちにちにちに廃止廃止廃止廃止されるわけではされるわけではされるわけではされるわけではああああ

りませんりませんりませんりません（本計画に基づき別途都市計画を廃止する手続きが必要です。）。 

 

報告３  



「秦野市都市計画公園・緑地の見直し計画」素案の概要 
 

 

１ 「秦野都市計画公園・緑地の見直し計画」の必要性 

（（（（１１１１））））長期長期長期長期にわたるにわたるにわたるにわたる建築制限建築制限建築制限建築制限のののの発生発生発生発生    

 都市計画施設（道路、公園等）の計画地内において建築物を建築しようとする

場合は、都市計画法第５３条の許可が必要であり、未整備の計画区域内では建築

制限が長期にわたるため問題となっている。 

（（（（２２２２））））社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの変化変化変化変化    

 これまでは人口増加に対応する拡大成長型のまちづくりが求められてきたが、

２１世紀に入り、少子高齢化とあわせて人口減少社会が到来し、コンパクトシテ

ィの実現など都市構造についても大きな転換期を迎えている。また、限られた財

源の中で、既存のインフラ施設の維持管理、更新等の費用捻出が課題である。 

（（（（３３３３））））適時適切適時適切適時適切適時適切なななな都市計画都市計画都市計画都市計画のののの見直見直見直見直しししし    

 上記（１）、（２）などの状況を踏まえ、国土交通省の「都市計画運用指針」に

おいても、新たに都市計画の見直しの考え方が明記され、本県においても既に都

市計画道路については見直し作業が完了するなど、公園・緑地についても同様の

見直しが求められている。 

 

２ 素案の内容 

（（（（１１１１））））本市本市本市本市のののの都市計画公園都市計画公園都市計画公園都市計画公園・・・・緑地緑地緑地緑地のののの現状現状現状現状についてについてについてについて    

 都市計画公園・緑地の箇所数、面積及び整備状況、公園整備の指標となる住民

一人当たりの都市公園面積等 

（（（（２２２２））））都市計画公園都市計画公園都市計画公園都市計画公園・・・・緑地緑地緑地緑地のののの見直見直見直見直ししししについてについてについてについて    

 都市計画を定めた後、長期未着手となっている公園・緑地について、都市の将

来像や社会経済情勢の変化、地域の実情、既存ストックの活用を考慮したうえ、

その必要性を確認するなど都市計画の再検証を行い、行政としての説明責任を

果たすことで都市計画に対する信頼性を高めることを目的として見直しを図る

こと。 

（（（（３３３３））））見直見直見直見直しのしのしのしの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方及方及方及方及びびびび手順手順手順手順についてについてについてについて    

 神奈川県策定の見直しガイドラインに示された考え方及び手順に準拠し、都

市計画決定後、２０２０２０２０年以上年以上年以上年以上経過しても未着手である施設を対象に見直しフロー

に基づき検証を行うこと。 

  

平成 29 年 10 月 6 日 

都 市 政 策 課 作 成 

本市の該当施設（公園、緑地）は昭和２５年に都市計画が定められた「弘法弘法弘法弘法

山公園山公園山公園山公園（（（（総合公園総合公園総合公園総合公園））））」のみ（「長期未着手緑地」はなし）であり、弘法山公園を

対象に検証を行った結果、都市計画の位置付けを廃止しても支障がない旨の結

論に至ったもの。 



 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画における 

都市機能誘導区域設定（素案） 
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秦 野 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下省略） 



秦野市都市計画公園・緑地の見直し計画 作成スケジュール 平成２９年１０月６日 都市政策課作成

H29 H30

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

県

市

議会

住民

8/22
政策会議
方針決定 10/6

部長会

10/16
議員
連絡会

素案作成
庁内各課
意見照会

10/23-11/22
パブコメ

10/15
広報
はだの

11/29
パブコメ結果
議員投込

12/13
議員
意見
締切

12/22
都計審
諮問・答申

10/11
都計審
素案説明

1月以降
市長決裁
／公表

策定準備

勉強会など

第５回
連絡
調整
会議

（状況確認）

第６回
連絡
調整
会議

（結果整理）

※必要に応じて都決変更

参考



調整部会 審議案件報告書

(平成29年8・9月　調整部会）

番号 事業名 計画地 事業主 用途地域
開発面積

（㎡）
計画概要

1 （事業名）
落合字登道
666番1ほか

（事業主名） 市街化調整区域 73,594.14 一般病棟及び保育所の建設

2 （事業名）
北矢名字北太夫窪
199番1ほか

（事業主名） 第一種低層住居専用地域 649.63
長屋住宅1棟の建設
（世帯用5戸・単身用5戸 計10戸）

3 （事業名）
東田原字馬場
1044番1ほか

（事業主名） 第一種低層住居専用地域 1,383.35 寺院及び住居の建設

4 （事業名）
鶴巻字鶴巻
1881番1ほか

（事業主名） 第一種住居地域 1,510.31 専用住宅10戸の分譲地造成

5 （事業名）
渋沢三丁目
1359番ほか

（事業主名） 第一種低層住居専用地域 2,104.07 専用住宅10戸の分譲地造成

6 （事業名）
堀川字柳林
244番1ほか

（事業主名） 第一種中高層住居専用地域 2,019.06 専用住宅9戸の分譲地造成

7 （事業名）
曽屋字猪頭
1158番1ほか

（事業主名）
第一種住居地域
第二種住居地域

1,916.82 専用住宅9戸の分譲地造成

8 （事業名）
今泉字平沢境
651番1の一部ほか

（事業主名） 第一種低層住居専用地域 1,458.66
共同住宅2棟の建設
(世帯用8戸・世帯用2戸　計10戸)

9 （事業名）
河原町
4932番1ほか

（事業主名）
第一種住居地域
第二種住居地域

1,914.54 店舗の建設

土地利用委員会

平成29年10月（定例部長会議）　  開発建築指導課　

（注）区域面積１，０００㎡以上の環境創出行為（自己用住宅１戸は除く）及び分譲住宅または共同住宅で10戸以上の環境創出行為を掲載。

報
告
４












