
地方公共団体における統計の利活用事例

（弘前市、滝沢市、相模原市、松戸市）

資料 １



弘前市の事例

HIFマンスリーレポート これまでの掲載内容
（月替わりのトピック）

レポート作成イメージ

・弘前市の自治体シンクタンクである「ひろさき未来戦略研究センター」は、弘前市の持続的成長と自立した市政運営を行うために設立
され、総合計画の策定のほか、市の統計データを「HIF(*)マンスリーレポート」として毎月トピックにして発表している。

 (*) HIF＝Hirosaki City Institute of Future Strategyの略

・具体的な目的は「弘前市の課題とその原因の洗い出し」と「庁内及び市民と課題や取り組みについて共有」すること。
・「弘前市の経済動向」（次ページ参照）は、地域経済の実情を把握する目的で毎月発行している。

３－１

Vol.1 城下町の宿泊者比較 ７月 Vol.64 地方移住の傾向と対策
Vol.2 事務処理ミスの傾向分析と対策 ８月 Vol.35 平成27年度弘前市人口動態分析

５月 Vol.4 純移動率推計に見える弘前市の人口課題 Vol.37 女性活躍と地方創生
６月 Vol.6 「弘前短観」から得られる政策ヒント Vol.39 「デフレ」が再出現か？

Vol.8 平成26年度弘前市人口動態 10月 Vol.40 転出抑制を目的とした住宅政策の提案
Vol.9 地元大学卒業生の定着に向けて Vol.42 弘前市観光アンケート第２回集計結果
Vol.11 弘前市への転入を促し、定住していただくために Vol.43 地域経済における基盤産業と人口との関係について

Vol.12 農業従事者の雇用に係る先進事例について Vol.45 地域との連携による新たな婚活支援について

Vol.14 人材不足解消へ動き始めた弘前地域事業所 Vol.47 生産性向上に苦心している経営者
Vol.15 就労準備支援事業に係る先進地事例について Vol.49 弘前市観光アンケート第３回集計結果

10月 Vol.17 地方創生の推進に向けた逆単身赴任に対する支援について Vol.50 健康管理増進システム「呉市モデル」について

11月 Vol.19 現代社会における未婚化の要因とターゲットを捉えた婚活推進について ２月 Vol.52 ひろさき移住サポートセンター東京事務所の開設について

12月 Vol.21 原材料価格の高騰に向き合う弘前地域事業所 ３月 Vol.54 「価格転嫁」できていない弘前地域事業所
２月 Vol.24 平成26年経済センサス－基礎調査結果の考察

３月 Vol.26 先行き「資金繰り悪化」を見込む事業所が増加 ４月 Vol.56 医療費適正化に取り組む意義
５月 Vol.58 ビッグデータ政策研究（アクセスログ分析）

４月 Vol.28 オーブンデータの推進と行政事務の効率化について ６月 Vol.60 弘前市の観光課題と展望
５月 Vol.30 地域おこし協力隊の活動による移住検討者へのアプローチ ７月 Vol.62 平成28年度弘前市人口動態分析

Vol.32 経営者の視点は「資金繰り懸念」から「業界景況」へ ８月 Vol.64 地方移住の傾向と対策
Vol.33 さくらまつり期間観光アンケート集計結果

６月

平成28年度

９月

11月

12月

７月

平成27年度

４月

８月

９月

平成28年度

１月

平成29年度



弘前市の事例

経済動向（原則毎月公表） その他のテーマ（毎月１～２テーマ程度）

毎月公開している「HIFマンスリーレポート」の掲載内容は、以下のとおり。
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弘前市の事例

月替わりのトピックについては、HIF内の4つのセクションが分担している。

・計画マネジメント担当（経営計画、地方版総合戦略の策定など）

・情報分析・行革・連携担当（統計調査、地域経営アンケート、行政改革、広域行政など）

・人口減少対策担当（移住促進、婚活支援など）

・産業イノベーション担当（りんご産業イノベーション、ライフ・イノベーションなど）

HIFマンスリーレポートの結果は、弘前市の各種実態を市民に広く周知するほか、トピックによっては関連部局への問題提起、
各種施策の検討材料として活用されている。

＜施策への活用例＞
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植滝沢市の事例

・滝沢市では、自治基本条例に基づき総合計画を策定し、「誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域」を実現するための取り組み
を行っている。

・現在の総合計画（第１次滝沢市総合計画）は、市民が取り組む「地域別計画」と行政が取り組む「市域全体計画」の２つを骨子として、
平成27年度から８年計画で取り組んでおり、その進捗を把握するために、定期的に「滝沢市地域社会報告書」を作成している。

・「滝沢市地域社会報告書」では、地域別計画に対応した「幸福実感一覧表」、市域全体計画に対応した「暮らしやすさ一覧表」、客観
指標としての「主要統計データ」のそれぞれを用いて取り組みの現状を把握し、その推移の分析を行っている。

３－１

滝沢市自治基本条例

滝沢市ＨＰより



滝沢市の事例

①幸福実感一覧表（一部抜粋）

②暮らしやすさ一覧表（一部抜粋）

①「幸福実感一覧表」とは、市民自身が幸福を実感するために取り組む内容を、世代・場面ごとに例示しているもの。指標及び目標
値は、進捗確認のために設定している。

②「暮らしやすさ一覧表」とは、市行政が取り組む内容について、視点ごとの最適化条件を挙げ、それ向けた進捗確認の手段として
指標及び目標値を設定するもの。

③「主要統計データ」とは、客観的な視点として、国や県、市の統計調査の結果等をまとめ、把握するもの。
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滝沢市の事例
・「幸福実感一覧表」及び「暮らしやすさ一覧表」における指標の推移は、「地域社会報告書」に掲載されている。

・「幸福実感一覧表」は、平成34年及び第１次計画の中間年である平成30年での目標値を設定し、その推移をグラフで表すことで、幸福感を育
む取組の進捗を把握している。

・「暮らしやすさ一覧表」は、視点ごとに最適化条件を定め、それを満たすための代表指標について、「幸福実感一覧表」と同様に目標値を設
定し、その推移をグラフ化し、進捗の把握を行っている。

①幸福実感一覧表 ②暮らしやすさ一覧表

３－３

※「地域社会報告書」掲載例

住民自治日本一へのイメージ

滝沢市ＨＰより



相模原市の事例

さがみはら都市みらい研究所の沿革 さがみはら都市みらい研究所の組織

・相模原市では、平成１５年４月に「さがみはら都市みらい研究所」を設置。

・「さがみはら都市みらい研究所」では、相模原市の地域特性に即した先進的、長期的な都市戦略の構築に向けて、学識経
験者、非営利団体、企業、職員その他多様な主体の英知を結集し、研究することを基本方針として活動している。

・中長期的視点から市全体として起こりうる課題の調査研究を主に行っており、組織上は企画政策課に位置付けられている
が、研究所として独自の活動を行っている。

３－１



研究名 テーマの選定方法 研究実施者 利活用方法 最近の研究内容
課題別研究 研究所が相模原市全体の状

況を見て設定
研究所職員 総合計画での基礎資料等として

活用
関連部局と問題意識を共有

将来推計人口（H29）
高齢者の就労に関する調査研究（H28）
相模原市産業連関表（H28）
市民経済計算の試算（H25～28）

専門研究 市役所内で募集したテーマ
から選定

有識者
または
大学院生
（研究所は補助）

募集した部局において各種施策
の基礎資料として活用

新たな中央区の計画策定に向けた基礎調査
等（H28）
相模原市における遊休農地の活用等に関す
る調査研究（H27）

自主研究 市内で募集したテーマから
選定

市民
（研究所は補助）

研究結果を関連部局に報告
必要があれば、施策立案等に活
用

「潤水都市さがみはら」にふさわしい観光
事業の推進（H27～28）
先端都市の要件～起業塾を設立し第２のシ
リコンバレーを目指せ（H27～28）

相模原市の事例
研究活動
「さがみはら都市みらい研究所」では、テーマに応じて３種類の研究を行っている。

３－２

・課題別研究に関しては、相模原市全体を見て課題を設定するため、（市長等が出席する）幹部会議等に出席し、情報を把握
している。

・将来人口推計や市民経済計算といった課題別研究での算出は職員が行っており、業務には高い専門性が要求されるものと
なっている。

また、研究業務のほかに各部局に対して、必要に応じて有識者から助言等を行っている。



相模原市の事例 ３－３

・研究結果は、基本計画策定のほか、必要に応じて個別の施策に活用している。

【課題】所属する職員は、所長を含めて３名のみであることから、人事異動による影響が大きい。

＜施策への活用例＞



植松戸市の事例

松戸市の将来推計人口 松戸市と他自治体間との人口移動（平成25年）

３－１

・松戸市は、今後、人口減少が見込まれており、松戸市独自に算出した将来推計人口では、2015年の486千人をピークに、2020年
は485千人、2040年は446千人、2060年は394千人となっている（いずれも基本推計）。

・人口減少の要因は、出生数減・死亡数増による自然減のほか、転出超過による社会減の可能性も考えられている。実際、平成25
年においては、近隣自治体への転出超過となっている。

・本件に係る調査を企画・実施している「まつど創生課」は、統計部局ではないものの、定住政策への検討資料とするために、独
自で調査を企画・実施・分析をしている。

松戸市ＨＰより



松戸市の事例

松戸市転出入者アンケート 対象

松戸市および周辺自治体に居住す
る市民の意識調査 対象

柏市

船橋市

流山市

三郷市

足立区な
ど

松戸市

３－２

・松戸市への転入者及び松戸市からの転出者を対象として「松戸市転出入者アンケート」（平成25年２月実施）を実施し、
転出入の理由等を調査した。

・周辺市区の居住者及び松戸市の住民を対象として「松戸市および周辺自治体に居住する市民の意識調査」（平成29年3
月実施）を実施し、当該自治体を選択した理由等を調査した。

定住政策に係る本調査は、意識調査であるため、不用意な調査を実施すると、回答にバイアスがかかる恐れがある。そのため、実施に当たっては、
以下の点に留意して設計している。

・ 設問文や選択肢に、特定の回答へ誘導しかねない内容が含まれていないかを重点的に確認している。
・ 調査主体が松戸市であるとわからないよう、調査会社名で調査を実施している。



調査名 調査対象 調査方法 主な調査項目 実施時期 公表時期
松戸市転出入者
アンケート

松戸市への転入者及び松戸
市からの転出者
各3,000名（回収数：1719
916（転入者）、806（転出
者））

郵送調査 転居のきっかけ
転居先を選んだ理由
松戸市の住みやすさ
住みやすさの評価点
松戸市に対する居住意向
等

平成25年２月 平成25年５月

松戸市および周辺自治体
に居住する市民の意識調
査

松戸市周辺市区の居住者
（柏市、船橋市、流山市、
足立区、三郷市等）
1,100名

オンライン調査 家族構成
世帯年収
転居のきっかけ
転居先を選んだ理由
行政施策の満足度
等

平成29年3月 平成29年９月
（予定）

松戸市の事例

これらの調査結果を年齢や家族構成等の属性別で分析することにより、ニーズ等を詳細に把握し、きめ細やかな定住政策に反映。

３－３

【課題】本件に関しては、統計に知見のある職員が在籍していることから、調査の実施から分析に至るまで統計的な手法に基づいて行われている。
ただし、すべての政策部局の職員が統計に知見があるわけではなく、「まつど創生課」において、今後も常に有効な調査の実施・分析ができるとは限ら
ない。

調査の概要


