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1. 飛島村って知っていますか？

2. 飛島村の財政力がすごい！

3. 財源確保はどこから？

4. 企業の種類

5. もし災害が起こったら…？

6. 予想される被害

7. 残された村の財源について考える(農業、観光業)
8. 飛島村の未来について考えよう。



飛島村とは？





1.飛島村って知ってますか？
• 総人口：4,604人（平成29年）

男：2,316人
女：2,288人

• 世帯数：1,554世帯

• 昼間人口：13,161 人（平成27年）

• 生産年齢人口：2,433人(平成27年)

• 高齢者人口：1,342人（平成27年）

• 高齢化率：30.70％（平成27年〈日本医師会調べ〉）

《全国平均：26.60％》

名古屋市の1/500
（名古屋市：2,314,125人）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
平成で統一高齢化が進んでいることを強調(高齢化率)昼間人口が常駐人口の約三倍であることから労働者の働きに来る人が多いことにも着目



1.飛島村って知ってますか？

• 面積：22.42㎢ （東京ドーム477個分）

農地面積：18.94㎢

• 平均海抜：-1.5m

• 主要産業

第一次産業：水稲、温室野菜、花卉など

第二次産業：鉄鋼関連事業所、木材関連事業所、火力発電所など

第三次産業：運送関連会社、倉庫貸借関連会社、飲食店など



2.飛島村の財政力がすごい！

• 財政力指数：2.11（日本一）

名古屋：0.99

財政力指数とは

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を

基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。

財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が

大きいことになり、財源に余裕があるといえる。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
類似団体の説明



飛島村の財政力がすごい！

①教育サービス

「海外派遣（海外研修）事業」 平成３年より開始。

中学２年生を対象にアメリカ合衆国・カリフォルニア州へ派遣。

平成３０年度には、４０人が５泊７日の海外研修を体験。

※H30 8/14飛島村企画課岩田さんより 「海外派遣事業について」
http://www.vill.tobishima.aichi.jp/sonsei/torikumi/kokusai/kaigai2017.html



飛島村の財政力がすごい！

②高齢者福祉

Ⅰ、年２回（３月１日、９月１日）の見舞金支給（介護保険認定者）。

支給額・・・年額50,000円
５歳以上の寝たきり、または痴呆の高齢者（施設未入居）へ

Ⅱ、長寿のお祝いとして９月の敬老会開催日にお祝金を贈呈。

贈呈額：８０歳以上８４歳以下・・・5,000円、

８５歳以上・・・10,000円



飛島村の財政力がすごい！

Ⅲ、長寿のお祝いとして誕生日に以下の金額が支給。

満９０歳・・・200,000円（20万円）

満９５歳・・・500,000円（50万円）

満１００歳・・・1,000,000円（100万円）

※基準日に入居２０年以上経過した方に限る。

Ⅳ、安否確認のための乳酸菌飲料無料配布

（安否確認→孤独死防止）



どこから財源を確保しているの？

日本一の財政力を誇る飛島村はいったいどこから

財政を確保しているの？

• 飛島村の財政歳入の3分の2が、「村税」で賄われる。

• その村税の4分の3が「固定資産税」。

⇒村の歳入の大部分を企業からの収入である「固定資産税」で賄う。



36億796万（円）

4億5924万(円)

2億7174万(円)

飛島村公式HP：http://www.vill.tobishima.aichi.jp

6億8010万(円)
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今の飛島村は…

企業からの税収に頼ることで、

高水準の財政力指数を維持

↓
一つの財源に頼り切っている



企業の種類

• 中部電力西名古屋火力発電所

• 着工年月：2013年１２月

• 営業運転開始
• ２０１７年９月２７日 ７-１号
• ２０１８年３月３０日 ７-２号

※発電効率ギネス認定



東海鋼材工業本社飛島工場：
http://www.tokaisteel.co.jp/co
mpany/

川崎重工名古屋第二工場：
https://www.khi.co.jp/corpo
rate/network/nagoya2.html

その他にも…



https://buzzap.jp/news/20180904-kix-flooding-typho...

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自然災害によるもので過去に被害があったところを例に挙げる。例として南海トラフ地震によって埋立地が津波で今夏発生した関西国際空港のように浸水することを予想する。

https://buzzap.jp/news/20180904-kix-flooding-typho


もし災害が起こったら…?

• 飛島村平均海抜：－1.5m
• 東京、大阪にある埋立地も海抜0m以下のところが多い。

• 埋立地は地震による影響で液状化などが起こりやすい。

• さらには臨海地域という事で津波の被害を大きく受ける恐れがある。



災害対策として

• 災害対策はどのようなものがあるか

→平成25～29年にかけて避難施設の増設。

• 木造建築の無料耐震診断、耐震改修補助金など

• 名古屋港高潮防波堤 ８ｍに改修。平成２８年度完成。



予想被害

• 予想地震規模：

• 南海トラフ地震 震度７

• 最大津波予想 約４ｍ

• 津波到達最短時間 ９５分

• 名古屋市立大学(名古屋市瑞穂区) への津波被害は予想されてない



予想被害額

• 予想被害額 (直接被害額)

被害 被害額(億円)

住宅 ２６０

事務所・工場等 １,０１０

家財 ３０

その他償却資 １８０

在庫資産 １００

農地 ２３０

合計 １，８２０

被害 被害額(億円)

住宅 ４００

事務所・工場等 １，３５０

家財 ８０

その他償却資 ２５０

在庫資産 １４０

農地 ２３０

合計 ２，４６０

(過去地震最大モデル) (理論上最大モデル)



•一つの財源に頼り切っていると、不測の事態が
起こった後の経済的な立ち直りができない！

→村に残された財源とは…？



その他の税収

市や町、県に納める住民税

村の施設から入る税収（温泉やプール、運動施設など）

自動車税、軽自動車税

市町村たばこ税



飛島村って実は…

農業振興地域！！



市街化調整区域の一部として活躍

• 市街化調整区域：「市街化」を抑制する地域。原則として土地開発や
都市施設の建造を行ってはいけない。

もし開発行為をする場合は都道府県知事からの許可を得なければな
らない。

さらに開発許可を得ていても第一種特定工作物の製造をする場合は
再度知事からの許可を得なければならない。

緑化の保全や都市の肥大化を防ぐ事を目的として指定される。

→飛島村はこの区域の用途を農業振興地域として利用。

その土地でどんなものを育てているのだろう？



野菜だけで…

•大根

•にんじん

•はくさい

•キャベツ

•ほうれんそう

•レタス

•ねぎ

•たまねぎ

•きゅうり

•なす

•トマト

•ピーマン…



農業による税収（農家から徴収するもの）

•土地に係る税金？？

•働いている⇒所得税？？

•サラリーマンとは違って

特別なものがある？？



住民税 事業税

村民法人税

固定資産税 所得税





飛島村は…

総農家数 ４４２戸

全国順位 1724中1134！
県内順位 54中43位！

農業産出額 13億5千万

全国順位 1724中1157！
県内順位 54中33位！

田耕地面積 ５７８ha
全国順位 １７２４中８８７！

県内順位 ５４中２０位！

事業所数 ７２７

全国順位 １７２４中１０３７！

県内順位 ５４中５１！



結論

農業が飛島村を大きく支えれているわけではない。

↓

企業からの税収が止まれば、かなり危ない状態に…



村への提案

• 隣接する地域との経済的連携(弥富、愛西、津島、十四山)

→過去に合併失敗(平成14年)

• 名古屋市との合併を考えてみる

名古屋港の一括管理、財政基盤の盤石化。農業の確保したまま工業

地帯としての財政を確立？
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