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（ＨＰ公開様式） 

政務活動費の調査研究に係る海外調査、宿泊を伴う県外調査報告の概要 

 

１ 題目：自由民主党山親会政務調査 

 

２ 調査報告概要 

 

 

調 査 者 

会派名等 

 

 

［会派名、調査者の氏名］ 

 

会派名 自由民主党山親会政務調査 

調査者 鈴木幹夫、皆川巖、渡辺英機、山下政樹、大柴邦彦、猪股尚彦、 

奥山弘昌、渡辺淳也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調査目的 

本県の喫緊の課題である、ひきこもり対策、産業振興、空き家対策、高

等専門学校の概要調査、がん先進医療について、それぞれ先進的な取り組

みをしている自治体や団体、ＮＰＯ法人等の行っている各事業等について

視察、調査、意見交換を行い、本県の施策への反映につなげていく。 

  

２ 調査テーマ 

ひきこもり対策、産業振興（商店街の活性化、中小企業振興）、空き家

対策、高等専門学校、がん先進医療 

 

３ 調査期間 

  平成 27年 7月 22日～平成 27年 7月 24日 （２泊３日） 

 

４ 調査地［［国内→都道府県名・市町村名］ 

 香川県高松市、高知県高知市、愛媛県松山市、新居浜市 

 

 

 

５ その他 
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３ 調査テーマ毎の調査項目と選定理由 

［調査テーマ］ 

ひきこもり対策 

 

［調査項目］ 

支援体制の整備、家族会の活動 

 

［選定理由］ 

先進事例である香川県におけるひきこもり支援体制やNPO法人が活

発に活動を行っていることから、選定した。 

［調査テーマ］ 

産業振興 

 

［調査項目］ 

中心市街地の再生、中小企業振興 

 

［選定理由］ 

高松丸亀商店街の独自の視点や手法を伺い、本県の商店街復活の生か

すことを目的に、選定した。中小企業振興について、松山市中小企業

振興条例は平成 26 年から施行され、比較的新しく、その内容を伺う

ことで、本県の条例、政策提言への生かしていくため、選定した。 

［調査テーマ］ 

空き家対策 

［調査項目］ 

 空き家に関する事業推進 

 

［選定理由］ 

高知県では、空き家の活用を進める事業に積極的に取り組んでおり、

本県の空き家対策施策に生かしていくため、選定した。 

［調査テーマ］ 

高等専門学校の

設置 

［調査項目］ 

新居浜工業高等専門学校の概要等について  

 

［選定理由］ 

 新居浜工業高専のカリキュラムや就職状況を調査し、本県で設置を検

討している高専の方向性に生かしていく。 

［調査テーマ］ 

がんに関する先

進医療の取り組

み等 

［調査項目］ 

患者及び家族支援の充実 

    

［選定理由］ 

 「患者・家族総合支援センター」や患者、家族支援について話を伺い、

全国に先駆けて地域がん診療拠点病院に指定された実績のある四国

がんセンターのがん医療に関する取り組みを調査し、本県のがん医療

の推進に生かしていくため選定した。 
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４ 調査項目に係る視察都市・施設・担当者等の選定 

調査項目 都市（市町村）名・施設名・担当者名及び選定理由 

ひきこもり対策 

支援体制の整備、家族会

の活動 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

香川県 ひきこもり地域支援センター「アンダンテ」 

香川県精神福祉保健センター丸山保夫所長他 

KHJ香川県オリーブの会 川井富枝理事長 

 

［選定理由］ 

アンダンテは、ひきこもりの当事者や家族の相談のほか、

グループ活動を行っており、それらの取り組みを本県のひき

こもり支援施策に生かしていくことを目的に選定した。 

オリーブの会は、子どもの自立、親同士の連携等に関する

事業、行政の支援を求める事業を行っており、本県のひきこ

もり支援の充実に生かしていくために選定した。 

 

産業振興 

中心市街地の再生、中小

企業振興 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

香川県 高松丸亀商店街振興組合  古川 康造 理事長  

愛媛県 松山市地域経済課 三好貫太主査他 

 

［選定理由］ 

高松丸亀商店街は、再生した商店街の成功事例として全国

的に有名であり、また再生の中心的な役割を担った同組合の

古川理事長は、独自のアイデア、視点を持っており、その哲

学を直接伺うため選定した。 

松山市では平成 26 年 4 月に中小企業振興基本条例を施行

し、条例の推進組織として「中小企業振興円卓会議」を設置

するなど独自の施策の推進を行っていることから選定した。 

 

空き家対策 

空き家に関する事業推進 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

高知県住宅課 川﨑和久課長補佐他 

 

［選定理由］ 

 高知県は、本県と同様、空き家対策が課題となっており、課

題解決に向けた具体的な取り組みを行っていることから選定

した。 
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高等専門学校の設置 

新居浜工業高等専門学校

の概要等について  

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

愛媛県新居浜市 新居浜工業高等専門学校 迫原修治校長   

他 

 

［選定理由］ 

工業高専の中でも最も創立が古く、また入学する学生も四国

の中でもトップレベルといわれ、高専の中でも比較的大きい規

模である新居浜工業高専のカリキュラム、授業体制、地元への

就職率など、地域の産業を支える人材の育成への取り組みを把

握するため選定した。 

 

がんに関する先進医療の

取り組み等 

患者及び家族支援の充実 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

愛媛県松山市 四国がんセンター 栗田啓院長他 

［選定理由］ 

 四国がんセンターは、がん専門病院として、全国に先駆けて

「患者・家族総合支援センター」を設置し患者、家族支援を行

っていることから、選定した。  

 

 

 

 

５ 調査内容 

○調査テーマ：（ひきこもり対策） 

調査項目 支援体制の整備、家族会の活動 

調査都市等 香川県 ひきこもり支援センター   

NPO法人 KHJ香川県オリーブの会  

調査日  7月 22日 

 

 

 

調査結果概要 

ひきこもり支援センターは、相談の第１次窓口であり、対象者の状況

に応じて関係機関へ繋ぐ役割を有しており、行政、医療機関、家族会【オ

リーブの会】などの関係機関との連携を密にして、ひきこもり支援の中

心的な役割を担っている。 

香川県オリーブの会は、平成２０年には法人格を取得し、家族支援と

しての月例会をはじめ、年４～５回開催する家族の交流会、本人支援と

して居場所活動を行っている。ひきこもり状態は当事者の年齢、期間な

どそれぞれ異なるため、それにあった支援を継続していくことが大きな

課題であるとしていた。 
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○調査テーマ：（産業振興） 

調査項目 中心市街地の再生、中小企業振興 

調査都市等 香川県 高松丸亀商店街振興組合 

愛媛県 松山市地域経済課  

調査日 7月 22日 

7月 24日 

 

 

調査結果概要 

大手資本の進出で高松丸亀商店街の売り上げは大きく減少したが、強

いリーダーシップを持った指導者を先頭に、土地の使用権を定期借地権

として取得し、民間主導での再生に取り組んだ。この再開発は単に商店

街の整備という次元を超え、居住ゾーン、診療所の設置、イベントコミ

ュニティーの機能の充実など、まちづくり全体を進めていた。 

松山市では平成２６年３月に「中小企業振興基本条例」を制定し、そ

の中では、中小企業への救済策を規定したのではなく、中小企業者に経

営基盤の強化や社会的な責任、地域社会への貢献などを努力することを

規定した。また、条例の推進していくため、民間主導による中小企業振

興円卓会議を設置し PDCA サイクルで施策の推進につなげる取り組み

を行っていた。 

 

 

 

 

 

○調査テーマ：（空き家対策） 

調査項目 空き家に関する事業推進 

調査都市等 高知県 高知県住宅課 調査日 7月 23日 

 

 

調査結果概要 

高知県では、空き家の活用支援として、市町村が公的住宅として活用

することを前提にリフォームに要する費用の一部を助成する「空き家活

用促進事業」を平成２６年度から実施し、廃校になった小学校の体育館

を改築して観光拠点（海洋堂ホビー館四万十）として活用し、雇用創出、

観光客の誘客に図り、地域振興にもつなげている。 

老朽化した空き家は災害時に倒壊し避難や救助・消火活動を阻害する

ため、高知県でも老朽住宅除却事業により、放置により廃屋化した空き

家を除却した費用を助成し、平成 26年度は 18市町村で実施された。 
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○調査テーマ：（高等専門学校の設置） 

調査項目 新居浜工業高等専門学校の概要について 

調査都市等 愛媛県 新居浜工業高等専門学校  調査日  7月 23 日 

 

 

調査結果概要 

新居浜工業高等専門学校は、５年間の高専本科と２年間の専攻科を有

し、修了すれば学士が取得できる、大学と同等の教育レベルである。そ

のため、設備や教員のレベルも専門性が高いといった印象であり、また

一学年２００人の定員は、山梨大学工学部（約２２０人）とほぼ同規模

である。学生の学習に取り組む姿勢や目的意識も高いことから、企業か

らの評価も高く、その結果がほぼ 100％という高い就職率に現れてい

た。 

一方で、卒業者の多くが県外企業への就職となっており、愛媛県内に

就職するのは本科で約 35％（51/143）にとどまっていた。  

 

 

 

○調査テーマ： （がんに関する先進医療の取り組み等） 

調査項目 患者及び家族支援の充実 

調査都市等 愛媛県 四国がんセンター 調査日  7月 24日 

 

 

調査結果概要 

四国がんセンターは、全国に先駆けて、患者や家族に安心して治療が

受けられよう「がん相談支援センター」を設置し、診断や治療に関する

相談や、福祉、介護サービスなどの様々な相談へ対応していた。    

また、通院治療を行う場合、化学療法後の副作用が不安な患者が宿泊

できる施設として、患者支援センター「向日葵」を設置し、不測の事態

に迅速に対応できる体制が整っていた。 

さらに、患者本人等への支援の充実と、医療・介護・福祉関係者への

支援を図ることを目的に、患者・家族総合支援センター（名称暖だん）

を設置し、がん患者・家族、医療関係者が集える場の提供、がん関連情

報の集約と発信、がん患者を家族に持つ子どもの支援、がんに関する就

労支援などに取り組んでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

○各参加者の所感及び研究結果の活用方針 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巌 中心市街地の再生について、今回、高松丸亀商店街を調査した。ビ

ルの上層階には高齢者向け居住スペースを配置し、低層階には商業施

設や医療モールを整備するなど、暮らしを支えるあらゆる機能を充実

させ、買い物、病院通い、文化活動など、高齢者に便利なまちづくり

の実現を目指して、進化を続けていた。さらに特徴として、「みんなの

街を、街のみんなでつくる」とコンセプトで、まちづくり会社を立ち

上げ、土地の使用権を取得して、再開発を進めるという手法であった。

こうした状況を甲府市中心市街地でも導入し、中心市街地活性化に向

けたまちづくりへの取り組みを進める可能性を探っていきたい。 

 

渡辺英機 今回の政務調査は、後藤知事が目指す「輝き あんしん プラチ社

会」の実現に向けて県政における重要課題を選定した。 

その中でも、がん医療については、高齢化社会を迎え、合併症を持

つ患者が増加傾向にあることから、総合病院において、質の高い最良

のがん治療を行うことが重要であると改めて認識したところである。

本県においても、こうした施策を進めていくよう質していきたい。 

 

山下政樹  全国的に中心市街地にある商店街の再生は、共通と課題となってい

る。公共交通機関が十分でない地方都市では、自動車での移動が不可

欠であり大型駐車場を備えた郊外型大型ショッピングセンターは、地

方の小売業の形態を大きく変貌させた。 そうした中で、高松丸亀商

店街は、コンパクトシティとして、徒歩で物事がこと足りることをコ

ンセンプトの一つに据えて街づくりを進めたことが成功につながっ

た。この事例を、本県の中心市街地の再生、商店街の活性化にどのよ

うに生かしていくか、検討を進めていかなければならい。 

 

鈴木幹夫 産業人材育成の重要性について、優秀な技術系人材をどれだけ供給

できるかということが、県内企業や県内へ進出予定の県外企業の判断

に大きく影響するという実態があるが、今回調査した新居浜工業高専

でも県内への就職率は三割程度に留まり、地元企業への貢献度は必ず

しも高いとは言えないという課題が判明した。本県における企業が求

める人材育成を進めていくことは言うまでもないが、いかにその人材

を本県に定着させるかを、考えていかなければならないことを認識し

た。今後、こうした点を踏まえた施策を進めて行く。 

大柴邦彦 人口減少社会を迎え、本県の持続的発展を進めるためには、本県経

済を支える中小企業の振興は不可欠である。現在、県議会において検
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討を進めている中小企業振興を図るための条例制定に向けた政策提言

を行うこととしているが、施策内容はもちろん、条例制定後の推進体

制をいかに確保するかも重要であり、こうした点を政策提言の中に生

かしていく。 

猪俣尚彦 本県の空き家率は全国ワーストワンという深刻な状況にあり、喫緊

の課題であるが、その対策は進んでいるとは言い難い。本県は、ふる

さと暮らし希望地域ランキングで、初めて第一位になり、都市部から

本県への移住・定住の機運が高まっている状況にあることから、高知

県のような空き家活用と、移住希望者とのマッチングを行うことで、

大きな課題が同時に解決できるよう、施策を提言していきたい。 

奥山弘昌 今回ひきこもりの実態を聞くまでは、子供や若者の問題であると漠

然と考えていたが、本人の平均年齢は３０歳台、親の平均年齢は６０

歳台と、実態を改めて認識した。ひきこもりの状態が長期化し、本人

自身が年を重ねる中で、その親も高齢化し、子供の支援を継続して行

うことに対する不安や親が亡き後の子供の支援はどうなるのか懸念し

ているという課題を伺った。こうした課題に対して本県でもどういっ

た支援ができるか考えていく必要性を認識した。 

渡辺淳也 昨今新聞でも取り上げられたひきこもりについて、今回調査した香

川県の支援対策の中で、ひきこもりの経験者などを「ひきこもりサポ

ーター」として養成し、当事者やその家族の求めに応じて自宅などに

派遣し、相談支援を行うというものがあった。ひきこもりは、当事者

ごとに期間や状況は異なり、その対策応には、きめ細やかな対応が求

められるが、ひきこもり経験者でなければわからない悩みや苦しみを

共感できることが、支援に有効である。本県においても、このひきこ

もりサポーターの制度は導入が可能かどうか検討を促していきたい。 
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※調査テーマ毎に作成 

６ 調査状況（写真）  

 ○ 平成２７年７月２２日  

左から、奥山議員、猪股議員、大柴議員、渡辺（英）議員、鈴木議員、皆川議員、山下議員 

 

左から、渡辺（英）議員、猪股議員、渡辺（淳）議員、皆川議員、山下議員、鈴木議員、 

奥山議員、古川理事長 

 

 

 

 

 

 

（コメント）香川県ひきこもり地

域支援センターでひきこもり支

援対策等について調査 

（コメント）高松丸亀商店街振興

組合において古川理事長から商店

街再生について伺う  
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○ 平成２７年７月２３日  

 

前列左から、皆川議員、渡辺（英）議員、鈴木議員、大柴議員、 

後列左から、猪股議員、奥山議員、渡辺（淳）議員 

 

 

 

 

 

左から、皆川議員、渡辺（英）議員、渡辺（淳）議員、鈴木議員、山下議員、奥山議員、 

猪股議員 

 

 

 

 

 

（コメント）松山市中小企業振興

基本条例に内容について調査 

（コメント）新居浜工業高等専門

学校の概要について調査 
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○ 平成２７年７月２４日 

 

左から、栗田啓院長、谷水正人副院長、山本美二事務部長、四国がんセンター職員、 

渡辺（淳）議員、渡辺（英）議員、鈴木議員、皆川議員、猪股議員、奥山議員 

（コメント）四国がんセンターの概

要について調査  


