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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 

調査者 鈴木幹夫、前島茂松、皆川巖、山下政樹、大柴邦彦、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、農業振興、産官学連携等、学力向上について、

それぞれ先進的な取り組みをしている企業や自治体、学校法人等の行って

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 

農業振興、産学官連携等、学力向上 

 

３ 調査期間 

  平成２８年２月１日～平成２８年２月３日 （２泊３日） 

 

４ 調査地［［国内→都道府県名・市町村名］ 

  兵庫県淡路市、大阪府大阪市、大阪府堺市、兵庫県神戸市 

 

 

 

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］ 

農業振興 

［調査項目］ 

農業人材の育成及び雇用創出 

 

［選定理由］ 

本県においても課題となっている農家の後継者育成や新規就農者の

創出等について、(株)パソナ農援隊では先進的な農業人材研修事業や新

規事業支援プロジェクトが行われているため選定した 

［調査テーマ］ 

産学官連携等 

［調査項目］ 

大阪府立大学地域連携研究機構の概要等について 

植物工場研究センター、ホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）研究センタ

ーについて 

 

［選定理由］ 

技術の進歩が著しい現代において、県内の産業振興を目指す上で企

業・教育機関・行政の連携は非常に重要であり、大阪府立大学は組織的

に産学官連携活動を行い、先進的な農業プラントやがん治療の研究を行

っているため選定した。 

［調査テーマ］ 

産学官連携等 

［調査項目］ 

 新技術の研究開発及び事業化支援 

 

［選定理由］ 

産学官連携においては、実際に民間企業が教育機関や行政の支援によ

り新技術を研究開発し事業化していくことが大きな目標であり、その実

例である(株)テクノタイヨーの取り組みを調査し、本県の施策に生かし

ていくため選定した。 

［調査テーマ］ 

 学力向上 

［調査項目］ 

 中高一貫教育の制度的メリット（持ち上がり制）について 

 

［選定理由］ 

 全国でも有数の進学校である灘中学校・灘高等学校の特徴である中高

一貫教育や教師の持ち上がり制を視察し、その制度的メリットについて

調査することで本県の中学生や高校生の学力向上に対する施策に生か

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 都市名・施設名・担当者名及び選定理由 

農業振興 

農業人材の育成及び雇用

創出 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

兵庫県淡路市 (株)パソナ農援隊淡路事務所 紙上忠之 

大阪府大阪市 (株)パソナ農援隊大阪本社  

代表取締役 伊藤真人 

 

［選定理由］ 

(株)パソナ農援隊の淡路事務所では、廃校を活用した農業の

６次産業化のモデル施設である「のじまスコーラ」において、

自社で育成している就農希望者や地元農家が作った農作物な

どを加工・販売しており、農業人材の育成や新規雇用の創出に

むけた活動を行っているため選定した。 

(株)パソナ農援隊は、農業分野における人材の育成、雇用創

造、新たな農業のビジネスモデルの構築、就農者のサポートイ

ンフラなど様々な事業を展開し、地域単位で農業が活性化する

ことによって、日本の農業が国際的な競争力を持つ産業になっ

ていくことを目標に活動しているため選定した。 

 

産学官連携等 

大阪府立大学地域連携研

究機構の概要等について 

植物工場研究センター、

ホウ素中性子捕捉療法

（ＢＮＣＴ）研究センタ

ーについて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

大阪府堺市 大阪府立大学地域連携研究機構 

    副機構長 柳嘉夫 

 大阪府堺市 大阪府立大学地域連携研究機構産学官連携室  

室長補佐 岡本公明 他 

［選定理由］ 

大阪府立大学は、大学に蓄積された知識や技術を積極的に社

会に還元し、産業技術の高度化や新産業の創出をもって地域振

興に貢献するため、また、教育研究の活性化を図るために大学

として組織的に産学官連携活動を行っており、企業の農業分野

への進出に向けた取り組みとして設置した植物工場研究セン

ターや次世代のがん治療として注目されているホウ素中性子

捕捉療法（ＢＮＣＴ）の研究センターが存在するため選定した。 
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産学官連携等 

新技術の研究開発及び事

業化支援 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 大阪府堺市 (株)テクノタイヨー 代表取締役 水野敏雄 

 他 

［選定理由］ 

 (株)テクノタイヨーは、大阪府立大学のものづくり関連中小

企業後継者育成プログラムを導入しており、下請型から開発型

へ変革と共に事業拡大を目指している企業であり、大阪府立大

学が行っている産学官連携の実例の一つであるため選定した。 

学力向上 

中高一貫教育の制度的メ

リット（持ち上がり制）

について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

兵庫県神戸市 灘中学校・灘高等学校 校長 和田孫博 

 兵庫県神戸市 灘中学校・灘高等学校 教頭 大森秀治 

［選定理由］ 

灘中学校・灘高等学校は、生徒の自主性と自律性を重んじる

教育方針のもと、中高一貫教育や教師の持ち上がり制を採用し

ており、多大な実績をもつ全国でも有数の進学校であるため選

定した。 

 

 

 

５ 調査内容 

○調査テーマ：（農業振興） 

調査項目 農業人材の育成及び雇用創出 

調査都市等 兵庫県淡路市 (株)パソナ農援隊淡路事務所 

大阪府大阪市 (株)パソナ農援隊大阪本社 

調査日  ２月１日 

２月２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果概要 

 (株)パソナ農援隊は、２０１１年１２月の設立以来、今後の日本の農

業を担う次世代の強い農業者を育成することを目標に農業分野におけ

る人材の育成、雇用創造、新たな農業のビジネスモデルの構築、就農者

のサポートインフラの整備など、様々な事業を展開している。農業経営

に関する研修事業としては、方法論や実践論の講座・研修を第一次産業

従事者や新規就農希望者を中心に「農林漁業ビジネス経営塾」を実施し、

経営向上へのサポートを行っている。また、多くの研修・コンサルティ

ング事業を全国で展開し、直近３年間で全国約４０地域の都道府県・市

町村で約１２００名もの新規就農者の育成している。２０１３年から

は、新たに農業・食に携わるあらゆる層のニーズに応えうる、実践的な

教育・研修を実施する学校「アグリベンチャー大学校」を開校し人材育

成を行っている。 

 (株)パソナ農援隊の淡路事務所では、２００８年から農業分野での独

立を目指す人たちを対象に最長３年間、農業に従事しながら経営感覚を
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磨き、将来の独立を目指しチャレンジの場を提供する農業ベンチャー支

援制度である「チャレンジファーム」を実施しており、６．５ヘクター

ルの土地で新規就農希望者が農作物を生産している。また、廃校となっ

た小学校を再活用し、マルシェやレストランとしてリニューアルした

「のじまスコーラ」は、加工・販売までを一貫して行う６次産業化のモ

デル施設として地域の活性化に大きく寄与している。 

 

 

 

○調査テーマ：（産学官連携等） 

調査項目 大阪府立大学地域連携研究機構の概要等について 

植物工場研究センター、ホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）研究センタ

ーについて 

調査都市等 大阪府堺市 大阪府立大学地域連携研究機構 調査日 ２月２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果概要 

大阪府立大学では、平成１７年度の大学の法人化と共に設置した産学

官連携機能に地域連携・社会貢献の機能を拡充し、平成２３年度に新た

に地域連携研究機構を設立した。従来、教育と研究の２つが大学の重要

な社会的使命であったが、現在では地域連携・社会貢献が大学の第３の

社会的使命として強く求められており、競争的資金や企業との連携によ

る外部資金を積極的に活用し、先端的な基礎研究や企業との共同研究を

推進するなど、産学官連携活動を通じてイノベーションの創出や技術移

転、知的財産の社会還元を活発に進めている。 

 植物工場研究センターは、平成２３年３月に要素技術研究開発施設と

栽培技術実証及び展示・研究施設の２つが建設された。さらに、平成２

６年９月には日産５０００株の量産型実証モデルとしてクリーンクロ

ックス新世代植物工場が建設され、蛍光灯やＬＥＤを用いた「完全人工

光型」植物工場に特化した研究施設としては国内最大規模を誇ってい

る。 

 ＢＮＣＴ研究センターでは、体にやさしいがん治療として注目されて

いるホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）に不可欠なホウ素薬剤の研究開

発を地元堺市に研究と製造の拠点を置くステラファーマ(株)と連携し

て行っており、本センターはＢＮＣＴのホウ素薬剤開発研究に特化した

世界で最初の施設である。 
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○調査テーマ：（産学官連携等） 

調査項目 新技術の研究開発及び事業化支援 

調査都市等 大阪府堺市 (株)テクノタイヨー 調査日 ２月２日 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果概要 

(株)テクノタイヨーは、１９８３年の設立以来、金属部品の切削加工

などを主力事業としてきた。水野社長は、２０１２年９月に堺商工会議

所が主催する地元中小企業の後継者育成セミナーに参加し、その講師を

務めていた大阪府立大学の地域連携機構に所属していた東健司教授と

出会い、その後、同大学の新規事業創出支援プログラムに参加した。テ

クノタイヨーは、東教授から金属加工技術を高く評価され、２年間にわ

たって技術的アドバイスのほか経営戦略や知的財産に関する講義を受

けた。その後、大阪府立大学と共同で木造家屋の耐震強度を上げる制振

オイルダンパーを開発し、地域の創業者の円滑な資金調達支援を目的と

した、ＩＰＯ（新規株式公開）を前提とせずに融資が受けられる大阪信

用金庫のファンドから拠出された設立資金で社内ベンチャーのテクノ

ライジングを設立した。現在は、従来の下請け事業だけでなく、制振オ

イルダンパーを自社ブランド製品として積極的な事業拡張を行ってい

る。 

 

 

○調査テーマ：（学力向上） 

調査項目 中高一貫教育の制度的メリット（持ち上がり制）について 

調査都市等 兵庫県神戸市 灘中学校・灘高等学校 調査日  ２月３日 

 

 

調査結果概要 

 灘中学校・高等学校は昭和２年１０月２４日、灘五郷の酒造家両嘉納

家及び山邑家の篤志を受けて旧制灘中学校として創立された。創立に当

たっては、嘉納家の親戚で、当時東京高等師範学校（現筑波大学）校長

兼講道館館長であった嘉納治五郎を顧問に迎え、校是にも柔道の精神

「精力善用」「自他共栄」を採り翌３年に開校の運びとなった。創立以

来、自主性を重んじる自由で伸びやかな校風であり、勉強でも学校生活

でも、強制はせず規則は最小限にとどめ、生徒が自分で判断して行動す

ることを尊重し、生徒には自ら求めていく自主性と自分の行動に責任を

持つ自律性を養うように指導している。また、特色として中高６年完全

一貫の教育システムをとっており、入学とともに各教科の担任６～７人

が担任団を組み、卒業まで学年を持ち上がっていき、６年間を見通した

カリキュラムを採用している。授業の進度は速く、中三で高一の課程を

終え、高二で高校の課程を終了するが、単に速いだけでなく、従来の課

程を復習しつつ進む螺旋的な学習や、考える力を養う幾何の学習、理科

での実験重視など、学びの深さを大切にする教育を行っている。 
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○各参加者の所感及び調査結果の活用方針 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

前島茂松  (株)パソナ農援隊では、農業分野での独立を目指す人たちを対象に最

長３年間、農業に従事しながら経営感覚を磨き、将来の独立を目指し

チャレンジの場を提供する農業ベンチャー支援制度である「チャレン

ジファーム」を実施しており、多くの新規就農者を育成することに成

功している。この事例を農業人材の育成に関する政策提言の中に生か

していく。 

皆川巖 大阪府立大学の地域連携研究機構における地域の特色に着目した組織

的な産学官連携の推進体制は、革新的であり産業の育成や地域経済の

発展に大きく寄与していると感じた。このことを本県の機械電子産業

の企業との協力や育成に対する政策提言の中に生かしていく。 

山下政樹 ＢＮＣＴ研究センターのホウ素薬剤開発研究は、今後のがん治療への

大きな期待を感じることができた。この取り組みを今後のがん治療の

研究開発やがん治療施設の在り方に関する政策提言の中に生かしてい

く。 

鈴木幹夫 (株)パソナ農援隊の淡路事務所における廃校となった小学校を再活用

し、マルシェやレストランとしてリニューアルした「のじまスコーラ」

は、農業の６次産業化の成功例といえる。本県においても既存の施設

を再活用することや民間企業と協力して農業振興を図ることを提言し

ていきたい。 

大柴邦彦 植物工場研究センターにおける機械化され飛躍的に生産性が向上した

植物工場は、儲かる農業への転換に関する施策に対して大いに参考に

なった。このことを企業の農業への参入にむけた施策につなげていく。 

奥山弘昌  本県においても、中小企業における新技術開発や事業化、人材育成

には行政や大学等の支援がまだまだ必要である。今回の調査で得た(株)

テクノタイヨーにおける新技術の研究開発及び事業化の実例を産学官

連携による地域産業の育成に関する政策提言に反映していく。 

渡辺淳也  中高一貫教育と６年間の担任団持ち上がり制は、灘中学校・高等学

校が全国でも有数の進学校であることの大きな要因となっていると実

感した。この制度的メリットを参考にして学力向上に関する政策提言

を行っていく。 
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※調査テーマ毎に作成 

６ 調査状況（写真）  

 ○ 平成２８年２月１日  

左から、皆川議員、鈴木議員、前島議員、渡辺淳也議員、奥山議員、山下議員 

 

 

 

○ 平成２８年２月２日 

後列左から、前島議員、奥山議員、皆川議員、大柴議員、 

前列左から、鈴木議員、渡辺淳也議員 

 

（コメント）パソナ農援隊淡路事

務所で農業人材の育成及び雇用

創出について調査 

（コメント）パソナ農援隊大阪本

社で農業人材の育成及び雇用創出

について調査 

（コメント）大阪府立大学地域連

携研究機構の概要等について調査 
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前列左から、大柴議員、奥山議員、前島議員 

後列左から、皆川議員、渡辺淳也議員、鈴木議員 

 

 

 

 

 

 

左から、山下議員、渡辺淳也議員、皆川議員、鈴木議員、奥山議員、前島議員、 

 

 

 

 

 

（コメント）(株)テクノタイヨーで

新技術の研究開発及び事業化支援

について調査 
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○ 平成２８年２月３日 

 

奥から、奥山議員、皆川議員、鈴木議員、前島議員、山下議員 

 

（コメント）灘中学校・灘高等学校

で中高一貫教育の制度的メリット

（持ち上がり制）について調査 


