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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：リベラルやまなし政務調査 
 
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 リベラルやまなし 
調査者 土橋亨、高木晴雄、飯島修、清水喜美男、山田七穂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 調査目的 
本県の喫緊の課題である、子育て支援、学力向上、観光振興、公民連携、

高等学校専攻科の設置について、それぞれ先進的な取り組みをしている自

治体やＮＰＯ法人、企業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 
子育て支援、学力向上、観光振興、公民連携、高等学校専攻科の設置 

 
３ 調査期間 
  平成２８年７月２０日～平成２８年７月２２日 （２泊３日） 
 
４ 調査地［［国内→都道府県名・市町村名］ 
  秋田県秋田市、秋田県仙北市、岩手県紫波町、岩手県北上市 
 
 
 
 
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］ 
子育て支援 

 

［調査項目］ 
子育てタクシーの取り組みについて 

［選定理由］ 
急速に進行する少子化に対応するため、社会全体で子育てを支援す

る環境づくりが喫緊の課題であり、先進的な子育て支援施策である子

育てタクシーについて調査・研究し、本県の子育て支援の充実に生か

していくため選定した。 

［調査テーマ］ 
学力向上 

 

［調査項目］ 
全国学力・学習状況調査の分析と対策について 

［選定理由］ 
本県の全国学力・学習状況調査の結果は全国平均以下であることを

踏まえ、安定して全国上位の結果である県の取り組みを調査・研究し、

本県の学力向上に関する施策につなげていくため選定した。 

［調査テーマ］ 
観光振興 

［調査項目］ 
 農村滞在型修学旅行の誘致について 
［選定理由］ 
全国でも有数の果樹王国である本県の特性を生かし、農村滞在型修

学旅行の誘致を推進することで更なる観光振興を図るため選定した。 

［調査テーマ］ 
 公民連携 

［調査項目］ 
都市再開発事業（オガールプロジェクト）の概要について 

［選定理由］ 
  リニア駅周辺の開発や空洞化する中心地の活性化には、民間との連

携が不可欠であり、効果的に民間と連携して都市の再開発を行ってい

る事例を調査・研究し、本県の都市開発に関する施策への活用を図っ

ていくため選定した。 

［調査テーマ］ 
高等学校専攻科

の設置 

［調査項目］ 
黒沢尻工業高等学校専攻科の概要について 

［選定理由］ 
  ２０２０年４月に甲府工業高等学校へ全日制の専攻科を開設する

ことを目指しており、既存の高等学校専攻科の内容や状況等を調査・

研究し、本県の高等学校専攻科の設置に向けた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（市町村）名・施設名・担当者名及び選定理由 

子育て支援 
子育てタクシーの取り組

みについて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
秋田県秋田市 秋田県健康福祉部子育て支援課 

 課長 土田元 
 
［選定理由］ 
 子育てタクシーとは、子ども・子育てに関する専用の講習を

修了したタクシードライバーが、乳幼児を伴う外出サポートや

子どもだけの送迎を保護者の代わりに責任を持って行う等の

サービスを提供するものであり、秋田県では平成２３年１０月

１日から運行が開始されており、それらの取り組みを本県の子

育て支援の充実に生かしていくため選定した。 

学力向上 
全国学力・学習状況調査

の分析と対策について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 秋田県秋田市 秋田県教育庁義務教育課 
 副主幹 中井淳 
 
［選定理由］ 
 秋田県は、全国学力・学習状況調査において常に全国上位で

あり、児童生徒の学力の一層の向上のために全国学力・学習状

況調査の結果を踏まえた上で、各小・中学校の実態に応じた

様々な施策を行っていることから選定した。 

観光振興 
農村滞在型修学旅行の誘

致について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 秋田県仙北市 仙北市観光商工部農山村体験デザイン室 
 室長 福田成洋 
 秋田県仙北市 ＮＰＯ法人田沢湖ふるさとふれあい協議会 
 代表理事 田口久義 
 
［選定理由］ 
 仙北市では、ＮＰＯ法人田沢湖ふるさとふれあい協議会が中

心になって農家や旅行業者、学校との調整を図り、積極的に農

作業体験を行う修学旅行の受け入れを行うことにより観光振

興を図っているため選定した。 
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公民連携 
都市再開発事業（オガー

ルプロジェクト）の概要

について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
岩手県紫波町 オガール紫波株式会社  
顧問 八重嶋雄光 

 
［選定理由］ 
 紫波町では、人口３万４千人余の小さな地方自治体でありな

がら、オガール紫波株式会社と共に行政と民間との適切な役割

分担と情報交換を行いながら、公民連携手法による公共施設整

備や経済開発を通じた都市再開発事業に取り組んでいるため

選定した。 

高等学校専攻科の設置 
黒沢尻工業高等学校専攻

科の概要について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
岩手県北上市 岩手県立黒沢尻工業高等学校 
専攻科長・指導教諭 細川誠 
 
［選定理由］ 
 地元産業界の要望を受け、平成１９年４月に開設した黒沢尻

工業高等学校専攻科のカリキュラム、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参考に

するため選定した。 

 
 
５ 調査内容 
○調査テーマ：子育て支援 
調査項目 子育てタクシーの取り組みについて 
調査都市等 秋田県健康福祉部子育て支援課 調査日  ７月２０日 

調査結果概要 秋田県では、地域ぐるみで子育て支援体制づくりを推進する「地域の

子育て力向上事業」の一環として、平成２３年度に子育てタクシーを導

入した。子育てタクシーとは、乳幼児を伴っての外出サポートや保護者

の代行としての子どもの送迎、妊婦の産院への送迎などを行う子育て世

帯に優しいタクシーのことである。 
 制度導入開始時にはタクシー業者は１１社であったが、平成２６・２

７年度に１社ずつ減少し、現在は県内の９社が子育てタクシーを運行し

ている。また、平成２７年６月には、県内の子育てタクシーの発展を目

指し、県内７社と子育て支援ＮＰＯ法人が子育てタクシー秋田県支部を

設立した。運行開始以来、登録会員数は順調に推移し、平成２７年度に

は年間の新規登録会員数と運行回数がともに過去最高となったが、事業
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者が偏在しており子育てタクシーが運行していない空白エリアがある

ことや、県北・県南には月間の運行回数が一桁の事業者もあり、利用促

進のための更なるＰＲが必要なこと等の課題がある。 

 
 
○調査テーマ：学力向上 
調査項目 全国学力・学習状況調査の分析と対策について 
調査都市等 秋田県教育庁義務教育課 調査日 ７月２０日 
調査結果概要 秋田県では、これまで実施された全国学力・学習状況調査の結果につ

いて安定した成果を上げている学校や課題の改善が顕著な学校の特長

を分析している。分析結果から児童生徒の学力の一層の向上のために

は、各小・中学校が自校の実態に応じて、授業改善や教師の指導力向上、

校内の共同研究体制の確立、家庭・地域との連携の充実に向けた取り組

みを進めることが大切であるといえる。特に、教科担任制という特徴を

もつ中学校においては、指導に当たる教員一人一人が各教科の特質を踏

まえつつ、全ての教職員で目指す生徒の姿を共通理解し、共通実践に取

り組むことが求められる。 
 そこで、推進地区における協力校を中学校とし、中学校における共

同研究体制の確立、指導方法や指導体制の工夫、指導力の向上に資する

教員研修の充実を目指して、研究を進めている。そして、推進地区及び

協力校における研究成果を様々な機会を捉えて広く発信することで、各

学校における取り組みの一層の充実と児童生徒の学力向上を目指して

いる。 
 
 
○調査テーマ：観光振興 
調査項目 農村滞在型修学旅行の誘致について 
調査都市等 秋田県仙北市観光商工部農山村体験デザイン室 

ＮＰＯ法人田沢湖ふるさとふれあい協議会 
調査日 ７月２１日 

調査結果概要 仙北市は秋田県東部のほぼ中央に位置し、田沢湖や駒ケ岳、豊富な温

泉を有する秋田県内有数の観光地である。この地でスキースクールの校

長を務めていたＮＰＯ法人田沢湖ふるさとふれあい協議会の田口代表

理事を中心に１９８２年からブームとなったスキー修学旅行の受け入

れを開始し、首都圏を中心に１シーズン３０校以上となり東北でもトッ

プクラスの受入実績を誇っていた。平成に入りスキー修学旅行の数は減

少したが、横浜市の中学校が農業体験を伴う修学旅行を実施する際に、

田口氏に相談があり、１９９０年に民宿を営む農家でそれを引き受けた
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のを始めとして、農村滞在型修学旅行を受け入れるようになった。 
農村滞在型修学旅行の受け入れが軌道に乗り本格化するにつれ、学校

毎に異なるニーズと農家ごとの受入可能性・スケジュール等の相互調整

を旅行代理店も含め行う総合的窓口としての組織が必要となってきた。

そこで、１９９８年に田口氏を中心としたグループの活動を核として田

沢湖ふるさとふれあい協議会が設立され、２００２年にＮＰＯ法人化

し、農村滞在型修学旅行の受け入れを順調に増やしていった。 
現在では、国内の学校のみならずアメリカや台湾などの海外の学校か

らの農村滞在型修学旅行を受け入れており、仙北市はインバウンドグリ

ーンツーリズムを積極的に推進し、着実な実績を残している。 
 
 
○調査テーマ：公民連携 
調査項目 都市再開発事業（オガールプロジェクト）の概要について 
調査都市等 岩手県紫波町 オガール紫波株式会社 調査日 ７月２１日 

調査結果概要  岩手県紫波町は、ＪＲ紫波中央駅前の町有地１０．７ｈａを中心と

した都市整備を図るため、町民や民間企業の意見を伺い、平成２１年３

月に議会の議決を経て紫波町公民連携基本計画を策定した。この基本計

画に基づき、平成２１年度から始まった紫波中央駅前都市整備事業が

「オガールプロジェクト」である。また、オガール紫波株式会社は、官

と民が連携するためのエージェントの役割を担うことと社業を通じて

町の一層の発展と町民の幸せを目指すことを目的に平成２１年６月に

紫波町が１００％出資して設立された。 
 オガールプロジェクトは、公民連携基本計画を具現化する事業であ

り、オガール紫波株式会社の基幹的業務として取り組んでいる。具体的

には、オガールプラザの事業化を中心に、オガールエリア内の事業間調

整、事業誘導業務、エリアの美観形成に関する調整、岩手県フットボー

ルセンターの立地に向けた支援事業を行っている。町の官民複合施設の

第１号となる紫波町図書館・地域交流センターを含むオガールプラザの

整備事業化については、各方面からの企業情報収集に努めて参加事業者

の絞り込みを行うとともに、整備に関するアイディア提案公募（ＲＦＱ）

と事業者選定コンペ（ＲＦＰ）という２段階の選定方式を採用して進め、

平成２４年６月にオープンした。 
紫波町は、町有地を民間企業の立地・進出に活用させようという公民

の連携手法によって、町財政負担を最小限に抑えつつ、必要な公共施設

の整備を図ることを目的とした公民連携基本計画を策定し、オガール紫

波株式会社とともに民間の自由な発想を取り入れオガールプロジェク

トを推進している。 
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このような公民連携の手法を本県におけるリニア駅周辺の開発や空

洞化する中心地の活性化に向けた施策に積極的に取り入れることを検

討していく。 

 
 
○調査テーマ：高等学校専攻科の設置 
調査項目 黒沢尻工業高等学校専攻科の概要について 
調査都市等 岩手県北上市 岩手県立黒沢尻工業高等学校 調査日 ７月２２日 
調査結果概要 黒沢尻工業高等学校の専攻科は、岩手県の技術・技能を承継し、もの

づくり産業を支えるスペシャリストを育成することを目的に、いわて産

業人材育成会議の提言をもとに平成１９年４月に機械コースと電気コ

ースの２つのコースが２年課程で設置された。 
 専攻科は、県内の大学、高専、企業等の支援をもとに大学と同様の

仕組みである前期・後期制で実践的な教育を行っており、北上川流域も

のづくりネットワークと一体となった人材育成に取り組んでいる。１年

次は、５社以上の企業訪問、１０日間のインターンシップを実施してお

り、２年次は、内定先企業にて４週間の企業実習を実施している。この

ように県内企業の概要・仕事内容を在学中に知り、自分の適性を判断し、

多様な資格を取得することによって、黒沢尻工業高等学校の専攻科の卒

業生は県内への就職率が１００％である。 
 
 
○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 
土橋亨 本県で甲府工業内に専攻科を設置するが、先に設置した黒沢尻工業の

現在の様子や、内容を視察し少しでも県内企業への就職の促進につな

げるためにはどうする事が大切かを学んだので、今後に生かしていき

たい。 
高木晴雄 ①オガールプロジェクト 

町の機能を集約化した、一つの効率的なコロニーとして大いに参考に

なった。今注目を集めるＣＬＴにより新しい町づくりを考えてはいか

がか。森林県として身近にある資源を生かし、暖かなぬくもりと木の

優しさを持つＣＬＴによる新たな町づくり、きっと本県の景観に溶け

込み、魅力ある県土づくりに大きく寄与するものと考える。オガール

プロジェクトの官民一体となる効率的で効果のある施策が本県でも大

変重要であり、私もその視点を重視してオガールプロジェクトの学び

を生かしていきたい。 
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②黒沢尻工業の専攻科への取り組み 
産業界で求める即戦力となる人材育成に力点を置きながらの指導体制

に黒沢尻工業の歴史と、そこで培われたノウハウの素晴らしさを強く

感じた。惜しむらくは専攻科で学ぶ生徒の数があまりにも少ない事だ。

特殊な教材、特殊なノウハウを持つ指導者の効率的かつ効果的な教育

の場、生徒同士の切磋琢磨の場を考えると適正な生徒数は本県でも十

分精査を重ね、甲府工業に設置する専攻科のあるべき姿を考察しなけ

ればならない事を強く感じた次第である。私は、これからも県の取り

組みに注視しながら研鑚を積みたい。 
③子育てタクシーの研修について 
子育て支援をする上で、子育てタクシーの取り組みは、インフラ整備

が未成熟な本県において見習うところは大である。人口減少、少子・

高齢化対策の一環としてバスネットワークの再整備が急務であるとの

認識から、本県においてもリニア交通局交通政策課で「山梨県交通ネ

ットワーク再生計画」が鋭意検討され、実行されつつある。今回の視

察研修を精査し、本県県民の手足が更に充実するよう努めたい。 
飯島修 黒沢尻工業高等学校の専攻科のような実社会に直結する様な教育現場

は本県にも導入することによって、人材の育成、ものづくりへの後継

者づくり、中小企業の人材不足解消にもつながる。今回の調査で知り

えた情報、経験から本県への導入に関する政策提言に活かしていく。 
清水喜美男 ①強酸性水によりクニマスが絶滅した田沢湖を視察したが、

その土地固有の保全と行政との連携の重要性をあらためて実

感した。特に山梨県は、水、緑、空気などの素晴らしい自然

環境の中で、果実、農業、林業、花きなどの産業が成り立っ

ている為、今後、公共土木施設や新規開発などに於いては、

こうした固有資源に対してあらゆる角度からしっかりと事前

評価するシステムの構築を検討していきたい。 
②全国の中でも優秀な学力を誇る秋田県の教育状況を視察

したが、学校教育と社会教育との密接な連携と、学力向上を

支えるしっかりした PDCAサイクルの循環が教育制度の根底
にあることが判り、非常に参考になった。特に、自分の言葉

で表現する自発的学習を生み出す、学校、家庭、地域の強い

連携は、山梨県でもすぐにでも取り入れたい内容であるため、

検討を進めていきたい。 
山田七穂 リニア新幹線駅周辺の整備は今後の山梨県の発展に重要な

課題である。官民一体となって進めて行くことが必要であり、

まさに、岩手県柴波町は規模は小さいながら、駅周辺の開発、

整備を官民連携手法による公共施設整備や経済開発を通じた
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町づくりを進め、その成果が着実に表れてきている。 
山梨県の抱えている少子高齢化、人口減少社会状況のもと

インフラ整備の在り方や福祉施設への取り組み、自治体の緊

縮財政の中でも止むことなく求められる活力溢れる町づくり

への取り組みなど参考になった。この研修をリニア新幹線駅

周辺整備に反映させ 20年後、100年後の山梨県の発展につな
げていきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
※調査テーマ毎に作成 
６ 調査状況（写真）  
○ 平成２８年７月２０日  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（コメント）子育てタクシーへの

取り組みについて調査 
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○ 平成２８年７月２０日 
 

 
 
 
 
○ 平成２８年７月２１日  

 
 
 

（コメント）子育てタクシー、学

力テストの取り組みについて調査

した秋田県議会にて 

（コメント）秋田県仙北市役所に

て農村滞在型修学旅行の誘致につ

いて調査 
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○ 平成２８年７月２１日 

 
 
 
 
 
 
○ 平成２８年７月２２日 

 
 
 

（コメント）都市再開発事業（オ

ガールプロジェクト）の概要につ

いて調査 

（コメント）黒沢尻工業高等学校専

攻科の概要について調査 


