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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の概要 

 

１ 題目：自民党誠心会政務調査 

 

２ 調査報告概要 

 

 

調 査 者 

会派名等 

 

 

［会派名、調査者全員の氏名］ 

会派名 自民党誠心会 

調査者 皆川巖、臼井成夫、鈴木幹夫、石井脩德、河西敏郎、白壁賢一、 

大柴邦彦、山田一功、塩澤浩、桜本広樹、永井学、杉山肇、 

遠藤浩、猪股尚彦、奥山弘昌、渡辺淳也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調査目的 

  本県における行政課題である、林業振興、地球温暖化対策、人材の確保

育成、子育て支援、産業振興、地域連携について、それぞれ先進的な取り

組みをしている地方自治体や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、本県の施策に活かしていく。 

 

 

２ 調査テーマ 

  林業振興、地球温暖化対策、人材の確保育成、子育て支援、産業振興、 

  地域連携 

 

 

３ 調査期間 

  平成２９年７月１９日～平成２９年７月２１日 （２泊３日） 

 

 

４ 調査地［海外→国名・都市名］・［国内→都道府県名・市町村名］ 

  岡山県岡山市、広島県安芸郡府中町、広島県広島市、広島県呉市 

 

 

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］ 

林業振興 

［調査項目］ 

ＣＬＴ建材の利用促進について 

 

［選定理由］ 

 全国有数の森林県である本県において積極的な伐採による県産木材

の利用拡大が求められており、耐震性等に優れているＣＬＴ建材の活用

を促進して林業振興を図る必要があるため選定した。 

［調査テーマ］ 

地球温暖化対策 

［調査項目］ 

 新エネルギーの普及拡大について 

 

［選定理由］ 

 パリ協定により地球温暖化対策として温室効果ガス削減に向けた取

り組みを進めることとされており、新エネルギーの拡大はその有効策の

一つになるものと考えられているため選定した。 

［調査テーマ］ 

人材の確保育成 

［調査項目］ 

ワークライフバランスへの取り組みについて 

 

［選定理由］ 

人手不足が社会問題となる中、県内企業等の人材の確保や育成を支援

する上で、ワークライフバランスへの取り組みが喫緊の課題であるため

選定した。 

［調査テーマ］ 

子育て支援 

［調査項目］ 

子育て支援施策について 

 

［選定理由］ 

本県における深刻な人口減少問題に対応するために、誰もが安心して

子供を産み育てることができる社会の実現に向けて更なる子育て支援

が必要不可欠であるため選定した。 

［調査テーマ］ 

産業振興 

［調査項目］ 

次世代産業への取り組みについて 

 

［選定理由］ 

時代の潮流の変化に対応して、絶えず新たなビジネスが創出される環

境づくりと中小企業の新事業展開や生産性の向上を促進していく必要

があるため選定した。 



- 3 - 

 

［調査テーマ］ 

地域連携 

［調査項目］ 

地域連携の取り組みについて 

 

［選定理由］ 

地域社会の課題が個別化・多様化している中で、ニーズに柔軟に対応

したきめ細やかで多様なサービスを実現するために、行政と地域の連携

の推進を図ることが重要な課題であるため選定した。 
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４ 調査項目に係る調査都市・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 

林業振興 

ＣＬＴ建材の利用促進に

ついて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 岡山県岡山市 岡山県土木部都市局建築営繕課 

 課長 有森達也 

 

［選定理由］ 

 岡山県では、設計、材料製造、加工、運搬及び施工等の一連

の供給体制を地元関連企業のネットワークにより確立し、全国

からの受注を引き受けられるＣＬＴ建築産業の土壌を形成す

ることを目的とした「おかやまＣＬＴリーディングプロジェク

ト」を進めていることから選定した。 

地球温暖化対策 

新エネルギーの普及拡大

について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 岡山県岡山市  

岡山県環境文化部新エネルギー・温暖化対策室 

 室長 高田哲也 

 

［選定理由］ 

 岡山県では、新エネルギーの普及拡大を地球温暖化防止だけ

でなく、産業振興や地域活性化にも結びつけるための方向性や

方策を示し、県民、市町村、民間企業等の多様な主体の協働に

よる取り組みを加速することを目的に「おかやま新エネルギー

ビジョン」を策定しており、平成２９年３月にその改定を行っ

たことから選定した。 

人材の確保育成 

ワークライフバランスへ

の取り組みについて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 広島県安芸郡府中町 マツダ株式会社 

総務・法務室総務・コミュニティグループ 主幹 ・・・・ 

 

［選定理由］ 

 マツダ株式会社では、従業員の多様性を尊重すると同時に従

業員一人ひとりが個性を発揮しながら、力を合わせて会社や社

会に貢献する企業風土の醸成を目指している。さらに、多様な

価値観やライフスタイルを持つ社員がプライベートと会社生

活とを両立させ、積極的に活躍できるようにワークライフバラ

ンスの促進充実に取り組んでいるため選定した。 
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子育て支援 

子育て支援施策について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 広島県広島市 広島県健康福祉局子育て支援部 

 部長 三田利江子 

 

［選定理由］ 

 広島県では、妊娠から出産、子育てまでワンストップで切れ

目なく支援する「ひろしま版ネウボラ」の構築に着手しており、

母子保健と子育て支援の窓口を一体化し、看護師や保健師等の

専門のスタッフが継続して対応することができる総合的な相

談窓口「子育て世代包括支援センター」を県内各地に設置して

いることから選定した。 

産業振興 

次世代産業への取り組み

について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 広島県広島市  

広島県商工労働局イノベーション推進チーム 

 中小・ベンチャー企業支援担当 課長 長谷川充 

 

［選定理由］ 

 広島県では、県内産業の付加価値の拡大や競争力強化を図る

ため、県・市町・経済団体・金融機関・支援機関等の各機関が

各々の役割を果たすとともに、関係機関と相互に連携・協力す

る「オール広島創業支援ネットワーク」を構築し、創業希望者

が県内どこでも専門的な支援を受けて創業できる環境を創出

するための取り組みを行っていることから選定した。 

地域連携 

地域連携の取り組みにつ

いて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 広島県呉市 呉市市民部地域協働課 

課長 荻野晋 

 

［選定理由］ 

 広島県呉市では、特色ある地域資源を最大限に活用した「自

主的で自立した地域活動」をこれからのまちづくりの中核をな

すものと考えており、地域を包括する住民自治組織との協働に

よる地域協働型のまちづくりを積極的に推進している。このよ

うな考え方を体系的に整理し、取組事項をまとめた「ゆめづく

り地域協働プログラム」を策定していることから選定した。 
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５ 調査内容 

○調査テーマ：（林業振興） 

調査項目 ＣＬＴ建材の利用促進について 

調査都市等 岡山県岡山市 

岡山県土木部都市局建築営繕課 

調査日 ７月１９日 

調査結果概要  岡山県の北部地域は木材関連産業が集積しており、平成２８年４月に

は国内初のＣＬＴ専用量産工場が稼働を始めたところである。このよう

な優位性を活かし、岡山県ではＣＬＴ建築の技術を持つ人材を育て、設

計・材料加工・運搬・施工などを担う地元企業を発掘し、それらを結び

つけ、今後全国で需要が増加することが予想されるＣＬＴ建築の受注を

県内でトータルに引き受けられる土壌を形成することを目的に平成２

７年度からの三か年計画である「おかやまＣＬＴリーディングプロジェ

クト」を進めている。 

プロジェクトの内容としては、耐震性等に優れているＣＬＴ建材につ

いて、行政主導の岡山県ＣＬＴ普及促進会議や産学官連携組織である岡

山県ＣＬＴ建築開発検討会等が中心になって普及啓発、人材育成や技術

開発に関する各種事業を行っている。具体的には、ＣＬＴ製の構造物を

直接見て触って体験してもらうためにＣＬＴオブジュ「モクロス」を製

作し、岡山駅前広場への展示や「おかやまＣＬＴ建築シンポジウム」の

開催等の普及啓発事業や人材育成事業としてＣＬＴに関する各種セミ

ナーや視察・見学会等を行っている。また、岡山県が整備するＣＬＴパ

ネル工法の建築物第１号である「道の駅あわくらんどトイレ」の設計の

過程で、壁と壁が自由な角度で接合することを目指した接合部等の耐力

試験や防水性の向上のための木材保護塗料耐久性実験等の技術開発事

業を行っている。 

 

○調査テーマ：（地球温暖化対策） 

調査項目 新エネルギーの普及拡大について 

調査都市等 岡山県岡山市 

岡山県環境文化部新エネルギー・温暖化対策

室 

調査日 ７月１９日 

調査結果概要  岡山県では、新エネルギーの普及拡大を地球温暖化防止だけでなく、

産業振興や地域活性化にも結びつけるための方向性や方策を示し、県

民、市町村、民間企業等の多様な主体の協働による取り組みを加速する

ことを目的として平成２３年３月に「おかやま新エネルギービジョン」

を策定した。その後、国の新たなエネルギー基本計画や固定価格買取制
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度の開始、パリ協定の発効、急速に導入が進んだ大規模太陽光発電等の

状況の変化を踏まえ、ビジョンの目標年度である平成３２年度までの折

返し点である平成２９年３月に改定を行った。 

 新エネルギー導入の目標として、徹底した省エネルギー（エネルギー

使用量の削減）の実現を前提に、新エネルギー由来の発電量の県内総電

力使用量に占める割合（電力における新エネルギー導入率）を２１．１％

と定めている。この目標を達成するために、太陽光発電、小水力発電、

木質バイオマスの利活用、ＥＶ等の普及と技術開発の４つを重点分野と

するとともに、新たな視点として、水素の利活用、熱の有効利用、蓄エ

ネの導入を加え、産業振興につながる施策や地域資源を活かした施策、

ライフスタイルや意識の変革を進める施策を行っている。 

 また、関係部局で構成する「新エネルギービジョン推進会議」を通じ

て情報の共有等を図りながら、各部局が適切な役割分担の下で施策・事

業に取り組み、全庁一丸となってビジョンを推進している。 

 

○調査テーマ：（人材の確保育成） 

調査項目 ワークライフバランスへの取り組みについて 

調査都市等 広島県安芸郡府中町 

マツダ株式会社 

調査日 ７月２０日 

調査結果概要  マツダ株式会社では、社員一人ひとりが最大限の力を発揮できるよう

に最適な仕事や環境を提供することによって、社員の成長と活躍を応援

し、それらをコーポレートビジョンの実現につなげていくことを目的と

した社員人事制度「とびうお」を定め、ワークライフバランス推進も含

めた各種人事施策を行っている。マツダの考えるワークライフバランス

とは、社員一人ひとりが持っている知識・経験・スキルを仕事で最大限

に発揮できるように私生活と仕事のバランスを取ることであり、充実し

た私生活は仕事に新たな付加価値をもたらすと考え、性別・年齢・国籍

等に関わらず、多様な人材が多様なスタイルで持てる能力を最大限発揮

できるように努めている。 

 マツダのワークライフバランス支援制度としては、コアタイムなしの

スーパーフレックスタイム制度をはじめ、赴任同行休職制度、在宅勤務

制度、育児・介護に係る勤務特例制度、子供が満３歳になるまでの育児

休職制度や育児と介護が理由での退職者を優先選考する再雇用制度等

がある。 

 また、女性の活躍をさらに加速させ、２０２０年には女性幹部社員数

を２０１３年度末の実績である２０名の３倍にするという目標を定め、
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幹部登用候補となる女性社員の個別育成計画を策定し、さらなる女性活

躍を支援・促進している。  

 

○調査テーマ：（子育て支援） 

調査項目 子育て支援施策について 

調査都市等 広島県広島市 

広島県健康福祉局子育て支援部 

調査日 ７月２０日 

調査結果概要  広島県の人口は、２０１０年から２０４０年にかけて総人口が４７万

人、生産年齢人口は５１万人減少し、高齢者人口は１８万人増加すると

予測されている。このような中、子育て支援の強化などにより、合計特

殊出生率は平成１７年の１．３４から回復傾向にあり、平成２７年は１．

６０となっているが、統計調査の結果から県民の子育てに対する不安が

大きいことや地域の中で子供を通じた付き合いが減少していること、児

童虐待の問題が深刻化していること等が課題と考えている。 

 そこで、広島県は、母子保健と子育て支援の窓口を一体化し、保健師

ら専門スタッフが継続して対応することにより、妊娠から出産、子育て

までワンストップで切れ目なく支援する「ひろしま版ネウボラ」の構築

に着手している。ネウボラとはフィンランド語で「アドバイスの場所」

という意味であり、フィンランドでは産前、産後、子育てまでカバーす

る地域拠点が８００か所以上設置されている。 

 都道府県が全域でのネウボラ設置を目指し、施策を講じるのは広島県

が初めてであり、２０１７年度はモデル事業として３市町が設ける約２

０か所の運営費を全額補助し、２０２１年度には全２３市町に１２５か

所の設置を目指している。また、その他にモデル事業の効果的な推進や

全県への設置促進に向けた効果及び課題を検証するためのモデル事業

推進会議の設置やひろしま版ネウボラ人材育成事業等も行っている。 

 

○調査テーマ：（産業振興） 

調査項目 次世代産業への取り組みについて 

調査都市等 広島県広島市 

広島県商工労働局イノベーション推進チーム 

調査日 ７月２０日 

調査結果概要  広島県では、イノベーションの担い手となる企業の裾野の拡大と経済

活動の新陳代謝を活性化するため、開業率を平成３０年度に１０％とす

ることを目標に設定している。目標の達成に向けて、県・市町・経済団

体・金融機関・支援機構等の各機関が各々の役割を果たすとともに、関

係機関と相互に連携・協力する「オール広島創業支援ネットワーク」を
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構築し、創業希望者が県内どこでも専門的な支援を受けて創業できる環

境を創出するための取り組みを行っている。 

 具体的には、中核支援機関である「ひろしま創業サポートセンター」

を運営し、創業マネージャーや創業スタッフ等による相談対応や創業セ

ミナーの実施等の創業支援の基盤づくりに向けた施策を行っている。ま

た、創業者及び創業支援機構の表彰や県の創業支援ポータルサイト「ひ

ろしまスターターズ」上で新規創業者をＰＲする創業フェスティバルの

開催や若者世代を対象としたビジネスプランコンテスト「びっくり！ひ

ろしま」の開催、社会経験豊富なシニア層のビジネスアイデアを活用し

たシニア層自身の創業促進に加え、シニアと若者がアイデアを共有し両

者によるビジネスの創出を図るシニア経験の還元サポート等の潜在的

創業希望者の拡大に向けた施策も行っている。さらに、県内で新たに事

業を始める外国人に対して、県が創業活動事業計画が適正かつ確実であ

ることの確認を行うこと等により、創業外国人上陸審査基準を満たす外

国人の早期上陸を可能とし、県内における外国人による創業活動を促進

するための外国人創業活動促進事業等の国家戦略特別区域関連事業も

行っている。 

 

○調査テーマ：（地域連携） 

調査項目 地域連携の取り組みについて 

調査都市等 広島県呉市 

呉市市民部地域協働課 

調査日 ７月２１日 

調査結果概要  広島県呉市では、地域を包括する住民自治組織との協働による地域協

働型のまちづくりを積極的に推進しており、このような考え方を体系的

に整理し、取組事項をまとめた「ゆめづくり地域協働プログラム」を策

定している。 

 プログラムの内容としては、まず、地域の共有する夢の実現に向け、

地域住民の総意に基づいて住民自身（まちづくり委員会）が作る地域ま

ちづくり計画の策定支援を行っている。次に、市民本位で行政サービス

の企画・実施に取り組む市職員という意味である「市民公務員」と市職

員としてのノウハウを活かしながら、一市民として地域活動の企画・実

施に取り組む市職員という意味である「公務員市民」の育成を行ってい

る。また、まちづくり委員会ごとに使途を限定しない「ゆめづくり地域

交付金」の交付や市民が身近な公共施設の整備を自ら主体となって企

画・実施する事業に対して原材料等の購入経費相当額を交付金で交付す

る「市民まち普請事業」等により地域力向上のための財政的支援を行っ
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ている。さらに、市民センターを拠点に地域内の各種団体の支援活動を

行っている市民をまちづくりサポーターとして委嘱する「まちづくりサ

ポーター制度」や各地区まちづくり委員会等で活動しているリーダーの

事業企画力・推進力・連携手法等に関するスキルアップや地域の新たな

リーダーを育成する「ゆめづくりフォローアップ事業」等により地域力

向上のための人材育成を行っている。 
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○各参加者の所感及び調査結果の活用方針 

調査テーマ：（林業振興） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 ＣＬＴは現時点では公共事業での需用は伸びないが、民間事業での

社員寮や住宅建築の伸びは期待できそう。いずれは、日本においても

ヨーロッパのようにＣＬＴ工法による高層建築も実現できそうであ

る。山梨県では県産材を使って岡山県で造ったＣＬＴ建材を利用して、

富士北麓公園陸上競技場の建設計画が進められている。山梨県の林業

振興に大いに参考となった。 

臼井成夫 岡山県が取り組んでいる「おかやまＣＬＴリーディングプロジェク

ト」は、本県より産学官の連携、人材の育成、技術開発、生産体制等

の点で大きく先進的であると感じた。今回の調査を参考に本県の県産

材の更なる利活用に向け、県全体で推進するための取り組みについて

政策提言を行っていく。 

鈴木幹夫 ＣＬＴ建材の利活用において先進県である岡山県の産学官が連携し

た取り組みは、県土の多くを森林が占める本県の林業振興及び森林保

全に関する施策を進める上で大いに参考となった。もっとも、量産工

場等の問題点もあるため今後も調査研究を続ける必要があると感じ

た。 

石井脩德 割合高額となり、生産技術、人材の育成、合理性、安価で提供の為

の努力、市場性を確立することが課題であると感じた。本県は資源が

豊富であり、将来に向け森林関連企業に於いて、大きな期待がもてる

と考える（森林整備、温暖化対策、雇用問題、地域連携）。 

河西敏郎 産学官連携して取り組む「おかやまＣＬＴリーディングプロジェク

ト」の一環として「道の駅あわくらんどトイレ」を年度内に整備する

との事。森林や木材活用を考えた諸施策は、本県にとっても参考にな

るものであった。 

白壁賢一 今回の調査でＣＬＴ建材の有用性や将来性等について再確認するこ

とができたが、ＣＬＴ建材が他の資材と比較して価格が高く、今後さ

らに流通促進を図り需要を喚起するためには、技術開発や量産体制を

確立しコストダウンをしなければならないと感じた。森林県である本

県の特質を考慮して、ＣＬＴ建材の更なる調査研究に取り組んでいく。 

大柴邦彦 森林県である本県において、県産材の利活用に対する取り組みは喫

緊の課題であり、その点でＣＬＴ建材の将来性に大きな期待を抱いて

いる。もっとも、価格面や更なる技術開発の必要性などの課題がある

ことも事実であり、「おかやまＣＬＴリーディングプロジェクト」を参
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考に本県に合った施策を推進していく。 

山田一功 木材活用は、森林県である本県にとっても参考になる事例である。

２０２０年のオリンピック、パラリンピックを機に世界に日本の木材

加工品の評価を高める絶好の機会である。本県が先駆けて取り組んだ

ＦＳＣ認証材の普及も併せて、建築士協会や建設業界を巻き込んだプ

ロジェクトは参考事例となる。 

塩澤 浩 林業振興を考えたとき、このプロジェクトは大変意義深いと思う。

産学官連携は先進的で、特に企業の活性化は、地域の雇用の促進、経

済発展につながる。林業振興は需要がなければならない。ＣＬＴが増

やす可能性を感じた。問題は価格が他の資材に比べ相当高い。また建

築関係者の認識、技術レベルもこれからだ。工場が本県及び近県にな

いことも相当ネックのようだ。可能性のある企業だと思うので、さら

に調査研究が必要だと思う。 

桜本広樹 本県でも富士北麓公園内に整備予定である屋内練習走路に活用予定

となっているＣＬＴ材について、ヒノキ素材を特産品として販路拡大

を図っている岡山県において、本県より先行してＣＬＴ材活用事業と

して取り組んでいる「道の駅あわくらんどトイレ」についての状況等

を視察でき、新しい建築素材としてのＣＬＴ材の理解を深めることが

できた。 

永井 学 本県でもオリンピックを控え、大々的にＣＬＴ導入を検討している

のであれば、岡山のように目立つ場所にＣＬＴを使った建築物を造る

べき。一般の広報に役立つと共にＣＬＴの優位性をより知ってもらう

きっかけとなる。普及が進めば合板の５０倍と言われるＣＬＴ素材の

値段も低下してくるのではないか（材料費の問題は、どの県でも課題

となっていた）。 

杉山 肇 同じく、森林県の山梨としても、ＣＬＴは大きな可能性のあるもの

であると思うが、一つの産業としてのサイクルの構築をいかに構築す

るかなど、課題も見えてきた。公共事業（施設など）のみでは限界が

あり、いかに民間へ広げていくかが重要となる。そのためには、価格

とニーズなどよりきめ細かくマーケティングする必要がある。今後Ｃ

ＬＴを進めるに当たり、このような課題をしっかりクリアしつつ、中

長期的なビジョンをもって当たることが大切である。 

遠藤 浩 岡山県の事例は、広報普及啓発、人材育成の観点から段階的に計画

されＣＬＴ工法の普及啓発の難しさを感じる。ＣＬＴ、集成材など産

業界側のメリット感はあるものの技術の普及、コストダウンも含めた

生産技術確立、人材確保などの課題は多い。本県の林業産業の活性化
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の面からも期待される部分なので、今後とも、多方面からの調査研究

が必要である。 

猪股尚彦 木材の有効活用等については大いに期待できるが、材料の製造、加

工と言った費用面においては、だいぶ高値になるのではないか。公共

施設に使用されていくと思われるが、民間の建築産業に需用がのびる

ことが必要だと感じた。 

奥山弘昌 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて国産木材

の利用拡大が注目されている中で、岡山県のＣＬＴ建材の先進的な取

り組みは本県の今後の県産材の更なる利活用に向けた施策を検討する

上で大いに参考になった。 

渡辺淳也 本県では、富士北麓公園にＣＬＴ建材を活用して陸上競技場の室内

練習場を建設予定であり、岡山県のＣＬＴ建材を活用した「道の駅あ

わくらんどトイレ」は、大変興味深かった。この事例を参考に富士北

麓公園室内練習場の国内外に向けたＰＲや更なる活用方法について検

討していく。 

 

調査テーマ：（地球温暖化対策） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 山梨県は、日照時間が日本一である上に山と水に恵まれているから、

メガソーラーばかりではなく、小水力発電には最適な環境にあると考

えられる。「おかやま新エネルギービジョン」は、電気自動車や燃料電

池自動車等の普及拡大も推進しており、山梨県でも山梨大学を中心に

燃料電池の研究に力を入れているので大いに参考となった。 

臼井成夫  「おかやま新エネルギービジョン」は、徹底した省エネルギーによ

り県内総電力使用量の圧縮に取り組んでおり、新エネルギー導入の数

値目標を定めている。このような取り組みや視点が本県のエネルギー

施策に反映できるかについて今後も検討していく。 

鈴木幹夫  岡山県では、太陽光発電、小水力発電、木質バイオマス、ＥＶの４

つを重点分野と定め、徹底した省エネルギー社会の実現を目指してお

り、本県においても同様の取り組みを行っているため参考になった。

その省エネ施策や推進体制を本県に生かすため調査研究していく。 

石井脩德 山梨県に於いても、すでに取り組んできているが、さらに効率化を

上げ、経済の安定と生活基盤の充実に取り組んで参りたいと考える。 

河西敏郎 新エネルギービジョンは徹底した省エネルギー社会の実現を目指し

ており、省エネへの幾つかの取り組みについて、今後の県政に反映す

べきだと感じた。 
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白壁賢一  岡山県が進める新エネルギーの導入にあたっては、地域の自然環境

との調和への配慮や適正な管理・運営が必要であると感じた。本県に

おいても同様の取り組みを行っているため、地域の実情に応じた市町

村の対応への支援等の充実を更に働きかけていく。 

大柴邦彦  岡山県では、「おかやま新エネルギービジョン」を庁内各部局が十分

連携し、情報の共有を図りながら全庁一丸となって推進するとしてい

る。エネルギー施策は多岐にわたるため、本県においてもこの考え方

を徹底するように取り組んでいく。 

山田一功 岡山県は晴天率の高さを反映して太陽光発電が大きく伸びており、

本県同様メリット、デメリットが様々な問題を提起している。メリッ

トを地域住民に還元する取り組みで、デメリットを解決する方法など

（護岸工事を請負）は、本県にも参考になるものであった。併せて、

新エネルギービジョンは徹底した省エネルギー社会の実現を目指して

おり、省エネへの取り組みについても、今後の県政に反映すべき好例

と感じた。 

塩澤 浩 固定価格買取制度が導入されて以降、新エネルギーの導入が進んで

いる。特に太陽光発電が大きく伸びている。小水力発電は地形に恵ま

れている本県は、優位にあることを改めて感じた。やまなしパワーな

ど先進的事業も本県にはあるが、省エネ対策に対してもさらに進めて

いくべきだと思う。 

桜本広樹 エネルギービジョンの対象としている分野である太陽光、小水力、

木質バイオマス、ＥＶ等については本県と同様であるが、それらを活

用していく新たな視点に特に興味を覚え、本県も積極的に取り組むべ

きと感じた。 

永井 学 ３つのねらいとして「地球温暖化防止」・「産業振興」・「地域活性化」

を入れている。地域活性化の視点を入れている部分が非常に面白い。

ＥＶ車導入に対して、車両購入費の補助を出している。 

杉山 肇 いわゆる自然エネルギーの導入については、その地域的特性の要因

が多くを占め、岡山県の場合、太陽光発電が中心となっている。その

ため他の自然エネルギーがなかなか進んでいない。進めやすいエネル

ギーを伸ばすのではなく、他のエネルギーを含めた、バランスを重視

すべきだと思う。新エネルギー導入の目標値を定めているが、それを

達成するための大きな要素として、徹底した省エネを掲げているが、

もう少しこの「おかやま新エネルギービジョン」に絡ませた方が良い

と感じた。 

遠藤 浩 岡山県は、地球温暖化防止、産業振興、地域活性化の観点からエネ
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ルギー政策を推進している。しかし、固定価格買取制度、パリ協定、

急速に導入されたメガソーラーなどの進展により過渡期にあるのは本

県も同様である。本県のエネルギービジョン推進においても県民生活、

産業、地域、電力消費削減など類似点もあり共感を得た。ただし、本

県の推進体制の方が充実しているので、今後とも多方面からの調査研

究を経て政策提案等していきたい。 

猪股尚彦 新エネルギービジョンの各施策に目標達成のため指標を細かく掲げ

ることも必要だと感じた。重点分野については、メガソーラーの導入

が見込みを大幅に上回ったが、太陽光発電施設の設置条件等地域エリ

アの選択、限定も考えなければならない。 

奥山弘昌  「おかやま新エネルギービジョン」は、地球温暖化防止、産業振興、

地域活性化の３つのねらいを定め各種施策に取り組んでいるが、特に

地域活性化に住民参画の視点を取り入れている点が大変興味深かっ

た。この視点を本県にも取り入れることを検討していく。 

渡辺淳也  岡山県では、エネルギー施策の取り組み状況を毎年把握し、全体目

標を確認するとともに、情勢の変化に対応できるように関連施策等に

ついて適時柔軟に見直す体制を整えている。この考え方を本県におい

ても取り入れていくように提言していく。 

 

調査テーマ：（人材の確保育成） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 「スーパーフレックスタイム」という社員が自分のライフスタイル

に合わせて勤務時間を決めることができること等により、介護離職者

がほとんどないし、育児休職制度も子が満３歳になるまで拡大してい

る。山梨県の「やまなし子ども・子育て支援条例」の制定に向けて大

いに参考となった。 

臼井成夫  マツダでは、２０００年頃からコアタイムなしのスーパーフレック

スタイムを導入し、その後も様々なワークライフバランス支援のため

の制度を創設しており、多様な人材の確保育成に努力している点が興

味深かった。これらの制度の県庁や県内企業等への導入について更に

調査研究を行っていく。 

鈴木幹夫  近年、国においても働き方改革や女性の活躍推進に関する施策を積

極的に進めているが、以前から国の施策と同様の考え方で「とびうお」

をはじめとする社員人事制度を創設し、ワークライフバランスの充実

に取り組んでいる点で本県にとっても大変参考になる事例であった。 

石井脩德 山梨県企業に於いても、すでに取り組みを実施されているが、生活
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と仕事のバランスの取れた充実した生活環境の構築のため参考に取り

組みたい。 

河西敏郎 キャリアに応じて給料が決まるという「トビウオプロジェクト」の

コンセプトは、社員一人ひとりが最大限の力を発揮できるように工夫

されており、それらをコーポレートビジョンの実現につなげていくと

いうもので、大企業だから出来ることで、羨ましい限りと感じた。 

白壁賢一  社員人事制度やワークライフバランスに関する制度を充実させるこ

とにより、性別や年齢等に関わらず、多様な人材が持てる能力を最大

限発揮できるように環境を整備し、企業全体の成長につなげていると

感じた。この考え方が本県の中小企業・小規模事業者に更に浸透して

いくように働きかけていく。 

大柴邦彦  マツダ株式会社では、女性の積極採用や女性幹部社員数の増加目標

値を定め、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる。特に、幹部登

用候補となる女性社員の個別育成計画を作成していることは大変興味

深く、本県の女性の活躍推進に関する施策の参考としたい。 

山田一功 グローバル企業として世界経済を牽引する自動車業界の一角を担う

マツダの責任（リーディングカンパニー）として培われた人事制度は、

長い間の労使のせめぎ合いの中から築かれたものだと感じた。それが

マツダの「最大の経営資源は人である」という人事基本コンセプトに

表現され、グループの人事施策推進体制を構築し、様々な取り組みを

展開している。どこよりも「人」がイキイキしている企業を目指して

いる通り、どこよりも社員がイキイキしていた。 

塩澤 浩 ２００３年リストラがあり、社員の成長と活躍を応援し、会社の発

展につなげていこうという考え、社員とのコミュニケーションを取り、

社員の次のキャリアを追い続けるということが大切だと感じた。本県

は９９％が中小小規模企業であり同じような進め方は難しいのでは。

小さい企業が取り組めるよう検討が必要だと思う。 

桜本広樹 特にグローバル人材の育成に関しては、人材開発委員会を設置し人

材交流プログラムを設けるなど、グローバルビズネスの即戦力となる

人材の育成を推進し、グループ全体が共通の視点に基づく風土づくり

を行うとともに、「人・仕事・処遇の最適なマッチング」「最適な仕事

や環境を提供する人事制度」を確立するために「選択と自己表現」「ワ

ークライフバランスの促進」などの社員の声を柱として反映させてい

る。本県においても、グローバル化が進むワインや宝飾業界において、

このような視点に立った企業経営が必要と感じた。 

永井 学 社員人事制度「とびうお」を開始して１４年。スーパーフレックス
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をはじめ数々の制度が定着していた。印象的だったのが「ＷＬＢ施策

は女性だけのものではなく男性も当然積極的に活用するもの」という

考え方。充実した私生活は、仕事に新たな付加価値をもたらす。ＷＬ

Ｂを本当に考えた時、男性が活用してこそであると感じた。また、議

会で主張してきた「女性活躍は男性の協力から」ということを改めて

実感できた。 

杉山 肇 スーパーフレックス、育児休暇など先進的な制度とそれをしっかり

と取り入れている、マツダの社員。働きやすさ、生活のしやすさをマ

ツダが整えていると同時に、マツダは、社員に自社の自覚を持たせて

いる。そのことによって、社員が仕事に対し新たな付加価値をもたら

す。したがって、社員個々の成功がマツダの成功となる。民間の大企

業のケースではあるが、行政の在り方にも繋げられることであり、山

梨県としてもしっかりと取り組む必要がある。 

遠藤 浩 マツダ株式会社は、就業時間や処遇など社員のライフスタイルを尊

重し会社の利益を導き出す理想的な取り組みを推進していて、子育て

介護を理由での離職者はないとの事である。米フォード社との資本提

携の歴史もあり、先駆けで多くの実績も持っている。働き方改革の議

論や近未来の生産人口減少など、第４次産業革命といわれる時代に備

え必要な取り組みだと思う。企業の環境や法人の特性に関わらず、多

様な人材が多様なスタイルで能力を発揮する考えは一致している。今

後とも多様な面から調査研究が必要。 

猪股尚彦 ワークライフバランス支援制度の導入については、業務内容等によ

って各部署の規模の違いから大変だと思われる。従業員数の多い大企

業であれば導入も可能ではないかと思うが、山梨県の企業で導入でき

るかどうか。 

奥山弘昌  ２０００年代初頭からワークライフバランスの充実や女性の活躍推

進について企業全体で取り組んでいることに感心した。この取り組み

を県内企業にどのように反映させることができるかについて今後も検

討していく。 

渡辺淳也  ワークライフバランスの充実に関する制度は、女性だけのものでは

なく、男性も当然、積極的に活用するものという考え方に強く共感し

た。今回の調査で得たことを本県における男性の家事育児への積極的

な参加に関する施策に生かしていく。 

 

調査テーマ：（子育て支援） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 
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皆川 巖 山梨県では、議員提案による「やまなし子ども・子育て支援条例」

の制定に取り組んでいる。そこで、広島県の「ひろしま版ネウボラ」

の取り組みを調査してみると、妊娠から出産、子育てまでワンストッ

プで切れ目なく支援する相談拠点を構築し、保健師等が継続的に対応

し信頼関係を築き育児の安心感の醸成を図っている。これにより、子

供の貧困や児童虐待などリスクの予防、早期発見、早期支援が出来て

いる。「広島県健康福祉局子育て支援部長」の分かりやすい説明を聞い

て大変参考になった。 

臼井成夫  平成１７年に１．３４であった合計特殊出生率が１０年で１．６０

に回復しており、広島県の子育て支援施策が大きく成果を出している

と感じた。今回の「ひろしま版ネウボラ」やその他の広島県の子育て

支援施策を本県の人口減少問題に対する施策の参考とする。 

鈴木幹夫  ネウボラは国内でも広がりつつあるが、まだ市レベルの取り組みが

中心であると説明を受けた。広島県が行なうことによって県内のどこ

でも同様のサービスを受けることができるという考え方は、様々な分

野において市町村間あるいは地域間の格差が存在する本県においても

参考となったので、今後もその導入について検討していく。 

石井脩德 ネウボラとは、フィンランド語で相談助言の場所を言う。妊産婦だ

けでなく、家族全体のあらゆる相談、妊婦健診、予防接種等のサービ

スをワンストップで提供する場。現在、少子高齢化が進む中、出会い、

結婚そして安心して妊娠、出産でき、子育てが出来る環境を構築し、

出生率の上昇と児童の健全育成など最大の課題として取り組むこと。 

河西敏郎 これまでは、担当課がバラバラであったり、県庁でも母子保健と子

育て担当課が別々に口出ししすぎてもという反省に立ち、モデル事業

の実施を通じて県の施策を市町に広げていく。また、実施市町を順次

拡大し、専門職の確保、人材育成も県が支援していくというものであ

った。 

白壁賢一  母子保健と子育て支援の窓口を一体化し、保健師ら専門のスタッフ

が継続して対応する支援拠点を整備するとの説明であったが、出産や

子育てに関して一人で悩む母親も多いことから有効な施策であると感

じた。もっとも、専門人材の確保育成に課題があることから更に調査

研究を重ねていく。 

大柴邦彦  妊娠、出産、子育ての時期の各家庭における様々な問題は、潜在化

しやすい傾向にあるので、ワンストップの窓口の整備は、児童虐待の

早期発見や産後うつのケア等につながる非常に効果的な施策である。

このような広島県の施策を本県にも導入できるように検討していく。 
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山田一功 担当課員がフィンランドを訪問して視察するなどネウボラに積極的

である。ワンストップで相談出来ることなど県政にも活かしたいと感

じた。広島県としては、地域間競争ではなく、広島市にいても中山間

地域にいても同じサービスが受けられるようにしたいという思いが込

められた女性部長の説明であった。 

塩澤 浩 子育て世代包括支援センターという名称の窓口を基礎自治体にいく

つか置くということで、バラバラに相談、支援を受けていたことが身

近で一元化されるということで相談する人にとってありがたいことだ

と思う。相談員の養成や地方分権といった課題も色々あるが、取り組

む価値はあると思う。本県では議会において子育て支援条例の制定を

目指している。大いに参考にしていきたい。 

桜本広樹 本県にも昨年１月に産前産後ケアセンター「ママの里」が整備され

た。ネウボラとは産前、産後に子育てを含む地域拠点であり、フィン

ランドでは子供ができたらそこへ行くのが自然な文化として根付いて

いる。行政スタイルが異なるが、県と市町村の役割分担的な日本の仕

組みと比較すると地域に密着しており、とても自然な取り組みなので

はないかと感じるとともに、産前産後ケアセンターも発展的に子育て

までも視野に入れるべきと思った。 

永井 学 都道府県が行うネウボラ先進県。全県１２５か所に普及させる計画

で、平成２９年度は３市１９か所、山梨等でも行っている子育て世代

包括支援センターと決定的に違うのは、全ての過程で県内全ての地域

に整備すること。山梨でも事業を推進したいが、広島のように期間を

おいてやるより、モデルを作って一気に進める方が良いと感じた。市

町村をいかにその気にさせるプランやパッケージを用意するかが勝

負。 

杉山 肇 妊娠、出産から子育てまでをワンストップで対応できるシステムは、

少子化、ワークライフバランスなどの視点からも大変素晴らしい事だ

と思う。妊娠うつなど、なかなか表面化していないが、実際は、問題

も多岐にわたり多くある。結婚から家庭までをサポートできる体制は

これから必須であり、山梨でも更に進める必要がある。 

遠藤 浩 妊娠・出産から子育てまでワンストップで切れ目ないサービスを行

う事を目的として、相談窓口を中学校区に一つ設置する計画。県が推

進することで市町別の格差は無くなる。子どもの貧困や児童虐待など

の予防や早期発見、早期対応が期待されるためネウボラ構築事業は有

効だと思う。市民からのアクセスポイントとしての拠点と行政組織の

サービス拠点とは異なるので有効な拠点の整備には検討と議論が必要
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だ。今後は、本県の現状調査、自治体の意向やサービス内容など調査

していきたい。 

猪股尚彦 子育て世代包括支援について、フィンランドと日本を比較するとフ

ィンランドの支援の手厚さに感心した。ひろしま版ネウボラのねらい

を達成するために必要な機能。身近な場所でいつでも相談できる体制

として中学校区に１か所の相談窓口を設置している。現に出生率の上

昇が表れている。山梨県でも推進すべきだと思う。 

奥山弘昌  子育てに関するワンストップの総合窓口の整備は、子育て支援施策

として大変素晴らしいものであるが、実際に設置する市町村に対して

財政的負担をお願いするものであるから、都道府県と市町村とが一体

となって検討し、連携していかなければならないと感じた。 

渡辺淳也  孤立しやすい子育て中の母親に対して、気軽に相談することのでき

る充実した窓口を設置するという広島県の施策は、子育て日本一を目

指す本県にも積極的に取り入れていくべきと感じた。今後は本県の状

況や子育て中の母親たちの要望等も調査し、検討していく。 

 

調査テーマ：（産業振興） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 広島県は、技術革新力（イノベーション）の強化を図り、新たなビ

ジネスが創出される環境づくりと中小企業の新事業展開や生産性の向

上を促進している。特に若い世代を対象とした企画コンテストを実施

し、県内外にＰＲすることで、創業への意識醸成を行うことや創業の

面白さや市町の創業支援情報を網羅したＷＥＢサイトを制作し、潜在

的創業希望者の拡大を図っている点は、山梨県の次世代産業への取り

組みに大いに参考となった。 

臼井成夫  県・市町・経済団体・金融機関・支援機構等が相互に連携・協力す

る「オール広島創業支援ネットワーク」は、広島県が全県体制で創業

を積極的に支援していく環境づくりとして有効であると感じた。この

ことを本県における創業支援施策の参考としたい。 

鈴木幹夫  社会経験豊富なシニア層のビジネスアイデアを活用したシニア層自

身の創業促進やシニアと若者がアイデアを共有し両者によるビジネス

の創出を図る事業は大変興味深かった。本県においてもシニア層のよ

り一層の活躍を推進するため取り入れていきたい。 

石井脩德 山梨県に於いても勝れた技術をもつ多くの企業が存在する中、一層

安定充実した企業を次世代へつなげていくことが重要であり大きな課

題である（含む人材育成）。 
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河西敏郎 ねらいは、広島県内の産業の付加価値の拡大や競争力強化を図るた

め、イノベ―ション力の強化に注力し、絶えず新たなビジネスが創出

される環境づくりと中小企業の新事業の展開や生産性の向上を促進す

るというものである。新規事業者が起業や業界参入を支援する施策が

用意されており、本県と比べ充実していると感じた。 

白壁賢一  広島県の創業者を支援する「ひろしま創業サポートセンター」は、

専門家による相談体制や各種講演会・交流会等の支援体制が充実して

おり、本県の更なる創業支援施策を検討する上で参考になった。今後

は、本県の状況や他県の事例等を更に調査研究していく。 

大柴邦彦  創業支援の基盤づくりのなかで地元金融機関との連携に注力してい

る点が大変興味深かった。創業において金融機関の理解と協力が必要

なことは言うまでもなく、本県においても創業者と金融機関を結びつ

ける施策の充実を働きかけていきたい。 

山田一功 知事が経営者経験の方らしく、新起業者に力を入れた事業。予算規

模も大きく、本県の規模からは想像できないくらい羨ましく感じた。

運営は、ひろしま産業振興機構に委託するものの、県が深く関与する

もので知事の思い入れが分かる気がした。 

塩澤 浩 県、市町村、経済団体、金融機関、支援機関等の各機関がそれぞれ

の役割を果たすとともに、連携協力するネットワークを構築し創業希

望者がどこでも専門的な支援を受けられることが基本的考えで、特に

創業後の支援事業継続率のアップは大切なことだと思う。２７年５月

に県内すべての市町が創業支援事業計画の認定を受け、取り組みを強

化してから相談件数も倍増しており効果が出ている。商工会議所、商

工会など経済団体ともしっかり連携していくことでさらに進めていく

必要があると思う。 

桜本広樹 創業サポートについては、本県でもほぼ同様な取り組みをしている。

広島県においては、特に、イノベーション力の強化に注力し、絶えず

新たなビズネスが創出される環境づくりを目指しており、人材の育成

や指導人材の派遣まで組織だった取り組みが興味深かった。 

永井 学 創業を積極的に支援する「ひろしま創業サポートセンター」。山梨で

いうと商工会議所、中央会、産業支援機構とバラバラで行っているこ

とを一元化して、利用者には非常に使い勝手が良いものとなっている。

特に注目したのは、「金融機関」との連携。事業計画の甘い案件につい

てセンターを紹介。計画を練り直し、融資につなげる。山梨県も相談

を一元化、利用者支援の為に色々な事業を行うべき。 

杉山 肇 地域の活力推進には企業の存在が欠かせない。創業支援などは、全
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国的に取り組んでいることだが、地元企業、大学などとの連携をしっ

かりとることと、フォローアップも大切なことである。 

遠藤 浩 日本再興戦略に基づき広島県内の開業率を平成３０年に１０％とす

る取り組み。本県においても数多くの起業支援があるが、広島県は、

目標の数値化と金融などの直接支援ではなく環境支援が特徴。開業後

のサポート体制も充実していて、２年以内のデフォルト率が２５年度

１．５％、２６年度１．９％（全国平均２．９％）とのことである。

この、開業後も含めたサポート体制については有効であり充実してい

る。 

猪股尚彦 後継者不足等による廃業・解散といった事業承継ができない事業者

が増え続ける今、創業支援は重要な施策だと思う。持続力のある強い

創業の創出と創業後支援による事業継続率のアップとあるが、創業後

の経営チェックも必要ではないかと思う。 

奥山弘昌  広島県おいては、創業支援のみならず創業後の支援も充実している

と感じた。広島県の事例を参考に本県においても創業後のフォローア

ップ体制の充実を図り、県内経済の活性化に資する施策を検討してい

く。 

渡辺淳也  広島県は、創業フェスティバルの開催や若者世代を対象としたビジ

ネスプランコンテストの開催等、若年者の創業も積極的に支援してい

る。本県においても、経済の継続的な発展のために若者の創業を推進

するための施策の充実を働きかけていきたい。 

 

調査テーマ：（地域連携） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 ｢市民公務員」という呉市の地域協働課の造語概念であり、市民視点

で自分の職務を遂行でき、市民の立場で市民に接することが出来る職

員のこと。そしてその先に「公務員市民」という職員が住む地域で市

職員としてのノウハウを活かしながら一市民としての地域活動の企

画・実施に取り組む市職員を目指している。この点については、私は、

公務員の住民指導が強くなり、地域力向上の主役である地域住民の自

主性が損なわれる危険があることを指摘した。 

臼井成夫  呉市は、地域住民自身が作る地域まちづくり計画の支援を行ってお

り、このことは多様な住民ニーズに対してきめ細かい対応ができるよ

うに取り組んでいると感じた。呉市の取り組みを参考に本県の県民生

活の更なる向上について検討していく。 

鈴木幹夫  行政と地域との連携を考えるなかで、市民本位で行政サービスの企
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画・実施に取り組む市職員という意味である「市民公務員」を育成す

るという呉市の考え方は大変重要であると感じた。このような考え方

を本県においても反映できるよう検討していく。 

石井脩德 現代の人口減少が続く中、最大の課題である少子化対策は喫緊の課

題。各市町村も取り組まれているが、先進の事例も参考に課題解決に

しっかりと取り組んで参りたいと考えている。 

河西敏郎 各地域の伝統的な祭りやイベントを介して人と地域の絆を大切にし

ていくというものである。高齢化の比率が高く将来の地域の担い手を

確保していく上からも大事な施策だと感じた。 

白壁賢一  少子高齢化が進み人口が減少している地方においては、地方公共団

体の財政も縮小していくことが予想されるなかで、住民主体のまちづ

くりという考え方はより重要度を増していると考えられる。そこで、

呉市の事例を更に調査研究していきたい。 

大柴邦彦  各地域が主体的にまちづくりを行っていく上で、それを中心的に行

っていく人材を育成することが重要である。呉市においては、地域力

向上のための人材育成を行っており、本県の地域連携のまちづくりリ

ーダー育成に対して参考となった。 

山田一功 呉市市民協働推進条例（平成１５年４月）を制定して、市民協働、

地域協働を行政が働きかけを行っている。ややもすると、地域の繋が

りが希薄になっている現在において、地域力の向上、地域コミュニテ

ィの活性化など働きかけ、地域課題の解決や人口減少に悩む地域に知

恵と工夫の出し合いを働きかけ、地域力の向上のための人材育成にも

力を注いでいる。 

塩澤 浩 今、災害など全国各地で頻繁に発生している中、自助、共助、公助

が叫ばれている。様々な事業を通じて地域力を高めていくことは必要

だと思う。事業に対する取り組み方など参考に、地域の中で活用でき

るよう活動していきたい。 

桜本広樹 地域住民との協働が新しい行政の在り方として注目されて久しい

が、全国的には従前の行政スタイルから抜け出し切れていないという

実感があった。訪問した呉市においては、多種多様な住民ニーズに柔

軟に対応し、きめ細やかで多様なサービスを提供することを目的に、

コミュニティごとに「地域まちづくり計画」が策定されコミュニティ

が目指す姿を住民に示してきた。このことに結果的には特色だった地

域づくりが実現でき、小さな市役所が具現化できた理想的な取り組み

であった。 

永井 学 行政が何でもやるまちづくりから市民と協働で作るまちづくりへ
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（行政が大きくなると地域力は低下する）。人口が減り、財政も縮小し

ていく中、この考え方は非常に重要。協働領域の拡大を行うため、常

に事務事業を見直している。住民自治を強化する一方、市役所自身も

変わっていく（市民公務員・公務員市民など）。市全体が一丸となって

まちづくりをした成功例だと感じた。常に事務事業を見直していくこ

と、地域力向上させることを県が市町村と協働でやる（モデル地域を

選んでそこを参考にしてもらうなど）ことが非常に重要だと思った。

県が旗を振り、全市町村が同じようなことを始めれば県全体の地域力

アップにつながる。 

杉山 肇 地元の都留市でも数年前から「地域協働のまちづくり」事業を実施

しており、近年では河川清掃活動、子どもの居場所づくり事業、地域

の魅力発見に繋げるウォーキング事業、更には防災などさまざまな活

動が定着してきた。県内自治体でも同様な取り組みがされているが、

基礎自治体の活力推進が山梨の発展に繋がる事であり、県としても各

市町村、地域の情報をしっかりと把握し、支援していくことが求めら

れる。 

遠藤 浩 呉市市民協働推進条例（平成１５年４月１日施行）が転機となる。

元来の市民性に土壌があったかどうか不明だが、定着していることは

確かだと思う。協働の理念は、善意と自発性による地域力向上で、市

場化と行政依存されてしまったコミュニティの再現。理想とするとこ

ろは共感する。今後の中山間地域の地域コミュニティ再興に活用でき

る事例。 

猪股尚彦 地域社会の課題は、複雑・多岐にわたり個別化、多様化している。

行政サービスだけでは、十分な対応ができないケースが多くなってい

る。そこで協働によるサービス提供の仕組みづくりを考えなければな

らない。まず、地域力の向上（コミュ二ティの自立経営）。小さな市役

所の実現（協働型自治体への移行）。当たり前に受けられたサービスも

今後どうなって行くのか分からない。私達も呉市の地域協働プログラ

ムを参考に真剣に考えるべきだと思う。 

奥山弘昌  人口減少社会のなかで地域力を強化し、地域住民の多様な要望に対

して行政と地域が連携して適切に対応していくことは大変重要である

と考える。呉市は、まさにこのことに取り組んでおり、本県の県民生

活の更なる向上を考えるうえで参考となった。 

渡辺淳也  市職員としてのノウハウを活かしながら、一市民として地域活動の

企画・実施に取り組む市職員という意味である「公務員市民」という

考え方は、地域の発展のために公務員に積極的に協力してもらうとい



- 25 - 

 

う点で大変有効であると感じた。この考え方を本県においても活用で

きるように取り組んでいく。 

 

 



- 26 - 

 

６ 調査状況（写真） 

 

○平成２９年７月１９日 調査先（岡山県土木部都市局建築営繕課） 

 

 

（左回り）永井議員、遠藤議員、塩澤議員、山田議員、白壁議員、河西議員、鈴木議員、 

皆川議員、臼井議員、石井議員、大柴議員、桜本議員、杉山議員、猪股議員 

（右奥） 有森課長（説明者） 

 

 

○平成２９年７月１９日 調査先（岡山県環境文化部新エネルギー・温暖化対策室） 

 

 

（左から）奥山議員、猪股議員、杉山議員、桜本議員、大柴議員、石井議員、臼井議員、 

皆川議員 

（左手前）高田室長（説明者） 

ＣＬＴ建材の利用促進について

調査 

新エネルギーの普及拡大につい

て調査 
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○平成２９年７月２０日 調査先（マツダ株式会社） 

 

 

（１列目左から）杉山議員、奥山議員、皆川議員、臼井議員、鈴木議員 

（２列目左から）河西議員、石井議員、山田議員、永井議員 

（３列目左から）猪股議員、塩澤議員、白壁議員、遠藤議員 

 

 

○平成２９年７月２０日 調査先（広島県健康福祉局子育て支援部） 

 

 

（左手前から）石井議員、白壁議員、山田議員、塩澤議員、遠藤議員、奥山議員、 

渡辺淳也議員 

（右手前から）永井議員、杉山議員、猪股議員、三田部長（説明者） 

 

 

ワークライフバランスへの取り

組みについて調査 

子育て支援施策について調査 
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○平成２９年７月２０日 調査先（広島県商工労働局イノベーション推進チーム） 

 

 

（左奥から） 石井議員、白壁議員、山田議員、塩澤議員、遠藤議員、奥山議員 

（左手前から）猪股議員、長谷川課長（説明者） 

 

 

○平成２９年７月２１日 調査先（呉市市民部地域協働課） 

 

 

（１列目左から）鈴木議員、皆川議員、臼井議員、桜本議員 

（２列目左から）大柴議員、河西議員、永井議員 

（３列目左から）猪股議員、石井議員、奥山議員 

（４列目左から）白壁議員、杉山議員 

次世代産業への取り組みについ

て調査 

地域連携の取り組みについて調

査 


