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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：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、調査者全員の氏名］ 
会派名 リベラルやまなし 
調査者 土橋亨、高木晴雄、飯島修、山田七穂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 調査目的 
 山梨県の喫緊の課題である、企業誘致、教育問題、ＣＬＴパネルの活用、

産業振興の取組みについて、それぞれ先進的な取組を行っている自治体、組

合を視察、調査することにより本県の施策へ反映させ課題解決につなげる目

的である。 
 
２ 調査テーマ 
 企業誘致、労働環境の多様性、中央省庁の地方移転、教育問題、移住定住、

二地域居住、小中一貫教育、産業振興、木材の活用促進 
 
 
 
３ 調査期間 
  平成 29年 8月 2日～平成 29年 8月 4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］ 
  徳島県徳島市万代町、高知県高知市本町、高知県高知市丸の内 
 
 
 
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］ 
企業誘致 
働き方の多様性 
定住対策 

［調査項目］ 
 テレワーク、サテライトオフィスの取組みについて 
 
［選定理由］ 
 本県の最重要課題である人口減少対策の課題解決のため企業誘致は

重要であるが、本社機能の誘致に囚われず、テレワーク、サテライトオ

フィスの誘致も重要である。働き方改革が進む中働き方に多様性を持た

せることは、時間や場所に囚われず子育て、介護等にも対応でき定住の

促進につながる。先進的な取組を視察・調査することにより本県の発展

に活かすため選定した。 
 

［調査テーマ］ 
学力の向上 
移住・定住対策 

［調査項目］ 
 デュアルスクールの取組みについて 
 
［選定理由］ 
 本県の小中学生の学力向上は課題であり、教育環境の多様性に先進的

に取組んでいる県・市町村の取組みを調査・研究し本県の学力向上、地

方移住の促進につなげる目的のため選定した。 

［調査テーマ］ 
中央省庁 
の地方移転 

［調査項目］ 
 中央省庁の地方移転に向けた取組み 
 
［選定理由］ 
中央省庁の地方移転による東京一極集中の緩和や地方の活性化は重

要である。中央省庁の地方移転に積極的に取組み成果を出している県の

取組みを視察・調査することにより本県産業の発展に繋げる目的で選定

した。 
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［調査テーマ］ 
林業振興 
木材の利活用の

促進 
ＣＬＴパネル 
 
 
 
 

 

［調査項目］ 
ＣＬＴパネルの活用 
ＣＬＴ建築促進事業について 

 
［選定理由］ 
本県は県土の 8割を森林が占め、木材の利活用は本県の産業振興につ

ながる、ＣＬＴパネルの活用の促進は木材使用の可能性を広げていく。 
ＣＬＴパネルの活用に先進的に取組んでいる県・組合等を視察・調査し

本県の木材利用の促進につなげるため選定した。 
 

産業振興 ［調査項目］ 
産業振興について 

 
［選定理由］ 
 本県経済の発展のためには地場の産業振興が重要である。地場産業の

振興に積極的に取り組み成果を出している県の取り組みを視察・調査す

ることにより本県産業の発展に繋げる目的で選定した。 

［調査テーマ］ 
小中一貫教育 
教員の多忙化 

［調査項目］ 
 小中一貫教育、教員の多忙化の解消について 
 
［選定理由］ 
 教育指導要領の改訂により英語の教科化が決まった。また、教員の多

忙化の解消は喫緊の課題である。小中一貫教育に取組んでいる自治体を

視察・調査することにより教育環境・学力の向上、スムーズな英語の教

科化の導入、教員の多忙化の解消につなげることを目的とし選定。 
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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 
テレワーク 
サテライトオフィス 

の取組みについて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 徳島県万代町 徳島県庁 
        徳島県議会事務局議事課 佐野 様 
        人事課行政改革室    勝川室長 
                    柿原室長補佐 
 
［選定理由］ 
 テレワークとは、パソコンやインターネット等によって場所

や時間に囚われないで働く勤労形態であり、子育て、介護の負

担等による離職を防ぎ、特に女性の社会進出に有効である。 
 山梨県ではまだ取組んでいない事業であり、現時点での課題

を確認しておくことは、今後、本県で検討する際の参考になる。 
 また、サテライトオフィスは事務所を中心として衛星のよう

に設置された小規模オフィスで、徳島県では県内の市町村等が

用意した事務所スペースをサテライトオフィスとして企業に

貸し出し等を行い、定住促進を図っている。 
 以上の取組みを本県の企業誘致、移住定住対策に活かしてい

く目的で選定した。 
 

デュアルスクール 
   の取組みについて 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
徳島県万代町 徳島県庁 
       徳島県議会事務局議事課 佐野 様 
             教育創生課 白井班長 

 
［選定理由］ 
 徳島県におけるデュアルスクールの取組みとは、徳島県と都

市部の 2つの学校が 1つの学校のように教育活動を展開し、両
校を 1年間に複数回、行き来できるもので、徳島県独自の施策
である。この取組により地方と都市の 2地域居住の可能性の拡
大、地方移住の促進に繋げている。 
 本県は首都圏に隣接し首都圏には無い自然環境を有してい

る。この特性を最大限発揮し首都圏の学校と連携することは本

県と首都圏の 2地域居住の可能性を広げ、地方移住の促進に繋
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げることを目的に選定した。 

中央省庁の地方移転 
に向けた取組み 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 徳島県万代町 徳島県庁 
  徳島県議会事務局議事課 佐野 様 
              危機管理部 小椋次長 
           新未来消費生活課 東條課長 

 
［選定理由］ 
 地方の活性化、東京一極集中の解消に対して中央省庁の地方

移転は重要である。本県においても新エネルギー・産業技術総

合開発機構や林野庁森林技術総合研究所の移転を誘致する計

画がある。徳島県においては消費者庁独立行政法人国民生活セ

ンターの消費者行政新未来創造オフィスが徳島県庁 10 階に開
設された。開設されるまでの取組状況等を調査、研究すること

により本県の誘致に対する取り組むに繋げていくために選定。 
 

ＣＬＴパネルの活用 ［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 高知県高知市本町 高知県市町村総合事務組合 ●● 様 
 
［選定理由］ 
 本県の 8割は森林であり、森林資源の活用は林業、経済の発
展のため重要課題である。特に近年注目をされるＣＬＴ工法は

木材の可能性を広げている。 
 高知県自治会館は平成 28 年 9 月に竣工された建物で、高耐
力を必要とする面材耐力壁にＣＬＴパネルを使用し、1 階から
3 階がＲＣ（鉄筋コンクリート）造、４階から６階が耐火木造
となっている特徴ある建物である。 
 このような建物とした経緯、コスト、課題等は本県での公共

施設建築の際の参考になるので選定した。 
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産業振興について ［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 高知県高知市丸の内 高知県庁 

高知県議会事務局政務調査課    沖 様 
産業振興部計画推進課    井上課長補佐 

 
［選定理由］ 
 本県における地場産業の振興は山梨県の経済・産業の発展に

重要な取組である。 
 高知県は平成２１年に高知県産業振興計画を策定し、経済の

活性化に取り組んできたが、今年度７年間の取組みを土台とし

て４年間を計画期間とする第３期高知県産業振興計画を策定

した。 
 これまでの産業振興計画による取組に成果も出ているよう

であり、本県にも活かせる部分があるのではないかという観点

から選定した。 
ＣＬＴ建築促進事業につ

いて 
［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
 高知県高知市丸の内 高知県庁 

高知県議会事務局政務調査課 沖 様 
林業振興・環境部木材産業振興課  小原課長 

 
［選定理由］ 
 ＣＬＴ建築の促進は本県の木材の販路拡大につながり産

業・経済の発展に重要な取組である。 
 ＣＬＴとは板材が直角に交わるよう重ねて接着したパネル

で強度や寸法安定性の高い素材で、中高層や大規模建物に使用

でき木材需要を大きく拡大させる潜在力を有している。 
 高知県では全国に先駆けて平成２５年７月にＣＬＴ建築推

進協議会を設立しＣＬＴの普及に取組んでいる。 
 本県でのＣＬＴの活用状況などについて質す際の参考にす

る目的で選定した。 
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小中学校一貫教育 
教員の多忙化について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
高知県高知市本町 高知市役所  

高知市議会事務局 田村 様 
 
［選定理由］ 
 中一ギャップという言葉がある通り中学校進学時のいじめ

等の解消は喫緊の課題である。また英語の教科化に伴い小学校

における英語の授業に中学校の先生の協力体制は必要である。 
 義務教育学校とは小中学校の義務教育を９年間の１貫した

カリキュラムで運営する新たな学校であり上記の課題解決に

有効であると考える。 
 学校教育法の改定で平成２８年度から設置できるようにな

り、２８年度は全国で２２校が開校した。 
 高知市の義務教育学校はこの２２校のうちの２校で、開校か

ら１年がたちその評価や課題等は本県で設置の際の参考にな

るものと考えられる理由から選定した。 
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５ 調査内容 
○調査テーマ：（企業誘致、働き方の多様性、定住対策） 
調査項目 テレワーク、サテライトオフィスの取組みについて 
調査都市等 徳島県万代町 調査日 8月 2日 

 
 
調査結果概要 

徳島県では通信情報技術（ＩＣＴ）を活用した、時間や場所に囚われ

ない柔軟な働き方である「テレワーク」の推進により、「仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」や「業務効率の向上」、「災

害時における業務継続能力の向上」を図るため、「在宅勤務」、「県庁版

サテライトオフィス」、「モバイルワーク」に積極的に取組み職員の労働

意欲の向上、県民サービスに繋げている。 
 時間や場所に囚われないため、育児、介護により離職・休職を余儀な

くされる職員に労働の機会を創出でき、仕事の進め方を見直すことで業

務の向上が図れるとしている。 
 自宅にオフィス環境が整っていない場合には、自宅近くの県庁版サテ

ライトオフィスを活用した勤務も可能とし、今後サテライトオフィスを

全権県展開していく予定である。 
 更に、平成 28年度から「テレワーク・トライアル月間」を設け、管
理職員を含め、多くの職員が利用できるよう取組むこととしている。 
 本県も労働人口が減少する中、女性、休職者、高齢者の社会進出が課

題となっている。県庁が積極的にサテライトオフィスによるテレワーク

を取組むことにより働き方の多様性を目指すことが重要であると考え

る。そのためには情報通信技術の活用できるサテライトオフィスの整備

が必要となってくる。 
今後、民間企業にどのように普及を促すのかを調査・研究し本社機能

の誘致に囚われず首都圏の労働者の地方移住に繋げていき人口減少対

策、地方経済の活性化に繋げていきたい。 
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○調査テーマ：（学力の向上移住・定住対策） 
調査項目 デュアルスクールの取組みについて 
調査都市等 徳島県万代町 調査日  8月 2日 

 
 
調査結果概要 

 徳島県ではサテライトワーク、移住や二地域居住を考えている方のお

ためし体験に子供と一緒に徳島に来てもらうことを目的に独自にデュ

アルスクールの実証事業に取組んでいる。 
 デュアルスクールは徳島の学校、都市部の学校、どちらの良さも体験

できる新しい学校のかたちで「区域外就学願」を提出し承認されれば住

民票を移動せず転校が可能で期間や回数は希望により調整できる。 
 また、徳島県の小中学校には、学習速度の違いを調整するための教員

を配置し、児童生徒の学習を手厚く支援している。 
 この取組により地方と都市、双方の視点を持った多面的な考え方ので

きる人を育てると共に「地方への回帰」を加速する可能性があるとして

いる。 
 理由として、地方と都市の課題を解決していける人材の育成、地方で

の教育の不安を解消することによる地方移住の促進、児童生徒のいる家

庭でも地方と都市部の二地域居住の実現につながるとしている。 
 本県も首都圏に近く首都圏には無い自然環境等が整っている。デュア

ルスクールに取組むことにより先ずは体験的に山梨に来てもらい山梨

県の良さを知っていただき将来の移住に繋げていくべきと考える。 
 そのためには雇用を創出、テレワークによるサテライトオフィスの環

境を整備することと共に学校の受け入れ態勢や、学力の低下に不安を感

じさせない教育環境の整備が重要であることを感じた。 
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○調査テーマ：（中央省庁の地方移転） 
調査項目 中央省庁の地方移転に向けた取組み 

調査都市等 徳島県万代町  調査日  8月 2日 
 
 

調査結果概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 徳島県では平成 29 年 7 月 24 日消費者庁独立行政法人国民生活セン
ターの消費者行政新未来創造オフィスが徳島県庁 10階に開設された。 
 解説までの取組みとして消費者行政・食の安全安心の取組みを全国モ

デルとなる各種施策 
「消費者大学・大学院」を設置し地域の消費者リーダー1726名を輩出 
地域に見守り人材「くらしのサポーター（372名+14団体）を輩出 
消費者コーディネーター制度を創設 
警察本部・教育委員会から消費者行政担当部署へ職員配置 
消費者教育実践校を指定し、体系的な消費者教育 
鳴門わかめ認証制度の創設、食品表示の適正化に関する条例の制定 
食品表示Ｇメン（70名）による 1元的な監視指導体制 
食品表示ウォチャー（80名） 
等を展開することにより徳島の強みとして誘致に取組む。 
 また、国の施策展開への貢献を通し誘致につなげた。 
 国のメリットとして先駆的な施策推進を図るための実証フィールド

の確保、県のメリットとして最新の特殊詐欺等、消費者被害の知識を享

受することにより被害者を出さない未然防止対策の構築や関西・四国の

消費者相談力の飛躍、安全安心徳島ブランドの確立が挙げられた。 
 今後も消費者庁の全面移転の実現に向けて挙県一致体制で取り組む

としている。 
 人口減少・若者の流出に歯止めをかけ地方活性化に繋げるためには東

京一極集中の是正が急務であり新しい人の流れを作るために政府関係

機関の地方移転が重要である。徳島県では強みを最大限にアピールし県

庁一丸となった取組みにより移転に繋げた。本県でも新エネルギー・産

業技術総合研究所や森林技術総合研究所の誘致を進めているが、強みを

最大限にアピール、先進的な取組を展開し挙県一致体制を構築し誘致に

繋げていくことが必要である。 
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○調査テーマ：（林業振興、木材の利用促進） 
調査項目 ＣＬＴパネルの活用 
調査都市等 高知県高知市本町  調査日  8月 3日 

 
 

調査結果概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 高知県の森林面積は 60万 haで森林率日本一、県土の 84％を占める。 
高知県の杉、檜をふんだんに使い、木の温かさ、優しさ、強さを取り入

れた庁舎である。 
 木材は、成長過程で温室効果ガスである二酸化炭素を取り込み固定化

することにより地球温暖化の緩和策となる。また、CLT はより優れた
断熱性や耐震性を発揮し、RC造と比較すると温もりのある快適な空間
を与える。 
 CLT を活用した建築物は環境面にも配慮した地域の産業政策として
考えられ、普及拡大を高知県が先行する形で取り組んでいる。 
 県自治会館新潮社は免震構造で、災害発生時には県のバックアップ施

設となる。延べ床面積 3649㎡、耐火木造部に CLTを使い。4～6階を
中心に県産杉や檜を使い総工費 15億２千万円。自家発電装置や屋上に
ソーラーパネルを設置し災害発生時には県が優先して会議室を使うと

決められている。 
 県と市町村が互いに連携するうえでなくてはならない施設と考えら

れている。 
まだ、コスト面や施工業者の選定等課題が残るが公共施設等に積極的

に CLTを使うことで課題解消に繋げていくと語ってくれた。 
 4～６階部分の内装に木材が表しで施工されているのは驚いた。メン
ブレン型耐火構造であると伺った。この工法は木の個造材の周りを耐火

被覆したもので、その外側を高知県産の杉で覆い、木の柔らかい質感を

活かした建物に仕上がっている。 
 木の優しさ、温もり、香りを感じながら仕事をすることにより職員の

作業効率が向上すると共に来訪者にも好評であると伺った。 
 本県も高知県同様に県土の８割を森林が占め、県産木材の利活用は森

林の保全、林業、製材業の活性化につながる。 
 上記のような建物を建築に至った経緯、コスト、課題等は、今後の本

県の CLTの普及促進、公共施設建設の際に大いに参考になった。 
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○調査テーマ：（産業振興） 
調査項目 産業振興について 
調査都市等 高知県高知市丸の内 調査日  8月 3日 

 
 

調査結果概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

高知県では、人口減少が県内市場の縮小を招くことにより、若者がさ

らに県外に流出し、さらに人口減少が加速するといった負の連鎖に向き

合い、克服するために全力で取り組みを進めた。 
 その中で経済の活性化となるのが平成２１年に策定した高知県産業

振興計画である。これは官民が一体となって同じ方向に進む旗印とな

り、高知県産業の体質強化に向けたトータルプランとしている。 
 これまで７年間の取組みを土台として、今後４年間を計画期間とする

第３次産業振興計画を策定した。 
 この計画では「地産外商」の取組みをさらに強化し、その流れをより

力強い拡大再生産の好循環に繋げることに挑戦していく。また、これに

より。第一次産業から第三次産業までの多様な仕事を創出し、若者がい

い木で働き続けられる土壌を作っていくと伺った。 
 そのポイントとして「担い手の育成・確保」、「地域産業クラスター」

の形成、起業や新事業展開の促進を上げており、さらに県庁内の推進体

制と庁外委員によるフォローアップ体制を構築し、この体制のもと様々

な角度から点検・検証を通じて、施策をより実効性の高いものへと便宜

改善すると共に、毎年度、計画自体にも改定を加えバージョンアップを

図っている。 
 目指す姿、数値目標を設定・共有、5W1H を明記、PDSA サイクル
により取組状況を点検・検証、施策群ごとに、施策間の有機的な連携を

確認することなど、計画自体の進捗管理の徹底を図っている。 
 多くの人が参画できるよう、川上から川下までの多様なニーズに対応

できる総合的な仕組みを用意し、県と市町村がベクトルを合わせ相乗効

果を発揮できるよう「官民協働」、「市町村との連携強化」に力を入れて

いる。 
 これまでの成果として、各分野で地産外商が大きく拡大・移住者も大

幅増、各分野の産出額等が上昇傾向に転じる、地産外商の拡大により新

たな雇用が増加、経済全体に良い方向に向かっているとしている。 
 多くの県内事業者が熱意をもって地産外商活動に参画し、経験やノウ

ハウを蓄積したことが成果の要因となっている。 
 今後も県として活力ある県外市場に打って出る「外商」の推進と、市

場が求める商品づくり等「地産」の強化に向け、新たな販路開拓、生産

管理の高度化に取組み、拡大再生産の好循環に繋げていくとしている。 
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○調査テーマ：（木材活用の促進、ＣＬＴパネル） 
調査項目 CLT建築促進事業について 
調査都市等 高知県高知市丸の内  調査日  8月 3日 

 
 

調査結果概要 

 ＣＬＴとは、欧州で開発された工法で、板の各層を互いに直行するよ

うに積層接着させた厚型パネルのことを呼ぶ。 
 優位性として工場でＣＬＴパネルの製造・加工が行われるため、現場

での施工が少なくなり短い工事期間となる。木材は多孔質材料のため、

断熱性に優れ、熱伝導率がとても低く熱を遮断する。同じ大きさのＰＣ

パネルと比べ、4 分の 1 程度の重量になるため建物自体が軽量となり、
耐震性に優れ、地震の軽減につながる。等のことが挙げられる。 
 高知県の森林面積は 60万 haで森林率日本一、県土の 84％を占める。 
この豊富な森林資源を活用することは高知県の発展のために重要である

ことから、平成 25 年 7 月に全国に先駆けて「CLT 建築推進協議会」を
設立し、CLTの普及に向けて取組んでいる。 
 更に、全国初の CLT建築物の整備、オーストラリアグラーツ工科大学
工学技術研究所との交流を図り、CLT の推進に向け総合的な支援の強化
を図っている。 
 市場の動向として、建築に関する基準が未整備、事例があまりなく情

報が少ない等が挙げられる一方でこれまで木材があまり使われてこなか

った中層建築物などへ活用が期待されるとしている。 
 国も日本再興戦略を改定、林野庁及び国土交通省による「CLT 普及に
向けたロードマップ」を公表、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を決

定するなど CLTの普及を推進している。 
 今後の取組みとして、CLT 建築に関する基準作りの着実な実施、接合
に関する技術開発、中大規模建築物の設計ができる技術者の育成、設計・

施工に関する研修会の開催、モデル建築物を活用した技術の取得、公共・

民間建築物への積極的な活用、オリンピック・パラリンピック関連施設

での CLTの活用、フォーラムの開催、ラミナ製造施設の整備、CLTパネ
ル工場の整備等を推進し CLTの優位性を活かし、建築物への利用に向け
た取り組みを加速化したいと伺った。 
 都市を中心に木材需要を拡大し地方に木材産業クラスターを整備する

ことにより都市と地方が連携した地方創生の実現を目指している。 
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○調査テーマ：（小中一貫教育、教員の多忙化） 
調査項目 小中一貫教育、教員の多忙化の解消について 
調査都市等 高知県高知市本町  調査日  8月 4日 

 
 

調査結果概要 

「小中学校の壁をなくす」高知市内に義務教育学校の土佐山学舎と行川

学園が誕生した。 
 2016年度にスタートした「義務教育学校」は小学校・中学校という従
来の垣根をなくし、9 年間をひとくくりにして教育する新しいスタイル
の学校で高知市に 2校が誕生した。 
 日本の義務教育は小学校 6年、中学校 3年の「6・3制」が定着してい
るが学級担任制と教科担任制の違いなどもあり、中学校進学を機に勉強

につまずいたり、不登校になったりという課題、所謂「中一ギャップ」

と呼ばれる問題が指摘されている。 
 この課題に対応するため高知県内各市町村教育委員会が独自に小中一

貫教育に取組み、20156年度は高知県内で 10件あった。 
 小中一貫教育をさらに推進した形が義務教育学校で、学校教育法の改

定で誕生した。小中一貫教育は制度上カリキュラムも校長も小中別々だ

が義務教育学校はそれらを統一し、一つの学校として運営される。2016
年度は 13都道府県で 22校が開校した。 
 中学校で学習する内容を小学校で学んだり、中学校で小学校の内容を

学び直したり、子どもの状況に応じたカリキュラムを組むことが出来、

学校の特色を出しやすいのがメリットである。 
 また、中学校の教員が 5、6年生の授業を担当するなど、小中学校の枠
を超えて学習指導に当たることが出来、一貫教育の利点を実感している。

教職員会で 1～9年生すべての子どもの情報を全教員が共有でき、教育界
で指摘される「小中学校の文化の壁」が低くなってきている。 
 一方で、小学校の卒業式が無いため学校生活にメリハリが付きにくい、

複数の小中学校を統合する際の大義に使われるといった、心配な面もあ

るとしている。 
 学校の行事として様々な地域の体験活動に参加し環境や文化の大切さ

を学び郷土愛を育むことで地域の活性化やふるさと回帰に繋げて意図し

ている。」 
 メリット・デメリット共に課題はあるが、課題を解決していきながら

より良い義務教育学校としていきたいとしている。 
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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 
土橋亨 今回の政務調査は少しタイトであったがとても充実した内容であっ

た。 

徳島県庁では、仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の実現

について在宅勤務や県庁版サテライトオフィスモバイルワークに積極

的に取り組んでいる様子やデュアルスクール、二地域居住お子様と一

緒に徳島に来ませんか？不登校の児童においても、良い内容であった。 

消費者庁移転では、中央省庁の地方移転はどうして成功したのか？

貴重な意見を聞くことが出来た。 

また、小中の括りをなくして教育する新しいスタイルの学校や CLT工

法のビルや駅も見学することができたので、今回の研修を山梨県の発

展のために繋げていきたい。 

高木晴雄 ◎CLT建築推進について 
 近未来の建築資材として注目を集めるCLTの利用は森林県山梨とし
ても積極的に取り組むべきである。FSC認証が全国の 35.7％にも及ぶ
本県は、県の森森林環境部をはじめ多くの関係者の並々ならぬ努力に

よるものであり、林業が産業として大きく躍進する為にも、近隣県と

連携し、CLTの生産拠点づくりを検討するべきである。 
 この研修を今後の行政施策に活かしていく。 
◎消費者庁移転取り組みについて 
 早くから移転の取り組みが功を奏し実現が間近となっている。実現

すれば徳島の発展に大きく寄与するものと考えられる。省庁分散は国

策としても重要課題であると私は考える。地理的に優位性に立つ本県

は積極的に取り組まなければならない。そうした観点から、この研究

は意味深かった。 
飯島修 徳島県でのテレワーク、デュアルスクールでは新しい働き方、学び

方の例を見聞きした。「働き方改革」が叫ばれているが都会と地方の違

いは様々である。がどこにいても実施できる方法に感心し本県でも導

入の価値はあると認識した。 

高知県でのＣＬＴパネル活用した自治会館建設事業についてはまさ

に林業の有効利用や災害対策を上手にミックスした取り組みであり今

後の公共建物に普及が見込まれる。コストや技術的な問題がまだある

ものの今後の各自治体の検討課題であると認識した。 

また義務教育公立校の小中一貫事業については個人的には私の市議
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会議員時からその必要性を説いており広島県呉市においては先進的に

行われており成功例もある。今回高知においても実績を上げていると

の説明をうけたことから本県でも是非導入する価値があるとの認識を

強めた。今後関係部署および本会議、委員会等で質していきたい。 

山田七穂 〇徳島県テレワーク消費者庁 
企業誘致を進めていく中企業の誘致は難しいところがあるがテレワ

ークやサテライトオフィスを進めていくことは地方に住みながら都心

部の会社の仕事ができるので移住政策には有効である。また育児、介

護等の問題で離職せざるを得ない環境の人にも働き方の多様性を創出

し、労働者人口の減少、少子化にも歯止めが枯れられると思われる。 
本県でも説教的に導入の促進に向け取り組むべきである。 
都心部一極集中は地方の疲弊につながり解消を進めていくべきであ

る。国が中心となり省庁の地方分散を進めていくべきである。本県の

特色が最大限に生かせる省庁の移転を積極的に国に働きかけ地方の活

性化に繋げていく取り組みを展開したい。 
〇高知県自治会館 

5 階建ての建物の 3 から 5 階をＣＬＴによる木造建築とし高知県の
木材を豊富に使用している。ＣＬＴ工法は木造住宅の可能性を広げる

工法である。本件も県土の 8 割が森林であり木材の利用を促進し森林
の整備することが喫緊の課題である。ＣＬＴ工法の普及を進め林業の

活性化につながる施策を展開していきたい。 
〇高知県産業振興ＣＬＴ 
本県のものづくりや観光産業、農業、農産物の 6 次産業化の振興は

活性化への最重要課題である。官民、市町村、各商工会等連携を密に

とり多様なニーズに対応できる仕組みを構築。また、本県で起業をし

やすい環境を整えることが必要であるこのようなプロデュースができ

る人材を活用し人材や仕組みを育成することに積極的に取り組み本県

の産業の振興に繋げていきたい。 
〇高知市小中一貫 
小 1、小 4 の壁、中 1 ギャップ等様々な問題が発生しており、今ま

での義務教育の 6-3 体制、少子化による学校の統廃合、教員の多忙化
等これまでの教育体制に問題が生じてきている中、多様な教育環境の

整備が必要であると思われる。各県が特色を持ちより良い教育環境を

構築することが重要である。高知市の取り組みは保護者、教職員の理

解を得る中様々な課題に対し有効に機能している。本県でも様々な意

見を聞きながら取り組んで聞く環境を整えたい。 
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※調査テーマ毎に作成 
６ 調査状況（写真）  
○29年 8月 2日 調査先（徳島県庁） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
○29年 8月 2日 調査先（徳島県庁） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（コメント） 
テレワーク、サテライトオフィス、デ

ュアルスクールの取組みについて調査 

（コメント） 
中央省庁の地方移転に向けた取り組み

について調査 
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○29年 8月 3日 調査先（高知県市町村総合事務組合） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
○29年 8月 4日 調査先（高知市役所） 

 
 
 
 
 

 
 

 

（コメント） 
ＣＬＴパネルの活用について調査 

 

（コメント） 
小中一貫教育、教員の多忙化の解消に

ついて調査 


