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■

全国知事会会長

徳島県知事

飯泉 嘉門

挨拶

本年度は、全国知事会先進政策バンクに登録されている 4,100 近くの政策の中から、都道府県による
自薦及び第一次選定、頭脳センター専門委員による第二次選定を経て、特に素晴らしい 34 の政策を優
秀政策として選定させていただきました。
本年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から先進政策創造会議を開催しないこととしたた
め、優秀政策の表彰式及び先進政策大賞の選定を行うことができず非常に残念ではありましたが、各都
道府県の皆様には、選ばれた優秀政策の横展開をはじめ、先進政策バンクに登録された先進的な政策
を大いに活用していただきたいと思います。
結びに、この度、優秀政策に選ばれた都道府県の皆様に心から敬意を表します。また、大変お忙しい
中審査にあたっていただきました全国知事会頭脳センター専門委員、都道府県の皆様には心から感謝
を申し上げます。
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■

先進政策バンクについて

全国知事会では、都道府県が取り組む多くの先進的政策を集積し、都道府県職員はもとより広く世間
に公開し、より活発な地方行政の進展を促すため、平成１８年から本会ホームページ内に「先進政策バン
ク」を設置しています。
先進政策バンクは、都道府県同士がそれぞれの先進的な取り組みを提案・共有し合い、良いものを広
げるとともに、切磋琢磨により創造性豊かな発想に繋げる情報提供の場として活用することを目的とし、イ
ンターネットを通じて事例の収集及び閲覧、分野別や団体別などの分類による検索を行えるようにしたも
のです。
この度、「先進政策バンク」に登録されている各都道府県が取り組む先進的な政策（約４，１００件）の中
から、各都道府県による政策の自薦及び第一次選定、本会頭脳センター専門委員による第二次選定を
経て、 ３４件の政策を優秀政策として選定いたしました。優秀政策を受賞した各都府県には、飯泉全国
知事会会長から表彰状が授与されました。
この優秀政策事例集には令和２年度に選ばれた優秀政策３４件を掲載するとともに、選考に携わった
全国知事会頭脳センター専門委員による講評を掲載しています。

先進政策バンクホームページ（http://www.nga.gr.jp/app/seisaku/）
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優秀政策
＜10 分野・34 政策＞
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１

行財政改革分野

１ 行財政改革分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
立教大学経済学部経済政策学科教授 池上岳彦
第１位となった東京都公文書情報公開システムは、地域民主主義の根幹である住民自治の強化及び
行政情報の住民による適正な利用拡大に寄与する取り組みである。全部署を通じて積極的な文書公開
を進めることはもちろん重要である。そのうえ、文書をデータベース化してインターネットによる検索とダウ
ンロードを可能にしたことは、住民にとって取得情報の量的増大と質的向上を可能にし、また情報の取得
に要する時間と費用の節約を実現する、さらに行政部局における事務負担を軽減する、という意味でも
極めて大きな意義をもつ。一定の設備投資が必要であるものの、このようなシステムが多くの地方自治体
に普及することが望ましい。
第 2 位となった鳥取県における「働き方改革」型の予算編成は、財政課業務の時期的平準化、予算要
求資料の削減と作成のオートメーション化、査定本数の削減、一律の財政課長聞き取り廃止、会議の削
減などにより、時間外勤務の削減を実現した。今後は、改革が予算の内容にどのような影響を与えたの
かを検証することも必要であろう。
第３位となった静岡県の市町行財政総合相談窓口の取組及び市町行財政ガイドブックの作成は、行
財政に関する市町からの相談を積極的に受けて、汎用性の高いものをガイドブックにまとめて行政の改
善に役立てている。これが県と市町の相互理解を深める方向でさらに推進されることを期待する。

上智大学法学部長・教授 小幡純子
東京都の「公文書情報公開システム」は、情報公開業務に携わる職員の事務負担の軽減、ペーパレス
化の促進など全庁的な事務の効率化に寄与するという行財政改革に大きく資するとともに、情報へのア
クセスに関する都民の利便性を著しく向上させるという観点からも、大変優れた施策である。従来は、公
文書にアクセスするためには、役所に出かけて閲覧するにせよ、郵送で依頼にするにせよ、煩雑な手続
きが必要であったが、オンラインでアクセスできることは、昨今の新型コロナ禍の中での非接触型行動様
式の必要性に鑑みても先駆的であったと言えよう。
鳥取県の「予算編成における働き方改革」も、従来型の予算編成期の超過労働に頼る作業プロセス
を、「早める」「変える」「なくす」の統一的観点からとらえ直し、業務の効率化を図るもので、予算編成期に
特化した働き方改革として、先駆的であり、他の自治体にも参考になる取り組みとして評価できる。
静岡県の「市町行財政総合相談窓口の取組」は、従来は、各部門別に必要に応じて、いくつかの基礎
自治体の中で情報共有していたものを、総合的な窓口を一本化することによって、すべての基礎自治体
間で、課題を互いに共有して、解決を容易にすることに大いに資すると考えられる。

-4-

１

行財政改革分野

関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授 小西砂千夫
「東京都公文書情報公開システム」は公文書管理のあり方が大きく問われるなかで、情報公開を推進
し都政の透明化を一層進めるため、東京都として率先してデータベース化に取り組み、検索やダウンロ
ードができるサービスを提供したことは時宜にかなう政策であるといえる。鳥取県の「「働き方改革」型の予
算編成 ～業務カイゼンで時間外勤務 3 割減～」は、自治体において最も多忙な部署の一つである財
政課が、令和 2 年度当初予算編成において、予算編成プロセスのカイゼンを行い、全庁的な業務の効
率化を図ったものであり、働き方改革を財政課が自ら率先するという画期的なものである。静岡県の「県と
市町が連携し市町の行財政運営に関する諸問題を解決」は、県が県内市町のあらゆる悩みや課題につ
いての相談を受け付ける窓口を設置し、市町における事務執行を支援し、市町の円滑な行財政運営に
資することを目指したものであり、県と市町のあり方についての 1 つのあり方を示したものと評価できる。
今日、行政改革とは、減量的な見直しではなく、行政のイノベーションであるべきであり、この 3 例は、そ
れぞれ別の切り口からみた、イノベーションを起こす取り組みであると評価できる。現代は、何かと縮み志
向が目立つ弊害があり、そのなかで自治体が自ら創意工夫をすることの意義は大きい。3 例にとどまら
ず、表彰にふさわしい事例の応募があったことは、大変喜ばしいことである。

日本社会事業大学学長、東京大学名誉教授 神野直彦
中央政府にしろ地方自治体にしろ、政府はミクロの主体であると同時に、マクロの主体でもあることを忘
れてはならない。ミクロの主体でしかない民間企業は、企業という組織体の運営・管理にのみ責任を負え
ばよい。しかし、マクロの主体である政府は、組織体としての政府の運営・管理よりも、国民社会や地域社
会という社会の運営・管理に責任を負っているのである。
「先進政策」を評価する対象としての「政策」とは、マクロの主体としての地方自治体が、地域社会を管
理・運営する手段を意味している。政府はミクロの主体として経費をいかに節約するかという内部効率性
とともに、マクロの主体として地域社会のニーズに合致する公共サービスの提供という外部効率性を追求
しなければならない。それこそが「政策」の効率性・有効性である。
「行政改革」分野で優秀政策に輝いた東京都「東京都公文書情報公開システム」、鳥取県「「働き方改
革」型の予算編成～業務カイゼンで時間外勤務 3 割減～」、静岡県「県と市町が連携し市町の行財政運
営に関する諸問題を解決」は、いずれも地域社会のニーズと合致する外部効率性を追求する政策として
高く評価できる。
東京都の「政策」は外部効率性とは民主主義を活性化させることであり、そのためには情報公開が基盤
となることが明確に提起されている。鳥取県の「政策」は一見すると内部効率性のみを追求しているように
見えるけれども、外部効率性をも視座に取り込んでいる。静岡県の「政策」は広域自治体と基礎自治体が
融合型になっている日本では、外部効率性を追求するには基礎自治体と広域自治体との連携の大切さ
を指摘している点で高く評価できる。
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大阪学院大学経営学部教授 山本浩二
優秀政策の特筆すべき点について、まず「東京都公文書情報公開システム（東京都）」は、開示請求
の多い公文書をあらかじめデータベース化して、開示請求や情報提供依頼の手続きをすることなく利用
者がダウンロードできるところにある。これによって利用者の利便性と事務処理業務の効率化が共に図ら
れている。デジタル情報化の時代にあって、それを利用者目線でいかに活用するかが行政においてます
ます強く求められる。
「「働き方改革」型の予算編成～業務カイゼンで時間外勤務３割減～（鳥取県）」は、予算編成にともな
う財政課の業務である部局聞き取りや協議、議会資料作成などの業務カイゼンをしたことである。予算要
求と査定という業務で財政課が主導する従来のやり方には、強いコントロールが働く一方で、部局予算要
求に減額を想定したスラックが形成されるなど予算の行動的側面の問題も生じる。これを働き方改革とい
う新たな視点で取り組んだ点が高く評価できる。
「県と市町が連携し市町の行財政運営に関する諸問題を解決（静岡県）」は、県が持つ行政運営に関
するノウハウを相談窓口の設置やガイドブックの作成によって市町に提供し、市町の行政運営に資するよ
うにしたことである。さまざまな広域行政を経験している県のもつノウハウを市町に提供することは、市町
の行政サービスのレベル向上と県内の均一化に資するものとして評価できる政策である。
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【行財政改革分野】
タイトル

施策・事業名称

都道府県名

分野

東京都公文書情報公開システム
公文書をインターネットで検索し、無料でダウンロードできる「東京都公文書情報公開
システム」の運用を開始

生活文化局広報広聴部
情報公開課

東京都

行財政改革

本件問合先

03-5388-3134

事業実施期間

令和 01 年 7 月 11 日 ～

施策のポイント

情報公開を推進し都政の透明化を一層進めるため、都民からの開示請求や情報提
供依頼が多い公文書等をあらかじめデータベース化し、検索、ダウンロードができる
新たなサービスである東京都公文書情報公開システムを構築し、令和元年 7 月から
運用を開始した。
これにより、都民は自宅等からインターネットでデータベースにアクセスし、開示請求
や情報提供依頼などの手続きなく、必要な公文書情報を無料でダウンロードできるよ
うになった。

内容

S0000008@section.metro.tokyo.jp

1 課題
(1)開示請求や情報提供依頼については、請求から開示・情報提供まで相応の時間
(14 日以内に決定するが、やむを得ない場合は 60 日を限度に延長)を要していた。
(2)閲覧や写しの交付は来庁が前提であり、都民の利便性の観点において課題とな
っていた。
(3)都における公文書開示請求の件数は近年、毎年度 12,000 件近くあるが、このう
ち工事設計書が約半数を占めており、同一文書への複数回の開示請求や CD-R で
交付する際の大量の文書の電子化など、開示請求の事務処理に多大な労力を要し
ていた。
(4)工事設計書に限らず、同一文書に対し複数回請求があった場合には、請求の都
度、個別に開示対応を行っており、同じ文書を何度も探索し、開示・非開示の判断を
した上でコピーを繰り返すなど、都民の利便性と業務の効率化において課題となって
いた。
2 「公文書情報公開システム」の効果
(1)公文書をオンラインで簡単に検索し、必要な公文書情報を無料で即座に取得する
ことが可能となり、都民の利便性の向上に寄与
(2)各局における開示請求件数の減少(集計直近 6 ヶ月(9 月から 2 月)で約 1,400
件(25%)減)に伴う職員の事務負担の軽減、ペーパレス化の促進など全庁的な事務
の効率化に寄与
(3)令和 2 年 3 月現在、7,000 件以上の公文書情報を登録
(4)サービス開始から 8 ヶ月で約 420,000 件の公文書情報がダウンロード
(5)3 階都民情報ルーム等にて CD-R で配架している工事設計書約 3,000 枚を本シ
ステムに登録することで、都民が閲覧等で来庁する負担を軽減するとともに、配架に
係るスペースとカウンター業務の削減を実現
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3 工夫したこと、苦労したこと
(1)都民が使いやすいシステムとするため、キーワード、タグ、各所属等で公文書情
報を検索できる機能を設けた。
(2)パブリッククラウド上でシステム構築をすることにより、開発経費を抑えたことに加
え、全庁的な業務の効率化に伴う人件費の経費削減も見込まれ、費用対効果の高
いシステム開発を実現した。
(3)各局等が、都民ニーズに合った多くの公文書情報を登録することが必須となるシ
ステムであるため、各局に登録を促す必要があり、各局担当者と調整を重ねた。

関連
ホームページ

https://kobunsyo-johokokai.metro.tokyo.jp/disclosure/index.html

優秀政策受賞者（東京都）
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タイトル
施策・事業名称
都道府県名
分野

行財政改革分野

「働き方改革」型の予算編成 ～業務カイゼンで時間外勤務 3 割減～
予算編成における働き方改革 ～「早める」「変える」「なくす」をキーワードに～
鳥取県
行財政改革

鳥取県総務部財政課
本件問合先

0857-26-7043

事業実施期間

令和 01 年 10 月 1 日 ～

施策のポイント

財政課は自治体において最も多忙な部署の一つであり、特に冬の時期に業務が集中
しているが、令和 2 年度当初予算編成において、「早める」「変える」「なくす」をキーワ
ードに、予算編成プロセスのカイゼンを行い、全庁的な業務の効率化を図った。
具体的には、「夏からの予算検討」による業務の平準化、議案説明資料のオートメー
ション作成(データベースを活用しワンクリックで転記)、財政課長聞き取りの廃止(一
律の聞き取りを廃止し、個別協議としたことで丸 4 日半の時間を削減し、政策立案に
特化)、年末年始 9 日間・土日祝日の協議取りやめ等の抜本的な見直しを行い、予算
編成時期の時間外勤務は前年比で約 3 割(27%)の減となった。

内容

zaisei@pref.tottori.lg.jp

1.現状
財政課は、自治体において最も多忙な部署の一つであり、多くの自治体職員が、冬の
当初予算編成時期には長時間勤務に頭を悩まされているのが実情である。一方、昨
今の「働き方改革」の流れは、財政課においても例外ではなく、予算編成業務を効率
化することで、時間外勤務の縮減を図ることが求められている。また、予算編成は全
庁に及ぼす影響が大きい業務であることから、予算編成プロセスの「カイゼン」は、財
政課のみならず、予算要求を行う部署も含めて全庁的な業務効率化につながり、行
政サービスの向上にも資することが期待される。
2.取組内容(一部、効果も含む)
令和 2 年度の当初予算の編成作業にあたり、「早める」「変える」「なくす」の 3 つのキ
ーワードに沿って、夏からの予算検討、議案説明資料作成のオートメーション化、財政
課長聞き取りの廃止、年末年始の協議取りやめ等を行い、予算編成作業の手法につ
いて抜本的な見直しを行った。
A.「早める」
〇夏からの予算検討
財政課の業務は、冬の当初予算編成時期に集中しており、時間外勤務も冬の繁忙期
に多くなっていたが、「夏からの予算検討」として、経常的な事業で、例年同様の要求
がある事業については、部局からの要求を待つことなく、夏の時期に財政課内で方向
性を検討・整理し、冬の予算編成時期の負担軽減を図ることとした。
時間に余裕のある夏の時期に検討を行うことで、担当部局と密に意見交換を行い、関
係団体とも調整を図ることができる。冬の当初予算編成時期には、非常に多くの事業
の査定案作成等を行う必要があり、一事業の検討にかけられる時間は限られている。
経常的な事業については夏に見直しを検討し、政策的な事業や新規事業については
年度後半の冬に検討することで、年間の業務の平準化を図った。
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〇予算編成データベースの早期配布
要求部局の担当者が、早い時期から準備に取りかかることができれば、業務の平準
化につながることから、令和 2 年度予算編成においては、10 月 13 日の予算編成会
議(予算編成のキックオフ)の 1 ヶ月近く前である 9 月 20 日に、予算要求データベー
ス(予算要求書の入力フォーム)を配布した。これを受けて、各部局の担当者が早い段
階で要求書の作成などの準備作業に取りかかることができ、予算要求業務の平準化
につながった。
B.「変える」
〇議案説明資料作成のオートメーション化
要求部局が財政課・県幹部への説明や、ホームページでの公開用に予算要求書をデ
ータベース上で作成するとともに、議会への提出・説明用に「議案説明資料」を作成し
ていたが、両者は項目や様式が異なっており、作成・確認作業が二度手間となってい
た。
そこで、事務負担を軽減するため、予算要求書と議案説明資料の記載項目を統一し、
データベースを活用して、予算要求書の内容をワンクリックで議案説明資料に転記で
きるようにした。記載する項目を、要求書、議案説明資料ともに「事業の目的・概要」
「主な事業内容」「取組状況・改善点」に揃えた。
これまで議案説明資料の作成にあたっては、「要求部局の担当者が作成→上司(課長
補佐、課長等)が確認→財政課へ提出→財政課が確認」と多くのプロセスがあった
が、データベースを活用して転記することで、「わずか 1 秒」で議案説明資料を作成す
ることができるようになった。作成した議案説明資料は、データベース上に保存される
ことから、キーワードによる検索も可能となり、後年度になって同様の事業がないか調
べる際にも、瞬時に検索することが可能となった。更に、項目を統一したことで、ホー
ムページで要求書を見る県民にとってのわかりやすさも向上するという効果もあった。
〇査定本数の削減による省力化(B 事業の拡大)
本県では、比較的に政策判断が不要で、終了することができないといった一定の基準
を満たした事業を「B 事業」として、予算編成時期における財政課とのやりとりは原則
行わない。具体的には、「B 事業」については、前年度の予算額(一般財源ベース)を
上回らず、制度や事業内容の変更がないといった条件のもとで、部局が要求した場合
には、原則として要求どおり計上することとし、要求側・査定側の双方における作業の
省力化を図っている。
令和 2 年度当初予算編成においては、この B 事業を 468 事業(全体の約 3～4 割の
事業)まで拡大した。これによって冬の繁忙期における査定本数が大幅に減少し、労
力の削減につながった。B 事業については、夏の時期に「サマーレビュー」として内容
の点検・見直しを行うとともに、A 事業(B 事業以外の一般事業)との入れ替えも行うこ
とで、事業のマンネリ化を防ぐとともに、より効果的な実施手法を検討することとしてい
る。
C.なくす
〇財政課長聞き取りの廃止
これまで多くの事業について財政課長が要求部局の担当課長から聞き取りを行って
いたが、財政課長は別に財政課内の各担当者からも事業内容の説明を受けており、
説明内容が重複していた。特に、冬の当初予算編成時期には、約 220 もの事業を丸
5 日間かけて、財政課長が担当課長から聞き取っており、その間は財政課長が拘束
されることから、繁忙期に財政課内の協議がストップしていた。また、多くの事業を聞
き取る関係で、1 事業の聞き取りにかけられる時間は 10 分未満と短く、事業の目的
や概要の説明に終始し、質問のやりとりや政策的な議論まで進まないのも実態であっ
た。
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そこで、一律の財政課長聞き取りは廃止し、真に課長レベルで政策的な議論が必要
な事業について、案件を厳選した上で、財政課長と要求部局の担当課長との個別協
議を行うこととした。これにより、約 9 割もの事業が聞き取り不要となり、丸 5 日間か
かっていた課長聞き取りも半日間(個別協議)に減少して、予算編成の日程に大幅な
余裕ができたのである。
また、個別協議にしたことで、担当課長と財政課長の間で膝を突き合わせて、事業の
方向性や効果的な実施方法等について、政策的・大局的な議論を行うことができるよ
うになった。課長同士で「どのような政策が効果的か」と意見を交わしたり、「こうすれ
ば良いのでは」とアイデアを出し合ったりすることで、財政課と要求部局が力を合わせ
て政策を練り上げる仕組みが構築され、県庁全体の政策立案機能の強化にもつなが
った。単に事業内容を把握することは、担当職員に任せた上で、財政課長はより重要
な「施策の方向性の決定、政策立案、事業のブラッシュアップ」の業務に特化すること
とした。
要求部局側としても、これまで財政課長聞き取りの準備のために、資料作成など多く
の時間を費やしており、当日も課長のみならず多数の担当職員が聞き取りに同席して
いたことから、業務の省力化につながったとの意見が多くあった。
〇予算要求資料の削減
これまで、要求部局が多くの資料を予算要求書に添付しており、資料の作成や確認に
多くの時間を費やしていたことから、資料を簡素化するという方針のもと、要求書への
資料添付は「原則 5 枚以内」とすることとした。また、多くの資料が添付されていた中
で、実際に財政課が予算編成に活用する資料はわずかであり、使用されない資料が
大半であったことから、財政課から要求部局に対して、「事業概要、積算、事例」などと
必要な添付資料の例を示すこととした。当初から添付する資料は絞った上で、追加で
必要な資料については、財政課の担当者から各部局に個別に作成を依頼すること
で、作っても使用されない「無駄な資料」の作成を減らすこととしたのである。
〇年末年始 9 日間・土日祝日の財政課内協議の取りやめ
財政課における予算編成の最繁忙期は年末年始であるが、本県財政課では、令和元
年 10 月の予算編成会議において、「年末年始の課内協議取りやめ」を宣言した。協
議取りやめの期間は、当初は 6 日間の予定であったが、予算編成作業が順調に進ん
だ結果、結果として 9 日間(12 月 28 日から 1 月 5 日まで)に拡大した。予め秋の時
点で「年末年始は絶対に協議を行わない」ことを宣言することで、余裕を持った予算編
成のスケジュールを組むことができた。更に、結果的には年末年始に加え、土日祝日
についても、課内協議を一切行わずに令和 2 年度の当初予算編成を行うことができ
た。
〇その他
他にも、前年の 3 月の当初予算成立前に仮配当を行う仕組みを導入し、翌年度の予
算執行の準備に早期に取りかかれるようにした。これにより、翌年度の契約準備にか
けられる期間が約 1 週間から約 3 週間に長くなり、余裕をもった事務手続きが可能と
なった。年度末に集中する契約などの業務を平準化するとともに、早期執行のために
取得していた債務負担行為の設定に係る事務作業も減少した。
更には、財政課内の役割分担の強化として、冬の繁忙期に開催される会議への財政
課長の出席を取りやめ、代理出席とすることなどにより、課長不在による課内協議の
停滞を解消した。また、財政課長がどうしても出席する必要がある会議等の時間帯に
は、並行して、課長補佐主導による協議(例えば、2 月補正予算の減額項目に係る協
議など)を設定し、限りある時間を有効に使うようにした。
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3.効果
「早める」「変える」「なくす」をキーワードに、一連の予算編成の省力化の取組を行った
結果、本県財政課職員の令和 2 年度当初予算編成時期(11 月～1 月)の時間外勤務
は前年比で 27%の減少と、大幅に削減することができた。また、上述したように年末
年始 9 日間と土日祝日に課内協議を一切行わずに当初予算編成ができたことも、働
き方改革の取組の成果であると言えよう。
具体の取組の効果は上述したとおりであるが、財政課長聞き取りの廃止により、丸 5
日間の課長聞き取りがなくなり、半日間の個別協議のみとなったことで、冬の繁忙期
における 4 日半の時間削減を図ることができたのは、特筆すべき点である。

議案説明資料作成のオートメーション化
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財政課長聞取の廃止

１

タイトル
施策・事業名称
都道府県名

県と市町が連携し市町の行財政運営に関する諸問題を解決
市町行財政総合相談窓口の取組及び市町行財政ガイドブックの作成
静岡県

経営管理部市町行財政課
本件問合先

分野

行財政改革分野

054-221-3184

行財政改革
sigyousei@pref.shizuoka.lg.jp

内容

市町行財政総合相談窓口の取組及び市町行財政総合ガイドブックの作成
1 相談窓口設置及びガイドブック作成の趣旨
複雑・多様化する地域行政のニーズに随時・的確に対応するため、基礎自治体として
日々住民に接し多彩な業務を担う市町のあらゆる悩みや課題についての相談をワン
ストップで受け付ける「市町行財政総合相談窓口」を設置しました。(平成 29 年 4 月
設置)
また、知見の共有化を図り、市町における事務執行を支援し、市町の円滑な行財政運
営に資するよう、窓口に寄せられた相談のうち、どの団体でも遭遇し得る汎用性の高
い事例に対する考え方や対応方法(アドバイス)等を「ガイドブック」として取りまとめ、
公表しました。
2 相談窓口の概要
(1)相談対象
市町の行財政運営において生じた課題など(全ての分野が対象)
(2)担当部署
経営管理部理事(地方分権・大都市制度担当)、経営管理部地域振興局(市町行財政
課、地域振興課)、賀茂地域局、東部地域局、中部地域局、西部地域局
(3)相談への対応方法
県関係部局との調整、県の考え方等の提示、行政実例、県内外の先進事例の紹介
及び関係資料等の提供
3 相談の状況(平成 29～令和元年度実績(静岡県理事、市町行財政課受付分))
(1)相談団体数
静岡県内のほぼ全ての市町、一部事務組合など
(2)相談件数
延べ 538 件
(3)相談内容(例示)
○予算が否決された場合における先行実施事業の取扱い
○職員の超過勤務状態の改善策
○まちづくりと土地利用規制のあり方
○大都市制度についての諸情報(中核市など)
○損害賠償請求への対応
○戦略的な組織編制に関する手法
○非常勤職員の勤務条件
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4 ガイドブック(初版)の概要
(1)公表年月日
平成 29 年 12 月 27 日
(2)掲載事項
相談窓口設置(平成 29 年 4 月)以降の相談事例を基本とするが、過年度の相談事例
でも特に汎用性が高いと思われる事例と回答を掲載
(3)掲載事例数
60 事例
(4)掲載項目(例示)
○許認可事務における行政指導のあり方
○議会の議決を要する契約の取り扱い
○当初予算成立前の補正予算案の提出
○2020 東京オリンピック・パラリンピックの施設整備に対する財政措置
○地方公会計システムの政策的な活用方法
○指定管理者制度の運用(公募の時期、債務負担行為など)
○条件付採用期間制度の運用(条件付採用期間の延長)
5 ガイドブック(増補版)の概要
(1)公表年月日
平成 30 年 4 月 9 日
(2)掲載事項
○初版で取り上げなかった分野(地方公営企業、土地開発公社、特別地方公共団体
(一部事務組合、財産区))に関する事
○初版に掲載できなかった相談事例(平成 29 年 10 月から 12 月までの相談)のう
ち、汎用性の高い事例を掲載(選挙事務、直接請求等)
(3)掲載事例数
30 事例
(4)掲載項目(例示)
○公営企業における経営戦略の策定
○土地開発公社が保有する土地の賃貸の可否
○財産区内の自治会のみに向けた補助金の交付要綱制定の可否
○投票日当日、暴風雨のためポスター掲示場を撤去する場合の注意点
○期日前投票所、投・開票所に災害避難所を併設する場合の注意点
○直接請求の署名収集期間中に選挙がある場合の事務的な取扱い
○第三者機関とは何か。機関の性質と、設置における留意点 など
6 ガイドブック(増補第 2 版)の概要
(1)公表年月日
平成 31 年 3 月 29 日
(2)掲載事項
○平成 30 年 1 月から 10 月までの相談のうち、汎用性の高い事例
(3)掲載事例数
29 事例
(4)掲載項目(例示)
○上訴する場合の議会の議決
○財産区に対する財政的支援
○認可地縁団体不動産登記の特例
○台風による町有施設の破損により与えた損害賠償
○職場内のパワー・ハラスメントへの対応方法
○水道事業における財務会計システムの自治体クラウド化に係る財政措置
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行財政改革分野

7 今後の取組
相談内容によっては「行政経営研究会」のテーマとし、広域連携による課題解決に努
めるとともに、分野ごとの業務連携を強化して県・市町間の連携体制の充実を図って
いく。

市町職員のための静岡県市町行財政
ガイドブック

関連
ホームページ

http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-420a/30simatirenkei/guidebook.html
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防災・危機管理分野

２ 防災・危機管理分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
関西大学社会安全学部特別任命教授・社会安全研究センター長、
阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター長 河田惠昭
まず、「「東京マイ・タイムライン」の普及啓発」（東京都）については、東京都民の 4 割強が「風水害に
対する備えや取組を特に行っていない」という実態を改善すべく、タイムラインを活用して普及啓発したも
のである。25 年前の阪神・淡路大震災以降、防災教育の重要性が指摘されながら文部科学省や教育委
員会などに任せず、一般版のほかに小学校低学年・高学年版、中学校版、高等学校版の 5 種類を作成
するなど、独創性と積極性は高く評価できる。「モバイルファーマシーの整備、災害薬事コーディネータ
ーの配置により、災害時の医薬品供給体制を強化します」（福岡県）については、災害発生時に現場で
緊急に必要な薬を供給できるシステムを構築できたことは、これまで実現できなかったことからも災害医
療についての大きな貢献であるが、今後 DMAT の拡大派遣を可能にする意味でも寄与したと言える。
「水門・陸閘自動閉鎖システム」（岩手県）については、合計 300 に及ぶ県内すべての水門・陸閘の操作
を自動化して、まず災害時の水門操作関係者の犠牲をなくしたこととこれらの開閉操作の迅速化によっ
て被害軽減を可能にしたことは高く評価できる。「静岡県総合防災アプリ『静岡県防災』の普及」（静岡
県）については、単なる災害情報の早期伝達だけでなく、アプリを使って危険度体験ができるなど、従来
のスマホを使った情報伝達だけでない進化した利用法を提示したことは価値あることと指摘できる。

名古屋大学教授・減災連携研究センター長 福和伸夫
本年の「防災・危機管理」分野の優秀政策事例として、1 位に東京都の「『東京マイ・タイムライン』の普
及啓発」、2 位に福岡県の「モバイルファーマシーの整備、災害薬事コーディネーターの配置により、災
害時の医薬品供給体制を強化します」、3 位に岩手県の「水門・陸閘自動閉鎖システム」と静岡県の「静
岡県総合防災アプリ『静岡県防災』の普及」が選ばれた。何れも、防災・減災の上で有用な施策である。
東京都は昨年度に続く連続受賞で、昨年度の「東京くらし防災」に続き、強大化・頻発化している水害
に対して、都民自らタイムラインを作り、適切な避難行動をする様々な支援ツールを開発・提供しており、
防災政策の一貫性と先進性が高く評価される。他の道府県でもこれを参考に同様の施策が進むことが望
まれる。
福岡県の取組みは、災害時の医薬品の供給を改善するもので、避難が長期化した場合の避難所等の
疾病患者への薬の供給を円滑にする試みは、高齢者など持病を持っている避難者にとっては重要であ
る。
岩手県の試みは、東日本大震災で水門・陸閘の閉鎖作業をするために多くの関係者が犠牲になった
ことの教訓から整備されたもので、多大な費用が必要となるものの被災地ならではの成果であり、今後の
津波対策に大きく寄与する。
静岡県の取り組みは、スマートフォンを活用した緊急時の災害情報と平時のハザード情報を提供しよう
とするもので、県民の防災行動への寄与は大きい。
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【防災・危機管理分野】
タイトル
施策・事業名称

都道府県名

分野

「東京マイ・タイムライン」の普及啓発
「東京マイ・タイムライン」の普及啓発事業

東京都総務局
総合防災部防災計画課

東京都

防災・危機管理

本件問合先

03-5388-2486

事業実施期間

令和 01 年 5 月 17 日 ～

施策のポイント

平成 30 年 7 月豪雨等では、防災気象情報の発表から適切な避難行動に結びつけるこ
とができず、多くの住民が犠牲になった。一方で、都民意識調査では、4 割強が「風水
害に対する備えや取組を特に行っていない」と回答(平成 30 年度)するなど、都民の風
水害に対する意識が高い水準にあるとは言えない状況にあった。このような状況を踏ま
えて、都民の風水害に対する意識を更に向上させていくため、「東京マイ・タイムライン」
や「水害リスクマップ」等を作製し、これらを活用した普及啓発を展開している。このよう
な取組により、令和元年度の都民意識調査では「風水害に対する備えや取組を特に行
っていない」という回答が約 3 割まで減少した。

内容

S0031505@section.metro.tokyo.jp

1 「東京マイ・タイムライン」
(1)概 要
・風水害に関する基礎的な知識を学びながら、いざというときにとるべき行動を事前に
整理できるものであり、一人一人が、風水害からの避難を考えるための材料がセットさ
れたもの
(2)内 容
・作成ガイドブック
⇒「風水害を知る」、「マイ・タイムラインをつくる」の 2 部構成
⇒風水害の発生のメカニズム、風水害リスクの確認方法、防災気象情報の収集方法、
マイ・タイムラインの作成方法などを学ぶことができるもの
・マイ・タイムライン(風水害を引き起こすおそれのある気象に応じて 3 種類を用意)
⇒「台風が近づいているとき!」「大雨が長引くとき!」「短時間の急激な豪雨が発生すると
き!」
・「必要な情報」シート
⇒災害ごとの確認すべき情報にアクセスできる主なホームページの二次元バーコードを
掲載
⇒二次元バーコードをスマートフォン等で読み取ることにより、情報を直接取得すること
が可能
・マイ・タイムライン作成用「行動」シール
・マイ・タイムライン作成例
・小学校用「東京マイ・タイムライン」(※「小学校版」のみ同封)
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(3)特 長
・将来の防災の貴重な担い手となる子供から大人まで、幅広い世代が作成できるよう
「一般版」、「高等学校版」、「中学校版」、「小学校 4～6 年生版」、「小学校 1～3 年生
版」の 5 種類を用意
・「小学校 4～6 年生版」、「小学校 1～3 年生版」には、身近な水害(ゲリラ豪雨)の危険
性を学び、児童自らが取り組むことができるよう、小学生用「東京マイ・タイムライン」も
同封
・都内全域で活用できるよう大・中小河川の洪水や高潮による氾濫、土砂災害を対象災
害としている。
・地域で助け合う共助の視点も考慮(近所への避難の呼びかけなど、地域に対する活動
も整理できるよう「地域」の欄を設定)
・より多くの人々が取り組むことができるよう、スマートフォン、パソコンなどで作成・保存
できるデジタル版「東京マイ・タイムライン」も配信(東京都防災ホームページからアクセ
ス可)
(4)主な取組の展開
・都内の全ての高等学校、中学校、小学校等を通じて児童・生徒に配布するとともに、
各区市町村にも配布し、住民に対する普及啓発を実施
・町会、学校、企業、親子等に対する「マイ・タイムライン作成セミナー」や、地域で作成
指導できる人材を育成する講習会等を実施
・道府県も含めた他自治体を対象に、「東京マイ・タイムライン」の原稿データやノウハウ
等を提供(具体的な御相談は下記の本件問合先まで)
2 「水害リスクマップ」
(1)概 要
・マイ・タイムラインの作成に当たって、前提となる地域の風水害リスクの確認をより手
軽にできるよう、大・中小河川の洪水や高潮による氾濫、土砂災害の危険性を視覚的に
わかりやすく表示する、「水害リスクマップ」の機能を「東京都防災アプリ」に新規搭載
(2)特 長
・大・中小河川の洪水や高潮による氾濫の浸水域や土砂災害警戒区域等を表示
・浸水の深さ等について、アニメーションなどを活用してわかりやすく表示
・GPS 機能との連動により、現在地の風水害リスクの確認も可能

「東京マイ・タイムライン」の内容
（例：小学校４～６年生版）
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マイ・タイムラインの作成例
（「台風が近づいているとき！」）

２

デジタル版「東京マイ・タイムライン」

関連
ホームページ

「水害リスクマップ」

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/mytimeline/index.html
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タイトル

施策・事業名称
都道府県名

モバイルファーマシーの整備、災害薬事コーディネーターの配置により、災害時の医薬
品供給体制を強化します
災害時の調剤支援事業
福岡県

保険医療介護部薬務課
本件問合先

分野

092-643-3285

防災・危機管理
yakumu@pref.fukuoka.lg.jp

施策のポイント

内容

大規模災害発生時、救護所等に赴いて、その場で調剤できる機能を持ち、機動力のあ
るモバイルファーマシーを整備すること、及び薬事全般の調整を行う災害薬事コーディ
ネーターを配置することにより、災害時における医薬品供給体制を強化する。

【現状・課題】
大規模災害時の医薬品供給に関しては、県では初動医療で必要な医薬品等の備蓄は
従前から行っていますが、被災地の薬局が機能しない状況での疾病治療中の避難患
者に対する迅速・的確な医薬品供給体制は整っていません。
また、大規模災害発生時は広域にわたって物的・人的資源の支援・受援が行われる場
合が多いため、救護所等への医薬品等の供給・管理や、他県から派遣される薬剤師の
配置を総合的に調整できる災害薬事コーディネーターの配置が必要です。
【内容】
○モバイルファーマシーの整備
県薬剤師会及び県医薬品卸業協会と連携し、モバイルファーマシーを整備します。
・県薬剤師会がモバイルファーマシーを購入し、県は購入費の 1/2 を補助します。
・車両の所有は県薬剤師会となります。車両の保管場所は、災害時に医薬品を速やか
に搭載するため、県医薬品卸業協会の会員の営業所で保管します。
・県、県薬剤師会、県医薬品卸業協会の三者連携での整備は、全国初となります。
○災害薬事コーディネーターの配置
薬事に関する総合的な調整を行う災害薬事コーディネーターを配置するため、県薬剤
師会の会員を対象に、養成研修を実施します。
研修修了者に対し、県から「災害薬事コーディネーター」として委嘱を行います。
○検討会等の開催
有識者、関係団体、県関係部署による検討会を実施し、災害薬事コーディネーターを中
心とした医薬品供給体制の見直し等を行います。
検討会の結果を踏まえ、県災害医療救護マニュアル等の改訂、関係団体との協定の改
訂・締結を進めます。
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タイトル
施策・事業名称
都道府県名

水門・陸閘自動閉鎖システム
水門・陸閘自動閉鎖システム整備事業
岩手県

岩手県県土整備部河川課
本件問合先

分野

防災・危機管理分野

019-629-5907

防災・危機管理
AG0005@pref.iwate.jp

施策のポイント

内容

関連
ホームページ

東日本大震災津波において、水門・陸閘の閉鎖作業に従事した多くの操作員が被害に
遭った事実を踏まえ、操作員の安全を確保するため、水門・陸閘のゲートを自動的に閉
鎖する「水門・陸閘自動閉鎖システム」の整備を行うもの。
「水門・陸閘自動閉鎖システム」は、津波から県民の生命と財産を守る重要な役割を担
うものであり、衛星回線を利用し 200 箇所を超える水門・陸閘を一斉に制御する全国に
も事例のない先駆的な取組である。

「水門・陸閘自動閉鎖システム」は、気象庁が発表する津波警報等を全国瞬時警報シス
テム(J-ALERT)により受信することを契機に、衛星回線を通じて統制局から県内の 200
箇所を超える水門・陸閘に一斉に閉鎖信号を送信し、津波時に現地で人が操作するこ
となく安全かつ迅速に水門・陸閘のゲートを閉鎖するシステム。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kasensabou/kasen/fukkyuu/1009921.html
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防災・危機管理分野

タイトル
施策・事業名称
都道府県名

静岡県総合防災アプリ『静岡県防災』の普及
静岡県総合防災アプリ『静岡県防災』の構築及び普及促進
静岡県

危機管理部危機情報課
本件問合先

分野

054-221-3694

防災・危機管理
boujou@pref.shizuoka.lg.jp

内容

1 概要
平成 30 年 7 月豪雨災害において、災害関連の緊急情報が住民避難に繋がらず、逃
げ遅れにより多くの方が犠牲となったことの教訓を踏まえ、緊急防災情報の伝達手段の
多様化、地域の災害リスクの理解促進、非常時の適切な避難行動の支援を目的に、静
岡県総合防災アプリ『静岡県防災』を開発し、令和元年 6 月 1 日から運用を開始。以
降、県民の防災力向上のために防災アプリの普及促進に努めています。
(参考:令和 2 年 3 月 31 日までダウンロード数 111,858 件 )
2 内容
スマートフォンを活用し、非常時(災害時)における緊急防災情報の即時通知や平常時
に各地域の想定される危険性を確認できる機能などにより、県民の迅速で適切な防災
行動をサポートします。
【機能】
(1)緊急防災情報の通知
気象警報や避難指示・勧告等などの防災に関する緊急情報を発表と同時に自動で通
知
(2)マップ表示
地図上で各種災害のハザードマップや、災害ごとの避難先を確認
(3)現在位置の危険度確認
現在地での気象情報等の発令状況、洪水や土砂災害などのハザードを確認
(4)危険度体験
AR(拡張現実)により、その場所でのハザードマップを反映した、洪水、津波による想定
浸水高を表示、浸水リスクを確認
(5)避難トレーニング
現在地から避難先までの経路や時間を記録、事後に再生することで安全な避難方法を
検証
(6)防災学習とテスト
防災に関する基礎知識を学び、テストにより知識の習得を確認
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関連
ホームページ

https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/application.html
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３

環境分野

３ 環境分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
福岡大学名誉教授 浅野直人
今年度に優秀政策としてあげられた都県の政策は、新規性という点では特筆すべきものが少なかった
が、これまでに手掛けられてきた他都道府県の取り組みを、それぞれの地域の事情にあわせて、さらに発
展させようとする取り組みが多かったと考えられる。その中で、東京都の政策は、二酸化炭素以外の温室
効果ガス排出量削減に着目し、さらに、処理されるべき下水道汚泥のうち大きな割合を含む含水量の処
理法との組み合わせを図るという着眼の良さが目立つものであるといえる。さらに、神奈川県の政策は、
懸案とされつつもなかなか進まない再生可能エネルギー利用の促進を妨げている二つの課題、すなわ
ち、施設導入時のコスト負担と適切な施設立地場所確保の困難を解決するための適切な手法導入の一
つのモデルを示すものということができよう。和歌山県の政策は、一時期、全国で流行した空き缶散乱防
止の条例制定で考えられた手法を、現在大きな課題となっているプラごみ散乱防止の観点から、再度登
場させようとするものである。これまでのこの種の条例で罰則を定める例は少なくなかったが、知事が原状
回復を命じた上で、それに従わない者への行政罰としての過料を、さらに監視員に条例適用の権限をも
与えた和歌山県の試みは久しぶりの登場であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 16 条（同 25 条
14 号）の規制が現実には機能していないことからも、この条例運用の成果には注目したいものがある。

大阪府立大学名誉教授・植物工場研究センター長 増田昇
第一次選定された 11 の政策を見ると、エネルギーに関わる政策が 5 件、廃棄物に関わる政策が 4 件、
その他の政策が 2 件と、エネルギー問題とともに廃棄物対策が重要な課題となっていることが反映されて
いると言えよう。
第 1 位に選出された東京都の「外部からの電力や燃料を必要としないエネルギー自立型焼却炉」は両
部門に跨る政策で、その重要性が理解できる。汚泥の焼却工程において電気及び燃料の大量消費に加
え、N₂O による大量の温室効果ガスの排出が大きな課題となっていたが、本焼却炉を民間企業との共同
研究により開発し、「超低含水率型脱水機」と組み合わせることで、燃焼効率を飛躍的に向上させ、両課
題の解決に向けたもので高く評価できる。また、今後の普及も大いに期待できよう。2 位の神奈川県の「全
国発！太陽光発電設備の共同購入で、安価の設置を実現！」は、協定事業者が太陽光発電設備の購
入希望者を募り、一括して発注することにより、スケールメリットを活かし通常よりも安い費用で購入できる
仕組みを考案したものであり、太陽光発電のさらなる普及拡大への貢献が大いに期待出来る。3 位の政
策は和歌山県の「ごみの散乱防止に関する条例の施行」で、過料の徴収を含め高い実効性とともに規制
ではなく県民への教育の要素を含んだものであり、県民一人一人の意識変革に繋がることが期待できよ
う。

- 24 -

３

環境分野

京都大学大学院経済学研究科教授 諸富徹
１）東京都「エネルギー自立型焼却炉の開発・導入」
本件は、下水道処理の過程で発生する汚泥処理で脱水処理を行うことで、それを焼却炉に入れて燃
焼する過程で N2O の削減だけでなく、排熱により消費電力よりも大きな電力を生み出し、「エネルギー自
立」を達成するというイノベーションを成し遂げた点で高く評価できる。ぜひ同技術を他の自治体にも普
及させて全国の環境改善を図ってほしい。1 点だけリクエストするとすれば、排熱を発電だけでなくそのま
ま近隣で熱利用することができれば、エネルギー効率性はさらに改善したと思われる。

２）神奈川県「太陽光発電設備の共同購入事業」
再生可能エネルギーの更なる普及拡大に向けて、ハード面だけでなく、こうした制度・政策面での先進
的取組が必要である。本件はまさにそうした事案にあたり、すべての関係者がこの仕組みに参加するイン
センティブが与えられ、県は公的資金を投入せずとも明確に政策効果を引き出すことのできる優れた仕
組みだと評価できる。民間経済を巻き込んで政策目標を達成する必要がある場合、都道府県がこういう
役割を果たすとうまく回る、というお手本だといえよう。
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【環境分野】
タイトル
施策・事業名称

都道府県名

外部からの電力や燃料を必要としないエネルギー自立型焼却炉
エネルギー自立型焼却炉の開発・導入

東京都

東京都下水道局計画調整部計画課
本件問合先

分野

03-5320-6698

環境
S4000005@section.metro.tokyo.jp

内容

〇概要
東京都下水道局は、水再生センターやポンプ所などの施設を 24 時間 365 日休むこと
なく稼働させることにより、生活環境の改善や浸水の防除、公共用水域の水質保全を
図り、安全・安心で快適な東京の都市づくりに貢献しています。
こうした質の高い下水道サービスを提供するためには、大量のエネルギーを必要とし、
結果として多くの温室効果ガスを排出しています。
当局では、これらの課題に対して地球温暖化防止計画「アースプラン」やエネルギー基
本計画「スマートプラン」を策定し、温室効果ガス排出量の削減や省エネルギー等に向
けた取組を推進しています。
これらの取組により、2019 年度には、2000 年度比で温室効果ガス排出量を 25%以上
(27.8 万 t-CO₂)削減する成果を上げました。
今後、さらなる温室効果ガス排出量やエネルギー消費量の削減を推進するための取組
として、エネルギー自立型焼却炉の技術開発を行い、建設に着手しました。
〇エネルギー自立型焼却炉
東京都下水道局は、20 か所の水再生センターで日量約 516 万㎥(2019 年度)の汚水
を処理しており、処理の過程で発生する汚泥は、1 日あたり約 21 万㎥と膨大な量にな
っています。また、発生する汚泥は濃縮・脱水等の工程を経て、汚泥の減容化および安
定化等を目的に全量焼却処理を行っています。
焼却工程においては、電気および燃料の大量消費に加え、汚泥の焼却に伴い排出され
る温室効果ガスの一種である一酸化二窒素(以下 N₂O)による大量の温室効果ガスが
課題となっていました。
これらの課題を解決するため、東京都下水道局は民間企業と共同研究を実施し、電力
および燃料使用量を実質ゼロ、N₂O 排出量を半減にするエネルギー自立型焼却炉の
開発を行いました。
共同研究におけるエネルギー自立型焼却炉の主な性能は次のとおりです。
・N₂O 排出量(kg-N₂O/t-DS):1.15 以下
・使用電力量(kWh/t-DS) :161 以下
・燃料使用量(N ㎥/t-DS) :0
・発電は焼却炉における使用電力を発電電力量が年間で上回る
エネルギー自立型焼却炉は、脱水汚泥の水分量を一層削減できる「超低含水率型脱水
機」と組合せることで能力を発揮します。
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汚泥中の含水率を 74%以下に抑えた脱水汚泥を焼却炉に投入することで、汚泥自体
が燃えやすくなります。その結果、汚泥を乾燥・燃焼させるために必要であった焼却排
熱(熱エネルギー)が大幅に減少するとともに、燃焼に必要な補助燃料が不要となりまし
た。
また、汚泥の自燃により更なる焼却温度の高温化(850℃以上)が可能となったので、
N₂O を従来の高温燃焼焼却炉に比べ約 5 割削減できます。
さらに、余剰となった熱エネルギーを発電に活用することで、焼却炉の運転に必要な電
気を自給することが可能となりました。
焼却能力 300t/日のエネルギー自立型焼却炉を導入することで、年間約 370 万 kWh
の電力を削減できます。この削減量は、一般家庭約 900 世帯分の年間電力使用量に
相当します。温室効果ガス排出量においても、従来の高温燃焼焼却炉と比較して年間
約 11,000t-CO₂の削減が可能です。
現在、年間を通じて安定的かつ定量的に汚泥を処理する焼却炉を優先的にエネルギー
自立型焼却炉に更新しており、今後も温室効果ガス排出量の削減やエネルギー消費量
の削減を目指して導入を拡大していきます。

エネルギー自立型焼却炉と
超低含水率型脱水機のイメージ

建設中のエネルギー自立型焼却炉
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タイトル
施策・事業名称

都道府県名

全国初!太陽光発電設備の共同購入で、安価に設置を実現!
太陽光発電設備の共同購入事業
神奈川県産業労働局産業部
エネルギー課

神奈川県
本件問合先

分野

045-210-4090

環境
pv_kanagawa@pref.kanagawa.jp

内容

1 趣旨・目的
神奈川県では、平成 26 年 4 月に「かながわスマートエネルギー計画」を策定し、火力
発電等の「集中型電源」から太陽光発電等の「分散型電源」への転換を図り、エネルギ
ーの地産地消を目指している。その一環として、太陽光発電設備の更なる普及拡大を
図るために、太陽光発電をより安価に購入できる「共同購入事業」に令和元年度から取
り組んでいる。
2 主な特長
県が公募の上、選定し、協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)が、太陽光
発電設備の購入希望者を募り、一括して発注することにより、スケールメリットを活か
し、通常よりも安い費用で購入できる全国初の取組である。
3 取組内容
・県が協定事業者とともに県民に対して購入希望者を募集するなどの広報を実施
・協定事業者は、募集事務や問合せ対応等を行うとともに、信用力、工事資格、消費者
対応、メンテナンス能力等の基準を満たした施工事業者を入札で選定
・落札した施工事業者は、購入希望者に対して個別に現地調査を行った上で詳細見積
もりを提示
・購入希望者は太陽光発電設備を購入するかどうかを最終決定
4 主な成果(効果)
・本事業における令和元年度の設置価格は、市場価格と比較して 20〜27%の価格低
減が図られた。
・関わった者の全てにメリットがある。
→ 購入希望者は、市場価格より安価に太陽光発電を設置可能
→ 施工事業者は、営業経費を削減できるほか、設置工事を計画的、効率的に行うこと
が可能
→ 協定事業者は、削減された経費の中から収益を上げることが可能
→ 県は、補助金などの行政コストをかけずに価格低減を促し、太陽光発電設備の普及
拡大が可能
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太陽光発電設備の共同購入事業の概要

関連
ホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e3g/images/jointpurchase.html
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タイトル

施策・事業名称

都道府県名

県民 1 人 1 人への「教育・啓発」により、県全体でごみの散乱を「しない」「させない」
「許さない」環境を作る
和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の施行
環境生活部環境政策局
循環型社会推進課/廃棄物指導室

和歌山県
本件問合先

分野

073-441-2675

環境
e0318001@pref.wakayama.lg.jp

内容

〇和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の施行
近年、適正に処理されなかったプラスチックごみの海洋流出が大きな問題となっていま
す。これらが一因となり、地球規模で環境破壊につながっていき、県土全体の広域的な
環境の保全、また将来にわたり県民にとって健康で文化的な生活の構築に大きな影響
を与えることにもなります。
海洋流出するごみの中には、もともと陸上で散乱していたごみも少なからず含まれてお
り、県民 1 人 1 人の行動や考え方がこのような状況を招いていると考えました。
こうしたことから、和歌山県では、身近にできることから確実に実行するため、規制の内
容だけでなく、県民への教育や啓発の要素を盛り込んだごみの散乱防止に関する条例
を制定し、ごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」運動を県民一丸となって取り組
むこととしました。
〇条例の特徴
この条例の特徴は大きく 2 つ、「より実行性のある条例であること」と「規制条例ではな
く、県民への教育の要素も含んだ条例であること」です。
【より実行性のある条例であること】
条例第 6 条では「何人も、みだりにごみを捨ててはならない。」としており、みだりにプラ
スチックなどを捨てることを一番慎み、憎み、取り締まるべきだと条例では規定していま
す。そしてこの条文をより実行性のあるものとするために、プラスチックを含むゴミを環
境に捨てた人は、県から注意を受けて原状回復を迫られます。(条例第 9 条)。また、命
令に従わない場合は過料をいただくということにしました。(条例第 10 条)
さらに、県の行政としては、どうしても命令や過料の徴収は、手続きに時間がかかり、機
動力に欠けるので、環境監視員を任命し、知事の権限を委任して、その人が命令もする
し、過料の徴収も出来るということとしました。(条例第 11 条)
※こういう取締的な規定は、半年間の周知期間を設けて 10 月 1 日から施行します。
【規制条例ではなく、県民への教育の要素も含んだ条例であること】
この条例では、県、事業者及び県民それぞれのごみの散乱防止に関する責務を定めま
す。(条例第 1 条、3 条、4 条、5 条)これはそれぞれの立場の 1 人 1 人の行動が、いま
の世界的なプラスチックごみの海洋流出問題を生んでしまっているという考えから、そ
れぞれができることを自身で考え、実行していただくために規定してます。
また県はごみの散乱の防止について、県民の理解を深めるため、必要な教育及び啓発
を実施します。(条例第 3 条)これにより、県民 1 人 1 人の考え方の変革を図り、県民一
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丸となってごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」環境を作り、もっともっと綺麗に
していくために規定しています。

条例案内チラシ「令和 2 年 4 月 1 日より
『和歌山県ごみの散乱防止に関する条例』が施行されました」

関連
ホームページ

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/wakayamagomizero.html
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４ 健康福祉分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
医療法人アスムス理事長 太田秀樹
大阪府の「働く世代からのフレイル予防の取り組み（プレフレイル対策）」は、先進的でユニークな取り
組みといえる。この世代は、通常はメタボ対策が大きな課題となり、栄養管理や運動習慣の獲得が指導
の基軸となるが、実は肥満で低栄養といういわゆるサルコペニア肥満の存在も新しい課題となっている。
食事摂取量の制限が、筋肉量の低下を招来する危険もはらみ、かかる取り組みの成果への期待は大き
い。一定の効果の確認には、ある程度の期間を要するので、継続的に取り組んでいただきたい。
三重県の「地域医療の担い手育成に向けた県立病院と県立高校の連携」は、都道府県行政ならでは
の、強みを生かした事業である。従来から医学部には、EEP（early exposure program）として、専門的な
教育を受ける前に、医療現場を体験させ、既成概念や先入観のない状態で医療職としての基本的態度
を醸成するプログラムが存在する。高校生らが医師を目指す純粋な動機付けに、有効な取り組みで、成
績上位者が医学部を受験するという最近の風潮に一石を投じるものといえる。
奈良県の「出所者の就労の場づくり推進事業」は、地域共生社会において、避けることのできない事業
である。犯罪と貧困と疾病（健康課題）の負の連鎖を断ち切るための、就労や生活支援は、更生支援に
欠くことができないが、民間企業に期待しづらい領域であるからこそ、行政主導の意義が深い。再犯率の
低下など客観的な成果に期待している。

北海道大学名誉教授 金子勇
今回「優秀政策」に選定された大阪府の「働く世代からのフレイル予防の取組み(プレフレイル対策)」、
三重県の「地域医療の担い手育成に向けた県立病院と県立高校の連携」、そして奈良県の「出所者の就
労の場づくり推進事業」は、いずれも都道府県独自の事業としては時代に寄り添う政策である。
「フレイル」とはもろさや虚弱さを意味する言葉であるが、少し前から政策的に使われるようになった。中
年期の健康診断を大阪府は「フレイルチェック」として、食事と運動についての問診を軸に、身体測定(体
組成測定、骨格筋量)を組み合わせて、高齢期へつなぐ試みを始めた。健康が一朝一夕では得難いこと
から、40 歳からの基礎的身体状態を測定して、個別に健康指導することは、やがて高齢化率が 30％とな
る日本ではきわめて有効な政策と言える。
三重県の「地域医療」担い手育成における県立病院と県立高校との連携は、画期的な試みである。進
学高校にのみ絞り込んだことへは異論が予想されるが、病院見学会、医師の講演、院長対談も、医療へ
の関心を持つ高校生の興味を引くはずである。成果は 10 年後にしか出ないが、自治医大の 2 名の枠で
は県内の医療過疎が解消しにくい現在、この事業の行方を注視したい。医療過疎を抱える類似の県でも
応用可能性に富むであろう。
奈良県の出所者就労事業はまことに重要な政策ではあるが、雇用問題に含まれる要素が大きいと考
えられるので、「健康・福祉」分野よりも「商工・労働」分野からのコメントが有益であろう。
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健康福祉分野

奈良県立大学理事 木村陽子
健康福祉分野の第 1 位は、大阪府の「働く世代からのフレイル予防の取組み(プレフレイル対策)」であ
る。健康寿命の伸長や介護予防のためにフレイル対策を高齢期前から始める重要性は言うまでもない。
大阪府が、対象を 40 歳以上の働く世代に広げ、フレイルチェック項目をしぼり、特定健診・保健指導など
の機会を活用したことを高く評価する。すでに大阪府内で数多くのフレイル対策講座が実施されているこ
とが、この対策への住民理解を深め住民参加を促すことを期待する。
第 2 位は、三重県の「地域医療の担い手育成に向けた県立病院と県立高校の連携」である。目的は、
地域医療の担い手の数を増やすこと以上に、質を高めることとあり、高校生と地域医療を担う病院スタッ
フ等との人的交流を通じて、現場の思いを後代に託す、地域ならではの取組みを高く評価する。
第 3 位は、奈良県の「出所者の就労の場づくり推進事業」である。社会的な必要はありながらも、出所
者の社会復帰や就労を支援する組織は本当に少ない。民間組織では、創立者の使命感に頼り、規模も
小さく、運営も厳しく、苦労を重ねているのが現状だ。そういうなかで、奈良県が、出所者の就労支援を県
の事業として実施することを先進政策として高く評価する。一般財団法人を設立する手法も、注目に値す
る。
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【健康福祉分野】
タイトル

施策・事業名称

都道府県名

分野

働く世代からのフレイル予防の取組み(プレフレイル対策)
40 歳からのフレイルチェック 【予算事業】大阪府健康格差の解決プログラム促進事
業(プレフレイル)
大阪府 健康医療部 健康推進室
健康づくり課

大阪府

健康福祉

本件問合先

06-6944-9158
kenkodukurig03@sbox.pref.osaka.lg.jp

事業実施期間

平成 30 年 4 月 1 日 ～

施策のポイント

・府の要介護認定率は全国より高く、健康寿命が低迷している要因の一つとなってお
り、健康づくり事業と介護予防事業が相互連携し、府民の健康管理に取り組むことが
重要。
・平成 30 年・令和元年度において国立健康・栄養研究所と連携し作成した「大阪府
働く世代からのフレイル予防プログラム」により、特定健診・保健指導等を活用し、特
定健診対象者層へのフレイルチェックを行うことで、府民一人ひとりの健康づくりにつ
なげる。
・「40 歳からのフレイルチェック」は、働く世代から高齢者までシームレスな事業展開
を可能とし、高齢者の保健事業につなぐ事業として構築する。

内容

■ 40 歳からのフレイルチェックの展開 ■
・近い将来、介護が必要な状態になりやすい状態である「フレイル」となる者を早期に
発見(フレイルの状態をチェック)し、保健指導を通じて、運動や食事といった健康づく
りの取組を促し、フレイルを予防することにより、健康寿命の延伸を図るとともに、市
町村における健康寿命の差(健康格差)の縮小を図る。
・医療保険者が実施する「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健診・保
健指導等の枠組とスキルを活用すること、および実施者負担を抑えた内容とすること
により、フレイルチェックの導入を推進する。
■ フレイルチェックの導入にあたって ■
・フレイルの介入時期について、統一基準はないが、40 歳以上を対象とする特定健
診【法定】の機会を活用することが効率的
・フレイル測定の項目には、「問診、握力、歩行速度、体組成測定、口腔機能測定」な
どがあるが、本件においては、「問診、体組成測定」により実施する。
・健診に要する人件費変動を抑え、費用負担を軽減できるよう、チェック項目を限定し
て始めることにより実施者の導入を促進する。
■ 特定健診+フレイルチェックについて ■
≪特定健診≫
・質問票(服薬歴、喫煙歴等)
・身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)
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・理学的検査(身体診察)
・血圧測定
・血液検査(脂質・血糖、肝機能)
・検尿
など
≪フレイルチェック≫
・問診(食事、運動等)
・身体測定(体組成測定、骨格筋量)
※特定健診における身体測定(体重)は、フレイルチェックの身体測定に代替可能。
■ 保健指導 ■
・特定保健指導については、従来の考え方のとおり、積極的支援、動機付け支援、情
報提供に階層化を行い実施し、フレイルチェックについては、フレイル判定に基づき、
フレイル保健指導を実施する。フレイルチェックにおいて、メタボリックシンドロームに
も該当する者には、通常の特定保健指導とフレイル保健指導を併用する。
上記のとおり、40 歳以上の特定健診対象者層へのフレイルチェックを展開すること
により、フレイルに対する認知度の向上、早期発見及びフレイル該当者に対しての早
期介入を通じて、府民の健康寿命の延伸を図ることをめざす。

特定健診＋フレイルチェックの内容

フレイルチェック風景

リーフレット「フレイルって何なん？」

保健指導
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http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=34914
関連
ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-34914_4.pdf

優秀政策受賞者（大阪府）
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健康福祉分野

地域医療の担い手育成に向けた県立病院と県立高校の連携

施策・事業名称 地域医療の担い手育成に向けた県立病院と県立高校の連携

都道府県名

分野

事業実施期間

三重県立一志病院 運営調整部
総務課

三重県

健康福祉
教育・文化

本件問合先

令和 01 年 10 月 1 日 ～

059-262-0600

ihos@pref.mie.lg.jp

◎今後、他の教育機関や医療機関等との連携も可能な取組です。
施策のポイント

◎地域医療の担い手の「数」を増やすこと以上に、「質」を高めることをめざしていま
す。
◎「読書」と「現場」の両輪で、教育と医療の橋渡しをします。

内容

<取組概要>
三重県では、医師・看護師の確保と地域偏在が課題となっている。将来地域医療に
携わる職業を目指すにあたっては自身の死生観や人生観について考えを深めること
が重要だが、特に県立の進学校は授業進度が速く、生徒が受験対策に忙しくなりが
ちである。
そこで、津市で地域医療を担う一志病院と、医学部等への進学者を多数輩出する津
高校が連携し、読書を通じて医療について考える機会や、現場で働くスタッフの思い
に触れる場の創出を図った。具体的には、(1)本棚企画(一志病院の各専門職が選ん
だ書籍を津高図書館へ配置)、(2)病院及び訪問診療・訪問看護の見学、(3)医師講
演、(4)院長と津高生の対談を実施することとなった。
その結果、本棚設置後すぐに本を借りる生徒が現れ、病院見学には想定を上回る応
募があり、2 回目・3 回目の見学を開催することとなった。また、医師講演には約 50
人の生徒が参加し、感想文から、充実した学びの場となったことが窺えた。
<現状や課題、設定した目標>
地域医療を担う人材の育成は、短期的には医学生や看護学生、研修医の育成が重
要ですが、中長期的には、高校生の段階から、地域医療に携わる人材に求められる
感性や人格の形成を図っていくことが重要であると考えられます。
一志病院は、医学生や看護学生、研修医の受け入れに加え、中高生の総合学習や
一日体験などの受け入れも行っていますが、より積極的に高校生への情報発信等を
行いたいと考えていました。
また、津高校は、進路について考える機会を生徒に提供することが重要であると捉え
様々な取組を行っていますが、現場との直接的なつながりを持つことで、生徒が地域
医療をより身近に感じることができると考えました。
<取組の検討プロセス、改善点等>
津高校図書館では近年、発展途上国の課題に関するコーナーや、三重県の地域課
題の解決に関するコーナーなど、授業や研究活動の役に立つコーナーの創設や企
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画展、図書の紹介等を行い、館内の改革を積極的に進めています。そこに着眼した
一志病院の職員(津高校卒業生)と、津高校図書館の学校司書が話し合い、企画を
考案しました。それぞれの関係部門の長、院長・校長へと話が進み、本棚企画や講
演等の実施が決定しました。
本の選者については、一志病院の常勤医師全員に加え、看護師や薬剤師などで読
書好きのベテラン職員に声を掛けました。本の分野は地域医療に限定せず、人生や
人間関係、自然科学などに関するものであれば幅広く可とし、職業教育に役立ちそう
なものに限り漫画も一部可としました。
そして、本の選者たちが実際に働いている姿を病院見学で見られるようにすること
で、本と現実の橋渡しを試みました。さらに、一般的な病院見学だけではなく、一志病
院の特徴である患者様宅への訪問診療・訪問看護や、津市等と連携した多職種連
携の「地域ケア会議」などを見学できるよう調整し、「病気ではなく人を診る」一志病院
の取組を直接感じていただけるよう工夫しました。
<効果、成果>
(1)本棚企画:一志病院職員が選書し、本の紹介カードを手書きで作成。また、院長、
看護部長からのメッセージや、医療を学べる大学、県の施策等の資料も展示。
(2)病院見学:想定を上回る 19 名の応募があり、2 回目、3 回目の見学を実施するこ
ととなりました。高校生が訪問看護に同行するのは初めて。
(3)医師講演:津高の生徒・教員約 50 名が参加。地域医療について学び、一志病院
を身近に感じてもらう機会となりました。
(4)院長と津高生の対談:3 月に開催。生徒の関心に応じ院長と対談。
(5)今後の展開:本棚企画第二弾などを構想中。
<工夫した点や苦労した点>
本棚企画では、選書した一志病院の医師らを生徒が身近に感じられるよう、顔写真と
手書きのカードを作りました。また、医師講演は自由参加のため、できるだけ多くの生
徒に参加してもらえるよう、漫画のイラスト(著作権確認済み)を入れたチラシを作成し
ました。
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タイトル

健康福祉分野

出所者の就労の場づくり推進事業

施策・事業名称 出所者の就労の場づくり推進事業
都道府県名

奈良県

奈良県福祉医療部地域福祉課
本件問合先

分野

0742-27-8503

健康福祉
fukushi@office.pref.nara.lg.jp

施策のポイント

内容

・国の刑事司法手続を離れた後に、出所者の社会復帰を支援する体制
は十分に確保されているとは言えない。
・そこで県は全国に先駆けて、出所者を直接雇用する一般財団法人を
設立して、住居を確保し、職業訓練・社会教育を実施することで、出
所者の社会復帰を支援する。

【目的】
・「奈良県更生支援の推進に関する条例」第 13 条の規定に基づき、罪に問われた者
等の更生支援に関する事業を行い、罪に問われた者等の円滑な社会復帰の促進を
図る。
・誰もが地域の一員として包摂され、互いに支えあう共生のまちづくりの推進を図る。
・その結果、更生を志す者を含む全ての県民が安全で安心して暮らせる社会の実現
に寄与する。
【事業内容】
県は罪に問われた者等の更生支援に関する施策を一体的かつ効果的に実施するた
め、一般財団法人を設立し、以下の事業を実施させる。
(1)罪に問われた者等を雇用し、職場における就業体験の機会その
他就労の場の確保、提供
(2)雇用した者に対し、住居の貸与
(3)企業等への就職その他の社会復帰を支援するため、職業訓練、
社会的な教育の実施
(4)罪に問われた者等の相談に応じること。その他罪に問われた者
等の社会復帰に必要な支援
(5)労働者派遣事業
(6)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

関連
ホームページ

http://www.pref.nara.jp/54165.htm
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５ 農林水産分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
宮城大学名誉教授 大泉一貫
本年度、農林水産分野の先進政策として審査の対象になったテーマには大きく次の三つの分野に分
けられた。①農林水産物の新商品開発や品質保証に関する施策、②人材育成に関する施策、③農林水
産資源の把握や管理に関する施策である。
そうした中にあって、「福島 GAP チャレンジ」は、一番目の農産物の品質保証に関する施策として特色
を出している。GAP 認証に関しては、近年各地でその取り組みが広がっているが、福島の場合には、特
に、震災と原発事故で傷ついた産地の誇りを取り戻すためにかなり徹底した体制づくりと事業展開が見ら
れ、GAP 推進に向けて新たな知見が示されている。
また、農林業の人材育成に関する先進的施策として、島根県の「林業の魅力を向上させ林業就業者を
確保する取組」と静岡県の「農林環境専門職大学の開学」が優秀政策として評価された。農林業は現業
に依拠する部分が多い事から、島根県では、現場でのスキルを得るための教育として、知事認定の「林
業士」制度を設け、それによって賃金制度に反映する仕組みをつくりあげた。静岡県は、農業者大学校
を 4 年の専門職大学院に再編し、より深いスキルを得る場を作った。
農林水産資源の把握や管理に関する施策として、三重県の「ドローンを使った簡単・迅速な森林面積
の把握」は、資源の把握、管理に関するデジタル化推進の新たな試みとして評価される。まず賦存量を
簡便に把握しようということで、これからより精度の高い把握に向けてバージョンアップすることが考えられ
ている。

富士大学学長 岡田秀二
2020 年度農林水産業分野の最優秀政策には、福島県の「ふくしま、GAP チャレンジ」が選定された。
政策の直接的背景は、言うまでもなく 2011 年に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事
故の放射能被害である。食品基準値を上回る汚染産品の流通は絶対しない・させない取り組みを徹底し
てきたが、根強い風評被害に関係者の全てが打ちのめされる状況に逢着していた。2017 年、県と JA は
GAP 認証制度にたどり着く。グローバル GAP に J(日本版)GAP そして福島県独自の放射性物質対策を
取り入れた FGAP の 3 層構造を作り、生産者、消費者の制度理解を高めた。安心安全に加え合理性も追
究する工程管理から生産者のプライドを再興し、オリパラの調達基準をクリア、おいしい福島の食材の見
えない価値の見える化を実現した。その取り組み内容は他県にも大いに参考となるものである。
今年度の 2 段階審査に残った政策を見ると、森林・林業関連のものが多い。そもそも民有林政策は県
段階に基軸と中心があることから当然という見方も出来るが、CO2 吸収源対策と成長産業化を実現する
ために、課題とされながら進められずに来たところが動き出したと言える。島根県からは、環境と産業化を
現場サイドでコーディネイトする人材づくり、事業体づくりの優れた方法が示された。静岡県の県立大学
校も大きくは同様に人材形成制度である。三重県の政策は IT,AI 利用のこれまでにない政策情報づくり
戦略である。他県でも利用可能なシステムであり、イノヴェーションと言える。
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明治大学農学部食料環境政策学科教授 小田切徳美
今年度の優秀事例には 2 つの傾向がある。
一つは、「人材」に着目した取り組みであり、静岡県「専門職大学の開学」と島根県「林業の魅力を向上
させ林業就業者を確保する取組」がある。静岡県の挑戦は、時代に応じた高度農業人材の育成のため
の専門職大学開設という直接的取り組みとして注目される。既に農業界で広く話題となっている。島根県
事業は、林業の雇用を確保するための林業事業体の魅力アップを支援するものである。そこで「島根林
業士」という人材認定をセットとしている点に新しい特徴がある。
もう一つは、「情報」である。福島県「ふくしま。GAP チャレンジ」と三重県「ドローンを使った『簡単!迅速!』
な森林面積の把握!」が該当する。福島県はこの事業により、風評被害への克服を目的とした独自の認証
制度を設定している。これは、技術の高度化であると同時に消費者に向けた情報戦略であり、その地道
な取り組みが特に評価できる。三重県の事業は、ドローン利用という新技術により、林業の基本情報であ
る森林面積の把握を支援している。情報取得時間が従来から 9 割以上短縮し、さらにより高い精度の情
報を得ている点は大きな成果であろう。
「人材」「情報」は、特に農林水産分野の事業では重要要素であり、4 つの優秀事例のように、それぞれ
の地域実態の応じた挑戦は高く評価される。
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【農林水産分野】
タイトル

ふくしま。GAP チャレンジ

施策・事業名称 第三者認証 GAP 取得等促進事業

都道府県名

福島県農林水産部
環境保全農業課

福島県

本件問合先
分野

024-521-7342

農林水産
kankyouhozen_nougyou@pref.fuk
ushima.lg.jp

施策のポイント

内容

福島県では、県産農林水産物に対する風評払拭と産地への信頼向上を実現するた
め、より良い農業の証である GAP 認証の取得数日本一を目標に掲げ、GAP の導入
拡大にチャレンジしている。
この取組では、震災と原発事故で傷ついた生産者のプライドを認証取得プロセスを
通して、新しい誇りとして創り上げるとともに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック
の食材調達基準をクリアし、本県のおいしい食材を食べていただくことにより、震災以
降の国内外からの応援に対する感謝の気持ちを伝えることを目指している。
このため県は、関係機関・団体からなる GAP 推進協議会を設置するほか、本県独自
の認証制度である「ふくしま県 GAP」の設立や認証取得に向けた指導体制を整備す
るなど様々な支援を実施している。
平成 29 年度の取組開始から認証件数は着実に増加し、目標件数達成まであと一歩
となっている。

1 背景
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響
により福島県内の農業は甚大な被害に直面し、特に県産農林水産物の安全への信
頼は大きく損なわれた。
このため、本県では放射性物質対策の徹底を始め、農林水産物の緊急時モニタリン
グ検査等の実施と検査結果の迅速な情報発信に努め、放射性セシウムの食品の基
準値を超過した農林水産物が、決して流通しないよう取組を進めてきた。
その後、全国の皆さんからの御支援もいただき、本県農林水産物の販売は徐々に回
復したが、根強い風評により販売単価の回復の遅れに加え販売棚を失うなど、販売
環境の悪化に苦戦を強いられた。
このような中、本県農林水産物の安全・安心への信頼を取り戻し、震災による風評払
拭を図るため、より良い農業の証である GAP 認証に注目し、平成 29 年 5 月に福島
県と JA 福島中央会で「ふくしま。GAP チャレンジ宣言」を行い、GAP 日本一を目指す
取組を開始した。
2 事業の概要と実績
(1)「ふくしま県 GAP」の創設
農林水産省のガイドラインに準拠するとともに、本県特有の課題である放射性物質
対策に関する基本項目を取り入れた本県オリジナルの認証制度を平成 29 年 7 月に
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創設した。取り組むべき項目は、他の第三者認証 GAP と揃えるなど、今後ステップア
ップしやすい制度設計としており、令和 2 年 3 月末現在で 73 件を認証している。
(2)指導体制の整備
県域及び県内 7 地方に、関係機関・団体からなる GAP 推進協議会を設置し、農業団
体、流通業者、市町村等と連携して GAP の推進を図っている。また、普及指導員や
JA の営農指導員を対象に GAP 指導員や内部監査員を養成する研修会を開催し、令
和 2 年 3 月末現在で約 900 名が活躍している。
(3)認証取得に必要な経費の支援
生産者の費用負担軽減を図るため、補助事業を活用し、認証取得経費、認証に必要
な残留農薬や水質等の分析経費、民間コンサルタントの活用経費等を支援してい
る。認証件数は令和 2 年 2 月現在 246 件となり、平成 28 年の 10 件から大幅に増
加した。
(4)教育機関での認証取得に対する支援
県内にある全ての農業系高校 10 校と農業短期大学校 1 校の GAP 認証取得とその
実践活動を支援しており、GAP にチャレンジする高校生等の姿は、復興に取り組む
生産者を勇気づけ、福島の未来を切り拓く大きな力になるものと期待されている。
(5)消費者等の理解促進と GAP 認証農産物の供給拡大に向けた取組
GAP 認証食材を活用したイベントの開催やオリンピック・パラリンピック選手等への応
援を積極的に行う他、各種イベントでの PR ブースの出展やポータルサイトの開設等
を通して消費者等の実需者への GAP の理解促進に取り組んでいる。また、平成 29
年度から「ふくしま。GAP チャレンジセミナー」を毎年開催し、生産者や関係団体の意
識向上を図るとともに消費者や流通業者等へ向けて強力に情報発信を行っている。

ふくしま。ＧＡＰチャレンジ宣言（平成２９年５月１５日）

ソフトボール日本女子代表へのＧＡＰ認証農産物の贈呈（令和元年７月２２日）
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グランイート銀座（ＧＡＰ認証食材を使ったビュッフェスタイルレストラン）での
ふくしまフェア（令和元年９月１７～２３日）

ふくしま。ＧＡＰチャレンジセミナー
（令和２年２月１２日ビッグパレットふくしま）

関連
ホームページ

https://gap-fukushima.jp/

＜認証数＞（福島県）
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農林水産分野

島根県の林業の魅力を向上させ林業就業者を確保する取組

施策・事業名称 島根林業魅力向上プログラム・しまね林業士制度

都道府県名

農林水産部 林業課
森林組合・担い手育成グループ

島根県
本件問合先

分野

0852-22-5159

農林水産
ringyo@pref.shimane.lg.jp

施策のポイント

内容

原木生産の継続的な拡大に向け、林業事業体に「経営体質の強化」と「事業規模の
拡大」を集中的に促すため、平成 30 年度から県独自の取組として「島根林業魅力向
上プログラム」と「しまね林業士制度」を立ち上げた。
現在、県内 49 林業事業体のプログラムを登録し、県は各種補助事業によりプログラ
ム登録事業体の取組を重点的に支援するほか、プログラム登録事業体は、「しまね
林業士制度」を活用し、林業就業者のキャリアアップや処遇改善に活用している。

雇用を確保するためには、林業の良さの一層の PR はもとより、受け入れる林業事業
体の他産業に負けない一層の魅力アップが必要となる。
島根県では林業を魅力ある仕事とするため、「島根林業魅力向上プログラム制度」を
創設し、林業事業体が自ら、(1)労働条件・就業環境の改善、(2)新規就業者確保の
促進、(3)事業拡大や収益性の向上などに積極的に取り組み、このような意欲のある
事業体を登録するとともに、県は補助事業を活用した重点支援を行うことで、官民一
体となって取り組んでいる。
一方、林業就業者が自らの能力を向上させるため、島根県独自の新たな能力資格
試験「しまね林業士」(知事が資格認定)制度を創設した。
林業事業体は、林業就業者に「しまね林業士」の取得を促すことで、林業就業者の昇
給昇任等のキャリアアップや処遇改善に活用しており、現在約 300 人が登録されて
いる。
この「しまね林業士制度」は、島根林業魅力向上プログラムに登録された事業体は必
ず活用することとしており、両制度は一体的に運用されている。
また、プログラム登録事業体は、国の定める「意欲と能力のある林業経営体」とみな
している。

(1)島根林業魅力向上プログラムの内容
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(2)しまね林業士の資格

(3)しまね林業士制度によるキャリアアップのイメージ

関連
ホームページ

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/ringyo_ninaite/
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専門職大学の開学

施策・事業名称 農林環境専門職大学の開学
都道府県名

静岡県

経済産業部農業ビジネス課
本件問合先

分野

054-221-2733

農林水産
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp

内容

○施策のポイント
農林大学校を専門職大学へ移行し、農林業分野の人材養成機能の充実を図る。
◆趣旨
農業のグローバル化や生産に活用される先端技術の進展、農山村地域における人
口減少や高齢化の進行など、近年の農林業を取り巻く環境の変化に伴い、農林業者
に求められる能力・役割も変わってきている。
こうした現状を踏まえ、本県では、農林業及び農山村地域の持続的な発展のために
は、高度な知識・技術を備え、将来の農林業現場や農山村の地域社会を支えていく
人材の養成が急務であると考え、農林大学校を専門職大学へ移行させることとした。
全国初の農林業分野の専門職大学として、世界から憧れを呼ぶ「実学の府」を目指
し、教育・研究環境の整備を進めていく。
[大学の概要]
4 年制大学に 2 年制の短期大学を併設。4 年制大学では生産環境経営学部生産環
境経営学科(入学定員 24 人、収容定員 96 人)で農林業経営のプロフェッショナル
を、短期大学部生産科学科(入学定員 100 人、収容定員 200 人)では農林業生産の
プロフェッショナルを養成する。
[大学の基本理念]
・農林業経営に革新を起こす人材の養成
・農山村の地域社会における将来のリーダーの養成
[教育の特色]
・高度な実践力を身につけるため、実習に重点を置いたカリキュラムを実施
・経営管理能力や先端技術への対応など、将来の農林業現場を支える人材に求めら
れる幅広い知識・技術の習得
・農山村の景観、環境、文化などについても学び、それらを守り育みながら地域社会
を支えていく人材を養成

キャンパスイメージ

関連
ホームページ

https://shizuoka-norin-u.ac.jp/
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タイトル

ドローンを使った「簡単!迅速!」な森林面積の把握!

施策・事業名称 ドローンを使った「簡単!迅速!」な森林面積の把握!
都道府県名
分野

三重県
農林水産

松阪農林事務所
本件問合先

0598-50-0568

事業実施期間

平成 31 年 4 月 1 日 ～

施策のポイント

既存の測量技術はドローンを用いた測量も含めて非常に高精度である反面、コストも
非常にかかるため、使う局面も限られたものとなっている。そのため、少々の誤差は
許容範囲だが急いで面積を概測したい、コストをかけずに面積を概測したい、という
言わば「中精度・低コスト」という点に特化してドローンの活用を模索し、検証を行っ
た。

内容

mnorin@pref.mie.lg.jp

<取組概要>
山林の面積を把握するには地上測量が必要だが、時間と労力がかかる。「森林の開
発面積が 1.0ha を超えている可能性があり、地上測量の必要がある箇所の絞り込
み」を効率的に行うという想定で、ドローンを活用し山林面積の概測を 2 つの方法で
行った。結果、大幅なコスト低減、コストに見合う以上の精度、それぞれの方法の長
所と短所が判明した。
<現状や課題、設定した目標>
森林法においては 1ha を超えて森林の開発行為を行うには知事の許可が必要であ
るが、1ha 以下は伐採届で開発行為が可能となる。現状では巡視現場で実際に 1ha
以下かどうかの判断が難しい。面積を確定するには地上測量が必要だが、地上測量
を行うにはコストもかかり全ての案件で地上測量を実施することは困難である。目測
により地上測量の必要な場所を絞り込んでいるが、個人差が大きく絞り込みが効果
的に機能していない。建設残土搬入など速やかに概測の必要なケースにも対応する
べく、迅速に面積の把握ができる手法を検討した。
<取組の検討プロセス、改善点等>
ドローンを使って簡易な森林測量をしている林野庁北海道森林管理局渡島森林管理
署に先進地視察を行い、様々な知見・助言をいただいた。その内容をもとに 2 つの方
法を立案し、既に測量データがあり、かつ境界が明確な試験地を選定し、実際にドロ
ーンを操縦し面積の把握を試行した。データの取り扱いにおいても、CAD(製図設計
支援ツール)や森林 GIS(地理情報システム)など日常業務で使用しているシステムを
活用した。
<効果・成果>
面積を把握するまでの所要時間においては、地上測量の所要想定時間の 1 割以下
に大幅に短縮するという結果になった。また、精度においても地上測量と比べ約 4%
の誤差結果となり、精度的には及ばないものの、迅速化という観点からみれば実用
上十分な精度であった。今後、違法開発が疑われる 1.0ha 以下の伐採届による森林
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開発現場や、災害などの森林斜面崩壊現場などにおける簡単・迅速・安全な面積把
握という様々なケースに応用が期待できる。
<工夫した点や苦労した点>
概測の過程において、客観性(個人の能力に左右されない)、簡略化、正確性(斜面
傾斜に左右されない)のバランスをとることに注力した。
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６ 商工・労働分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授 加藤恵正
「地域を動かす」。佐賀県「逆境をバネにクラウドファンディングへの成功報酬と銀行間競争の喚起」は、
人材の流出、少子高齢化に悩む地方経済を動かすための巧みな産業政策と感じます。東京一極集中が
加速するなかで、地域経済再編は喫緊の課題です。問題は、地域社会や経済が、これまでの仕組みや
関係から逃れられずに直面する環境変化に呼応できないことでしょう。「負のロックイン」状態です。ただ、
現実に「地域を動かす」ことは、それが地域の社会経済システム全般に関わっており大変困難なのです。
地方が共通して抱える悩みに対して、本政策は、地域内資金循環の再編成、さらにはスタートアップ企
業の創出から、突破口を拓こうとした提案といっていいのではないでしょうか。かかる政策を引き金に、既
得権や前例主義から脱した新たな地方経済を構築されることに期待したいと思います。
地域経済の再生は、地域固有の社会経済資源を発掘・再評価することからスタートするといって過言
ではありません。今回、第二位・三位（２点）の３施策は、いずれも地域の中に死蔵されていた「資源」を巧
みに発掘・活用されたものといえるでしょう。愛媛県のセルロース・ナノファイバーは地元大学や企業の研
究成果でもあります。日本一の深海を擁する駿河湾を海洋資源の宝庫として、またイノベーションの核心
と位置づけたマリン・オープンイノベーションの可能性は極めて大きいと言えそうです。琵琶湖沿岸部を
活用した「ビワイチ」の推進は、環境にやさしい集客ビジネス（コロナ禍でのあり方にも期待したいところで
す）として評価できるものと思われます。これら、地域の固有資源を核とする地域経済の展開は、関連産
業群（related variety）の醸成とも大きく関わってくると思われます。ここで提案された新たな地域産業政策
の視点、そしてその具体化による産業活性化に期待しております。

株式会社イドム代表取締役 小出宗昭
これまで約 20 年にわたり静岡県の主要三都市で中小企業支援の最前線に立ち、数多くの企業から相
談を受けアドバイスを行ってきたが、今回のコロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業・小規模事業者へ
のダメージは過去に経験したことのない大きさであると感じている。
政府や地方自治体はこの窮状に対し、持続化給付金をはじめとした給付金や助成金、雇用調整助成
金等既存の制度の特例化、消費喚起のための Go To キャンペーンの実施ほか、政府系金融機関や民
間金融機関が行うところの緊急融資等、猛烈な速さで様々な施策を打ちだしている。そのため当初懸念
されていたような中小企業の大量倒産等は防ぐことができているように思う。しかしこれらの施策を長期的
に継続させることは難しいのは言うまでもない。売上が激減している中小企業や小規模事業者にとってこ
れから重要になるのは、下がってしまった売上をいかに上げていくかである。
そのような中で佐賀県が行うクラウドファンディングの活性化策は、これまでにない手法として他県にも
参考にしてもらいたい。コロナ禍において、クラウドファンディングはかつてない程広がりを見せているが、
地方都市の中小企業や小規模事業者が資金調達策として有効に使える環境には未だ至っていない。佐
賀県のスキームによってより活用しやすくなる事を期待する。
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東北大学大学院工学研究科教授 堀切川一男
佐賀県の「逆境をバネに!クラウドファンディングへの成功報酬と銀行間競争の喚起」の政策は、成長可
能性がある企業への円滑な資金供給を図るために、資金調達チャネルの多様化や金融機関相互の健
全な競争環境の形成を目指したものである。調達件数は、H29 年 1 件、H30 年 11 件、R1 年 14 件と増
加してきている。バブル経済崩壊以降、金融機関が自らリスクをとって資金供給を行うことが極端に減少
してきている中、成長可能性がある地域企業への円滑な資金供給を図ることは、我が国の地方創生を進
めるためにも重要な政策であり、他県への波及効果も大きいと考えられる。
愛媛県の「地域の特性を生かしたセルロースナノファイバー関連産業の創出」の政策は、地域資源で
ある柑橘を活用したセルロースナノファイバー製造方法等の研究を推進し、新産業創出を進め地域経済
の活性化につなげることを目指したものである。これまで 10 件の特許出願の実績があり、事業化に向け
て今後の進展が期待される。
静岡県の「マリンオープンイノベーションによる海洋産業の振興と海洋環境の保全」の政策は、マリンバ
イオテクノロジーを核としたイノベーションを促進することにより、海洋産業の振興と海洋環境保全の世界
的拠点形成を目指したものである。令和元年度に戦略推進委員会を設置するなど推進体制が整備され、
今後具体的な成果が期待される。
滋賀県の「サイクリングブランド「ビワイチ」を活かした地域振興～事業者、関係団体、住民、行政が一
体となった取組～」の政策は、琵琶湖一周サイクリング「ビワイチ」のブランド力に着目し、滋賀県の特徴
を活かした観光コンテンツとして活用するため、ソフト・ハード両面にわたる部局横断の取組を進めている
ものである。「ビワイチ」の体験者数(推計)は、H29:9.5 万人、H30:10.6 万人、R1:10.9 万人と増加してきて
いる。
これらの優秀政策事例は、我が国の地方創生を進めるために有効な政策であり、他県への波及効果
も大きいと考えられる。
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【商工・労働分野】
タイトル

逆境をバネに!クラウドファンディングへの成功報酬と銀行間競争の喚起

施策・事業名称 クラウドファンディングファンドレイザー協定及び資金調達ピッチ

都道府県名

分野

事業実施期間

産業労働部 産業政策課
DX・スタートアップ推進室

佐賀県

商工・労働

本件問合先

平成 28 年 4 月 1 日 ～

0952-25-7586
sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp

佐賀県は、他県以上に⾦融セクターが寡占化し、⾦融機関が自らリスクをとって資金
供給を行う風土が根付きにくい。成長可能性がある企業への円滑な資金供給には、
資金調達チャネルの多様化や金融機関相互の健全な競争環境の形成が必要。

施策のポイント

1 資金調達チャネルの多様化
県内企業の「クラウドファンディング」(以下、CF)による資金調達をサポートする事業
者等とファンドレイザー協定を締結、これらファンドレイザーが支援して目標額を達成
した場合、調達額の 10%を成功報酬(協定に基づく負担金)としてキックバックする。
CF を効果的に活用できるプレイヤーを地域に根付かせるとともに、そのノウハウや
経験を地域に蓄積し、案件発掘へつなげるエコシステムを形成。
2 調達希望者によるプレゼンテーション機会の提供
投融資や CF などを通じて資金調達を希望する県内企業が、銀行や投資家、VC、エ
ンジェル等多様かつ複数の資金の出し手を一堂に会した場でプレゼンするピッチイベ
ントを開催。資金の受け手と出し手のマッチングはもとより、例えば「そのリスクは銀
行さんではとれないが、うちならとれる」状況を作ることで健全な競争環境を形成。

内容

佐賀県は、地銀が第二地銀の資産規模の 10 倍弱と全国でも稀に見る寡占状態。こ
の結果、金融機関相互の競争原理が働きにくく、企業の新事業展開等に対してリス
クをとって資金を供給するよりも、従来型の地銀ビジネスモデル(地方の余剰資金を
都市部に供給し、運用する等)に留まりがちで、このことが資金フロー面からの企業
の成長制約となりがち。
その一方、昨今、外部環境の変化として、例えば
(1)民間レベルでのクラウドファンディングへの機運
(2)企業セクターの資金余剰主体化を背景とした CVC の興隆
(3)県外アクセラレーター、ベンチャーキャピタル、個人投資家等の県内での積極攻
勢などがある。
このため、クラウドファンディング等を用いた資金調達チャネルの多様化や、金融機
関をはじめ資金の出し手側の競争環境の形成を通じ、企業のリスクテイクを支える資
金の出し手を育て、あるいは見出しながら、イノベーションやスタートアップを資金調
達面から支援し、促す策に着手。
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1 資金調達チャネルの多様化
資金調達手段としての CF に早くから着目し、県内企業の CF をサポートする事業者
等とファンドレイザー協定を締結。ファンドレイザーが CF 案件を掘り起こし、調達を支
援して目標額を達成した場合、調達額の 10%を成功報酬としてキックバック。(上限
額 500 千円)
協定相手は金融機関に限定せず、起業・創業支援、新事業展開・新分野進出促進、
地域産業振興に寄与する意欲のある先であればオープンかつイーブンに随時、公
募。H28 の着手後、現時点では締結相手は 9 者まで増え、地元金融機関のほか、
購入型や株式投資型の CF プラットフォームを有する企業、プロモーションや事業創
出を得意とする企業など多様なセグメントのファンドレイザーが揃ってきたところ。成
功報酬が佐賀県内での継続的な案件発掘を行う大きなモチベーションとなり、そもそ
もプレイヤーが少ない地方への呼び水的効果を生み、県外の締結先も増加増えてき
ているところ。
また、ファンドレーザーの増加に伴い、調達件数・調達額も⼤幅増。(参考:H28 年 2
件(1,467 千円)、H29 年 1 件(230 千円)、H30 年 11 件(14,472 千円)、R1 年 14 件
(17,412 千円))この取り組みにより、CF プレイヤーと目標額達成ノウハウ、経験を県
内に蓄積し、次なる案件の発掘、そして成功へとつなげるエコシステムを形成。県内
での CF 利活用のすそ野の拡大、資金調達チャネルの多様化を図っている。
2 調達希望者によるプレゼンテーション機会の提供
投融資や CF などの資金調達を希望する県内企業が、県内・外の金融機関や投資
家、VC、ファンドレイザー等の複数の資金の出し手が一堂に会した場でプレゼンする
ピッチイベントを開催。あわせて、ベンチャー企業等のビジネスの確立・拡大のため、
販路開拓につながる潜在的な取引先候補や、ビジネスの高度化につながる潜在的
なパートナー候補等も招へい。資金需要側にとっては一度に多数の支援者との接点
を得ることができる機会であることはもちろんのこと、資金供給側にとっても魅力的な
案件発掘の場として活⽤されており、「競争を意識したなかでの発掘の場」になってい
る。
さらには、これらを通じてシードの発掘・育成(他事業)から資金調達(本事業)までを
支援可能な「パーツ」が整ってきたため、R1 年度から新しく「Startup Gateway SAGA」
に着手。シードの発掘から育成、資金調達、さらにはアワード受賞や大手との協業を
通じたプレゼンスの確立等を一貫して支援する体制を整えつつある。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00363096/index.html
関連
ホームページ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00363094/index.html

- 53 -

６

商工・労働分野

＜佐賀県 産業労働部産業政策課 DX・スタートアップ推進室＞
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地域の特性を生かしたセルロースナノファイバー関連産業の創出

施策・事業名称 愛媛セルロースナノファイバー関連産業創出事業

都道府県名

分野

経済労働部産業支援局
産業創出課

愛媛県

商工・労働

本件問合先

089-912-2483

事業実施期間

平成 27 年 4 月 1 日 ～

施策のポイント

本県独自のバイオマス資源(柑橘)を活用したセルロースナノファイバー(CNF)製造方
法等の研究を実施するとともに、県内ものづくり企業と連携し、CNF を活用した産業
創出を進め地域経済の活性化につなげる。

内容

sangyososyutu@pref.ehime.lg.jp

本県には、CNF 製造等の基礎研究を行っている愛媛大学紙産業イノベーションセン
ターや、CNF 製造に取組む大手製紙企業が立地しており、さらに、全国有数の規模
を誇る製紙・繊維などの地場産業や、生産高日本一の柑橘等の地域資源が豊富に
あることから、県が中心となり、本県独自の地域産業・資源を活用して、CNF 技術の
社会実装化を進め、県内 CNF 関連産業の活性化を図る事業を実施している。
具体的な取り組み事例としては、県独自のバイオマス資源(柑橘)を活用した CNF 製
造技術等の研究や、砥部焼の多層塗り技術、CNF 製造装置の開発等県内ものづくり
企業と連携し、CNF を活用した最終製品を見据えた調査研究・試作開発を進めてい
る。
また、平成 31 年 3 月に「愛媛 CNF 関連産業振興ビジョン」を策定し、本県オリジナ
ルの素材となる柑橘ナノファイバーの規格化や CNF 技術の社会実装化に向けた複
合化技術の確立など、本県独自の地域産業・資源を活用しながら事業を進めてい
る。
【実績】
<特許出願>県内企業等と連携し、令和 2 年 3 月末現在で、計 10 件の特許出願の
実績がある。うち公開されている出願中特許は以下のとおり。
・脂質代謝改善剤及びそれを含有する食品
・多層絵付け方法
・柑橘果皮由来ナノファイバー及びその製造方法
<企業との連携実績>
高圧ホモゲナイザーの開発、卓球用ラケット部材の開発等県内企業の取り組みを支
援するとともに、柑橘由来 CNF、砥部焼の多層絵付け技術は県内企業と連携し研究
を継続中。
※取組実績(添付画像参照)
・柑橘由来 CNF
柑橘果皮をそのまま用い、柑橘の香り機能性を残した機械処理のみで製造可能な
CNF
・多層絵付け技術
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陶磁器等へ CNF 入りの絵の具で図柄を重ね塗りすることで立体的な図柄が可能と
なる着色技術
・CNF 製造装置
((株)コスにじゅういち)CNF の連続生産を可能とする高圧ホモゲナイザーを開発
・卓球ラケット用部材
(大王製紙(株)、ヤマセイ(株))従来の部材よりも打球の威力が高まる CNF 配合部材
を開発

柑橘由来 CNF

CNF 製造装置

多層絵付け技術

卓球ラケット用部材
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マリンオープンイノベーションによる海洋産業の振興と海洋環境の保全

施策・事業名称 マリンオープンイノベーションプロジェクト(MaOI)プロジェクト

都道府県名

経済産業部
産業イノベーション推進課

静岡県
本件問合先

分野

054-221-2609

商工・労働
sangyo-innovation@pref.shizuoka.lg.jp

内容

1 要旨
近年、世界的に注目を集めている「Blue Economy(持続可能な海洋産業)」の考え方
を踏まえ、日本一深い湾である駿河湾等の特色ある海洋環境やそこに生息する多様
な海洋生物など、静岡県の魅力ある海洋資源を活用し、マリンバイオテクノロジーを
核としたイノベーションを促進することにより、海洋産業の振興と海洋環境保全の世
界的拠点形成を目指します。
2 事業概要
(1) ビジョン・戦略計画の策定
平成 30 年度に、我が国を代表する研究者など産学官金の代表者からなる協議会を
設置、マリンバイオテクノロジーの産業振興に向けた「ビジョン」を御提言頂きました。
本ビジョンを具体化し、プロジェクトを戦略的に推進・展開していくことを目的として、
令和元年度に戦略推進委員会を設置するとともに、プロジェクト始動期の実施計画で
ある「MaOI プロジェクト第 1 次戦略計画」を策定しました。
(2) 推進体制の整備
ア MaOI 機構の設立
プロジェクトの推進機関として令和元年 7 月に「一般財団法人マリンオープンイノベ
ーション機構(MaOI 機構)」を設立。
イ MaOI フォーラムの設置・運営
オープンイノベーションの場となる会員ネットワーク組織「MaOI フォーラム」を設置。
セミナー等を開催し、研究者のシーズと企業等のニーズのマッチングなど、駿河湾等
をフィールドとした研究開発と事業化の支援を開始。
(3) 拠点機能の形成
ア 中核拠点施設「MaOI-PARC」の整備
県未利用施設を活用し、プロジェクトの中核拠点施設「MaOI-PARC」の整備を進めて
います。MaOI 機構の執務室に加え、大学・研究機関や企業が微生物培養の研究等
に活用できる共用ラボ、連携研究室、交流スペースなどを整備するとともに、駿河湾
等のリアルデータを収集・活用するデータプラットフォームを構築し、ネットワーク型の
拠点形成を目指します。(令和 2 年秋頃開所予定)
イ 関連施設との連携
水産資源増大のための稚魚の量産、親魚養成を行う県施設「温水利用研究センター
沼津分場」の再整備を進め、将来的に MaOI プロジェクトにおける水産分野等の実証
研究拠点として活用します。また、老朽化した県調査船「駿河丸」の代船建造に着手
し、今後の駿河湾等の海洋生物資源の採取やデータの収集に活用します。
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(4) 研究開発と産業応用の促進
企業集積など静岡県に優位性がある「水産」、「食品」、「創薬」及び「環境・エネルギ
ー・その他」を重点的に取り組む産業分野として設定し、研究開発と産業応用を支援
します。
ア シーズ創出研究委託
本県独自の技術シーズを早期に創出するための「シーズ創出研究委託」を公募し、
産業振興や国際社会の課題解決に資する先端的な研究開発を実施しています。(令
和元年度 5 件採択)
※ 採択研究テーマ例
○ 駿河湾由来のカロテノイド生産微生物の探索とサプリメント開発への応用
○ 静岡県産魚類由来成分による失明疾患の制御に関する研究 など
イ 事業化促進助成
海洋生物資源の機能を活用した製品の開発等による事業化の取組や、バイオテクノ
ロジーを活用した革新的な養殖・種苗生産等による事業化の取組を支援する助成制
度を新たに創設しました。(令和元年度 5 件採択)。
※ 採択事業化テーマ例
○ 鯖発酵調味料の製品化による、特徴ある地域ブランド新製品開発
○ 駿河湾から生まれた化粧水の開発 など
(5) 多彩な海洋のネットワークの構築
ア 海外先進地との連携
米国サンディエゴやモントレーなど海外の先進的な海洋産業のクラスターや研究機
関等と情報交換を行い、連携体制の構築を目指しています。
イ 美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会
世界に誇るべき美しく豊かな駿河湾を未来に引き継いでいくため、様々な人々・企
業・団体等の連携と協働を推進する「美しく豊かな駿河湾を未来につなぐ会」を令和
2 年 2 月に設立しました。これにより、産業だけでなく、観光や環境、地域づくり等の
分野も包括した、海洋をテーマとした大きなネットワークを構築します。

プロジェクト概要イメージ

関連
ホームページ

https://maoi-i.jp/
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サイクリングブランド「ビワイチ」を活かした地域振興～事業者、関係団体、住民、
行政が一体となった取組～

施策・事業名称 ビワイチ観光推進事業、サイクルツーリズム推進事業
都道府県名

滋賀県

観光振興局 ビワイチ推進室
本件問合先

分野

077-528-3746

商工・労働
ff00@pref.shiga.lg.jp

内容

関連
ホームページ

全国のサイクリング愛好家が呼び習わしていた琵琶湖一周サイクリング「ビワイチ」
のブランド力に着目し、滋賀県の特徴を活かした観光コンテンツとして活用するため、
H29.4 にビワイチ推進室を設置し、「安全・安心」のための走行環境整備のほか、「健
康」「環境」といった視点も含めたソフト・ハード両面にわたる部局横断の取組を進め
ている。
「ビワイチ」の体験者数(推計)は増加傾向にあり (H27:5.2 万人、H28:7.2 万人、
H29:9.5 万人、H30:10.6 万人、R1:10.9 万人)、さらにこの盛り上がりを県全域に広
げ、地域全体が活性化するよう、内陸部への誘客(「ビワイチ・プラス」)や「BIWAICHI
Cycling Navi」アプリによるサイクリストへの訴求、他地域と連携した発信(「三湖連
携」)などの取組を継続している。また、県だけではなく、県内市町、事業者、関係団
体、地域住民等、様々な主体が一体となった取組をさらに加速させるため、平成 30
年 3 月には「ビワイチ推進総合ビジョン」を策定した。例えば各企業においては、ビワ
イチグッズの開発や、「ビワイチ」との協賛といった取組を頂いている。加えて令和元
年 11 月には、国土交通省が創設した「ナショナルサイクルルート」に「ビワイチ」が指
定された(第一次指定)。今後は「ナショナルサイクルルート」に相応しい環境整備を進
めるとともに、自律した推進体制の構築を目指して、取組を進めていく。

https://www.biwako1.jp/
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kanko/300698.html
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７ 教育・文化分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
杏林大学客員教授、ルーテル学院大学学事顧問・客員教授 清原慶子
京都府：「答えのない問い」に取り組む「未来の担い手」育成プログラム
少子長寿化の進展、国際化やデジタル化の著しい進展の中で、コロナ禍を乗り越えて、未来を切り開
く児童生徒には、自ら課題を発見し、課題を解決していく多様な能力が要請されている。
また、新しい学習指導要領の施行により児童生徒に求められているのは、知識を習得することだけで
なく、知識や情報を利活用し、自ら思考し、他者との協議を含めて、本事業のタイトルになっている「回答
のない問い」についても考察する力である。
京都府の取り組みは、大学が多く立地する地域特性を生かした先進性と改革性において評価される。
大学が立地していない地域においては、高校や専門学校との連携が期待される。
長野県「共知・共創」のモデル空間を目指す県立長野図書館「信州・学び創造ラボ」整備事業―空間・情
報・人のつながりを捉えなおす公共の実験室―
生涯学習施設・社会教育施設である図書館は、多世代の住民が利用する重要な機能を持っている。
図書館は学校教育との連携、文化事業との連携により、人生百年時代を支える有効な地域拠点でありう
る。そこで、本事業は、学校教育においても GIGA スクール構想が導入されるなど、社会におけるデジタ
ル化が進む時代を迎えて、ワークショップによる住民参加型取り組みを含めて、図書館を「共知・共創」の
核として、言わばメディアセンターとして再構築することを目指している。本事業は、多世代を主体とした
地域の教育・文化の総合的な拠点としての未来型図書館を目指す取り組みとして期待する。
三重県：コストゼロで本気の「三重の文化」発信(ツイッター編)
現在、ホームページやツイッター等の SNS でイベント情報を入手して芸術文化施設、生涯学習施設に
来館する人が増えている。本事例は、そうした SNS でのイベント情報や体験レポート等を通して様々な県
内文化を紹介することにとどまらず、それを見たユーザーに実際に訪れてもらうまでが役割と位置付けた
取り組みである。今後は、だれが担当者になっても適切な投稿が可能となるような一定の投稿ルールの
作成、データやアンケートの分析をもとに、ユーザー参加型の投稿を検討するなどの方向性を示している。
利用者視点に立った良質なイベント等の情報が、幅広い人々に的確に届くしくみについては、他の自治
体に波及し、横展開することを期待したい。

株式会社ニッセイ基礎研究所研究理事 吉本光宏
社会経済環境が急速に変化し、先行きが不透明な現代にあって、「答えのない問い」と向き合い、課題
解決の方策を見いだすことは、ますます重要になっている。京都府の「『答えのない問い』に取り組む『未
来の担い手』育成プログラム」は、まさしくそのための人材育成に取り組む教育活動だといえる。とりわけ、
府内の企業・大学と連携することで、より実践的な課題と向き合えるだけでなく、大学や企業のサポートに
よって普段の学校教育とは異なる学びの機会を提供している点が評価できる。
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長野県の「『共知・共創』のモデルを目指す県立長野図書館『信州・学び創造ラボ』整備事業」は、公共
的な知の拠点として、公立図書館に新たな可能性を見いだそうとする果敢な取り組みである。しかも、行
政サイドが一方的に政策や事業の内容を検討、実施するのではなく、県民参加のワークショップを重ねる
ことによって空間デザインのコンセプトや運営を検討し、それに基づいて企画・整備が行われた点がユニ
ークで、他の都道府県への波及効果にも期待したい。
SNS は今やあらゆるセクターの情報交流になくてはならない社会的インフラとなっており、文化政策や
文化施設での導入割合は年々高まる一方である。しかしながら、行政組織の SNS は情報発信やメンテナ
ンスが十分に行われないなど、アカウントを開設しただけにとどまっているケースがほとんどではないだろ
うか。それに対し、「コストゼロで本気の『三重の文化』発信」では、職員の体験レポートを含めた様々手法
での投稿や毎月末の振り返りなど、アカウントを積極的に活用して成果を残している。「コストゼロ」とある
が、職員の知恵や労力を積極的に投じるという意味で、もっとコストをかけて県の文化行政や文化施設に
おける SNS 活用例のさらなる先進モデルを目指していただきたい。
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【教育・文化分野】
タイトル

「答えのない問い」に取り組む「未来の担い手」育成プログラム

施策・事業名称 新しい学び総合推進事業(課題解決型学習推進事業)

都道府県名

京都府

京都府教育庁管理部総務企画課
本件問合先

分野

075-414-5707

教育・文化
soumukikaku@pref.kyoto.lg.jp

内容

■趣旨/目的/背景
新しい学習指導要領では、児童生徒に育成すべき資質・能力を「知識及び技能」「思
考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に再整理されて
いる。京都府教育委員会では、これらの力をバランスよく育成するために、「認知能
力」(数値化可能な力)と「非認知能力」(数値化困難な力)を一体的に育む教育施策
に、令和元年度から取り組んでいる。
当プログラムは、その一つとして位置づけられるものである。
■事業概要/事業内容
中学校 5 校が研究校となり、連携先の企業・大学が提示する「正解のない問い」に、
グループで協働しながら長期的・継続的に取り組む課題解決型学習である。
■特徴
府内を中心に活躍している 5 つの企業・大学と連携して、子供たちが社会に出たとき
に直面するような「正解のない問い」を提示いただき、その課題に対し、4 名程度のグ
ループで協働しながら長期的・継続的に課題解決に取り組む。具体的には、それぞ
れのグループが「誰もが安心して iPS 細胞を用いた治療を受けられるようにする」「世
界中に日本茶を普及させる」「新しい和食の在り方を創造し、和食文化を広める」「10
年後の時代に合った『ここちいい』インナーウェアを創造」「丹後地方の特徴を生かし
た地域活性策も含めて、多くの人が訪れるための方法」という課題に取り組み、その
学習過程において、生徒は、ただ「学ぶ」だけでなく、「調べる」「考える」「交わる」「ま
とめる」「深める」「伝える」など様々な活動を行うことで、認知能力と非認知能力が一
体的に育まれることを目指している。なお、連携先の企業・大学による研究校への出
前授業や生徒の訪問受け入れなど、地元ならではのサポートも行われていることに
も特徴がある。
これらの企業・大学からの課題は、府内の中学校全てにも示されており、年度末に学
習の発表の場として設定された「きょうと明日へのチャレンジコンテスト」において、生
徒にとっての発表の場を確保するとともに、研究校 5 校での閉じた研究ではなく、コ
ンテストに参加する研究校以外の学校も含めた研究を進めている。
■成果
課題に取り組んだ中学校 2 年生は、グループで取りまとめた解決策を提言できるま
でに成長した。1 年間の学びの成果を 3 年生での学習に生かすことができ、また、こ
の経験は 1 年生に伝授されることで、学校にも 3 年間を見通した力の育成が求めら
れるため、継続的・持続的な授業改善につながっている。
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http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoto-be/cms/?page_id=194

（京都府）

＜石臼を使った手引きの抹茶作りを体験＞（令和元年６月 28 日＠黄檗中）
宇治市立黄檗中学校×株式会社祇園辻利
課題：世界中に日本茶を普及させるにはどうすればよいでしょう

＜本格的なだしの風味を味わう＞（令和元年７月１日＠瑞穂中）
京丹波町立瑞穂中学校×株式会社美濃吉
課題：新しい和食の在り方を創造して、和食文化を広めてください
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タイトル

「共知・共創」のモデル空間を目指す県立長野図書館「信州・学び創造ラボ」整備事
業―空間・情報・人のつながりを捉えなおす公共の実験室―

施策・事業名称 県立長野図書館「信州・学び創造ラボ」整備事業

都道府県名

長野県教育委員会事務局
文化財・生涯学習課

長野県
本件問合先

分野

内容

教育・文化
地域振興・まちづくり

026-235-7439
bunsho@pref.nagano.lg.jp

【概要】
・県立長野図書館は平成 27 年(2015 年)から 5 年間にわたり、県立図書館および市
町村図書館における「これからの図書館像」を探り実現するための事業改革を行って
きた。改革の柱となる「情報・空間・ひと」のうち、空間のあり方へのひとつの提案とし
て会議室や閲覧室をリノベーションし、平成 31 年(2019 年)4 月 6 日に「信州・学び
創造ラボ」をオープンさせた。ラボが目指すのは、人と人がつながり合い、新たな社会
的価値が創造されていくモデル空間である。
【ラボの主な空間要素】
約 900 ㎡のワンフロアの中には様々なアウトプットやインプットを促すタッチポイント
が埋め込まれた空間デザインとなっている。
〇ラーニングコモンズ:対話し、多様な価値観に触れることで新たな社会的価値・活動
を生み出していく場。マイクロライブラリー、グループワークスペース、壁面ホワイトボ
ード、ミニキッチンなど。
〇メイカーズスペース:試行錯誤しながらのアウトプットをきっかけに、「知りたい」を促
す、新たな学びやコミュニティ形成の場。3D プリンター、レーザーカッター、UV プリン
ター、スキャナー、カッティングマシン等を設置。
〇信州情報探索コーナー:信州における 110 年分の知の営みを概観し、紙とデジタ
ルの融合に触れ、それらの情報資産を活かした地域の記憶を記録する創造活動に
つなげていくきっかけ。
【事業の特徴】
・整備にあたっては、空間デザインコンセプトや運営に関するワークショップを 9 回に
わたり開催し、県内外から延べ 300 人を超える多様な参加者があった。この WS で
は「カフェ」「賑わい」「サードプレイス」といった、言葉やイメージからのメニュー選びで
はなく、「誰と、どのような知的創造の体験をしたいか」といった「体験のデザイン」を
大切にした。
・皆で議論し、あり方を考えていくワークショップは、企画・整備段階だけでなくラボオ
ープン後も定期的に開催しており、様々な人が「公共をつくる」体験に関われるように
することを試み続けている。
・そうしたプロセスへの評価や、目指す方向にある「これからの図書館」のあり方に対
する期待として、「Library of the Year2019 優秀賞」(IRI 知的資源イニシアティブ)を
受賞。「知の公共性をひたむきに志向した、共創の舞台となる情報拠点」との評価を
受けた。
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【政策的位置付け】
『長野県新総合五か年計画:しあわせ信州創造プラン 2.0』、『第 3 次長野県教育振興
基本計画』において「生涯にわたり学び続ける環境の整備」、「創業の環境づくり」とい
った重点課題の中に図書館の空間としての可能性とその整備の必要性が明記され
ている。

関連
ホームページ

https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/guidance/atsumaritai/manabilabo.html
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タイトル

コストゼロで本気の「三重の文化」発信(ツイッター編)

施策・事業名称 コストゼロで本気の「三重の文化」発信(ツイッター編)
都道府県名
分野

三重県
教育・文化

環境生活部文化振興課
本件問合先

059-224-2176

事業実施期間

令和 01 年 5 月 1 日 ～

施策のポイント

・行政が SNS で発信する際に課題となる「投稿までのスピード」を最大限向上させた
こと
・投稿の分析を行うことによって、ユーザーのニーズに合わせた発信を目指したこと

内容

bunka@pref.mie.lg.jp

<取組概要>
文化振興課のアカウント「三重の文化」で積極的な県内文化の発信を始めた。
発信方法については、実績のある「観光三重」にアドバイスを受けたり、他のアカウン
トに相互協力依頼を行い効果的な広報を目指した。
内容についても、イベント情報の発信という今まで通りの側面は残しつつ、県内文化
施設を職員が訪問した体験レポートなど、様々な手法での投稿を試みた。
また、担当 2 人と上司で毎月末に投稿への反応を分析し、その結果を必ず次月の内
容に反映させた。
結果、取組を始めてから 8 か月間の平均インプレッション数(ツイートを実際にユーザ
ーが閲覧した数)は 1 月あたり 43139 と、昨年度の同時期と比べて約 15 倍に増や
すことができた。
<現状や課題、設定した目標>
文化振興課の公式アカウント「三重の文化」は近年、所管施設(博物館、美術館等)の
ツイートをリツイートすることだけが発信内容となっており、アカウントの存在意義が
小さくなっていた。
そこで、今年度 5 月から、タイムリーに情報を提供するため、投稿者と他 1 名のチェ
ックによる迅速な投稿を可能とする新たな投稿ルールを整備するなどして、積極的投
稿を始めた。
まずは課独自の投稿コンテンツを作るところからだったが、「ユーザーにとって魅力的
な文化的投稿は何か」を軸に、様々な県内文化の情報を知ることができ、週末にそこ
に出かけたくなるような投稿を目指した。
<取組の検討プロセス、改善点等>
投稿を開始してからは毎月末にツイッターの分析機能を用いて、成果を数値化し、イ
ンプレッション数の多かった(よりリツイートしてもらえた)投稿やエンゲージメント率(ユ
ーザーがその投稿に興味を示して投稿画像や URL をクリックした回数)などについ
て、なぜその投稿は反応が良かったのか、なぜ悪かったのかなど、担当の分析案を
持ち寄って話し合った。また、例えば、8 月は夏休みシーズンのため子供の自由研究
にも使えそうなイベントを中心に投稿するなど、毎月の話し合いの結果を次の月の投
稿計画に反映させていった。
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<効果、成果>
取組を継続した結果、一定数のリツイート、いいねをいただけるようになり、インプレッ
ション数も劇的に向上した。
イベント情報や体験レポート等を通して様々な県内文化を紹介し、それを見たユーザ
ーに実際に訪れてもらうまでがこのアカウントの役割であると考えているため、今後も
発信のあり方について、分析データを基に話し合い、アンケートなどユーザー参加型
の投稿を交えながら、より魅力を感じてもらえる発信に努めたい。
また、職員の誰が担当になっても同じような成果の上がる仕組み(一定の投稿ルー
ル)を作りたい。
<工夫した点や苦労した点>
・積極的に投稿を始めたことをどう認知してもらうか
⇒ユーザーにオススメの文化スポットを教えてもらう、職員の体験レポートが見たい
施設を投票してもらう企画等を実施した

関連
ホームページ

https://twitter.com/miebunka
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８ 地域振興・まちづくり分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
京都大学名誉教授、富山大学副学長・都市デザイン学部教授 中川大
地域振興・まちづくり分野では、「民間事業者による有料道路運営事業の実施（愛知県）」、「とちぎで
はじめるリノベーションまちづくり（栃木県）」、「ICT 企業等の中長期的な滞在を促進するため、ICT を活
用した新しい働き方の一つである「ワーケーション」に最適な和歌山の環境を PR（和歌山県）」、「アーバ
ンデザインシステムによるまちづくり（長崎県）」の 4 件が優秀政策に選定された。
愛知県の政策は、道路公社が管理する有料道路に道路運営権を設定して、民間事業者による運営を
実施するもので、低廉で良質な利用者サービスの提供や沿線開発等による地域経済の活性化につなが
っている。栃木県の政策は、小規模なエリアで、遊休不動産や公共空間を、民間発想による魅力的な使
い方に変える事業で、公民連携によって行われている。和歌山県の政策は、ICT 企業等による県内での
中長期的な滞在を促進するもので、ワーケーションフォーラムの開催や体験会等を行って成果をあげて
いる。長崎県の政策は、都市デザインに関して、専門家によるアーバンデザイン会議を設置して、庁内横
断的にデザイン調整を行うシステムを構築したもので、調和のとれた魅力ある都市景観の形成等に成果
をあげている。
地域振興・まちづくりにおいては、地域の特色を活かして互いのアイデアを出し合い、それを実現につ
なげる努力を積み重ねることが大切である。４件はいずれも地域の持つ知的・人的資源を活かすという面
で優れた取り組みとなっており、交流人口の拡大や地域の活性化に繋がることが期待できる。

京都産業大学学長補佐・法学部教授 山田啓二
令和のまちづくりは、少子高齢化による人口減少時代を踏まえることから始まる。しかも人は減る上、社
会は多様化していく。成長時代の大量生産、大量消費を効率的に運営するための分業的地域作りから、
多様性を包括しながら、人的資源を有効に活用した柔軟かつ一体的な地域作りへと転換することが求め
られている。
今回の優秀施策は、そうした今までに無い融合的なまちづくりを目指している。道路は官が作り運営し、
サービスの提供や周辺開発は民がという時代から、官民が一体化して道路とその周辺が有機的に結び
つくまちづくりへと変化する。
高度成長の頃には開発負担金で官が公園を作っていたが、官民の境を外したリノベーションにより､公
園はまちの賑わいづくりの空間に生まれ変わる。
生活空間と労働空間の分離こそ豊かな生活の源としていた時代から､ＩＯＴの発達はその境を取り去り、
豊かな住が職をさらに充実したものへと導く展開を見せる。
地方自治は、従来の分権・分業から共有（シェアリング）と連携（コラボ）による、住民を中心としたサー
ビスに再編され、両者の境目が薄れていくというのが令和の時代のまちづくりであろう。3 つの施策は、役
割分担、責任の明確化、補完性の理論といった従来の分権論では解決できない新しい自治のあり方をま
ちづくりという現実的なアプローチから突き破りつつある。さらに地域を運営する法人のあり方や、または 2
拠点居住など住民のあり方を変える施策へと進むことを期待する。
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【地域振興・まちづくり分野】
タイトル

民間事業者による有料道路運営事業の実施

施策・事業名称 民間事業者による公社管理道路運営事業

都道府県名

分野

行財政改革
地域振興・まちづくり
行政改革分野（住民・事業
者視点）

事業実施期間

平成 28 年 10 月 1 日 ～
令和 28 年 3 月 31 日

施策のポイント

愛知県建設部道路建設課
有料道路室

愛知県

本件問合先

052-954-6537

dourokensetsu@pref.aichi.lg.jp

愛知県道路公社が管理する有料道路(全 9 路線のうち 8 路線※)について、公社管
理道路運営権を設定し、利用料金を自らの収入として収受させる等、民間事業者に
よる公社管理道路運営事業を実施する。
このことにより、低廉で良質な利用者サービスの提供、有料道路の利便性向上、沿
線開発等による地域経済の活性化、民間事業者に対する新たな事業機会の創出、
効率的な管理運営の実現及び確実な償還の実施を図る。
※8 路線=南知多道路、知多半島道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿
投グリーンロード、衣浦トンネル、衣浦豊田道路、名古屋瀬戸道路

内容

民間事業者(優先交渉権者※が設立した SPC(特別目的会社)の愛知道路コンセッシ
ョン株式会社)は、有料道路 8 路線の運営権(最長平成 58 年 3 月 31 日まで(路線
により異なる))の設定を受けて、公社との間で実施契約を締結し、運営権の存続期
間中に次の 4 つの業務を行う。
※優先交渉権者=前田グループ(代表企業:前田建設工業株式会社)
(1)維持管理・運営業務
・交通管理業務、維持業務、施設点検及び修繕業務、危機管理対応業務並びに運
営業務
(2)改築業務
・武豊北インターチェンジ(仮称)の新設、りんくうインターチェンジ出口の追加、大府パ
ーキングエリア(下り線)(仮称)及び阿久比パーキングエリア(上り線)(仮称)の新設
等
(3)附帯事業に係る業務
・パーキングエリアにおける売店、食堂及び自動販売機の営業
(4)任意事業に係る業務(優先交渉権者による提案)
・阿久比パーキングエリア(上り線)(仮称)に連結する食と安らぎのリゾート施設「愛知
多の大地」の整備、中部臨空都市(空港島)へのインターナショナルブランドホテルの
誘致、地域産業(酪農)と連携したバイオガス発電事業の実施、物流拠点の整備
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半田中央 JCT

中部国際空港連絡道路

PA 施設（大府レストラン棟）

コンセッション事業開始セレモニー

http://www.aichi-dourokousha.or.jp/
関連
ホームページ
https://www.arcc.jp/

（愛知県）民間事業者により実施

パーキングエリアでの地域産品

橋梁点検

PR イベント
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とちぎではじめるリノベーションまちづくり

施策・事業名称 栃木県まちなか元気会議の取組み

都道府県名

分野

県土整備部 都市計画課
まちづくり支援担当

栃木県

地域振興・まちづくり

本件問合先

028-623-2464

事業実施期間

平成 30 年 5 月 15 日 ～
令和 03 年 3 月 31 日

施策のポイント

● 急激に進む人口減少・超高齢社会等の社会情勢下では、行政のみならず民間事
業者や地域住民との連携・協力による官民協働の公民連携のまちづくりが必要不可
欠である。
● 栃木県では、公民連携のまちづくりを担う新たな人材育成の取り組みと、県内市
町の新たな発想や多角的な視点によるまちづくりの支援として、3 か年で集中的に学
び実践する研修プログラムを策定し、市町とともに取り組んでいる。
● 3 か年の研修プログラムでは、リノベーションまちづくりの専門家(実践者)の指導
の下、レクチャーやワークショップを通じて、参加市町の都市課題や、地域資源を整
理した上で、将来ビジョンとその実現(課題解決)に向けた社会実験プログラム(案)を
提案実施し、地域の民間プレーヤーを巻き込みながら、実現に向けた取組を行って
いる。

内容

machidukuri@pref.tochigi.lg.jp

<リノベーションまちづくりとは>
・小規模なエリアで、空き地や空き家などの遊休不動産や道路や公園などの公共空
間を、民間発想による魅力的な使い方に変えて、そのエリアの価値を高め、まちの賑
わいを取り戻す、公民連携まちづくり手法。
・大規模施設を新たに整備するのではなく、今ある資源を活かして行うまちづくりのた
め、計画から実践までのスピードが速く、収益性が高いことが特徴。
<栃木県まちなか元気会議とは>
・県内各地の中心市街地活性化を支援するため、副知事と市町長により設置した中
心市街地の活性化組織。現在、県及び 16 の市町が会員となり、まちづくりに関する
調査研究及び普及啓発、関係職員相互の情報、意見交換等を行っている。
●具体的な取組
・3 か年の実践的な研修プログラムを策定し、まちづくりの専門家(実践者)の指導の
下、「リノベーションまちづくり」の手法、勘所、具体的な進め方、行政の役割等につい
てのレクチャーやワークショップを通じてノウハウを身につけ、これからの時代のまち
づくりを担う人材を育成する。
・参加市町では、各地域における都市課題や、地域資源を整理した上で、将来ビジョ
ンとその実現(課題解決)に向けた社会実験プログラム(案)を提案し、地域の民間プ
レーヤーを巻き込みながら、実現に向けた取り組みを行っている。
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●3 年間のプログラム(平成 30(2018)年度～令和 2(2020)年度)
STEP.1【知る】 リノベーションまちづくり手法の普及啓発 (平成 30(2018)年度)
STEP.2【計画する】社会実験プログラムの策定のための促進支援(令和元(2019)年
度)
STEP.3【実施する】社会実験プログラムの推進と効果検証支援 (令和 2(2020)年度)
●実施体制(プロジェクトチームの編成)
・財政危機、産業の疲弊、雇用の喪失、中心市街地の衰退、空き家の増加、遊休スト
ックの増大など、都市経営課題は多岐にわたるため、市町毎に部局横断のプロジェ
クトチームを編成の上、本研修プログラムに取り組んでいる。
(企画財政、商工観光、保健福祉、教育、建設等)
●参加者の声(アンケート抜粋)
・部局を越えたグループワークで多角的な視点から物事を見るきっかけになった。
・自分自身の考え方の固さに驚いた。
・熱い当事者意識が必要だと思った。
・素直にワクワクした。自分も何かできたら良いなと思った。
・当市での取り組みに、取り入れられそうなアイデアが浮かんだ気がする。
●今後、期待される効果
・複合的な地域課題へ対応するための庁内部局横断の組織体制づくり
・民間発想による新たな価値の創出(公共空間(道路、河川、公園等)の新たな利活用
提案)
・官民連携による取組、民間自立型のエリアマネジメントの促進
・今ある資源を活かした、個性と魅力あるまちづくりの展開
・最大の都市資源である「人」に着目したまちづくり

関連
ホームページ

http://www.facebook.com/tochigi.machinaka.genki.kaigi/
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地域振興・まちづくり分野

ICT 企業等の中長期的な滞在を促進するため、ICT を活用した新しい働き方の一つ
である「ワーケーション」に最適な和歌山の環境を PR

施策・事業名称 和歌山ワーケーションプロジェクト
都道府県名

和歌山県

企画部企画政策局情報政策課
本件問合先

分野

073-441-2406

地域振興・まちづくり
e0204001@pref.wakayama.lg.jp

内容

ICT 企業等の本県での中長期的な滞在を促進するために、以下の施策等を通じ、ワ
ーケーション(※)の実施に最適な和歌山県を全国に PR すること。
○具体的な施策
【ワーケーションフォーラム開催】
首都圏の ICT 企業等を対象にワーケーションの概念や和歌山県がその適地である
ことを PR するフォーラムを東京で開催
平成 29 年 8 月 2 日開催。取締役を中心に 132 名が参加
【ワーケーション体験会】
情報発信力のある ICT 技術者等や企業社員の親子に和歌山でのワーケーションを
体験していただき、連携した PR 活動を展開。
【PR ムービー作成】
和歌山でのワーケーション体験等を題材としたショートムービーを作成し PR に活用。
【WEB サイトでの情報発信】
専用サイトを開設し、ワーケーション関連イベントや体験模様等を一元的に情報発
信。
※ワーケーションとは
ワーク(Work)とバケーション(Vacation)を掛け合わせた造語(Workation)で、リゾート
地など居住環境の良い場所で一定期間働きながら休暇をとること。生産性向上やワ
ークライフバランス改善等に役立つため、海外ではリモートワークが可能な ICT 技術
者を中心に流行しており、世界の主要メディアでも報道されている。

和歌山ワーケーションプロジェクト

関連
ホームページ

https://wave.pref.wakayama.lg.jp/020400/workation/index.html
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タイトル

アーバンデザインシステムによるまちづくり

施策・事業名称 環長崎港地域の都市再生
都道府県名

長崎県

土木部都市政策課
本件問合先

分野

095-894-3151

地域振興・まちづくり
toshikeikaku@pref.nagasaki.lg.jp

内容

環長崎港地域(長崎港周辺地域)では、港湾の整備や駅周辺の再開発を始めとして
数多くの都市開発プロジェクトが進められていますが、それぞれに所管部局や事業
手法も異なることから、放置すれば縦割り的にバラバラと実施されるおそれがありま
す。
このため、県が主体的に関与しうるプロジェクト(これらと関係の深い市プロジェクトや
民間プロジェクトも含む)について、都市デザインに関する複数の専門家にアドバイス
を受けながら、庁内横断的にデザイン調整を行う「アーバンデザインシステム」を構築
し、調和のとれた魅力ある都市景観の形成や賑わいのある都市空間の創出に取り
組んでいます。
○推進体制
1.アーバンデザイン専門家会議
都市デザインの専門家 7 名で構成し、各プロジェクトのデザイン等について、技術的
な評価、意見調整、アドバイスを行います。
2.アーバンデザイン会議
専門家会議メンバーと県、長崎市で構成し、専門家の助言を受け、各プロジェクトの
デザインや事業の進め方等について県市間の調整を行います。
○主な成果
長崎水辺の森公園(グッドデザイン賞金賞受賞、土木学会デザイン賞優秀賞受賞、
長崎市都市景観賞受賞)
長崎出島ハーバー
旭町再開発ビル(タワーシティ長崎)
長崎県美術館(グッドデザイン賞受賞)
中島川万橋(グッドデザイン賞受賞)
女神大橋ライトアップ
AIG 長崎ビル(現メットライフ生命長崎ビル)
中島川中央橋(グッドデザイン賞受賞)
都市計画道路浦上川線(全国街路事業コンクール会長賞受賞)
松が枝国際観光船埠頭(グッドデザイン賞受賞、土木学会デザイン賞優秀賞受賞、
長崎市都市景観賞受賞)
長崎みなとメディカルセンター
新長崎県庁舎、新長崎県警察本部庁舎(グッドデザイン賞受賞)
おのうえの丘(尾上地区防災緑地)(照明普及賞受賞、CLA 賞受賞、グッドデザイン賞
受賞)
クレインハーバー長崎ビル

関連
ホームページ

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/toshikeikakukokudoriyo/kannaga/
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９ 人口減少対策分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
医療法人アスムス理事長 太田秀樹
鳥取県の「全国の一歩先行く子育て支援策～不妊治療費助成拡充、産後ケアの無償化、高校生通学
費助成創設など～」は、家庭を単位として目を向けたたいへんきめの細かな配慮ある施策といえる。この
背景には、県民アンケートによる実情の丁寧な調査に基づき、ポイントを絞り、メリハリを利かした支援で
ある。とりわけ、通学費に関しては、居住地によって、あるいは公共交通機関の整備状況によって、負担
が大きくかわることから、助成の意義は大きい。また、私学に学ぶ生徒に対する就学支援事業も評価でき
る。
和歌山県の「地域のなりわいを引継ぎつつ、移住者ならではの新たな視点で再活性化する‘継業’を
支援」は、アイディアあふれる事業であり、「継業」という表現もよい。さらに、移住支援というだけでなく、地
域の文化の継承でもあり、その意義は一層深い。人口減少による廃業を阻止する有効な手段といえるの
で、全国規模で地域の実情に応じた、「継業」の取り組みが広がることを期待している。
石川県の「人手不足に対応した人材確保支援」は、インターンシップのメリットを取り入れたものである。
インターンシップは、学生が、就労体験から業務の内容を理解し、自己の適正を見極める目的で行われ
てきたが、一般社会人や女性、そして高齢者にまで幅広く行うことで、人材の発掘、確保にも有益である。
とりわけ高齢者の就業は、さまざま観点からも重要課題で、この事業の成果に関心を抱いている。

北海道大学名誉教授 金子勇
年少人口数もその比率も減少傾向が止まらない。一方で少子化が恒常化して、他方では高齢化も進
む。日本社会全体がその傾向にあるので、地方定住人口数の相違は出生数や出生率の上下という自然
増減にまずは左右される。加えて、他県からの移住者の獲得ならば社会増、他県への移住者が増えれ
ば社会減という深刻な人の取り合い競争が始まっている。
「人口減少対策」の「優秀政策」に選ばれたのが、恒常的に過疎化傾向が進む鳥取県、和歌山県、石
川県であったことも、地方の人口減少の深刻さを証明する。
鳥取県の事業は、「全国の一歩先行く子育て支援策」として、不妊治療費助成拡充、産後ケアの無償
化、高校生通学費助成創設などを行うものである。これらの三施策自体はもはや珍しくはないが、県庁内
の部局名称「鳥取県子育て・人財局子育て王国課」で使用された「人財」や「子育て王国」に、県が抱く人
口増加への熱い願いが伝わってくる。
和歌山県の事業では、地域のなりわいを引継ぎつつ、移住者ならではの新たな視点で再活性化する
「継業」を支援するものであり、和歌山県移住者継業支援補助金として 100 万円が支給される。商店街の
復活は安倍内閣以来地方創生の柱の一つではあったが、商店後継者不足による廃業が多く、成功して
はいない。そこに着目して、県内外からの移住者を商店の「後継者」に育てようという「継業」支援は、他県
でも汎用的な可能性に富む。
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石川県の「人手不足に対応した人材確保支援」は普遍的な事業ではあるが、通常の学生向けのインタ
ーンシップに止まらず、その枠を「社会人・女性・高齢者」にまで拡大したところに新鮮さがある。観光業で
も飲食業サービスでも「社会人・女性・高齢者」が活躍する余地は大きいから、「一億総活躍社会」の継続
として数年後の成果が期待される。

奈良県立大学理事 木村陽子
人口減少対策分野の第 1 位から第 3 位の優秀政策は、これまでの政策や事業をさらに発展させたも
のである。
第 1 位は、鳥取県の「全国の一歩先を行く子育て支援策～不妊治療費助成拡充、産後ケアの無償化、
高校生通学費助成創設など～」である。不登校児・生徒を含めて教育の機会均等の確保、次世代を育
むという理念、理念にそうきめ細かな事業内容という明確なメッセージ性を高く評価する。
第２位は、和歌山県の「地域の生業を引き継ぎつつ、移住者ならではの新たな視点で再活性化する
「継業」を支援」である。パン屋など特定の事業を指定して移住者を募ることはこれまでもあるが、後継者
問題に悩む事業主と移住者をつなぐ政策は新しい。移住者が事業主の地域での働きや思いを受け継ぎ
つつ、革新を期待されていることを高く評価する。
第 3 位は、石川県の「人手不足に対応した人材確保支援」である。石川県は、いしかわ就職・定住総
合サポートセンターを通じて、たとえば、学生を対象としたインターンシップフェス等さまざまな事業を実
施している。今回の事業は、社会人・女性・高齢者向けのインターンシッププログラムを開発する等、これ
まで蓄積してきた知見の上に、対象者を拡大しマッチングの機会を増やすという点で高く評価する。
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【人口減少対策分野】
タイトル

全国の一歩先行く子育て支援策～不妊治療費助成拡充、産後ケアの無償化、高校
生通学費助成創設など～

【子育て世帯の経済的負担軽減】1.高校生通学費助成事業、2.私立中学・高校生へ
施策・事業名称 の学びの応援事業、3.不登校対策事業【妊娠、出産、子育ての身体的・精神的負担
軽減】4.産後ママと赤ちゃんすくすく応援事業、5.願いに寄り添う妊娠・出産応援事業

都道府県名

分野

鳥取県子育て・人財局子育て王国
課(1)、鳥取県子育て・人財局総合
教育推進課(2,3)、鳥取県子育て・
人財局家庭支援課(4,5)

鳥取県

健康福祉
教育・文化
人口減少対策

本件問合先

kosodate@pref.tottori.lg.jp

事業実施期間

令和 02 年 4 月 1 日 ～

施策のポイント

鳥取県では、平成 22 年の「子育て王国」建国以来、各市町村の協力の下、第三子
保育料の無償化や小児医療費の助成等、全国に先駆けた子育て支援に取り組んで
きたところである。令和元年 10 月からの幼児教育・保育無償化により単県事業の一
部が、国にふり替わることによる財源を活用し、令和 2 年度から、子育て支援を一歩
進める。施策立案にあたっては、県民アンケートの子育ての負担感に基づき、新たに
「子育て世帯の経済的負担軽減」、「妊娠、出産、子育ての身体的・精神的負担軽減」
の支援策として、5 つの事業に取り組む。

内容

【子育て世帯の経済的負担軽減】
1.高校生通学費助成事業
○現状・課題
県内の高等学校に通う生徒の約 4 割がバス、JR 等の公共交通機関を利用してお
り、特に山間地域などから遠距離通学している生徒の保護者負担が重くなっている。
また、高校への進学を機に山間地域から市部へ転居する事例もあるなど地域の定住
や公共交通機関の維持は、地域の大きな課題となっている。特に高校生年代は、行
政からの経済的支援も少なく支援が必要との声もある。
○取組内容
助成要件:
公共交通機関の通学定期券を利用して県内の高等学校等に通学する生徒の保護者
助成額:
・月額実費負担額に対し 7,000 円を超えた額を助成(補助割合:県 1/2、市町村 1/2)
・月額実負担額 7,000 円以下の部分に対して市町村が通学費用の実態を踏まえて
控除額を引き下げて助成を拡充する場合や寮・下宿費を助成する場合に市町村が
助成する額の 1/4 を県が市町村に補助
財源内訳:県 1/2、市町村 1/2(7,000 円以下の拡充助成部分は県 1/4、市町村 3/4
総事業費:70 百万円(うち県負担額 35 百万円)

- 77 -

９

人口減少対策分野

○効果
・就学期の子どもを抱える世帯の経済的負担の軽減
・子どもたちが通学費用を理由に希望する学びを諦めることがないよう支援
・県内市町村における定住の維持及び移住の促進
・公共交通機関の維持。
2.私立中学・高校生への学びの応援事業
○現状・課題
私立中学校に通う生徒については、平成 22 年度(6 月補正)に、国の高等学校等就
学支援金制度に準じた県版の中学校就学支援金制度を創設し、平成 29 年度から
は、財源の一部に、国の「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的な支援に関す
る実証事業」補助金を充当している。
また、国の私立高等学校等の就学支援金制度において、令和 2 年度から、年収 590
万円未満世帯を対象に支給額の上限額が引き上げられることを踏まえ、私立中学校
に対する就学支援金についても県単独での上限額の引き上げを行う。
○取組内容
私立高等学校等(含私立専修学校(高等課程))及び私立中学校に通学する生徒の授
業料等の保護者負担額について、就学支援金制度に加えて、年収等の区分に応じ
た補助を行う。
ア 生活保護世帯に対し、保護者負担額から授業料を差し引いた残りの額を補助(保
護者負担ゼロ)
イ 年収 270 万円未満世帯に対し、保護者負担額から授業料を差し引いた残りの額
の 1/2 を補助
ウ 年収 590 万円以上 700 万円未満世帯に対し、118.8 千円を上限に就学支援金
と授業料の差額に対して補助
エ 年収 700 万円以上 800 万円未満世帯に対し、59.4 千円を上限に就学支援金と
授業料の差額に対して補助
オ 高等学校等就学支援金の上限額引き上げにあわせ、県独自の支援である中学
校就学支援金の上限額も引き上げ
○効果
私立中学校・高等学校の授業料等にかかる家庭の教育費負担を軽減することで、公
立・私立をあわせ、子どもたちの進路の選択肢を増やすことが可能となる。
3.不登校対策事業
○現状・課題
本県では、フリースクールの教育的意義等を踏まえ、平成 26 年度から、300 万円を
上限として運営費の 1/2 について補助を行っているが、補助対象となっているフリー
スクールの会費は毎月 15,000～25,000 円であることに加え、別途、実習費や校外
学習費、通所に係る交通費などの経費が必要となることから、通所する児童生徒の
保護者の経済的負担は大きなものとなっている。
また、補助対象となっているフリースクールにおいては、経済的支援を要する家庭や
兄弟姉妹でフリースクールに通う児童生徒の割合が多く見られる中、フリースクール
への通所の成果を急ぐ保護者が、経済的負担を理由に短期でやめてしまうケースも
ある。
○取組内容
フリースクール等に通う児童生徒の通所費用(授業料、交通費、体験活動等に要する
実費)に対して支援を行う。【財源 県】
ア 授業料に対する補助事業(補助率 1/2、補助金上限額(児童生徒 1 人あたり
6,600 円/月))
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※ 市町村が、年収約 590 万円未満の世帯の児童生徒の通所費用(授業料)に対し
て助成を行う場合に、当該市町村の助成事業費に対して助成を行う。
イ 交通費、体験活動等に要する実費に対する経費支援の委託事業(上限額(児童生
徒 1 人あたり 3,000 円/月))【財源 国】
※ 要保護・準要保護世帯の児童生徒の通所費用(交通費、体験活動等に要する実
費)に対する経費支援事業を、当該児童生徒の居住地のある市町村に委託する(国
の「不登校児童生徒の実態把握等に関する調査研究」委託事業を活用)
○効果
様々な事情により学校に通いたくても通えない子どもたちがフリースクール等で学ぶ
ための費用を支援することにより、子どもたちが、学校以外の民間教育施設等にお
いて自立に向けた学びや成長を続けることが可能となる。
【妊娠、出産、子育ての身体的・精神的負担軽減】
4.産後ママと赤ちゃんすくすく応援事業
○現状・課題
産後における児童虐待やうつ病を予防・早期発見するために、各市町村において保
健師による訪問・面談や産後健康診査が行われ、支援が必要な産婦に対しては産
後ケア事業等が行われている。産後ケア事業は産婦に対する心身のケアに効果が
ある一方、各市町村で定める利用料を徴収しており、ケアを受けることが必要な心身
の状態等であるにも関わらず、産後ケアを受けることをためらう方の中には利用料が
ネックとなっているケースがある。また、産後ケア(宿泊型)を行う施設が少なく、受け
皿を広げる取組みが必要。
○取組内容
上記の課題認識のもと、次の事業を実施。
ア 産後ケア無償化事業
市町村が実施する産後ケア事業利用料を無償化した市町村に対し県が助成を行う。
・実施主体 市町村
・助成額 産後ケア利用料を無償とするために必要な額
・補助率 10/10
イ 助産所施設・設備整備事業
産後ケア(宿泊型)を行う助産所を増やすため、有床設備のある助産所の設置に必要
な増改築又は改修に要する工事費、設備購入費等を助成する。
・実施主体 事業所
・補助上限額 1 か所あたり 3,000 千円
・補助率 1/2
○効果
経済的な理由で産後ケアを受けることをためらうケースは減少し、支援が必要な方が
等しく必要な支援を受けられる環境づくりに寄与すると考えている。
また、産後ケア(宿泊型)を行う助産所が増えることによって、受入可能人数の増に寄
与するものと考えている。
5.願いに寄り添う妊娠・出産応援事業
○現状・課題
近年の晩婚化に伴い、女性が妊娠する年齢も上昇しているが、一般的に高年齢での
妊娠・出産は様々なリスクが高まる一方、出産に至る可能性は低くなることから、特
に不妊症の場合は、夫婦が早期に適切な診断を受けて治療を開始することが必要で
ある。しかし知識不足や経済的理由などから検査に行くことを躊躇い、治療開始が遅
れる夫婦も多い。また、近年特定不妊治療費が高騰化してきており、高額な治療にな
ると 1 回あたり 60 万円を超えることから、子どもがほしくても、経済的理由により治
療の継続を断念せざるを得ない夫婦も少なくない。不妊治療を実施している当事者
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へアンケートを行ったところ、助成額の拡大や対象者の拡大、治療の保険適用化な
ど経済面での支援を求める声が多く上げられた。
また、妊娠しても流産や死産を繰り返し、結果的に出産に至らない不育症について
は、保険適用外となる治療もあり費用が高額となる。一部市町村では助成制度が創
設されているが、助成制度が創設されていない市町村も多いため、県内での支援を
促進していく必要がある。
○取組内容
ア 不妊検査費の助成額及び対象者拡大
【助成額】
(拡充前)保険適用外となる費用の 1/2(上限 13,000 円)
(拡充後 R2.4.1)保険適用外となる費用の全額(上限 26,000 円)
【対象者】
(拡充前)
・検査開始日の妻の年齢が 43 歳未満
・検査開始日において結婚 3 年以内の夫婦
・夫婦の前年の合計所得が 730 万円未満
(拡充後 R2.4.1)
・検査開始日の妻の年齢が 43 歳未満(現行通り)
・検査開始日において結婚 3 年以内の夫婦または妻の年齢が 35 歳未満の夫婦
・所得制限なし
イ 人工授精の助成額及び対象者の拡大
【助成額】
(拡充前)保険適用外となる費用の 1/2(上限 10 万円)
(拡充後 R2.4.1)妻の年齢が 35 歳未満の場合、保険適用外となる費用の 7/10(上限
14 万円)※妻の年齢が 35 歳以上の場合は現行通り
【対象者】
(拡充前)・夫婦の前年の合計所得が 730 万円未満
(拡充後 R2.4.1)・所得制限なし
ウ 特定不妊治療費の助成額拡大(国の助成金額に県独自で金額を上乗せして助成
を実施)
【初回治療(採卵を伴う治療のうち初回の治療)】
(拡充前)300,000 円(上乗せなし)
(拡充後 R2.4.1)330,000 円(内、単県上乗せ 30,000 円)
【採卵を伴う治療(A,B,D,E)】
(拡充前)175,000 円(内、単県上乗せ 25,000 円)
(拡充後 R2.4.1)250,000 円(内、単県上乗せ 100,000 円)
【採卵を伴わない治療(C,F)】
(拡充前)87,500 円(内、単県上乗せ 12,500 円)
(拡充後 R2.4.1)110,000 円(内、単県上乗せ 35,000 円)
※国基準の助成回数を超えた治療については、78,000 円/回を県独自で助成
※男性不妊治療を実施した場合は、15 万円/回(初回は 30 万円)助成
エ 不育症治療費助成に対する市町村への補助の開始
市町村が、不育症の検査や治療に係る助成事業を実施する場合に、県がその市町
村に対して助成額の 1/2 補助を行い、不育症に対する支援を推進する。
オ(継続)不妊専門相談センターを県内 2 か所に設置し、相談体制の充実を図る。
○効果
不妊検査について、所得制限を撤廃し、43 歳未満の県内在住者であれば誰でも全
額助成で検査を受けることができるようになり、入り口が広がった。
特に経済的負担が大きかった特定不妊治療費については、県の上乗せ額を拡大し
たことで、市町村の助成と合わせると治療費の約 7 割(保険適用相当額)の助成とな
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り、拡充前と比較して経済的負担軽減が図られた。また、可能な限り早期に治療が開
始できると、治療にかかる身体的な負担軽減や、出産率の向上も期待できる。

https://www.pref.tottori.lg.jp/290480.htm
関連
ホームページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/279603.htm

優秀政策受賞者（鳥取県）

- 81 -

９

人口減少対策分野

タイトル

地域のなりわいを引継ぎつつ、移住者ならではの新たな視点で再活性化する「継業」
を支援

施策・事業名称

和歌山県移住者継業支援事業(和歌山県移住者継業支援プロジェクト・和歌山県移
住者継業補助金)

都道府県名

企画部地域振興局
移住定住推進課

和歌山県
本件問合先

分野

内容

地域振興・まちづくり
人口減少対策

073-441-2930
e0222001@pref.wakayama.lg.jp

【趣旨】
人口減少や後継者不足により、地域で営まれてきた商店等の廃業が増加し、地域機
能やにぎわいの低下が見受けられます。一方、本県では、市町村に移住相談員(ワ
ンストップパーソン)と、地元住民による受入協議会を配置し、官民連携による移住支
援に平成 18 年度から取り組んだ結果、都会から地方に移住・起業し、地域に貢献す
る若者が増加しています。
そこで、県では、意欲のある若者の移住を一層推進するため、後継者を求める事業
主と意欲ある移住者とのマッチングを、官民連携による移住支援体制に加え、商工
会、事業引継ぎ支援センター等と連携し取り組むことで、地域のなりわいを引継ぎつ
つ、移住者ならではの新たな視点で再活性化する「継業」を支援し、地域の活性化、
移住者の定住を図ります。
【事業の概要】
(1)わかやま移住者継業支援プロジェクト(マッチング支援)
(事業主登録)
→商工会等から、後継者を求める事業主の情報を把握。県・市町村・商工会で事業
主を訪問、ヒアリングを行い、現状や事業への思い等、「人となり」を含め情報を登
録。
(移住希望者登録)
→県の各移住窓口等から、事業主の紹介を求める移住希望者を把握。ヒアリングを
し、情報を登録。
(情報発信)
→県移住支援サイトにて、登録事業主の情報を、「人となり」を含めて紹介。
→登録者双方に、希望に添う相手方を情報提供。
(マッチング)
→両者の面談意向を確認、県・市町村・商工会が同席の下、面談を実施。
(専門的支援)
→移住面を県・市町村、経営面を商工会、引継条件を事業引継支援センターがそれ
ぞれ助言、継続支援。
(2)和歌山県移住者継業支援補助金
移住(希望)者が事業主の協力の下、継業を行うとする場合、継業に必要な費用(士
業依頼費、 資産取得費、機械設備費、修繕費等)を最大 100 万円(10/10)補助
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https://www.wakayamagurashi.jp/category/work/work-inheritance
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タイトル

人手不足に対応した人材確保支援

施策・事業名称 就職率アップ!インターンシップモデル事業
都道府県名

石川県

労働企画課
本件問合先

分野

076-225-1532

人口減少対策
e191300a@pref.ishikawa.lg.jp

内容

1 目 的
これまでの出会いの場の提供に加え、新たに「インターンシップ」への支援にまで踏
み込むことで、県内企業の就職件数の増や就職後の定着にもつなげていく。
2 事業内容
(1)社会人・女性・高齢者向け〔インターンシッププログラムを開発し、県内企業へ普
及〕
1.企業向け集合研修の実施(20 社程度)
2.モデル企業を選定しプログラムを作成(10 社程度)
3.インターンシップのマッチング
4.成果発表会の実施
(2)学生向け〔インターンシッププログラムの質の改善を図る。〕
1.企業向け集合研修の実施(50 社程度)
2.インターンシップモデルプログラム作成(10 社程度)
3.成果発表会の実施
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10 住民・事業者視点の行政改革分野
【優秀政策選定に当たっての専門委員からの講評】
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授 稲沢克祐
住民・事業者視点の行政改革では、ニーズをどう捉えるかが、出発点であり帰着点であろう。３つの優
秀政策は、いずれも、的確に捉えたニーズに精細な手法で対応している政策である。
神奈川県の事例では、LINE の活用によって、水道の使用開始・休止申込みの時間的利便性の向上と
いうニーズを捉え実現させている。また、水道に関する多様な情報から必要な情報を即時に入手したいと
いうニーズにも応えた。さらに、事業者である県にとっても、コールセンター委託費の効率化や職員業務
の負担軽減という効果がもたらされた。LINE というツールの一般性から、全国の自治体への波及効果も
十分期待できる。
鳥取県の事例は、特に中山間地域の住民移動に対して、バス事業者の撤退や路線の廃止・縮小とい
う現状に直面したところからの発想である。住民移動におけるニーズの多様性に着目し、市町村ごとに異
なる実態を捕捉するために、自由度の高い補助制度を構築した。中山間地域に同様の課題を抱える自
治体だけでなく、人口減少・高齢化の進む地域全般に汎用性のある取り組みであろう。
愛知県による民間事業者に運営権を設定する「コンセッション方式」を導入した事例は、道路というイン
フラに民間事業者の新たな事業機会を創出するという事業者のニーズに応えた好例である。加えて、地
域・住民に対しては道路の有効活用(交通量増加等)というニーズにも応えた。今後、他自治体が有料道
路または一般道路に対して民間活用の導入を検討する際に、参照すべき事項を提示した改革事例とし
て、その意義は大きい。

東京都立大学法学部教授 大杉覚
コロナ禍での特別定額給付金などの電子申請をめぐる混乱で痛感されたとおり、行政のデジタル化に
関して、対応に不慣れであったり、必要な基盤整備が費用面での制約から立ち遅れていたりするなどの
課題が指摘される。対住民サービスについていえば、デジタル・ネイティブ世代にとどまらず、スマートフ
ォンや SNS が普及してきたことによって、簡易で利便性の高いサービスの可能性は飛躍的に拡大された。
神奈川県の LINE による「県営水道の使用開始・休止に係る電子受付」と「緊急時の情報発信」のサービ
スは、時宜を得たものといえるだろう。
人口減少・縮減社会は、組織、コミュニティ、空間に様々な〝隙間〟を生じさせる。これら〝隙間〟にど
う対処するかは地域における住民生活の水準に直結する重大な問題といってよい。なかでも地域（公共）
交通は居住可能性を決定づける重要なサービスである。鳥取県の新たな地域交通体系《鳥取モデル》を
構築するための補助制度創設の取り組みは、タクシー利用や共助交通への支援を含め、トータルかつ多
角的な支援体制を構築して地域交通の〝隙間〟を埋める政策であり、全国の同様な問題を抱えた地域
にも参考になる取り組みとして評価される。
愛知県による民間事業者による有料道路運営事業のコンセッション方式による実施は、トータルかつ多
角的な取り組みで効率化を図り、民間ならではの創意工夫を凝らした取り組みを可能とした政策として評
価できるだろう。
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同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川達郎
「住民・事業者視点の行政改革分野」における 3 つの優秀政策は、それぞれに独自の視点でありなが
ら、住民サービスの向上を様々な技術革新を活用しながら試みている。それらは、住民からみて使いや
すいサービスを実現するという観点から組み立てられており、その革新性はハードの技術だけではなく、
それを活用するソフトの技術として展開されていることに共通の特徴がある。第 1 位に選ばれた「全国
初！LINE で「県営水道の使用開始・休止に係る電子受付」と「緊急時の情報発信」をスタート！（神奈川
県）」は、LINE を用いた新しいサービスを県営水道にも展開し、水防情報の発信や双方向性を生かした
連絡や申請受付などまさに先進性を具体化している。なお LINE には画像処理の機能もあり、さらに発展
した使い方が期待される。第 2 位には、「【全国初】バス中心の交通体系からの転換を図り、新たな地域
交通体系《鳥取モデル》を構築するための補助制度を創設（鳥取県）」が選ばれた。過疎でバス路線維持
が難しい地域で、様々な交通機関を組み合わせ地域特性に応じたベストミックスを構築する。路線バス、
デマンドバスやタクシー、また NPO による共助型の交通手段も多様に組み合わせられる。第 3 位は、「民
間事業者による有料道路運営事業の実施（愛知県）」であり、いわゆるコンセッション方式による道路事業
が関連産業でも成果をあげた。特別目的会社を設立して、道路建設管理、サービスエリアの開発・運営、
ホテルの誘致を成功させるなど、民間の自由な発想、機動的な運営、そして起業家精神がインフラ施設
運営でも発揮される証明となった。

社会福祉法人大阪ボランティア協会理事長 早瀬昇
神奈川県の取り組みは、県営水道の使用開始・休止に係る電子受付と情報発信に、民間の先進技術
を活用し、住民の利便性を高めた好事例と言える。SNS 利用率が国民のほぼ 8 割に達する中、その中で
も 8 割のシェアとなっている LINE を活用して、24 時間対応可能で、かつ対話的に手続きを行え、さらに
情報発信も随時行えるものだ。現時点での世帯利用率は 0.3％程度だが、同種の取り組みが他の部門
でも活用されることにより、住民の利便性と行政の効率的運用を両立することができると期待される。
一方、鳥取県の取り組みは、人口減少が進む中、自家用車の利用が困難な住民の移動を支える仕組
みを多様な選択肢の中から選べるように改革し、地域ごとの実情に応じた新たな地域交通体系を創造し
やすくするものだ。タクシー助成支援、共助交通支援、市町村のデマンドバスや多角化等への支援など
の中から地域に応じた支援策を選ぶことができ、地域住民だけでなく観光客の利便性向上が図られるも
のと期待される。
最後に愛知県の取り組みは、住民生活の基盤となる公共有料道路の運営権を民間事業者に譲渡し、
利用者が顧客志向のサービスによって利便性を高めるとともに、事業者にビジネスチャンスを提供しようと
するものである。民間企業の創意工夫の力を公共分野で活用する事例はさまざまな場面で広がっている
が、適切にその内容を評価しつつ、民間の良さを活かすことが必要だと言える。
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公認会計士若松弘之事務所公認会計士 若松弘之
コロナ禍で行政手続に対する住民負担の軽減ニーズは一層高まっている。もちろん実効性が高いの
は、手続のオンライン化であるが、それにより取り残される人をつくらないため、幅広い世代の住民が簡単
に操作できる必要がある。神奈川県の『全国初！LINE で「県営水道の使用開始・休止に係る電子受付」
と「緊急時の情報発信」をスタート！』は、住民カバー率が非常に高く、高齢者でも比較的利用しやすい
LINE を採用し、かつトーク形式で手続が完了する設計についても高く評価したい。
鳥取県の『【全国初】バス中心の交通体系からの転換を図り、新たな地域交通体系《鳥取モデル》を構
築するための補助制度を創設』は、多くの自治体で課題となっている、公共交通利用者の減少や運転手
不足によるバス事業者の撤退や路線の廃止に対して、一石を投じる重要な政策である。選択肢の少ない
バス中心の交通体系から、地域のニーズに応じて、自家用車シェア・タクシー・バスなどを柔軟に組み合
わせる新たな交通体系への転換を促す政策であり、難しい社会課題に正面から立ち向かっている点が
評価できる。
愛知県の『民間事業者による有料道路運営事業の実施』は、道路セクターとしては日本初のコンセッ
ション方式を活用した点を評価したい。運営者に高いモチベーションと経営の創意工夫を促し、サービス
向上を目指す本件の成否は、他の自治体での今後の展開にも影響を及ぼすことになり、その成果を期
待したい。
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【住民・事業者視点の行政改革分野】
タイトル

全国初!LINE で「県営水道の使用開始・休止に係る電子受付」と「緊急時の情報発
信」をスタート!

施策・事業名称

「LINE を利用した県営水道の使用開始・休止に係る電子受付」と「LINE による情報
発信」

都道府県名

神奈川県

企業局総務室
本件問合先

分野

内容

行政改革分野（住民・事業
者視点）

045-210-7025
ki-kikou.3001@pref.kanagawa.jp

1 趣旨・目的
神奈川県は、県民サービスの向上及び地域の活性化等を図るために、平成 30 年 9
月に LINE 株式会社と包括協定を締結し、協定の連携事項の中に「県政情報発信・
広報に関すること」「電子化の推進に関すること」を定めた。
これを受けて、神奈川県企業庁では、企業庁が取り組む事業の情報発信や広報を強
化するため、令和元年 6 月から「神奈川県企業庁」LINE 公式アカウントを開設し、
「LINE による情報発信」の取組みを開始した。メッセージ情報としてプッシュ型で発信
することにより、情報のリーチ力が向上することが期待できる。
また、これまで、県営水道の使用開始・休止申込みは、コールセンターへの電話によ
る受付が多数を占めていた。LINE による受付が可能となれば、24 時間いつでもどこ
でも申請を行うことができ、お客さまの利便性向上につながるとともに、コールセンタ
ー委託費の削減や職員業務の効率化、負担軽減につながることが期待できることか
ら、令和元年 12 月から「LINE を利用した県営水道の使用開始・休止に係る電子受
付」の取組みを開始した。
2 取組内容
(1)県営水道の使用開始・休止に係る電子受付
「LINE」を利用した水道の開始や休止の電子申請の受付は水道事業者として全国で
初めての取組みとして、令和元年 12 月に導入した。主に、引越しによる県営水道の
使用開始・休止をする時に、トーク形式のやり取りを通じて、お客さまの氏名・住所・
お客様番号などを入力していただくだけで、手続きが完了する。
(2)LINE による情報発信
都道府県公営企業では全国初の取組みとして、令和元年 6 月から LINE を利用した
情報発信を開始した。アカウント登録者に欲しい情報や地域を選択してもらうことで、
必要な方に必要な情報を効果的に発信できる。発信内容は、以下のとおり。
A メッセージ情報(県企業庁が LINE で発信する情報)
ア 突発断水等の情報
イ ダム放流情報
ウ イベント情報
エ その他詐欺等の発生情報やお知らせなど
※ア及びイは、あらかじめ県企業庁 LINE の登録をする際に「受信設定」が必要。
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B メニュー情報(お客さまが LINE からいつでもアクセスできる情報)
ア 計画断水情報
イ ダム貯水状況
ウ コールセンターの案内
エ 水道の使用開始・休止の申請 ※令和元年 12 月より開始
オ 神奈川県企業庁ホームページ
カ 受信設定
3 成果
LINE による申請受付が可能となったことで、24 時間いつでもどこでもスマートフォン
から申請ができるようになり、お客さまの利便性を向上させた。また、入力されたデー
タをチェックしたうえ、企業庁の水道システムに自動的に取り込む仕組みを構築した
ことで、運用業務が大幅に効率化され、職員負担の軽減にもつながった。
情報発信の面では、LINE アカウント登録者が欲しい情報や地域を選択できること
で、必要な方に必要な情報が届くようになり、より効果的な情報発信が可能となった。
加えて、LINE による申請手続きは、「神奈川県企業庁 LINE 公式アカウント」を「友だ
ち追加」した上で利用する仕組みとなっているため、アカウントの友だち登録数が飛
躍的に増加し、より多くのお客さまに情報を届けることができるようになっている。(友
だち登録者:12,851 人 令和 2 年 5 月 13 日時点)

神奈川県企業庁 LINE 公式アカウントと県営水道の電子申請の流れ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r4a/prs/r2867466.html
関連
ホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/yt7/linejyouhou.html
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タイトル

【全国初】バス中心の交通体系からの転換を図り、新たな地域交通体系《鳥取モデ
ル》を構築するための補助制度を創設

施策・事業名称 地域交通体系《鳥取モデル》構築事業

都道府県名

分野

鳥取県地域づくり推進部中山間・
地域交通局地域交通政策課

鳥取県

地域振興・まちづくり
行政改革分野（住民・事業
者視点）

本件問合先

0857-26-7641

事業実施期間

令和 02 年 4 月 1 日 ～

施策のポイント

県内、特に中山間地域においては、自家用車依存、人口減少等による公共交通利
用者の減少やドライバー不足によるバス事業者の撤退や路線の廃止、縮小が進み、
公共交通体系の再構築が必要となっている。このため、今までバス中心であった公
共交通の確保・維持に係る県支援制度を、地域の実情に応じて、バス、共助交通や
タクシーを適材適所で組み合わせることを可能とする、市町村の自由度の高い新た
な補助制度を全国で初めて創設し、地域住民とともに観光客も見据えて利便性の高
い交通体系の構築を目指す。

内容

koutsuuseisaku@pref.tottori.lg.lp

○現状・課題
鳥取県内、特に中山間地域においては、自家用車依存、人口減少等による公共交
通利用者の減少やドライバー不足によりバス事業者の撤退や路線の廃止、縮小が
進み公共交通体系の再構築が必要となっている。
また、需要に応じてドアツードアで移動可能なタクシーの方が効率的かつ利便性が高
い場合もあり、そのような地域に対する支援も必要となっている。
○取組内容
今までバス中心であった公共交通の確保・維持に係る県支援制度を、地域の実情に
応じて、バス、共助交通やタクシーを適材適所で組み合わせることを可能とする、市
町村の自由度の高い新たな補助制度を全国で初めて創設した。
(1)新たな地域交通体系構築支援補助金
※いずれも補助対象者:市町村、補助率:1/2、補助上限額:70,000 千円(市町村バス
運行経費は上限 50,000 千円)
〇タクシー助成支援
ア 小規模高齢化集落等に居住する 75 歳以上の高齢者、障がい者等
イ バス路線縮減に伴い新設、拡充するもの
ウ 相乗り促進のため上乗せするもの
〇共助交通への支援
ア NPO 等による交通空白地有償運送に係る運行経費(人件費、燃料費等)等
イ 住民ドライバー活用のための研修費、保険料等
〇市町村のデマンドバスや多角化等への支援
ア 市町村によるデマンドバスや乗合タクシー等の運行に係る運行経費(人件費、燃
料費等)等
イ 市町村バスの多角化等
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(ア)貨客混載の取組に係る設備費等
(イ)運行者の異業種参入に係る資格取得費等
(ウ)自動車学校、介護施設等の送迎バス空席用に係る調査費等
〇システム導入等新たな仕組みづくりへの支援
配車システム導入等の新たな仕組みづくりに係る調査費・導入費等
※市町村を跨ぐ広域的な取組も補助対象とする
〇その他県が特に認める事業
(2) 車両購入費補助
〇市町村が生活交通路線を運行するための車両購入費
・補助対象者:市町村
・補助率:1/3
・補助上限額:定員 11 人以上 5,000 千円/台、定員 11 人未満 1,000 千円/台
〇NPO 等が交通空白地有償運送を行うための車両購入費
・補助対象者:市町村
・補助率:1/2
・補助上限額:1,000 千円/台
○効果
当該補助制度により市町村ごとに地域の実情に応じた交通体系を再編し、地域住民
とともに観光客も見据えた利便性の高い交通体系の構築に繋がる。

バス中心の交通体系からの転換

新たな地域交通体系≪鳥取モデル≫の構築
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タイトル

民間事業者による有料道路運営事業の実施 【再掲】

施策・事業名称 民間事業者による公社管理道路運営事業

都道府県名

分野

行財政改革
地域振興・まちづくり
行政改革分野（住民・事業
者視点）

事業実施期間

平成 28 年 10 月 1 日 ～
令和 28 年 3 月 31 日

施策のポイント

愛知県建設部道路建設課
有料道路室

愛知県

本件問合先

052-954-6537

dourokensetsu@pref.aichi.lg.jp

愛知県道路公社が管理する有料道路(全 9 路線のうち 8 路線※)について、公社管
理道路運営権を設定し、利用料金を自らの収入として収受させる等、民間事業者に
よる公社管理道路運営事業を実施する。
このことにより、低廉で良質な利用者サービスの提供、有料道路の利便性向上、沿
線開発等による地域経済の活性化、民間事業者に対する新たな事業機会の創出、
効率的な管理運営の実現及び確実な償還の実施を図る。
※8 路線=南知多道路、知多半島道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿
投グリーンロード、衣浦トンネル、衣浦豊田道路、名古屋瀬戸道路

内容

民間事業者(優先交渉権者※が設立した SPC(特別目的会社)の愛知道路コンセッシ
ョン株式会社)は、有料道路 8 路線の運営権(最長平成 58 年 3 月 31 日まで(路線
により異なる))の設定を受けて、公社との間で実施契約を締結し、運営権の存続期
間中に次の 4 つの業務を行う。
※優先交渉権者=前田グループ(代表企業:前田建設工業株式会社)
(1)維持管理・運営業務
・交通管理業務、維持業務、施設点検及び修繕業務、危機管理対応業務並びに運
営業務
(2)改築業務
・武豊北インターチェンジ(仮称)の新設、りんくうインターチェンジ出口の追加、大府パ
ーキングエリア(下り線)(仮称)及び阿久比パーキングエリア(上り線)(仮称)の新設
等
(3)附帯事業に係る業務
・パーキングエリアにおける売店、食堂及び自動販売機の営業
(4)任意事業に係る業務(優先交渉権者による提案)
・阿久比パーキングエリア(上り線)(仮称)に連結する食と安らぎのリゾート施設「愛知
多の大地」の整備、中部臨空都市(空港島)へのインターナショナルブランドホテルの
誘致、地域産業(酪農)と連携したバイオガス発電事業の実施、物流拠点の整備
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中部国際空港連絡道路

PA 施設（大府レストラン棟）

http://www.aichi-dourokousha.or.jp/
関連
ホームページ
https://www.arcc.jp/
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【参考】

令和２年度全国知事会頭脳センター専門委員名簿
(敬称略・分野毎 50 音順）
氏名

所属・職
立教大学経済学部

池 上

岳 彦

井 手

英 策

慶應義塾大学経済学部

小 幡

純 子

上智大学法学部

権 丈

善 一

慶應義塾大学商学部

小西 砂千夫
神 野

直 彦

関口

智

経済政策学科

関西学院大学人間福祉学部・
大学院経済学研究科

分野
教授

行財政制度・地方分権一般（財政）

教授

行財政制度・地方分権一般（財政）

法学部長・
教授
教授

行財政制度・地方分権一般（財政）

教授

行財政制度・地方分権一般(財政)

日本社会事業大学

学長

東京大学

名誉教授

立教大学経済学部・
大学院経済学研究科

行財政制度・地方分権一般(行政)

行財政制度・地方分権一般(財政)

教授

行財政制度・地方分権一般(財政)

辻

琢也

一橋大学大学院法学研究科

教授

行財政制度・地方分権一般（行政）

山 本

浩 二

大阪学院大学経営学部

教授

行財政制度・地方分権一般（財政）

稲 沢

克 祐

教授

行政改革・住民参加(行財政改革)

大杉

覚

教授

行政改革・住民参加(行財政改革)

新 川

達 郎

教授

行政改革・住民参加(行財政改革)

早瀬

昇

理事長

行政改革・住民参加(住民参加)

若 松

弘 之

公認会計士若松弘之事務所

公認会計士

行政改革･住民参加（行財政改革）

関西大学社会安全学部
社会安全研究センター
阪神・淡路大震災記念人と
防災未来センター
常葉大学社会環境学部社会・

特別任命教授

河 田

惠 昭

小 村

隆 史

重川 希志依
福 和

伸 夫

関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科
東京都立大学法学部
同志社大学大学院
総合政策科学研究科
社会福祉法人大阪ボランティア
協会

安全コース
常葉大学大学院
環境防災研究科

センター長

防災・危機管理（河川工学、自然災害、

センター長

防災システム）

准教授

防災・危機管理（防災学）

教授

防災・危機管理(都市防災)

名古屋大学

教授

減災連携研究センター

センター長
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防災・危機管理(地震工学、地域防災)

【参考】

氏名

所属・職

浅 野

直 人

増田

昇

諸富

徹

太 田

秀 樹

金子

勇

木 村

分野

福岡大学

名誉教授

大阪府立大学

名誉教授

植物工場研究センター

センター長

京都大学大学院経済学研究科

教授

環境(環境経済、財政)

医療法人アスムス

理事長

保健福祉・少子高齢化(地域医療)

北海道大学

名誉教授

陽 子

奈良県立大学

理事

大 泉

一 貫

宮城大学

名誉教授

農林水産（農業経営）

岡 田

秀 二

富士大学

学長

農林水産(森林政策、地域開発)

教授

農林水産（農業経済）

教授

商工・労働（産業立地）

株式会社イドム

代表取締役

商工・労働（地域経済、中小企業）

東北大学大学院工学研究科

教授

商工・労働(トライボロジー)

杏林大学

客員教授

ルーテル学院大学

学事顧問・

小田切 徳美

加 藤

恵 正

小 出

宗 昭

堀切川 一男

清 原

慶 子

明治大学農学部
食料環境政策学科
兵庫県立大学大学院
減災復興政策研究科

環境(環境政策、環境法)
環境(都市計画、園芸学)

保健福祉・少子高齢化（福祉、・少子
高齢化）
保健福祉・少子高齢化(福祉、少子
高齢化)

教育・文化(教育)

客員教授
吉 本

光 宏

株式会社ニッセイ基礎研究所

研究理事

教育・文化(文化)

内 海

麻 利

駒澤大学法学部政治学科

教授

地域振興(都市・地域計画、都市政策)

中川

大

京都大学

名誉教授

富山大学都市デザイン学部

副学長・教授

西 村

幸 夫

神戸芸術工科大学

教授

山 田

啓 二

京都産業大学法学部

学長補佐・
教授
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地域振興(都市計画、まちづくり)
地域振興(都市計画、まちづくり)
地域振興

