
Ⅰ 特別委員会の設置

地方創生対策特別委員会は、平成27年5月臨時県議会において、本県の地方創生に関する所

要の調査活動を行うことを目的として設置されたものです。

Ⅱ 調査活動の概要

日本の人口は平成20年、本県人口は平成８年をピークとして減少局面に入っており、今後、

人口減少が加速度的に進むことによる消費・経済力の低下は、日本の経済社会に対して大きな

重荷になることが懸念されています。この大きな課題に正面から向き合うため、政府が一体と

なって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を生かした自律的で持続的な社会を創生できるよう、

平成26年９月にまち・ひと・しごと創生本部が設置されました。同年11月には、まち・ひと・

しごと創生法が施行され、12月に、日本全体の人口の現状と将来展望を提示する「まち・ひと

・しごと創生長期ビジョン」及び、今後５ヶ年の政府の施策の方向を提示する「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。国の長期ビジョンでは、平成72年（2060年）に

１億人程度の人口を確保する中長期展望を提示しています。

このような動きを踏まえ、本県議会においては、昨年度、「人口減少・地域活性化対策特別

委員会」を設置し、人口減少問題に対する今後の取組の方向性や、地域資源を生かした地域活

性化対策等について調査活動を行いました。当委員会では、昨年度の特別委員会の調査活動を

踏まえ、喫緊の問題である地方創生について、本県独自の課題に絞り込み、更に調査を行う必

要があるという観点から、①地域経済の活性化に関すること、②雇用対策に関すること、③高

齢者が安心して暮らせる地域づくりに関すること、を調査事項として決定し、所要の調査活動

を行ってきました。

調査にあたっては、関係部局に調査事項についての現状や課題、施策等について説明を求め

るとともに、県内外の調査を実施するなど様々な委員会活動を積極的に行ってきました。

県内調査では、自治体や企業等を訪問し、調査事項に関連する取組や課題等についてお話を

伺い、現状把握等に努めたところです。

さらに、県外調査では、日本版ＣＣＲＣ（継続的なケア付きリタイアメントコミュニティー）

の先行事例とされる「ゆいまーる那須」、木材の買い取りに地域通貨を活用する「那珂川バイ

オマス発電所」、中小企業を支援する、よろず支援拠点のモデルの一つである「板橋区立企業

活性化センター」、高知県の地産外商の推進母体である「（一財）高知県地産外商公社」等を訪

問し、調査を行いました。

これらの活動経過については資料のとおりですが、ここで総括して報告します。



１ 地域経済の活性化について

本県の平成28年１月１日現在人口は、1,106,826人ですが、国立社会保障・人口問題研究

所の推計では、平成42年に99万人、平成52年に90万人程度に減少するとされています。こ

のような状況を踏まえ、委員からは「先進国の一部では、人口が減少しても成熟社会とし

ての社会システムが出来上がっている。」、「人口が減ることを想定し、どういう産業構造が

適するのか検討しては。」等の意見が出されました。このような観点から、当委員会では、

人口減少に対応し、本県の特性を踏まえた上での地域経済の活性化について調査しました。

（１）本県の経済産業構造の現状

産業構造を全国と比較する指標となる、特化係数（県内総生産の産業別構成比／国内総

生産の産業別構成比）を見ると、本県は、農業をはじめとする第一次産業が、金額・就業

人口ともに高いことが特徴的です。一方、本県経済の付加価値（生産活動で新たに付け加

えられた価値。生産額から原材料費等を除いた値）・従業者構成比（2011年）を見ると、

全国と比較して、製造業の構成比が小さく（付加価値－3.2%・従業者－3.4%）、医療・福

祉の構成比が大きく（付加価値+8.0%・従業者+5.0%）なっています。

本県経済の資金循環の状況を見ると、移輸入額（県外のものを買った支出）１兆9,161億

円、移輸出額（県内のものを県外に売って得た収入）１兆4,944億円で、県際収支は、4,217

億円の赤字となっています。（平成24年度県民経済計算）

また、県民の収入の状況を見ると、１人当たりの県民所得は、2,281千円で全国44位、1

人当たり国民所得（2,754千円）を100とした場合の所得水準は82.8（平成24年度県民経済

計算）で、平均賃金は、月額246千円で全国46位、全国平均（314千円）を100とした場合

の賃金水準は78.3（平成25年毎月勤労統計調査地方調査）であり、いずれも全国下位の状

況です。

（２）地域経済の活性化に向けた取組

① 地方版総合戦略

まち・ひと・しごと創生法において、都道府県及び市町村は、それぞれの地域の実情に

応じて、まち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努め

ることとされており、本県では、国からの交付金の上乗せ支給がある平成27年10月末まで

に県と９市町村が策定済みで、平成28年３月には全市町村の総合戦略が完成する見込です。

ア 宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略

県が、平成27年９月に策定した宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「県総合

戦略」という。）では、「これから人口減少によってもたらされる様々な課題に真摯に向き

合い、将来の暮らしを守り、産業を興し、人財を育てていくことが、今を生きる私たちの

責務であり、『真の地方創生』に向けた取組である。」とし、平成72年（2060年）に目指す

姿を「人口減少に対応した社会づくりと『新しいゆたかさ』の実現」、数値目標は、県人



口80万人超、29歳以下の若者人口割合30%以上、合計特殊出生率2.07としています。

委員からの「合計特殊出生率2.07にするための対策をどう考えているのか。」という質問

に対し、県当局からは、「非常に高いハードルだと認識している。婚活の事業も始めたが、

子供を育てるのに経済的負担が大きいことも課題であり、経済を活性化させて所得を向上

させていくことが、いずれは合計特殊出生率の上昇にもつながると考えている。」との説

明がありました。

平成31年度までの戦略推進期間の施策目標として、①しごとを「興す」、②人を「育て

る」、③まちを「磨く」、④資源を「呼び込む」の４つを定め、目指す人口規模の確保と持

続的で活力ある社会経済システムを構築するための具体的施策を展開していくこととして

います。

委員からの「本県の現状を十分踏まえた上での県総合戦略だと理解しているが、他県と

の違い、本県の独自性は何か。」という質問に対しては「大学進学や就職の時期の若者の

転出超過が非常に大きいことが本県の課題であり、若者を残すため、若者が生活できる雇

用の場『しごとを興す』というところと、就学面の高等教育環境の充実も含めて、人材育

成に力を入れている。」との説明がありました。

また、今後の発展の方向性として、人口減少社会に対応し、本県の経済産業の活性化を

図るためには、本県産業構造の特性を踏まえ、「農林水産業の生産性向上や高付加価値化」、

「食料品や医療機器をはじめとする製造業の競争力強化」、「情報サービス業の集積促進や

情報通信技術の利活用等による医療・福祉のサービス向上」、「食や自然、神話などの貴重

な地域資源を十分に生かした観光産業の一層の活性化」などに注力していく必要があると

しています。

イ 市町村の取組（小林市、串間市、諸塚村）

小林市、串間市、諸塚村を訪問し、総合戦略策定の取組状況を中心に調査、意見交換等

を行いました。

小林市では、総合戦略策定にあたり、250名程度の市民会議を立ち上げ、ワークショッ

プを開催するとともに、同市出身の(株)宮崎銀行の職員１名が定期的に市役所に出向き、

地域産業の現状分析や、空家解体ローン等銀行の商品開発の橋渡しを行うなど、行政だけ

ではなく住民、企業等のオール小林体制で取り組んでいました。また、ひとの流れを創る

ためには、情報発信が重要であるとしてプロモーション活動に力を入れており、特に、同

市出身の(株)電通のクリエーターが企画した移住促進ＰＲムービーは、そのセンスの良さ

から全国的に注目されています。地域おこし協力隊の受入にも積極的で、調査時点の協力

隊員は６名でしたが、今後６名追加し、12名体制にするとのことでした。

串間市では、国の地方創生人材支援制度により平成27年４月に赴任した、総務省出身の

地方創生特命部長を中心に、人口ビジョンの基礎資料とするための18～49歳の串間市在住

者を対象にした地方創生に関するアンケートや、庁内の若手職員を中心に総合戦略策定の

アイディア募集等に取り組んでいました。道の駅を核とした中心市街地活性化のプロジェ



クトも動いており、まちのあり方を考えるという地方創生の大きな柱の一つとなるとのこ

とでした。

諸塚村では、人口減少対策には50年以上前から取り組んでおり、今回の地方創生の取組

は、今後の地域振興の弾みになる機会と捉えているとのことで、中山間地域の価値観の醸

成を重視し、産業としての林業の再評価、中等教育の職業教育機能の再評価にポイントを

置いていました。人口ビジョンについては、ここ10年くらいでは30～35歳人口がＵＩター

ン者により増加しているとのことです。また、人口規模が小さいため、国立社会保障・人

口問題研究所の推計データは反映できないので、村独自で人口移動の要素を探り出して対

策をとっていきたいとのことでした。村づくりに対する住民の意見を自治公民館単位で行

政に反映させる仕組みもあり、小さい自治体だからこそ、地方創生に向けて独自性を持っ

た取組ができる強みが感じられました。

地方創生の取組に係る県の果たすべき役割について、調査先からは「市町村には国から

の情報が入りにくいので、県で収集した情報を積極的に提供して欲しい。」、「県と市町村

の役割分担を今一度明確にして欲しい。」等の意見が聞かれました。

② 中山間地域活性化のための取組

本県の人口の約４割、面積の約９割を占め、本県にとって重要な地域である中山間地域

は、それ以外の地域よりも早く人口減少が進行しており、特に10代から20代の年齢層が、

県内他地域及び県外に流出しています。

県は、中山間地域、特に、過疎地域に対する振興策として、昭和45年の最初の過疎地域

対策緊急措置法の制定以降平成25年度までの44年間で、約２兆６千億円の事業を実施して

きたとのことです。このことに対し、委員からは、「長年にわたり事業を行ってきても、

中山間地域の問題は深刻化している。予算をかけるだけではなく、政策のあり方を十分検

討して欲しい。」という意見が出されました。また、「地方創生に関しては、県央地区は、

民間の底力でなんとかなるのでは。人口減少が著しい地域に重点を置いた施策を実施すべ

きでは。」等の意見も出され、当委員会では、中山間地域に軸足を置きながら調査を行い

ました。

ア 宮崎県中山間地域振興計画に基づく取組

平成23年３月に、議員発議により「宮崎県中山間地域振興条例」が制定され、同条例に

基づき、県は、同年９月に「宮崎県中山間地域振興計画」を策定し、中山間地域の振興策

を総合的に推進しています。その結果、「いきいき集落」「中山間盛り上げ隊」等による集

落活動の推進や地域間交流の拡大など、一定の成果を上げているものの、中山間地域を取

り巻く環境は依然厳しいことから、平成27年７月に同計画を改定し、４年間計画期間を延

長して更に対策を推進することとしています。

同計画では、最優先に取り組むべき課題である「人口減少問題」にあらゆる方向から向

き合い、解決を目指す必要がある中、今後の中山間地域づくりを進めていくための課題と



して、①地域での雇用・所得の確保、②人口の自然減・社会減対策の推進、③集落の維持

・活性化のための仕組みづくり、④安全・安心に暮らしていくための機能の維持・充実、

を挙げ、この中でも特に、所得向上を重視し、「仕事がある中山間地域づくり」に力を入

れています。委員からも「中山間地域で頑張っている人達は、複合的な経営で生活してい

る。現金収入をいかに伸ばしていくかが大事ではないか。」という意見が出されました。

また、今年度から新たに、地域経済循環の構築に取り組んでいます。これまで様々な施

策を実施していながら、地域経済の活性化にまでは至っていない原因として、モノ・サー

ビス・金の流れを分析して総合的な課題を見いだすことなしに、個々の課題に対してそれ

ぞれに施策を講じてきたことが大きいとして、これを改善するため、市町村や大学、金融

機関等と連携して研究会を立ち上げ、モデル地域の産業連関表作成を進めています。この

ことについて、委員から「非常に良い取組だと思う。県内各地域の経済を俯瞰して総合的

な対策に取り組んでいただきたい。」との意見がありました。地域経済循環システムにつ

いては、当委員会でも「外貨を稼ぎ循環をおこす」の著者緒方哲氏から説明を受け、経済

構造の分析に基づく政策づくりの重要性について認識したところです。この取組を中山間

地域経済の維持・活性化に繋げていただきたいと考えます。

イ 中山間地域産業振興センターの取組

中山間地域のあらゆる資源を活用した多様な産業おこし等を支援するため、平成24年度

に、（公財）宮崎県産業振興機構（以下「機構」という。）内に中山間地域産業振興センタ

ーを設置しており、当委員会では現地調査を行いました。

同センターでは、常勤のコーディネーターを配置し、県内の中山間地域を巡回しながら、

地域特産物の開発・販売に係る支援や、コミュニティビジネスの支援等を行っています。

平成26年度の相談件数は91件（18市町村）、訪問件数は272件（26市町村）で、取組事例

としては、五ヶ瀬町の建設業から農業分野に参入した企業が開発したパプリカゼリーの味

等を改良し、宮崎空港売店で販売開始するまでを支援した例等が挙げられました。

委員からは、「昨年度、相談件数が全くない市町村が８カ所ある。そのような所は、相

談する力もないのではないか。そういう市町村に対してこそ積極的に支援していくべきで

はないか。」という意見がありました。

同センターが置かれる機構では、コーディネーター等を約30名配置し、中小企業に対す

る総合相談や、みやざきフードビジネス相談ステーション等に対応しており、食品開発セ

ンターとも隣接しています。現時点でも各機関で情報の共有等の連携をとっているとのこ

とですが、今後、より積極的に、機構の各種支援事業等を中山間地域に情報提供し、その

活用を促す等、機構全体で中山間地域の活性化をサポートしていただくよう要望します。

③ 農業・林業の分野における地方創生に向けた取組

本県の産業構造の特性を踏まえると、本県経済の活性化を図るためには、農林水産業を

核とした経済の拡大が有効であり、特に、中山間地域経済の活性化に農林業の振興は不可



欠です。本県の農林業の担い手の現状と課題、地方創生に向けた取組について調査を行い

ました。

ア 農業について

2015年の農林業センサスによると農業就業人口は、44,747人で５年前と比べて12,329人

(21.6%)減少しています。平均年齢は65.1歳で５年前から1.3歳上昇し、担い手の減少や高

齢化は進行しています。一方で、経営規模の拡大や多角化を志向する雇用型経営体の増加

等により、平成26年の農業産出額は、過去10年で最高の約3,326億円、全国順位も過去最高

と並ぶ５位となっています。

県では、地方創生に向けた農業人財の育成のための新たな取組として、質の向上を重視

し、高経営力・技術を有する人財の育成のため、経営発展ステージに応じた研修システム

の充実・強化や国内トップクラスの経営者から社長学等を学ぶ養成塾の創設等を行ってい

ます。また、多様な分野や地域からの担い手の確保のために、宮崎ひなた暮らしＵＩＪタ

ーンセンターを活用し、都内での就農相談会等の開催により、本県の移住・就農を促進し

ています。

小規模経営を主体とする中山間地域で農業を維持し所得を確保するためには、マーケッ

トに選ばれる価値の確立が重要とされています。このような中、平成27年12月に、高千穂

郷・椎葉山地域が、「世界農業遺産」に認定されました。この取組は、県総合戦略におい

て中山間地域対策を始動させる「世界ブランドのふるさとみやざきプロジェクト」のひと

つでもあります。まだ認定前でしたが、諸塚村では、「（認定されれば）世界農業遺産とい

う私たちが活躍できるステージの場ができると思っている。このステージで、複合経営の

釜茶や諸塚エコツアー等を知ってもらえればと期待している。認定された後でいかに私た

ちがそれを生かしていくかが最重要課題。」、「この村を守るためにやってきたことが無駄

ではなかったと、村人に誇りを持ってもらいたい。」等の意見が聞かれ、地域価値の発信

力の強化や地域の誇りの醸成が期待されていました。

県と地域の町村とで十分連携し、世界農業遺産に認定されたことを生かして、地域農林

家・住民の意識向上、農林産物のブランド力向上、交流人口の増加など地域の活性化につ

なげ、その効果を県内全域に波及させるよう積極的に取り組んでいただきたいと考えます。

イ 林業について

長期的な木材価格の低迷や山村地域の過疎化等により、林業就業者は減少傾向で推移し

てきましたが、新規参入の促進や就労環境の整備等により、平成22年の国勢調査による林

業就業者数は約2,700人で前回調査時から約16％増加しています。県当局からは、就業者増

の要因として特に効果があったのは、国の緑の雇用事業ではないかとの説明がありました。

平成26年の素材生産量は約168万㎥と前年より若干減少していますが、全国第２位の生

産量です。そのうちスギは、約153万㎥で全国の14%を占め、平成３年から連続して全国

第１位となっています。



一昨年操業を開始した中国木材(株)日向工場や新たな木質バイオマス発電施設の本格稼

働に伴い、県産木材の需要は拡大傾向にあり、長期的に低迷している木材価格の今後の持

ち直しも期待されているところです。

「都市との連携による地方創生モデル事業」では、川崎市におけるモデル的な木造・木

質化に連携して取り組むことしています。委員から「地方創生のモデルの一つのあり方と

して、特定のテーマでの連携に非常に期待している。目に見える形のものがまず一つ出て

くると、県民としての理解も広がりやすい。」という意見が出されました。

また、東京オリンピック・パラリンピックの関連施設にスギの利活用の提案活動も行う

こととしておりますが、国においても、中山間地域の活性化による地方創生につなげるた

め、新国立競技場等の関連施設に国産材を積極的に活用する方針を打ち出しており、この

好機を十分生かしていただきたいと考えます。

「森林バイオマス供給担い手拡大対策事業」では、条件不利地域において、「儲からな

い」という先入観等により林家等の供給意欲が低いことから取組が進まず、所得や森林整

備等に地域格差が生じることが懸念されるため、供給者と輸送業者等が連携した集荷や輸

送体制を確立するための実証的な取組に対し、支援を行うこととしています。

当委員会で調査を行った栃木県の那珂川バイオマス発電所（製材所併設）では、登録者

が原材料を持ち込む「木の駅プロジェクト」に取り組んでいましたが、製材所用と発電所

用をセットで扱っており、木材の状態で柱用、集成材用、発電所用等に振り分け、それに

応じた値段を付けていることが、持ち込みを促す上で効果的とのことでした。支払いは、

地域通貨で行っており、その財源は1/2が発電所、1/3は国の過疎対策予算を使って地元自

治体、1/6は地域貢献費として親会社の製材工場が負担していました。

立地条件や発電所の規模等の違いはあるでしょうが、全国各地の先進事例の取組を参考

にしながら、本県の木質バイオマス発電事業の課題である原材料の供給体制を、中山間地

域の所得向上や雇用創出に繋げる形で確立していただくよう要望します。

④ みやざき産業振興戦略

地方創生の大きな柱である人口減少対策に取り組む上で、特に若者の県内定着促進が重

要であり、そのためには、県内産業の振興により、安定的で良質な雇用の場の確保が必要

です。県では、詳細を後述する、雇用の受け皿となる中小企業の振興を図るとともに、フ

ードビジネスの推進といった成長産業の育成等に取り組んでいるところです。

今後、さらに戦略的に進めていく観点から、「付加価値の高い産業の振興」と「良質な

雇用の確保」を目指し、産学金労官（産業界、教育・研究機関、金融機関、労働団体、国

・地方自治体）が一体となって、平成28年度から３カ年で取り組む「みやざき産業振興戦

略」の策定作業に取り組んでいます。

同戦略は、地域経済循環を理念とし、「中核企業育成」、「小規模企業支援」、「商業・サ

ービス業活性化」、「産業集積」、「未来産業（夢）」の５つのプロジェクトで構成されてお

り、これらのプロジェクトを推進するため、企業成長促進、産業人財育成、イノベーショ



ンについて産学金労官が一体となってサポートするシステムを構築することとしていま

す。

委員からの「『良質な雇用』とは、具体的にどういうことか。」という質問に対して、県

当局からは、「若い人達が宮崎に残り、結婚し、子供を産み育てることに希望を持てるよ

うなところが『良質な雇用』だと考えている。」との説明がありました。

同戦略の「中核企業育成プロジェクト」では、企業を育て、全体の底上げを目指す取組

が先進的で意義があるとのことでした。

また、プロジェクトの具体的取組で、特に宮崎の強みを生かしたものは、「スポーツ・

ヘルスケア産業の振興」で、スポーツイベント、観光、ロコモ（健康）、アスリートフー

ド等をビジネスに繋げていきたいとのことでした。

委員から「非常に良い戦略が作られていると思う。県内の産学金労官に浸透させて、実

効のあがるものとして欲しい。」、「１人当たり県民所得の順位を上げる等の明確な目標を

持って取り組んでいただきたい。」等の意見が出されました。

（３）県への提言

県総合戦略では、県内８地域別人口推計・産業構造を示していますが、最も人口減少を

抑制できるパターンで人口減少率（2010年実績と2060年推計値の比較）を見ると、最も人

口減少率が少ないのが宮崎・東諸県地域で13.2％減であるのに対し、最も人口減少率が大

きいのが西臼杵地域で64.6%減である等、地域によって人口減少の度合いに大きな差があ

り、産業構造の特色もそれぞれでした。

国の総合戦略において、これまでの政策が地方の人口流出や少子化の歯止めをかけられ

なかった要因のひとつとして、地域特性を考慮しない「全国一律」の手法であったことを

挙げておりますが、県に置き換えても同様のことが言えるのではないでしょうか。

委員からは、「単体の市町村で総合戦略を策定し、それぞれで頑張れと言っていても無

理があるのでは。広域ビジョンをつくってはどうか。」また、「連携中枢都市圏、定住自立

圏構想等、複数の国の市町村連携制度が存在し、一部市町村も取り組んでいるところだが、

県としてある程度の方向性を出さないと宮崎らしさが出てこないのでは。」という意見が

あり、当委員会としては、県全体だけではなく、特性に応じた県内各地域ごとのビジョン

も持って政策に取り組むことが重要だと考えます。

（一財）高知県地産外商公社に伺った際に、高知県産業振興計画の説明がありましたが、

同計画では、地産外商、観光、ものづくりのそれぞれに地域アクションプランを策定し、

地域ごとの具体的取組内容と成果がまとめられていました。アクションプランを実行する

際には、地域ごとに「産業振興推進地域本部」を置き、県の地域産業振興監のもとで各出

先機関、地域支援企画員等が連携して事業計画の策定から実行までワンストップで支援す

る人的支援や、補助金等の財政的支援も行っています。

また、最近では、国においても、地方創生加速化交付金や地方創生推進交付金の対象と

する事業の重要な要素のひとつに地域間連携を挙げています。



生活圏域、経済圏域を考慮すると、市町村の枠組みにとらわれず、複数の市町村が政策

目標を共有し、力を合わせて取り組んだ方が効果的と考えられる場合も多いと考えます。

今後、県内市町村が、それぞれ策定した総合戦略を踏まえ、地域経済の活性化に向けた取

組を具体化し、実現することを期待することはもちろんのこと、市町村の枠を越え、さら

に他の市町村の事業とつながることで地域の基幹産業として育っていくように、県が、広

域的観点から地域間連携を推進していただくよう要望します。

２ 雇用対策について

本県の人口減少対策の課題である若者の県外流出に関して、高校卒業者の県内就職促進

策や新規学卒者の早期離職の問題に重点を置いて調査を行いました。

（１）高校生の就職状況等

① 本県の高校生の就職状況

平成26年３月に県内高校を卒業し就職した3,094人のうち、県内就職者は1,766人(57.1%)

で、県外就職者は1,328人(42.9%)となっています。産業別にみると、最も就職者数が多い

のは製造業で905人(29.3%)ですが、このうち464人(51.3%)が県外で就職しています。

平成27年度の学校基本調査（速報値）では、本県高校生の県内就職率は、54.0%と更に

下がり、全国最下位となっています。この状況について、県当局からは、「雇用情勢の変

化等を踏まえて、首都圏や都市部の企業との競争が激化したこと。」、「高校生自らも自分

が希望する職種があることを理由に都市部を希望すること。」等様々な要因が考えられる

との説明がありました。

② 新規学卒者の３年以内の離職率

３年以内の離職率（平成23年３月卒）は、本県の高卒者は48.3%で、全国平均の39.6%と

比べ8.7%高く、本県の大卒者は40.7%で、全国平均の32.4%よりも8.3%高い状況です。

高校生対象の離職理由の調査で１番多かったのは、「実際に働いてみると仕事が自分に

合わなかった。」、２番目が「職場の人間関係」であったとのことです。これに対し、委員

からは「ミスマッチの問題は、15年以上前から言われていること。給料面の改善や社員教

育等について、企業側にももっと努力してもらうよう働きかけるべきでは。」という意見

が出されました。また、本県の離職率が高い理由としては、全国的にも小規模企業ほど離

職率が高い傾向があることから、本県は小規模企業の構成比が高いことも原因ではないか

との説明がありました。

（２）若者の県内就職促進・早期離職防止のための取組

① 県の取組

若者の県内就職促進のため、これまでも、県及び県教育委員会は、宮崎労働局等と連携

し、経済団体に対する求人要請や県内企業でのインターンシップ、県内就職説明会等を実



施してきました。これらの取組に加え、近年は、県内企業と高等学校進路指導担当者との

意見交換会の開催、県立高校９校に就職戦略コーディネーターを配置して、生徒と企業の

マッチングや既卒者の就業状況の把握を行うなど、県内企業と学校との連携も強化され、

学校関係者への県内企業の魅力発信や、若年雇用者の課題を共有するための取組が進めら

れていました。

また、早期離職防止のため、宮崎新卒者就職・採用応援本部会議（宮崎労働局主催）に

おいて、早期離職に関する情報の共有と意見交換会を実施し、今後の対応策について検討

を進めています。

企業の雇用条件改善に関する取組としては、昨年度、離職率の高い業種から選定した30

事業所に対し、社会保険労務士を派遣して労働条件診断等を実施し、今年度は、改善効果

が高かった事業所の取組を好事例集としてまとめ、県内３カ所で説明会を行う等の取組が

行われています。委員からは「せっかくの人材が流出してしまうので、企業側の雇用条件

改善の取組は、スピード感を持って進めていただきたい。」との要望がありました。

② みやざきＪＯＢパーク＋の取組

県が設置する「ヤングＪＯＢサポートみやざき」及び「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センター」と宮崎労働局の所管する「宮崎わかもの応援ハローワーク宮崎駅前コーナー」

は、従来から連携して若年者の就職支援に取り組んでいましたが、３者の連携を一層強化

して若者を取り巻く雇用情勢・課題に対処するため、平成26年９月から、ＫＩＴＥＮビル

のワンフロアで「みやざきＪＯＢパーク＋」として一体的に事業を行っています。当委員

会では、その取組について現地調査を行いました。

当初は、移転したこともあって、認知度の低さから、利用者数も目標値を大きく下回っ

ていましたが、現在の体制となって１年以上経過し、近隣の専門学校に出向いてのセミナ

ー開催や口コミ等により、利用者が概ね増加傾向にあるとのことです。また、一体化した

ことで、相談者に対し必要があればその場で職業紹介までできるようになり、利便性も向

上しています。大学の就職課からの紹介で学生が来所したりする等県内の学校との連携も

とれつつあるようです。

ヤングＪＯＢサポートみやざきの利用者は、新規学卒者が７割、既卒者が３割で、既卒

者に対しては、キャリアアップ支援として非正規から正社員に向けての相談や、定着支援

として、仕事を辞めたいという相談に対するキャリアカウンセラー等によるメンタル面の

支援も行っています。

企業側に対しては、ハローワークの事業で「若者応援宣言企業」として若者が安心して

働けるような体制が整っている企業のＰＲ活動や、求職者の応募が少ない企業に対し、求

人条件（賃金・休日等）改善のアドバイス等を行っています。

なお、平成27年10月の本県の有効求人倍率は1.11ですが、正社員の求人倍率は、約0.6し

かないのが現状であるとの説明がありました。

委員からは、「宮崎のひなた暮らしＵＩＪターンセンターの東京支部にハローワークの



求人検索機を設置することを検討してみてはどうか。」、「就職やＵターンの情報提供に高

校の同窓会組織を活用してはどうか。」、「これまでは、求職者に対する情報提供と、どち

らかというと受け身の立場だったと思うが、地方創生の観点からＵＩＪターン者を積極的

に宮崎に引っ張ってくるという取組も必要では。」等の意見が出されました。

③ (株)アラタナの取組

企業の立場からの雇用創出の取組について、(株)アラタナで現地調査を行いました。

同社の主要事業は、ネットショップ構築事業とネットショップの運営をサポートするＥ

Ｃコンサル業務の２事業で、打合せや商談は、電話、メール、スカイプ（テレビ電話）で

行っており、訪問営業はほとんどしないとのことです。

経営理念は、「宮崎に1000人の雇用をつくる」で、現在、雇用者は110人。そのうち、Ｕ

ターン者が約３割、Ｉターン者が約２割とのことです。今後も採用を増やしていきたいと

ころ「給料が安い。」、「家族が賛成しない。」等の理由で、優秀なＵＩターン者の採用が段

々難しくなっていることから、１年間は、東京オフィスと宮崎本社の両方で勤務でき、家

賃や東京との往復交通費等年間最大180万円の補助を行う「デュアルライフ採用」に取り

組んでいます。

また、同社では、ウェブライティング（商品を紹介する文章を書く仕事）を県内全域の

在宅でできる仕組みも作っており、特に積極的な連携の申し出があった日南市で重点的に

取り組んでいるとのことです。これは、いわゆるテレワークのためではなく、儲かる仕組

みを作る中でどのようにテレワークを組み込み、新しい働き方や選択肢を作るかという問

題意識で取り組んでいるとのことでした。

宮崎出身者の特徴として、東京への憧れが強く、同社に就職しても東京に行きたいと言

う社員も出てきているので、定着率を上げる目的で、「社会人のインターンシップ（クロ

スターンシップ）」として、東京の著名な会社と連携して１か月間働かせてもらい、東京

と宮崎でも仕事の内容が変わらないということを体験させているとのことでした。

求人の際は、「宮崎で働いていても世界と戦える。東京と同等の実績も積める。」という

ところを強調し、そのための条件整備もしているとのことで、優秀な人材を確保するため

の経営者側の姿勢が見られました。

（３）雇用の基盤となる中小企業振興策

若者の県内就職を促進するためには、良質な雇用の場となる魅力ある県内企業を増やし

ていくことが不可欠です。県内企業のうち99%を中小企業が占め、また、88%は小規模企

業であり、中小企業の振興が本県の雇用の基盤づくりにつながるとも言えることから、本

県の取組状況等について調査しました。

① 県の取組

本県における中小企業振興策は、「企業の経営支援及び経営基盤の強化」、「創業及び新



たな事業活動の促進」、「成長産業の育成」、「新製品の研究開発等の促進」、「中小企業・小

規模事業者からの相談対応」、「人財の育成及び確保」の６項目で取り組んでいます。

このうち、県内高校生の就職者数が最も多い製造業のレベルアップにつながる具体的取

組として、以下のような事業を実施しています。

ア 地域中核的企業育成・強化事業

地域中核的企業育成・強化事業では、県外企業との取引を拡大して外貨を獲得し、県内

においては外注加工や部品調達等により域内の経済を循環させるような中核的企業の候補

となる企業を募集し、今年度は、第１次認定として、航空機の重要部品の機械加工分野へ

の本格参入を目指すミツワハガネ(株)と、オール宮崎産のビール等の開発・販路拡大等に

取り組む宮崎ひでじビール(株)を認定しています。認定後は、産学金官の連携のもと、設

備投資支援や産学官共同研究支援等を総合的かつ重点的に行い、地域経済を牽引できる中

核的企業として育成することとしています。

イ 成長産業の育成

中小企業振興策の観点から、本県の特性や強みを生かした成長産業として、フードビジ

ネス、医療機器関連産業、自動車関連産業について、重点的に育成を図っています。

フードビジネスに関しては、平成26年10月に、公設試験研究機関初の高い衛生基準を満

たす「フード・オープンラボ」を整備し、本県の食品製造業の中核施設として活用し、こ

れまでに９件の新商品の開発を行っています。今後の取組としては、日本一の食品開発支

援拠点を構築し、「選ばれる宮崎の食材、宮崎の食品企業」をサポートし取引拡大に繋げ

ることを目指しています。

医療機器関連産業については、平成22年10月の東九州メディカルバレー構想策定以降、

医療機器製造許可を８社が取得、世界初となる自動たん除去システムの研究開発（進行中）

等取組が活発化しています。今後の展開としては、引き続き医療機器産業への新規参入や

研究開発の促進、製品化の支援や海外も含めた販路開拓の拡大等、市場化に向けた取組の

強化を行うこととしています。

県内自動車関連産業の振興に関しては、平成26年に福岡県豊前市に本県自動車産業の拠

点である北部九州フロンティアオフィスを開設し、自動車産業関連企業の取引の拡大を図

っており、同オフィスには現在４社が入居し、北部九州での営業活動を積極的に展開して

おり、４社とも新たな取引が成立したとのことです。平成28年春の東九州自動車道（北九

州－宮崎間）の開通を契機に、沿線の北九州市や大分県等の企業との連携や、県内企業の

開発面での連携などによる提案力向上の支援等により、さらに取引の拡大や販路開拓を図

るとしています。

② よろず支援拠点

国においては、小規模企業支援の充実を目指す中でも、支援体制の強化に取り組むこと



が急務であるとして、経営上のあらゆる相談に応じる「よろず支援拠点」を平成26年度か

ら全都道府県に整備しています。

当委員会では、このよろず支援拠点のモデルのひとつとされている板橋区立企業活性化

センターの訪問調査を行いました。

同センターの取組は、他機関等が対応しない経営改善案件を丁寧に解決し、中小企業を

救う「板橋モデル」と言われています。センター長をはじめ弁護士、税理士、社会保険労

務士等約220名の登録専門員がチームを組み、相談者と銀行へも同行し、経営計画書も一

緒に作成する等、創業支援と経営改善支援の徹底サポートを行っているとのことです。

センター長からは、「経営改善を支援することで、最も重要な雇用や取引先を守ってい

る。地域活性化や地方創生に関しては、廃業をできるだけ増やさないことが大切だと思っ

ている。」、「経営の経験が必要とされるので、自治体の立場で経営改善指導は困難。指定

管理者制度や外部機関を活用することが大切。」等の話しがありました。

本県では、国からの委託を受けて平成26年６月に（公財）宮崎県産業振興機構内によろ

ず支援拠点を開設し、平成26年度は、1,402件の相談を受け付けています。現在は、コーデ

ィネーター１名、サブコーディネーター７名体制となっています。

板橋区立企業活性化センター長も、講師として度々来県されており、「宮崎県よろず支

援拠点は、南九州３県で連携しながら非常に良く頑張っている。」、「県内の金融機関は、

顧客企業の経営改善を頼みたいので、宮崎でもスキルのある人をもっと増やしていくこと

が必要では。」等のアドバイスがありました。

委員からは、「よろず支援拠点の取組をはじめ、各種相談事業等で中小企業を支援して

いる機構の役割は非常に大事。」との意見がありました。また、「より良い支援を行うため

には、スキルと意欲のある人材が必要。」として、機構に対し、コーディネーター等の処

遇面の質問もあり、「１日当たりの単価契約で、毎年契約更新している。」との説明があり

ました。豊富な知識や経験を持つ人材が、腰を据えて中小企業の支援に取り組めるよう配

慮していただきたいと考えます。

（４）県への提言

日本銀行宮崎事務所は、「長期的な視点から見た本県の雇用情勢（2015年２月）」で、「県

内企業の一部からも『需要はあるが人手が不足しているため受注を抑制せざるを得ない。』

といった声が聞かれており、若年層の県外流出という長期的な課題として捉えられてきた

問題は、もはや供給力、ひいては地域経済の成長を阻害しかねない差し迫った経営課題に

なりつつある。」と指摘しています。中長期の視点でも労働力人口が減少する中で、既に、

県内企業の人材不足が顕在化しつつあります。また、４年後に東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催されることから、首都圏への人材流出が加速することも懸念され、若者の

県外流出について、危機感を持って取り組む必要があると考えます。

県外で働きたいという本人の意向を否定すべきではありませんが、短い通勤時間、物価

の安さはもちろん、豊かな自然環境、地域の温かみといった宮崎で暮らすメリット、県内



企業の魅力等を十分知らないままに、安易に県外転出という選択をしてしまっているとす

れば、本人の人生にとってもマイナスになるおそれがあります。

県内の子供達に対しては、本県の魅力を伝える「ふるさと学習」、働くことの意義をは

じめ、県内の第一次産業や企業等を身近に学ぶ「キャリア教育」、自分の将来について考

える「ライフプラン」について、系統立てて小中高一貫して取り組み、「新しいゆたかさ」

とは何か、どんな働き方が自分に合うのか、きちんと学び、考える機会を与えていただき

たいと考えます。

また、県内の魅力ある企業のＰＲを積極的に行っていただきたいと考えます。県内企業

を紹介する冊子の配付等の取組も既に行っているところですが、例えば、グローバルニッ

チトップを目指す県内企業、本県の成長産業の中核的企業、(株)アラタナのようなＵＩタ

ーン者の受入に積極的な企業等を県内マスコミとの連携企画でテレビ・新聞等で紹介する

等、県民に身近なところでのＰＲの強化も必要だと考えます。

一方で、良質な雇用の場となる企業を増やしていくことも不可欠です。県では、新たに

みやざき産業振興戦略を策定し、特に、県内中小企業への支援は、国、県、商工会議所等

の関係団体、金融機関等で連携し、重層的に取り組んでいるところですが、その効果を上

げるためには、県内中小企業がどういう支援を求めているのか、現状とマッチしている支

援策なのか、利用しやすい制度なのかを検証し、整理する必要もあるのではないかと考え

ます。また、支援の質の向上と、どの機関に相談すれば、的確な支援を受けられるのか企

業側が判断できるように、情報提供方法も工夫していただきたいと考えます。

さらに、本県の基幹産業である第一次産業を、雇用の受け皿として整備していくことも

重要です。県では、「お試し就農」として、人手不足が課題となっている農業法人への派

遣型の就農研修や「みやざき林業青年アカデミー」による林業への新規就業に向けた研修

等を行っています。これらの取組は、県内の若者はもとより、田園回帰を志向する移住・

ＵＩＪターン者の受入効果も期待できます。今後とも、このような取組を積極的に進めて

いただきたくよう要望します。

３ 高齢者が安心して暮らせる地域づくりについて

人口減少に伴う問題点として、生産年齢人口の減少と高齢化の進行により、社会保障制

度の維持が困難になることも指摘されています。又、県が実施した中山間地域住民アンケ

ートでは、必要な地域活性化策として、「医療提供体制の整備や高齢者福祉の充実」が最も

多く、約５割となっています。このようなことから、今後ますます総人口に占める割合が

増えていく高齢者が安心して暮らせる地域づくりについて調査を行いました。

（１）県内高齢化の推移

平成26年の本県総人口111万人のうち、65歳以上の高齢者人口は31.7万人です。総人口

は将来に向けて減少する一方で、高齢者人口は平成37年に35.4万人まで増加し、その後、

減少すると見込まれています。市町村別に見ると、県全体よりも早く減少局面に入ってい



る市町村もあれば、増加が続く見込みの市町村もあります。

平成26年の高齢化率は、28.6%、75歳以上の後期高齢化率は、15.2%で、全国平均より約

５年程早く進んでおり、今後、高齢化率及び後期高齢化率とも高く推移すると見込まれて

います。市町村別に見ても、全て割合が増加しており、平成37年には、県内全市町村で高

齢化率が30%を超えることが見込まれています。

なお、日本では、団魂の世代と呼ばれる1947～49年生まれの人達が、人口の約５％を占

めており、この世代が75歳を迎え、後期高齢者となる年が平成37年（2025年）で、約５人

に１人が75歳以上になると言われています。これに伴い予想される社会保障費の増加、病

院のベット数の不足等の様々な問題を「2025年問題」と言い、特に、地方にとっては、都

市圏での介護従事者ニーズの急増に伴い、現在問題となっている若年層の転出超過がさら

に深刻化することも懸念されています。

（２）医療費及び介護費の現状と将来推計

平成26年度の後期高齢者医療給付費は、1,417億円で、制度創設時（平成20年度）から約1.3

倍の増加となっており、平成37年度には、約1,950億円と制度創設時の約1.8倍に増加する

見込みです。また、平成26年度の介護給付費は952億円で、制度創設時（平成12年度）か

ら約2.2倍の増加となっており、平成37年度には、約1,300億円と制度創設時の約３倍にな

ることが見込まれています。

高齢化の進行等に伴い、経済の伸びを上回って給付費が増大していくことが見込まれ、

結果として、地域活性化や雇用対策等に振り向ける財源を圧迫することが懸念されます。

（３）地域包括ケアシステム

国においては、社会保障制度の持続可能性を高めるとともに、2025年に向けて、高齢者

が介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる

ように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を「地域包括ケ

アシステム」として、それぞれの地域ごとに構築していくこととしています。同システム

は、介護保険事業の実施主体である市町村を中心に進められ、全ての市町村は、平成27～29

年度までの間に、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、

生活支援サービスの充実・強化等の取組を開始することとされています。

また、これまで全国一律だった予防給付（訪問介護・通所介護）が市町村ごとの地域支

援事業に移行され、地域の実情を踏まえながら独自の判断でサービス内容や費用の単価を

設定でき、ＮＰＯや民間企業、ボランティア等による多様なサービスの提供が可能となり、

効果的・効率的な事業が実施できるようになるとされております。しかしながら、民間企

業は採算の合わない地域への参入に消極的なうえ、人口規模が小さい地域では、ボランテ

ィア等が介護活動を担うことが難しいのではないかという意見も聞かれるところです。



① 県の取組

地域包括ケアシステムの構築において、特に広域的な対応が必要となる医療と介護の連

携を中心に市町村の取組をサポートするために、県では、平成27年度の組織改正において、

長寿介護課内に医療・介護連携推進室を新設しています。

また、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステム構築を図るため、

都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金を活用し、在宅における医療・介護の充

実や人材確保に資する事業を実施しています。

市町村によって、高齢化の状況も、医療・介護の資源の程度も全く違う状況であること

から、委員からは、「国全体と県内各市町村の高齢化の進行状況は違っているので、国の

スキームで動けば上手くいくのか疑問もある。各市町村の実情に応じたものとなるように、

県もきめ細やかな指導をお願いしたい。」という意見がありました。

② 市町村（日南市）の取組

地域包括ケアシステムの構築に向けた日南市の取組について調査を行いました。

日南市では、副市長をトップとする地域包括ケアシステム推進庁内会議を設置し、その

下に、関係課で構成する医療・介護連携部会等５部会を作り、横断的に取り組んでいまし

た。在宅医療・介護連携や認知症施策の推進は、ある程度行政主導で実現できると考えて

いるが、生活支援サービスの体制と住まいについては、行政主導ではなく、自治会やシル

バー人材センター等と共助、公助、互助、自助をうまく繋ぎながら連携して進めていきた

いとのことでした。このため、市内９地区に協議体を立ち上げ、高齢者支援に限らず、地

域活性化のために何が必要か議論してもらうよう地域住民に働きかけを行っていました。

協議体には、生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の生活支援に限らず、地域の活

性化に係るよろず請負人的なことも担ってもらうよう想定しており、まず、空き家等を活

用して高齢者の集いの場を開設し、将来的にデイサービス、学童保育等の場にも発展させ、

地域の活動拠点にしたいとのことでした。

今回の制度改正では、同市の介護保険事業予算は、ほとんど変わらず、しばらくは増加

する見込みであり、介護保険を受けている方を元気な高齢者に導いていくことに取り組ま

ないと、予算は膨らむ一方ではないかとの話もありました。

（４）地域医療構想

地域医療構想は、医療機能ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し定めるもの

で、高齢化の進展により増大する医療サービスの需要を見据え、地域にふさわしいバラン

スのとれた病床の機能分化・連携を進めることにより、2025年の医療需要に適切に対処し

ていこうとするものです。

本県においては、医療関係者、市町村代表、保険者協議会等で構成する地域医療構想策

定委員会、二次医療圏ごとの地域医療構想調整会議等で協議を行い、それらの意見を踏ま

えながら策定を行うとのことです。



一定の仮定のもと機械的に計算した参考値とのことですが、内閣の社会保障制度改革推

進本部の下に設置された専門調査会による推計では、本県の2025年の必要病床数は、1.1万

床で、2013年と比較して約5,400床少なく、削減率は約３割という結果となっていました。

この削減率に関しては、県当局から「地域包括ケアシステム等と連携し、在宅の介護・医

療等のサービスの提供を増やし在宅での生活を支援することで、療養病床等が減少してい

くという見込みでの参考値であり、今後、各地域の関係者と実情に応じた数値を検討して

いく。」との説明がありました。委員からは、「参考値とはいえ、県民にとっては、衝撃的

な数値だったと思う。必要な病床数をはじめ地域医療構想の策定内容は非常に責任が重い。

医療関係者のみならず住民の意見も十分反映させながら慎重に検討していただきたい。」

等の意見が出されました。

（５）健康長寿社会づくりに向けた取組

高齢化を個人の側から見ると、平均寿命は年々延びており、本人の生活の質と、医療・

介護費等社会保障費の負担増加の観点から、健康上の問題で日常生活が制限されることな

く生活できる期間として、「健康寿命」という指標が注目されています。

本県の平成25年の健康寿命は、男性71.75歳（全国８位）、女性75.37歳（全国４位）と比

較的良い方ですが、宮崎県総合戦略「未来みやざき創造プラン」の戦略目標のひとつに「健

康寿命 男女とも日本一」を掲げ、さらに健康寿命を延ばし、心身ともに健康で、将来に

わたって快適に安心して生活できる地域社会の構築を目指しています。

今年度は、構成団体30団体で「宮崎県健康長寿社会づくり推進会議」を設置し、県全体

で健康長寿社会の実現を目指すという方針の確認や今後の運動の方向性の確認等を行うと

ともに、知事を本部長とし、県庁各部局長等で構成する「宮崎県健康長寿社会づくり推進

本部」を設置し、全県的な社会機運の醸成を図るとしています。具体的な取組としては、

健康長寿社会づくりプロジェクト推進事業で、「健康づくり」、「いきがいづくり」、「県民

一人ひとりの参加」の３つの柱を掲げ、それを進めるにあたり他部局との連携も考えてい

るとのことでした。

委員からは、「健康寿命を延ばすため、色々な取組をしているが、高齢者になっても自

分の歯で食事ができることが健康上重要。本県は口腔衛生意識のレベルが低いと感じてい

るので、取組を強化して欲しい。」等の意見がありました。

（６）日本版ＣＣＲＣ構想 ※ＣＣＲＣ：継続的なケア付きリタイアメントコミュニティー

国においては、東京圏をはじめとする高齢者が自らの希望に応じて地方に移り住み、地

域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必要な時には継続的

なケアを受けることができるような地域づくりを目指す「日本版ＣＣＲＣ構想」を主導し

ています。効果的・効率的な医療介護サービスの確保等の観点から、地方の高齢者の住み

替えにおいても、同構想の考えは有用であるとしていますが、その一方で、医療介護費の

財源問題や、人口構造のゆがみを心配する意見も聞かれるところです。



県総合戦略では、「高齢の移住希望者に対する多彩な移住環境の情報提供と受入体制づ

くりの一環として、日本版ＣＣＲＣの設置を検討する。」としています。現時点で県内で

ＣＣＲＣ設置の意向を示しているのは宮崎市と小林市で、小林市では、「介護や生涯学習

関係の雇用創出という観点からＣＣＲＣに取り組みたい。」との話がありました。

当委員会では、ＣＣＲＣの先行事例とされる栃木県の「ゆいまーる那須」を訪問調査し

ました。同施設は、70世帯の高齢者サービス付き住宅で、高齢者が田舎に移住して介護を

受けるのではなく、入居者が食堂や売店の運営、町中心部への送迎車の運転に従事する等、

それぞれがサポートしあいながら暮らしているのが特徴とのことです。入居者が支払う生

活費も含めて、地元には、年間約１億円、雇用者30名の経済効果があるとのことでした。

運営会社は、全国に約1.3万人の会員を持つ「高齢者住宅情報センター」と連携しており、

同施設設立の際は、会員を対象に現地見学会や勉強会を繰り返し、入居希望者を把握した

上で、希望者の意見を取り入れながら設計や料金設定の検討を行ったそうです。

設立時の企画から携わり、現在は同施設に入居もしている（一社）コミュニティーネッ

トワーク協会の近山副理事長からは、「単に高齢者向け住宅と医療・介護の拠点を作るだ

けでは駄目であり、移住希望者のニーズをきちんと分析した上で計画しないと事業は上手

くいかない。それをプロデュースできる人材養成も大事。地域おこし協力隊の人がこのよ

うな仕事ができるようになるといいと思う。」という話がありました。

（７）地域公共交通による移動手段の確保

高齢者は加齢に伴う身体機能の低下等により、長い距離や坂道での歩行が困難になるこ

とに加え、近年は、運転免許返納の勧奨もあり、生活交通の確保が課題となっていること

から、その現状等について調査しました。

県内では、人口減少等に伴い、バスをはじめとする地域公共交通の利用者は年々減少し

ており、宮崎交通では、今年度に７路線12区間の廃止を決定しましたが、このうち５路線10

区間は、通学や、高齢者の通院、買い物等の利用があることから、コミュニティバスの導

入など必要な代替措置がとられています。今後も、路線の維持・確保が厳しい地域が増加

するおそれがある一方で、こうした地域では、住民の日常の移動手段としての地域公共交

通の重要性は増大しており、県では、宮崎県総合計画等に基づき、国や市町村、交通事業

者等と連携を図りながら、「地域公共交通の利便性、魅力の向上」、「地域公共交通網の再

構築による最適化」等に取り組んでいます。

最近の取組としては、特に中山間地域を中心にバス路線の多くが赤字であることから、

路線バスの収益性の向上と物流の効率化、宅配便事業者による高齢者の見守りや買い物支

援サービスの提供等地域住民のサービス向上につながる「客貨混載事業」が、西都市と西

米良村を結ぶ路線バスで開始され、順調に運行しているとのことで、県内中山間地域の他

のバス路線への展開も期待されます。

地方創生に関しては、国では、地方を活性化させるため、コンパクトシティとそれを結

ぶネットワークの充実を目指しており、県においても県内の拠点間を結ぶ基幹的交通ネッ



トワークの活性化に向けた取組も進めていくとのことでした。

（８）県への提言

県が実施している意識調査によると、県民がイメージする「豊かさ」の上位には、「心

身の健康」、「衣食住の充実」、「家族や周囲との良好な人間関係」が挙げられ、心身ともに

健康で、将来にわたって快適で安心・安全に暮らせることが、高齢者に限らず、全ての県

民の「豊かさ」につながります。

県は、健康長寿社会づくりプロジェクトに取り組んでいますが、この取組を、目標とす

る「健康長寿 男女とも日本一」に留まらず、「みやざき産業振興戦略」の取組でもある「ス

ポーツ・ヘルスケア産業」とも連動させ、既存の産業の活性化や新しい事業をおこす契機

としてはどうかと考えます。

静岡県と香川県は共同で、「農・食・健」で連携し、健康・長寿のブランド化に取り組

むことを打ち出しており、長野県も健康長寿日本一をシンボルにした地域活性化に取り組

んでいますが、本県にもこれらの県に負けない地域資源がたくさんあります。栄養価の高

い農産物、森林セラピー等健康に良い観光資源、県産材を使った健康住宅、参加型スポー

ツイベント等を「健康長寿」でメニュー化し、広くＰＲすることで、健康長寿の取組を県

民運動として盛り上げていくとともに、地域活性化につなげていただきたいと考えます。

県内調査で伺った晨星興産(株)では、中山間地域の廃校を活用して、高血圧改善等の効

果があるサツマイモ茎葉のポリフェノール抽出や冬虫夏草の栽培を行っていました。最近

では、延岡市や日向市が、薬草産地の確立に向けた計画を打ち出す等、県内の健康長寿関

連の取組の今後の広がりも期待できます。

また、地域包括ケアシステムの「自助」、「互助」の観点から、高齢者が安心して地域生

活を送りながら、自らのマンパワーを柔軟かつ多様に発揮して社会参加や社会活動に取り

組むことが必要です。九州知事会では、今年度、「九州・山口70歳現役社会推進協議会」

を設置し、高齢者が年齢にかかわりなく、それぞれの意思と能力に応じて働いたり、ボラ

ンティア活動等を通じて社会で活躍できる、選択肢の多い社会づくりに取り組んでいます。

先進的に取り組んでいる福岡県では、「70歳現役応援センター」を設置し、その取組を推

進しています。本県においても、高齢社会を前向きに捉える意識改革につなげるためにも、

積極的に取り組んでいただくよう要望します。

Ⅲ 結 び

以上、当委員会の１年間の調査内容及び活動について総括して御報告申し上げました。

まず、地域経済の活性化に関しては、将来推計に基づく人口減少率は県央地域と中山間

地域には大きな差がある等、中山間地域を取り巻く現状は依然厳しく、本県における重要



な課題であることを再認識しました。このような中、高千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺

産に認定されたことは、県総合戦略始動の弾みとしていただきたいところです。また、木

材利用促進等の川崎市と連携した取組は、地方創生のモデルの一つのあり方とも言えます。

これらの取組を是非、中山間地域の活性化に繋げていただきたいと考えます。

また、地域経済の活性化に向けた取組を具体化していくにあたっては、生活圏域、経済

圏域を踏まえ複数の市町村が施策目標を共有し、他の市町村の事業とつながることで地域

の基幹産業として育っていくように、県が広域的観点から地域間連携を推進していくよう

要望します。

雇用対策に関しては、若者の県内就職促進策を重点的に調査しましたが、直近の調査結

果では、本県高校生の県内就職率は全国最下位で、新規学卒者の離職率も高く、憂慮すべ

き状況にあります。県外で働きたいという本人の意向を否定すべきではありませんが、子

供達が、宮崎で暮らすメリット等を知らないままに安易に県外転出という選択をすること

のないように、「ふるさと教育」、「キャリア教育」等を系統立てて小中高一貫して実施し

ていくことが重要だと考えます。

一方で、良質な雇用の場となる魅力ある企業を増やしていくことも不可欠です。委員か

らは、「県内の99%を占める中小企業を元気にすることが、地方創生につながる。」という

意見もありました。新たに策定する「みやざき産業振興戦略」の今後の事業展開に大いに

期待しています。

高齢者が安心して暮らせる地域づくりに関しては、国は、地域包括ケアシステムの構築

や地域医療構想の策定を進めていますが、高齢者人口の増減や医療・介護サービスの整備

状況は市町村によって異なることから、各市町村の実情に応じ、高齢者にとってより良い

制度となるよう、県としても十分留意して取り組む必要があると考えます。

また、健康長寿社会づくりプロジェクトをスポーツ・ヘルスケア産業と関連づけて、産

業の活性化につなげるとともに、県民運動として盛り上げることや、九州知事会で取り組

んでいる「70歳現役社会」の積極的な事業展開等により、高齢者が健康で生きがいを持て

る地域社会づくりを要望します。

当委員会の調査はいったん終了しますが、地方創生に関する課題は非常に幅広く、時間

の不足から調査できなかった内容も多くあります。例えば、大学等の就学環境の整備・充

実、県内定着を図る奨学金制度といった就学に伴う若者の県外流出抑制策や、若者の雇用

の場の確保という観点からの日本版ＣＣＲＣに関する調査、また、高齢者移住に伴う課題

とされる介護費の財源負担について、住所地特例の適用対象の拡大や介護給付費財政調整

交付金の拡充等を国へ働きかけることの検討等にも取り組む必要性があると考えます。

平成28年度からは、地方創生に向けた取組を本格化する段階に入りますが、事業の推進

はもちろんのこと、適切かつ客観的に施策効果を検証することで各政策を磨き上げ、真に

効果の高いものとしていくことにより、将来にわたっての「人口減少問題の克服」と「成

長力の確保」という長期的な目標を実現していくことを切に願って、当委員会の報告とい

たします。


