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〇９番(大久保潔重君)（拍手） 

〔登壇〕 皆さん、こんにちは。 

愛郷無限。の大久保潔重でございます。 

本年4月、8年ぶりに長崎県議会での議席を賜

り、政治家としての再出発を県民の皆様にお許

しをいただきました。 

 郷土を限りなく愛する気持ちを持ちつつ、

日々の活動を支えてくださる県民の皆様に感謝

しながら、本年最後の県政一般質問の壇上に立

たせていただきます。 

 日本の最西端に位置し、離島・半島や中山間

地を多く抱える我が長崎県の地理的、地形的な

ハンディキャップを乗り越え、長崎から地方創

生を成し遂げ、郷土の発展のために力を尽くし

てまいる決意でございます。 

 1､「地方創生」まち・ひと・しごとをどう創

るか。 

 地方創生の実現には、まち・ひと・しごとを

どう創るかが大きな課題であります。本格的な

人口減少社会がはじまりましたが、人口が減る

と、経済規模が縮小され、ＧＤＰが下がり、そ

の結果、地域の活力は失われていくことになり

ます。 

 (1) 人口減対策について。 

 10月末に策定された「長崎県長期人口ビジョ

ン」では、本県は、年間6,000人を超える人口

の社会減の状況にありますが、この人の動きを

どのように分析されているのか、お伺いをいた

します。 

 以降は、一問一答方式により、対面演壇席か

ら質問をさせていただきます。 

〇議長(田中愛国君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(山田伸裕君) 本県では、毎年

1万1,000人程度の人口減少が続いておりまして、

そのうち県外への転出が転入を上回ります、い

わゆる社会減が5,000人から6,000人程度と、約

半分を占めているところでございます。 

 さらに、社会減の内訳といたしましては、高

校生や大学生などの進学や就職に伴います年齢

区分15歳から24歳の若年層の県外転出が全体の

約8割を占めておりまして、本県における人口

減少の構造的要因となってございます。 

 県外への転出先といたしましては、九州圏が

最も多く、次いで東京圏、中部圏などとなって

おりまして、都道府県別に見ますと、福岡県へ

の転出者が最も多く、年間2,500人を超える状

況が続いているところでございます。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 人口が減る中で、社会

的な減というのが継続的に続いていると。しか

も、若年者の転出が多いということであります。

転出先は、九州でいいますと福岡県、そして全

国的には東京都と、そういう話であります。 

 とにかく2040年までに、この人口移動の均衡

を保たせるためには、いかに定住を促進して長

崎に人を呼んでくるか、こういうことであろう

かと思います。 

 同時に、一つ私の方から提案をさせていただ

きますけれども、福岡になぜ人が集まるのか。

これは全国的に、九州で言うと福岡、あるいは

北海道というと札幌というような傾向はあるん

ですけれども、それ以上に、福岡に人が集まる

要素というのがあると思うんです。私も以前、

7年間福岡市で町医者をして、そしてちょっと

まちづくりの研究をしたことがあるんです。そ

の出した結論は、福岡市というのは双子都市と

言われて、城下町としての福岡と商人の町とし

ての博多、これが中洲の那珂川を境に、健全な

都市間競争をやっている、そういう状況であり

ます。ぜひ福岡の研究もしていただいて、これ
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からの長崎県内のまちづくりの参考にしていた

だければ幸いかなと、このように思うわけであ

ります。 

 それで、県外からの移住促進を図っていくに

当たって、例えば、隣の県、あるいは九州のほ

かの県から人を呼んできても、これは本当に地

域間での移動であって、根本的な解決にはつな

がらないんです。やはり九州で言うと福岡、全

国で言うと東京から、いかに人の流れをつくる

か、そういう観点から定住あるいは移住政策に

取り組んでおられることについて、お伺いした

いと思います。 

〇議長(田中愛国君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(山田伸裕君) 大都市圏からの

移住促進の取組内容ということだと思います。

首都圏からの移住に関する相談、それから情報

発信体制の強化をいたしますために、今年5月

に、東京に専用の相談窓口を設置いたしました。 

またあわせまして、都市部における県人会

総会でのＰＲですとか、ゆかりの飲食店での

パンフレット設置などによります情報発信を積

極的に進めているところでございます。 

 また、都市部における移住相談会の充実を図

りますとともに、全国初となりますキャンピン

グカーによる移住先探しや移住希望者に特典を

付与する、「ながさき移住倶楽部」の創設など、

本県に目を向けていただく特徴的な施策も展開

しているところでございます。 

 さらに、市町及び関係部局と連携をいたしま

して、仕事や住まい、安全・安心で都市部と比

較しても低い生活コストといった暮らしやすさ

の情報をあわせて紹介いたしますほか、今後は、

福岡県在住の本県出身者ですとか、都市部に住

んでおられる本県在住者の孫の方などをターゲ

ットとして絞り込みまして、そういった移住施

策の構築について検討を進めていきたいと考え

ております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) とにかく定住・移住政

策を続けていく。特効薬というのは非常に難し

いと思います。そういう中で、地道な活動がや

っぱり大事だろうと思います。 

 今、山田企画振興部長の答弁の中に、福岡の

大学に入学した本県出身者とか、あるいは本県

在住の高齢者のお孫さんで都市部にいらっしゃ

る人にターゲットを絞って投げかけをやってい

くというのは、私は非常に県の心意気といいま

すか、姿勢を感じるものですから、大変評価し

ます。地道な活動を我々もしっかり後押しをさ

せていただきたいと思います。 

 同時に、東京一極集中をやっぱり是正はしな

ければいけないんですよね。これは絶対しなけ

ればいけないんです。何でかというと、南海ト

ラフとか、あるいは首都直下型の地震がかなり

高い可能性で起こり得るということなんです。 

 実は、3.11の東日本大震災後、もし直下型で

首都中枢機能が著しく低下した時に、バックア

ップをやろうという論議が当時ありました。そ

の時は、東京から全く違う地域で直ちに政府の

業務継続をやるというような話だったんです。

だから、そういう意味では九州がいいんだけど

なと、このように当時は思っていたんですけれ

ども、今回調べましたら、今その話はないとい

うことであります。 

 ただ一方で、国のいわゆる施設、機関、ある

いは研究施設を地方に移設しようとする、そう

いう話が出た。その時に、長崎県は積極的に手

を挙げて、水産工学研究所を取りにいっていま

すよね。私は大変評価しています。これは結果

は来年春ですか。 
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〇議長(田中愛国君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(山田伸裕君) 国の機関の地方

移転の結果の出る時期でございますけれども、

これは来年の3月を目途とされて、現在検討が

進められているところでございます。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 随分厳しい国からのヒ

アリングもあったというふうに聞いております

けれども、とにかく来年の春、いい結果が出る

ことを期待したいと思います。 

 同時に、企業、これも全て本社機能が東京に、

そんな危ないところに集まっている必要はない

んですよね。そういう意味では、先般出された

政府の方針で、地方に本社機能を移転した時に

は税制を優遇しますよと、こういう制度もあり

ますから、ぜひそういうものを活用していただ

いて、長崎県の優位性を大いに首都圏でアピー

ルしていただいて、その働きかけをしていただ

きたいと、このように思うわけであります。 

 先ほどの長崎県長期人口ビジョン、2060年に

100万人規模の人口を確保するという目標が掲

げられております。そもそも、現在よりも大幅

な人口減が前提でありますけれども、その設定

根拠について、お伺いしたいと思います。 

〇議長(田中愛国君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(山田伸裕君) 人口ビジョンで

ございますけれども、これまでの高齢化や少子

化の進展によりまして、今後、本格的な人口減

少が見込まれていきます中、その減少をできる

限り抑制していく将来展望をお示しするために、

国、地方がそれぞれ策定を行っているところで

ございます。 

 国におきましては、現在、2060年に1億人程

度の人口を確保することを目指しておりまして、

2030年に、国民が望む希望出生率1.8、2040年

には、人口の維持に必要な合計特殊出生率2.07

を目指すビジョンが策定をされたところでござ

います。 

 こうした国のビジョンを参考にいたしまして、

本県の人口ビジョンでは、合計特殊出生率が全

国3位の1.66と現在高い水準にあることを踏ま

えまして、2030年に、国を0.28上回ります、人

口の維持に必要な水準を上回る本県の希望出生

率2.08を実現していきたいと、そういうことを

目指しているところでございます。 

 また、将来人口の推移に大きな影響を及ぼす

ことになります社会減に早期に歯止めをかける

ことに全力で取り組んでいくこととしておりま

して、2040年に社会移動の均衡を達成すること

を目指してまいりまして、2060年には100万人

規模の人口を確保していきたいと、こういうふ

うに考えているところでございます。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 全国的に人口が減少し

ておりますので、そういう中での長崎県の目標

であります。先ほど冒頭で触れました社会減と

同時に、自然減にどう歯止めをかけていくか。

今でも、長崎県の合計特殊出生率は1.66、これ

は全国で3位、非常に高い水準であります。そ

れを大きく上回る2.08という、かなり高めの目

標を今回設定した。それでやっと100万人規模

が確保できるというような試算であります。そ

うしますと、この2.08を実現していくためには、

ありとあらゆる、例えば子育て支援のための政

策を全てそこに投入していかなければ、なかな

か実現できるような数字ではないのではないか、

このように考えるわけであります。 

 今、県内の特に小さいお子さんのおられる若

い世帯の方々のいわゆる子育てをする上での大

きなネックというのが、やはり経済的な負担で



平成２７年１１月定例会・第９日目（１２月３日） 

あります。そういう意味では、お子さんたちの

医療費助成を拡大していく、これは私は、大き

な子育て支援の政策だ、このように考えるわけ

であります。若い人たちの所得が増えていけば、

それにこしたことはない。しかし、なかなか収

入が増えていかない中で、いかに若い世代の人

たちの可処分所得を減らさないようにするか、

ここにまさに県の支援が必要になるんです。 

 今現在は、県内で各市町がそれぞれの判断で

子どもたちの医療費助成の拡充というのをされ

ているわけでありますが、ここはぜひ、県民サ

ービスという観点からも、県下全域、長崎県下

で共通のシステムをつくりあげていただきたい

と、こう思うわけでありますが、いかがでござ

いましょうか。 

〇議長(田中愛国君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(永松和人君) 乳幼児医療費

の助成につきましては、県といたしましても、

就学期前までの乳幼児を対象に、昭和49年度の

制度開始から、平成22年度には、従来の償還払

いから現物給付を導入するなどの見直しを行い

ながら支援を行ってきたところであり、子育て

世帯の経済的負担の軽減に寄与しているものと

考えております。 

 しかしながら、対象年齢などの拡大につきま

しては、現物給付の導入による想定以上の財政

負担の増加や本県の厳しい財政状況から、非常

に難しいと考えておりますが、本来、生活の基

礎となるような医療につきましては、その負担

等の内容について自治体間で差が生じているこ

とは問題であり、国の責任において、全国統一

して同じ条件で受けられる制度の構築を図って

いただく必要があるものと考えております。そ

のため、県といたしましては、国に対し、全国

知事会や政府施策要望などを通じて、子どもの

医療費助成制度の創設などを強く求めていると

ころでございます。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 今、答弁がありました

県内の医療機関の少ない離島地域あるいは本土

地域との地域差といいますか、それを医療格差

につなげてはいけないと思うんです。こども政

策局長がおっしゃるように、本来なら、こうい

う医療費助成というのはナショナルミニマムで

すよ。これは国が統一の制度をつくって、しっ

かりと社会保障の手当てをしなければいけない。

そういう意味では、長崎県の政府施策要望でも、

かなり上位にこの項目を挙げておられて、私は

それは評価します。引き続き強く要望していた

だきたいと思うんですけれども、しかし、要望

するうえで、やっぱり長崎県は医療格差をつく

らない、そして人口を減らさない、若い人を育

てるためにも、この医療費助成を、しっかりと

子育て支援をやっていくんだという、そういう

大きな方針を県として出していただいて国に要

望する、そして財源を取りにいく、このような

姿勢が本筋ではないのかなと、こう思うわけで

ありますが、もう一度、いかがでございますか。 

〇議長(田中愛国君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(永松和人君) 確かにおっし

ゃいますように、こういう政策でということを

言えれば、いいかなと思いますが、先ほど言い

ましたように、財源も必要としますので、ここ

はとにかく国に対しまして、全国統一でやって

いただきたいということを申し上げるのがまず

は先かなというふうに思っております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 強く国に要望する、今

まで以上に要望する、しかし、県としても、こ

れはいい政策をつくりあげるために要望すると、
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そういう姿勢でぜひやっていただきたいと思い

ます。 

 そこで、子育て支援には、当然財源が必要で

あります。この財源をどうするか。我が長崎県

は、約3割地方交付税に依存しているわけです。

地方交付税のいわゆる算定要件に、例えば、先

ほどの合計特殊出生率とか、あるいはほかでも

たくさん長崎県がすぐれていて、いい部分があ

るので、そういう要素を地方交付税の算定要件

に加味してはどうかというような要望もしてい

ただきたいと思うんですけれども、財政当局、

いかがですか。 

〇議長(田中愛国君) 総務部長。 

〇総務部長(上田裕司君) 地方交付税につきま

しては、地方で必要な財政需要を措置するとい

う基本的な考え方に基づきまして、人口や生徒

数などの絶対数をもとに、これに対する需要額

を算定するというのが基本的な考え方になって

おります。 

 ご提案の合計特殊出生率につきましては、こ

の出生率が高くても、子どもの数自体が少なけ

れば、財政需要が高くなるかというと、必ずし

もそうはならない場合もございます。今、絶対

数を基本として算定している交付税の仕組みか

らいきますと、なじみにくいのではないのかな

と思っております。 

 ただ、少子化対策を推進する上では、十分か

つ安定的な財源を確保することは必要だと考え

ております。このため、国に対しましては、国

庫補助金や地方税財源の充実・強化など、少子

化対策のための財源確保について、強く働きか

けを行ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 合計特殊出生率、これ

は東京が一番低いんですよね。そのかわり、人

口は増えているわけです。これは当然、国会で

の論議、今、税調でやっていますよね。法律を

変えなければいけないという問題がありますか

ら、県選出の国会議員はじめ、そういう投げか

けを大いにやっていただければいいと思います。

理屈というのは、一生懸命みんなで考えれば、

必ずついていくんですよ。（発言する者あり）

法律を変えるための大義名分という理屈をみん

なで知恵を出して考えればいいわけですから、

そういう意味で、ぜひ投げかけをしていただき

たいと思います。 

 (2) 交流人口拡大と地域活性化について。 

 今まで、国内における人口減対策の論議をし

てまいりました。 

次に、海外に着目した戦略について、お尋ね

していきたいと思います。 

 本年8月、中村知事は正式にベトナムを訪問

されました。今回、知事が首都ハノイ市で面会

されたフック副首相、10年ほど前は、ベトナム

中部のクァンナム県の知事だったと思います。

当時、我々もベトナムを訪問して、そのフック

知事から、長崎県知事に対する招聘状を預かっ

てきたなと、このように記憶をしておりますが、

10年の時がたって中村知事が訪問されて、ハノ

イ市だけではなく、経済の中心地ホーチミン市、

さらには中部のダナン市あるいはクァンナム県

といったところを訪問されたことは、今後の長

崎県の国際戦略、新たな展開を目指す上で、非

常に有意義であったんじゃなかろうかと、この

ように思うわけであります。 

 そこで、知事、今回のベトナム訪問の経緯、

目的、そして今後の展望について、お聞かせく

ださい。 

〇議長(田中愛国君) 知事。 
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〇知事(中村法道君) 海外との関係を強化する

ことを通して本県の活性化を図る上で、歴史的

に非常にゆかりがあり、高い経済成長を続けて

おりますベトナムとの関係強化を目指していく

というのは、極めて重要な視点であると考えま

した。 

 また加えて、昨年は「ベトナムデーｉｎ長

崎」を開催いたしまして、ベトナムからも、政

府ご当局の皆様方がお越しいただき、そしてま

た数多くの県内企業の皆様方にもご参加をいた

だき、これまで熱心に交流活動を続けてきてい

ただいていることを改めて実感したところであ

ります。 

 そういったことから、ベトナムの中央政府あ

るいは地方政府関係の人材との交流をさらに深

め、民間の皆様方の積極的な取組をこれからし

っかり後押しをさせていただきたいと、こう考

え、また、あわせて本県の歴史や文化、観光、

物産といったさまざまな資源を活かして交流を

拡大していくことなどを目的に、ベトナム訪問

をさせていただきました。 

 予想以上に大変目覚ましい経済成長が遂げら

れ、活力にあふれている国であると実感をいた

しました。そういった中で、人材確保等の面で

は、技術実習生の教育機関を訪問しましたけれ

ども、若い人たちのニーズが非常に高い。それ

から、本県に留学され、帰国された後は、さま

ざまな分野で活躍をされている。そういった

方々との関係をさらに強化しながら、新たな展

開の可能性をしっかり探っていかなければいけ

ないと、こう考えているところでございます。 

 これからも、民間の皆様方と力を合わせて、

本県経済の発展に結びつけていくことができる

ように努力してまいりたいと考えております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 私も長崎県の経済界、

あるいは友好協会の皆さんと一緒にこの訪越団

に参加をさせていただきました。 

本当に率直な感想は、活気がある、若い世代

の人たちが非常に活力にあふれているという状

況だったわけであります。そういう中で、今の

知事のご答弁にありましたように、とにかく人

材の交流をしっかりやっていこうというのを大

変心強く思います。 

 実は、一緒に行かれていた経済団の人たちに、

何で一緒にベトナムに来たのかと聞いて回った

んです。まず、ほとんどが人材確保でした。県

立大学の関係の方は留学生だし、民間企業の

方々は技能実習生の受け入れ、とにかく人材確

保が目的でありました。 

 今回のベトナム訪問の一つの成果として、来

年度、中部地方のクァンナム県と長崎県が友好

交流協定を締結するのではなかろうかと、その

ような情報も入ってきております。そういう中

で、当面の課題としての留学生、技能実習生の

受け入れを拡大していこう、そして派遣する方、

受け入れる方、地方政府同士でしっかりと協力

関係をつくっていくということをその協定の中

に盛り込むことができれば、ますます送り出し、

受け入れ、これは双方に安心できる制度という

のができるんじゃなかろうかと、こう思うわけ

でありますが、知事、いかがでございましょう

か。 

〇議長(田中愛国君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 海外から人を積極的に呼

び込んでいくということは、人口減少対策にお

いても極めて重要な視点であると考えておりま

して、観光客の誘致にとどまらず、一定期間滞

在していただけるような外国人の受け入れ、こ

ういった分野にも積極的に取り組んでいきたい
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と考えております。 

 したがいまして、留学生につきましては、受

け入れ拡大に対して、産学官連携により、留学

生支援センターも立ち上げているところであり

ますので、引き続き積極的に取り組んでまいり

たいと思っております。 

 それからまた、技能実習生は、これから人口

減少の時代を迎えて、労働力も不足することが

想定されるわけでありますので、そういった海

外人材の積極的な活用についても力を注いでい

く必要があるものと考えているところでありま

す。 

 したがいまして、今後、多様な分野での人材

交流、活用を目指して取り組んでまいりたいと

思っております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 今回の中村知事のベト

ナム訪問の成果をどんどん県内に還元していた

だけるような具体的な政策を進めていただきた

いと思います。たしか来年、カンナム県の方々

が本県に来られるということでありますから、

期待をしながらお待ちしておきたいというふう

に思っております。 

 9月に策定された国の「第5次出入国管理基本

計画」には、我が国経済社会に活力をもたらす

外国人を積極的に受け入れていく、少子・高齢

化の進展を踏まえた外国人の受け入れについて、

幅広い観点から政府全体で検討していくなどの

基本方針が掲げられております。 

 国内の議論でも、海外からの移民の受け入れ、

難民じゃないですよ、移民の受け入れについて、

積極的に検討すべきだとの声も聞こえてまいり

ます。これらの状況を踏まえると、留学生や技

能実習生の受け入れ拡大といった当面の政策の

先を見据えて、ぜひ長崎県版の移民政策、いわ

ゆる長期で永住を目指す長崎県版移民政策、既

にこの議論にもう我が長崎県も入るべき時期に

きているのではないかと、こう思うわけであり

ますが、いかがでございますか。 

〇議長(田中愛国君) 知事。 

〇知事(中村法道君) これから人口減少が続き、

それぞれの産業や地域を、誰が、どういう形で

支えていくのかということを考えた場合に、や

はりその選択肢の一つとして移民を検討すると

いうことも大切な視点ではなかろうかと考えて

いるわけであります。 

 ただ、移民の受け入れに際しては、日本自体

が積極的な取組を進めてこなかったということ

もありまして、やはり幅広い地域の皆様方を含

めたコンセンサスを得ていく必要があるものと

考えているところであります。したがいまして、

まずは、国策レベルでさまざまなご検討をいた

だいていくものと考えているところでありまし

て、そういった中で、長崎県としても、しっか

り対応方針を見極めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 長崎県の長い歴史の中

で、海外から人やモノを入れてきた、そういう

長崎県の知事として、大変力強い答弁をいただ

いたというふうに思っております。全国的に、

本来はもうこの議論に入っていかなければいけ

ないと、このように言われているわけでありま

すけれども、そういう中で、長崎県版の移民政

策を考えていこうという知事の一つの大きな方

針が示されました。 

 どうしても移民というと、やっぱり我が国に

おいては、少し拒否反応がないこともないとい

うのは事実なんです。しかし、短期の移民を観

光として捉えたら、これは当然やっていかなけ
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ればいけない。中期を留学生、技能実習生と考

えれば、その先に長期としての永住が考えられ

るわけであります。 

 それから、先ほど知事がおっしゃった、とに

かくベトナムをはじめ海外から若い人を呼んで、

長崎県がその人材育成に協力をする。その人た

ちが本国に帰って、長崎ファンを増やしていた

だく。そして、長崎の企業が海外に進出する際

の貴重な現地人脈として活用するということは、

まさに長崎県の実利をとっていくということに

つながっていくわけでありますから、ぜひその

応援を私どもとしてもさせていただきたいと思

います。 

 長崎県は、伝統的に日中、日韓の友好を重ね

てきました。この日中、日韓に加えて、今後は、

ベトナムあるいはラオス、カンボジア、タイ、

ミャンマーといったインドシナ半島のＡＳＥＡＮ

諸国というのを私は個人的にお勧めをいたしま

す。何でかというのはここで触れませんけれど

も、お勧めしますし、私自身も一議員として、

ローカル議員外交でもって県の国際戦略をしっ

かり後押しをさせていただきたいと思います。 

 次に、スポーツ交流に質問を移していきます。 

 地方創生でスポーツ交流を進めていくという

ことは、地域活性化に大変いいことだと思って

います。9月の予算決算委員会総括質疑の中で、

私が質問した地方創生の交付金を活用した長崎

県のスポーツコミッション設置運営事業が採択

をされました。 

 現在、どのようにスポーツコミッションは動

き出しているのか、そして本来の目的であるス

ポーツイベント、合宿の誘致をどのように推進

していくのか、お尋ねしたいと思います。 

〇議長(田中愛国君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(山田伸裕君) スポーツコミッ

ションでございます。 

 ただいまご発言ございましたように、9月定

例会で予算をお認めいただきました。また、国

の地方創生先行型交付金の上乗せ分の採択も決

まりまして、現在、事業を進めているところで

ございます。 

 現時点におきましては、市町や競技団体、そ

れから観光団体、経済団体等への参画を依頼い

たしております。また、内部的には、活動計画

の策定を進めておりまして、開設に向けた準備

を行っているところでございまして、できるだ

け早く立ち上げていきたいというふうに考えて

おります。 

 今後は、このスポーツコミッションを中心と

いたしまして、スポーツ大会の主催者あるいは

チームへの誘致活動を行っていきたいと考えて

おりますし、相談の対応、受け入れに係る手配

や支援、また、さらに情報発信などにも取り組

んでいきまして、一元的、一体的に誘致活動を

進めていきたいと考えております。 

さらに、誘致アドバイザーからの助言なども

いただきながら、市町や競技団体などと緊密な

連携を図りつつ、県民の皆様とともにスポーツ

合宿や大会の積極的な誘致に取り組んでいきた

いというふうに考えております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) ぜひ、このスポーツコ

ミッションには県内各市町あるいは関係団体と

の一元的な窓口を担っていただいて、総合的な

スポーツ交流のコーディネート役を大いに果た

していただきたいと思います。 

 その上で、とにかく早く具体像を出してやっ

ていこう、こういうお話も先般9月定例会にさ

せていただきました。今現在、長崎県では、日

本陸連公認のフルマラソン大会は実施されてお
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りません。ぜひフルマラソンを誘致して、諫早

を中心に開催していけないか、こういう問いか

けをさせていただきました。全国的な健康志向

の増大で市民ランナーが増えています。今年も、

本当に週末のたびに全国でフルマラソン大会が

行われて、市民、県民一体となってスポーツ交

流、地域活性化をやっていくマラソンは、どこ

も盛り上がっているんです。何で今、長崎でフ

ルマラソンかという話でありますけれども、ま

さに昨年の国体のレガシーであります。100億

円改修費をつぎ込んでつくった県立陸上競技場

が今も輝きを放っています。Ｖ・ファーレンの

ホームグラウンドとして、さらに加えて、毎年

1万人以上のランナーがこの県立陸上競技場に

集まる、まさにこれが国体のレガシーだと思い

ます。そして、そのレガシーを活かしながら、

来年の「ねんりんピック」、さらには2020年の

「東京オリンピック」に向けて、長崎県でスポ

ーツに対する機運を高めていく、そのきっかけ

にぜひしていただきたいとこう思うわけであり

ます。 

 先般9月定例会の質問の中でご紹介をさせて

いただきました東京マラソン財団、早野忠昭さ

んでありますけれども、早速、中村知事のご指

示で会いに行かれて話を聞かれたというふうに

伺っておりますが、どんな感触を得られました

でしょうか。 

〇議長(田中愛国君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(山田伸裕君) ご紹介をいただ

きました東京マラソン財団事業担当局長の早野

氏に関しましては、この10月にスポーツ振興課

長が同財団を訪問いたしまして、面会のお時間

を頂戴しました。 

早野氏の方からは、「フルマラソンについて

は、全国で100大会以上が実施されておって、

大会のコンセプトをしっかりと組み立てて、他

の大会との差別化を図ることが重要であるとい

うことと、これまで東京マラソンの運営に携わ

っており、長崎県でお手伝いできることがあれ

ば協力をしたい」というお言葉を頂戴したとこ

ろでございます。 

また、県の方からも、スポーツコミッション

の立ち上げに合わせまして、誘致アドバイザー

としてのご協力などを早野氏に要請をいたしま

したところ、前向きなご回答をいただいたとこ

ろでございまして、今後とも、本県のスポーツ

ツーリズムの推進に協力をお願いしていきたい

というふうに考えているところでございます。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 早野忠昭氏は、南島原

市の出身ということで、知事と同郷だという不

思議なご縁を感じるわけであります。そして、

その早野氏から、非常に前向きな感触を得て帰

ってこられたということであります。私の方か

らも、強く強く早野さんに、マラソンも含めて、

長崎県のスポーツ振興に大いに力をかしていた

だきたいというお願いもさせていただきたいと

思います。 

 このマラソン大会について、実は、県、諫早

市あるいは報道機関、関係団体が長年協議を重

ねてこられたわけであります。そして、何か一

歩踏み出したいなという、そういう思いが私自

身にもありました。そういう中で、9月の質問

以降、実は諫早に、「諫早湾一周マラソンを成

功させる会」というのが有志で立ち上がって、

市民運動として盛り上げていこうという民間の

動きが出てきております。私のもとには全国か

ら市民ランナーが、とにかく長崎でやってほし

いという声も相次いでおります。ぜひ、これら

のことを踏まえて、スポーツコミッションを設
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置するこの機に、フルマラソンについても県が

一歩踏み出して、前向きに、前向きにご検討い

ただければ幸いでございますが、いま一度、ご

答弁をお願いしてよろしいでしょうか。 

〇議長(田中愛国君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(山田伸裕君) 諫早市における

フルマラソン大会の開催でございますけれども、

これまで諫早市、県、長崎陸上競技協会それか

ら県内民放各社と県の間で、開催に向けた協議

を重ねてまいったところでございますが、実施

主体、それから人員体制などの課題が指摘をさ

れているところでございます。 

 県といたしましては、フルマラソン大会の実

現には地域の主体性が非常に重要と考えており

まして、地域の主体的な取組のもと、県におき

ましても、関係機関との調整、スポーツコミッ

ションを通じた支援などの役割を果たすことが

可能ではないかと考えております。 

 地元でもマラソン大会の実現を目指す民間の

動きが出てきていると伺っておりますので、こ

うした動きも注視をいたしながら、今後の進め

方につきましては、諫早市と意見の交換をして

まいりたいというふうに考えております。（発

言する者あり） 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 地域の主体性というこ

とであります。諫早市からも、フルマラソンを

やるに当たって、その用意はある、これをぜひ

県に伝えてほしいと、こういう伝言がありまし

た。しっかり受け止めていただきたいと思いま

す。 

 そして、人員、まさにさっきは施設のレガシ

ーを言いましたけれども、昨年の国体のノウハ

ウが温かいうちにやっていく必要があります。

一生懸命頑張って市民運動的な動きもつくって

きました。基本的な人材、例えば、県の陸協、

会長は栗林会長、諫早。諫早高校の名将松元監

督、理事長。そして、コース。例えば、県の陸

上競技場を出発して、諫早湾干拓地を活用する。

あの7キロメートル、一直線の堤防道路、さら

に、フラットなコース、そして諫早市の高来町

から雲仙市の吾妻町に向かって追い風で走る、

こんなコースは全国探してもないですよ。みん

な集まります。ぜひ、そういったことも含めて

前向きに、前向きに考えていただきたいと思い

ます。 

 それで、今日ちょっとご案内させていただき

ますが、今月26日、諫早文化会館におきまして、

先ほどの東京マラソン財団の早野忠昭さんと、

それから諫早市出身の車椅子ランナーの副島正

純さん、トップアスリートですよね。今、拠点

を諫早湾干拓地に移してトレーニングを積んで

おられる。このお二人、ダブルで講演会を開催

します。そして、ありがたいことに、長崎県、

長崎県教育委員会から公認、承認もいただきま

して、これは手づくりのチラシですけれども、

しっかり印刷をしたら議員の皆さんにも配布を

させていただきます。12月26日、夕方、土曜日

でありますけれども、多くの皆さんのご来場を

お待ちしております。 

 (3) 産業振興について。 

 ご承知のように、我が長崎県は、今日まで、

基幹産業を水産あるいは造船業が担ってきたわ

けであります。新しい時代の流れ、産業構造の

変化を受けて、新しい産業をこれから育成して

いかなければいけません。これまで培ってきた

造船の技術を活かして、海洋エネルギーとか、

あるいは再生エネルギーの分野で、海洋産業で

すね、狙っていくというのがまさに本県の王道

だと私も考えております。 
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 同時に、地域経済を活性化するには、99％が

中小企業、そして地域経済を支える中小企業を

どう新しい価値をつくりあげて、付与して育成

していくかということは非常に大事だろうと思

います。そういう意味で、長崎県のニッチ企業

の育成にこれからぜひ力を入れていただきたい、

そういう思いから質問をさせていただきます。 

 地域発のイノベーションを起こす、そのシス

テムをつくって新しい価値を長崎で生み出して

いって、長崎のニッチ企業にそれを背負ってい

ただくということであります。分野でいいます

と、高齢化の進展に伴い、例えば、支援機器な

どのロボットの活用、活躍なんかが広がってお

りますが、医療・福祉分野における長崎県での

ニッチ企業育成の取組について、お教え願いた

いと思います。 

〇議長(田中愛国君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(松尾英紀君) 議員ご指摘のと

おり、全国的に人口が減少し、急速に高齢化が

進んでいく中で、高齢者の介護負担の増加をは

じめ、社会的な課題解決を図る医療・福祉関連

の取組が近年、新たな成長分野として急速に広

がりを見せつつあります。 

 県では、このような状況を捉えまして、新産

業創出の好機として、平成23年度から、医療・

福祉分野における新たな産学官連携の枠組みを

構築しまして、現場のニーズに基づく事業化の

促進に取り組んでいるところでございます。 

 具体的に申し上げますと、口の筋肉のトレー

ニングをすることによりまして、高齢者の方の

健康維持に役立つ機器でありますとか、すべり

にくく使いやすい特殊な杖、階段の昇り降りを

支援する器具など、県内企業の新事業の創出や

新分野への事業拡大を支援いたしております。 

 今までのところ、医療・福祉の分野で、いわ

ゆるニッチトップと言える企業まではまだござ

いませんが、支援をしてきました企業の中には、

少しずつ販路を開拓して、売上の拡大につなげ

ていっておられる企業も見えてきております。 

 今後とも、開発されました商品を内外の展示

会に出展するなどいたしまして情報発信、また、

これまでの取組で構築されました産学官の人的

ネットワークを活用して、業界動向などの情報

提供や専門家による製品改良、販路開拓のアド

バイスなど、積極的な支援を継続し、医療・福

祉分野における具体的な事業化を促進してまい

りたいと思っております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 今、産業労働部長から

答弁をいただきました。長崎県における医療・

福祉のものづくりネットワークというのが既に

あって、そしてこの産業労働部が出している冊

子、できたてほやほやなのかもしれませんが、

まだトップ産業にはなっていないけれどもとい

う謙虚な答弁でありましたけれども、中を見ま

すと、非常にユニークな試みをされている県内

の企業が多いですね。今、産業労働部長が言わ

れた、お口の筋肉を鍛える器具を開発している。

それを小さいお子さんから施設の高齢者まで使

っていただいて、非常に元気になったという声

も聞くわけであります。そういう健康産業とい

いますか、医療・福祉に貢献できる長崎県のニ

ッチ企業の育成というのを、ぜひ私もてこ入れ

をさせていただきたいと思います。 

 ある意味、主力産業がグリーンイノベーショ

ンだったら、ニッチ企業はライフイノベーショ

ンで、私は、その分野で世界を狙える企業がで

きるんじゃないかなと、こう思っているわけで

あります。もともと県内に中小企業が99％、も

のづくりの技術や技能が蓄積をされていて、そ
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れをみんなで掘り起こすことによって新しい商

品を開発、製造していく、そして使っていただ

く。エビデンスが必要ですから、研究も大学と

一緒にやっていって、それを社会貢献、さらに

は海外展開につなげていこうという、そういう

流れをぜひ私も後押しさせていただきたいと思

いますし、産業労働部長、今言われた、まだト

ップじゃないけれども、ぜひ、この長崎県のニ

ッチ企業をグローバルニッチ企業に育てていっ

て、世界のシェアは長崎がほとんどとっている

というぐらいの意気込みで頑張っていきたいな

と私は思うのですが、産業労働部長からも最後

にご答弁をお願いします。 

〇議長(田中愛国君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(松尾英紀君) 確かに人口減少

で国内の市場規模が縮小してまいりますので、

海外に向けて展開をしていくということは非常

に重要なことだと思っております。今開発され

ております企業にも、少しずつでありますが、

海外の方にも目を向けていらっしゃるところも

ございますので、そういった方向に向けて、県

としても、しっかり支援をしてまいりたいと思

います。（発言する者あり） 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 非常に前向きな答弁、

ありがとうございました。 

 企業を育成する、そして製造の拠点をつくっ

ていくとなれば、当然これは受け皿となる工業

団地が必要になってくるわけであります。本県

では、工業団地の造成に非常に多額の費用がか

かるというふうにも聞いております。造成をし

て、企業が立地すれば市町の受益になりますけ

れども、売れなければ、これは市町の負担にな

るわけでありますから、企業が立地しやすいと

ころに団地をつくるというのが基本原則なのか

なと思うわけであります。そして、団地整備後

は、早く分譲することによって、投資分の一部

回収とか、市町の負担を減らす、あるいは雇用、

税収とかという意味での効果を発現させなけれ

ばいけない。そういう意味では、企業誘致にも

力を入れなければいけないと思います。 

 そこで、長崎県の工業団地整備に対して、あ

るいは企業誘致に対しての支援、どういう取組

がされているのか、お尋ねしたいと思います。 

〇議長(田中愛国君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(松尾英紀君) 工業団地の整備

に対しましては、県では、補助金を交付いたし

まして市町の財政負担の軽減を図るとともに、

検討段階からの協議、審査会での専門家の助言

などを行い、市町と一体となって取り組んでお

ります。 

 また、10ヘクタール以上の団地につきまして

は、売れ残りリスクを勘案いたしまして、起債

の償還利子についても県も負担をするという制

度をとっております。 

 企業誘致につきましては、産業振興財団が県

及び市町と連携しながら、企業への訪問活動等

による働きかけを行っており、誘致に当たりま

しては、それぞれの団地の立地環境等も勘案し、

企業の課題解決につながる提案などを行いなが

ら取り組んでいるところでございます。 

 同財団におきましては、民間企業等経験者を

配置しますとともに、本年度は、東京企業誘致

センターの体制強化、名古屋企業誘致センター

の新設も行ったところであり、今後とも、早期

に企業誘致により雇用の場の創出ができるよう、

県、市町、産業振興財団が連携し、企業誘致に

一体となって取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 
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〇９番(大久保潔重君) さまざまな分野で県は

手厚い支援をしていると、そういう説明であっ

たかなと思うわけであります。 

 そういう中で、工業団地に適したところに整

備を促進していくと。売れるところにつくると

いうことなんです。県内有数の工業団地に、そ

れなりの集中した投資をしていただきたいと、

こういう思いを述べさせていただきたいと思い

ます。 

 県内有数というのは、これはまさに、既にた

くさん企業の立地が見られる県央地域でありま

す。そして、昔から交通の要衝として、本来、

もっと県央地域は、物流、交流の拠点として長

崎県の経済をぐんぐん引っ張っていく、エンジ

ン役を担えるような地域にさせなければいけな

いんじゃなかろうか、そういう思いがあるもの

ですから、そういう意味で、特に特に、こうい

う県央地域の特性を踏まえて格段のご支援をし

ていただきたい、また具体的な支援策について

は、これからも詰めさせていただきたいと、そ

ういうお願いをさせていただきたいと思います。 

 (4) 健康長寿について。 

 健康長寿の実現には、私も以前、歯科医師で

ありましたけれども、歯や口腔の健康づくりが

大事であるというのがだんだんわかってきまし

た。定期的に歯科を受診していけば、全身の健

康が維持されて医療費が削減される、こういう

データもあります。これがすなわち地域におけ

る係つけの歯科医を持ってくださいという、そ

の根拠になっているわけです。 

 それから、超高齢化による疾病構造の変化と

いうのは、我々歯科医療を提供する側にも、こ

れまでの治す治療から、口腔機能をどう回復し

ていくかという、まさに「生活を支える治療」

へと転換を求められております。 

 団塊の世代が75歳となる2025年まで、あと10

年であります。この高齢化社会へ対応するため

には、当然、医科、歯科との連携、多職種チー

ム医療を推進するということ、それから歯科の

領域でいいますと、手術前後の周術期の口腔ケ

ア、そして食物を食べて、かんで飲み込む、摂

食・嚥下機能の回復など、包括的な口腔ケアが

非常に大事になってくるわけであります。 

 病院、施設から在宅に至るまで、切れ目のな

い包括的な医療を進めていく上で、歯科の果た

す役割について、県の考えと今までの取組につ

いて、お尋ねしたいと思います。 

〇議長(田中愛国君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(伊東博隆君) 病院から在宅ま

での歯科医療の役割でございますが、入院中の

口腔内の清掃や専門的な歯科処置などの包括的

な口腔ケアによりまして、誤嚥性肺炎の予防や

在院日数の短縮につながる効果があると認識し

ております。専門職が行う口腔ケアなどの歯科

的アプローチが健康づくりを図る上で重要であ

ると考えております。 

 また、議員ご指摘ございました団塊の世代が

75歳以上となる平成37年を見据えて、効率的で

質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステム

の構築は、喫緊の課題でございます。そのため

には、医療・介護の連携の推進のほか、在宅医

療の充実等を図る必要がありますが、その中で、

歯科医療についても重要な役割を担うものと考

えております。 

 本県では既に、歯科医師会が主体となりまし

て、在宅歯科医療推進のための拠点整備や医

科・歯科連携に資する人材の育成などに取り組

まれておりまして、県としましても、地域医療

介護総合確保基金を活用しまして支援を行って

いるところであります。今後とも、歯科医師会
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などとも連携しまして、超高齢社会に対応しま

した歯科医療提供体制の構築に努めてまいりた

いと考えております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) 今、福祉保健部長から

も、10年後を見据えた地域包括ケアの話も出ま

した。私は、地域包括ケアの大いなる理念とい

うのは、ＮＮＫからＰＰＫ、わかりますか。ね

んねんころりから、ぴんぴんころりですよ。

（発言する者あり）これが大いなる理念だと思

っているんです。その中で、歯科あるいは口腔

保健の役割というのは非常に大事だろうと。 

そこで、一つ提案させていただきたいと思う

んですけれども、地域は係つけの歯科医、これ

でいいんですよ。しかし、地域の中核となる、

例えば2次医療圏、ここに高次口腔医療を担う

設備、人材も、今、大学病院しかないのです。

ぜひ、地域医療の核となる2次医療圏、例えば

五島中央病院とか島原病院、そういうところに

高次医療を担う医療提供体制をつくっていただ

けたらと思うのでありますが、いかがでござい

ますか。 

〇議長(田中愛国君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(伊東博隆君) 現在本県では、

議員がご指摘になられました大学病院を筆頭に、

届け出によりまして、長崎それから佐世保県北

及び県央医療圏にも歯科口腔外科設置の病院が

あり、高次歯科医療が提供されております。 

 県といたしましても、高次歯科医療の重要性

は認識しておりますが、歯科口腔外科の設置に

は、地域のニーズを十分把握することなども必

要であることから、今後、歯科医師会や長崎大

学、それから離島等の医療を担っております長

崎県病院企業団とも協議しながら検討してまい

りたいというふうに思っております。 

〇議長(田中愛国君) 大久保議員―9番。 

〇９番(大久保潔重君) ぜひ長崎県の病院企業

団で、まず、こういう日本ではじめての試みを

チャレンジされてはいかがかなと、こう思うわ

けであります。長崎県は、お口に関しては全国

の先進県ですよ。そういう意味では、ぜひ、そ

の後押しを県としてもやっていただきたいとい

うことをお願いしまして、質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(田中愛国君) 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。 

 この際、前田議員より、昨日の一般質問にお

いて、一部適切を欠く発言をしたので、議長に

おいて適切な措置をお願いしたい旨の申し出が

ありました。 

 この件につきましては、後刻、議長において、

会議録を精査の上、適切に措置をいたしますの

で、ご了承をお願いいたします。 

 次に、さきに上程いたしました第114号議案

ないし第152号議案につきましては、お手元の

議案付託表のとおり、それぞれの委員会に付託

いたします。 

 お諮りいたします。 

 第153号議案「長崎県教育委員会の委員の任

命について議会の同意を求めることについて」

及び第154号議案「長崎県公安委員会の委員の

任命について議会の同意を求めることについ

て」は、委員会付託を省略することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(田中愛国君) ご異議なしと認めます。 

 よって、第153号議案及び第154号議案は、委

員会付託を省略いたします。 

 次に、第2号請願「2015年度ゆきとどいた教

育を求める請願」外1件が提出されております
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ので、これを一括して上程いたします。 

 ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、文教厚生委

員会に付託いたします。 

 次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますよう、お願いいたします。 

以上で、本日の会議を終了いたします。 

 明日より、12月17日までは、委員会開催等の

ため本会議は休会、12月18日は、定刻より本会

議を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでございます。 

─ 午後 ３時４４分 散会 ─ 

 

 


