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（ＨＰ公開様式） 

政務活動費の調査研究に係る海外調査、宿泊を伴う県外調査の概要 

 

１ 題目：自民党誠心会政務調査 

 

２ 調査報告概要 

 

 

調 査 者 

会派名等 

 

 

［会派名、調査者全員の氏名］ 

会派名 自民党誠心会 

調査者 皆川巖、渡辺英機、浅川力三、鈴木幹夫、石井脩德、河西敏郎、 

白壁賢一、大柴邦彦、山田一功、桜本広樹、永井学、杉山肇、 

遠藤浩、猪股尚彦、渡辺淳也、乙黒泰樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調査目的 

  本県における行政課題である、防災対策、総合球技場整備、農業振興、

高齢化社会対策について、それぞれ先進的な取り組みをしている地方自治

体、団体や企業等の行っている各事業等について視察、調査、意見交換を

行い、本県の施策に活かしていく。 

 

 

２ 調査テーマ 

  防災対策、総合球技場整備、農業振興、高齢化社会対策 

 

 

３ 調査期間 

  平成２９年１１月２８日～平成２９年１１月３０日 （２泊３日） 

 

 

４ 調査地［海外→国名・都市名］・［国内→都道府県名・市町村名］ 

  福岡県北九州市、福岡県福岡市 

 

 

５ その他 
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３ 調査テーマ毎の調査項目と選定理由 

［調査テーマ］ 

防災対策 

［調査項目］ 

災害時の救援物資の輸送について 

 

［選定理由］ 

南海トラフ地震や富士山火山噴火等の各種災害が予測されるなかで、

東日本大震災や熊本地震等の経験を活かした災害時の救援物資の輸送

における体制強化が喫緊の課題であるため選定した。 

 

［調査テーマ］ 

総合球技場整備 

［調査項目］ 

 総合球技場の整備について 

 

［選定理由］ 

 平成２９年９月に山梨県総合球技場基本構想が取りまとめられ、本県

における総合球技場の整備についての議論が進んでいることから、他県

の総合球技場の整備について調査する必要があるため選定した。 

 

［調査テーマ］ 

農業振興 

［調査項目］ 

農産物の輸出促進について 

 

［選定理由］ 

本県は、日本有数の果樹王国であるが、農産物の産地間の競争は国内

外問わず激しさを増している。そこで、県産農産物の国内への販路拡大

のみならず海外への輸出促進を図る必要があるため選定した。 

 

［調査テーマ］ 

高齢化社会対策 

［調査項目］ 

７０歳現役社会について 

 

［選定理由］ 

少子高齢化の進行により生産年齢人口が減少するなかで、社会経済の

持続的発展を図るとともに、働きたい、社会貢献をしたいという高齢者

の気持ちに応える環境を整備する必要があるため選定した。 
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４ 調査項目に係る調査都市・施設・担当者等の選定 

調査項目 都市（市町村）名・施設名・担当者名及び選定理由 

防災対策 

災害時の救援物資の輸送

について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 福岡県北九州市 北九州緊急物資輸送センター 

 公益社団法人福岡県トラック協会  

総務局長兼総務部長 ・・・・ 

 

［選定理由］ 

 公益社団法人福岡県トラック協会では、運輸事業振興助成交

付金事業の中で、緊急物資輸送体制整備事業を主要事業として

行っており、協会が保有していた輸送サービスセンターを救援

物資輸送業務がスムーズに遂行できる「緊急物資輸送センタ

ー」に整備中であることから選定した。 

 

総合球技場整備 

総合球技場の整備につい

て 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 福岡県北九州市 ミクニワールドスタジアム北九州 

 株式会社日本施設協会 ・・ 

 

［選定理由］ 

 北九州市では、Ｊ３リーグに所属するギラヴァンツ北九州の

ホームスタジアムとして、北九州市スタジアム整備等ＰＦＩ事

業により、後に命名権によって「ミクニワールドスタジアム北

九州」という愛称となる球技専用スタジアムを２０１７年に整

備したことから選定した。 

 

農業振興 

農産物の輸出促進につい

て 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 福岡県福岡市 九州農産物通商株式会社 

 代表取締役 ・・・・・ 

 

［選定理由］ 

 九州農産物通商株式会社は、福岡県やＪＡグループ等の支援

のもと、２００８年に福岡農産物通商株式会社として設立され

た貿易会社であり、２０１６年に現在の社名に変更し、九州一

体となった輸出の取り組みを事業の柱としていることから選

定した。 
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高齢化社会対策 

７０歳現役社会について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 福岡県福岡市 福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課 

 参事補佐 三井朋美 

 

［選定理由］ 

 福岡県では、社会経済の持続的発展を図るとともに、働きた

い、社会貢献をしたいという高齢者の気持ちに応えるために、

経験豊かな高齢者が社会の重要な構成員として、いきいきと働

き活躍できる社会である「７０歳現役社会」の実現を目指して

取り組んでいるため選定した。 

高齢化社会対策 

７０歳現役社会について 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 

 福岡県福岡市 ７０歳現役応援センター福岡オフィス 

 センター長 ・・・・・ 

 

［選定理由］ 

 ７０歳現役応援センターでは、福岡県が進める「７０歳現役

社会」の実現を目指して、専門相談員が新たな就業やＮＰＯ・

ボランティア活動などの社会参加を希望する高齢者と個別相

談を行うことによって、経験や技能を活かすことのできる様々

な進路を提案し、高齢者の就職や社会参加を支援していること

から選定した。 
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５ 調査内容 

○調査テーマ：（防災対策） 

調査項目 災害時の救援物資の輸送について 

調査都市等 福岡県北九州市 

北九州緊急物資輸送センター 

調査日 １１月２８日 

調査結果概要  公益社団法人福岡県トラック協会は、福岡県より災害対策基本法に基

づく指定地方公共機関、国民保護法施行に伴う指定地方公共機関に指定

され、平成９年４月に「緊急・救援輸送業務実施要綱」を策定した。も

っとも、策定当時に福岡県トラック協会が保有していた福岡、北九州、

筑豊、筑後の４地区輸送サービスセンターは、会議や研修を行うことを

中心とした施設であり、緊急救援物資輸送のためにトラックを集結させ

るスペースがなく、物資保管や荷捌きもできない状態であったため、平

成２０年１１月及び平成２７年５月に改訂を行い、救援物資輸送業務を

スムーズに遂行できる「緊急物資輸送センター」を整備していくことに

なった。 

現在では、北九州、筑豊、筑後の３つが整備済みであり、福岡地区に

ついては未整備であるが、福岡県全域で見れば、被災地区を他の非被災

地区の運送業者がカバーしていくよう相互補完的な機能が必要であり、

福岡県全体の４地区が連携し、タイムリーで機動的な救援物資輸送体制

を整備していく必要があるとの観点から、残る福岡地区も同様の施設整

備を目指している。 

 また、緊急物資輸送センターは、地元との共生を念頭において計画さ

れており、災害時における地域住民の緊急避難所としての機能も有して

いる。北九州緊急物資輸送センターもボランティアスペース、約１００

人収容可能な避難所、物資保管倉庫、シャワー室、緊急へリポートにも

なる４ｔトラック４０台以上の駐車スペース等が整備されている。 

 

○調査テーマ：（総合球技場整備） 

調査項目 総合球技場の整備について 

調査都市等 福岡県北九州市 

ミクニワールドスタジアム北九州 

調査日 １１月２９日 

調査結果概要  ミクニワールドスタジアム北九州は、Ｊ３リーグに所属するギラヴァ

ンツ北九州のホームスタジアムであるが、小倉駅から徒歩７分であり市

街地に立地するという抜群の利便性や海に近く関門海峡を臨む絶好の

ロケーションを活かし、プロのラグビーの試合や中高生のサッカー・ラ

グビーの大会、子供たちへの芝生開放等の各種イベントなどの幅広い用
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途で使用されている。 

 スタジアムの概要としては、鉄筋コンクリート造一部鐵骨造であり収

容人数は１５，３００人であるが、将来的には２０，０００人以上とな

るように検討中である。また、スタンド最前列は選手と同じ目線で観戦

できる「ゼロタッチ」を国内初で実現しており、スタンドの傾斜角度も

国内有数となる最大３７度と後方からもフィールドとの距離が近く全

体を見渡すことのできる工夫がなされている。さらに、メインスタンド

及びサイドスタンドは全席屋根付き、上層スタンドではＶＩＰラウンジ

やビジネスラウンジ、車いす席が用意されており、４６１インチの大型

映像装置が整備されているなど快適な観戦空間が整っている。 

 建設の概要としては、平成２７年４月に着工し、平成２９年１月に竣

工しており、設計・建設費の総額は約１００億円であるが、そのうち３

０億円程度をｔｏｔｏの助成金を活用している。なお、北九州市スタジ

アム整備等ＰＦＩ事業によりＰＦＩ事業者が資金調達及び施設建設を

行い、その所有権を北九州市に移転した上でＰＦＩ事業者が維持管理・

運営を行うＢＴＯ方式を採用している。また、年間３２４０万円の命名

権により「ミクニワールドスタジアム北九州」という愛称となっている。 

 

○調査テーマ：（農業振興） 

調査項目 農産物の輸出促進について 

調査都市等 福岡県福岡市 

九州農産物通商株式会社 

調査日 １１月２９日 

調査結果概要  九州農産物通商株式会社は、農林水産物の販売ルートが多様化するな

か、輸出拡大の一翼を担うため、福岡県やＪＡグループ等の支援のもと、

２００８年に福岡農産物通商株式会社として設立された貿易会社であ

り、２０１６年に現在の社名に変更となった。産地と連携し、アジアを

中心に高品質かつ安全な農林水産物の輸出拡大を図り、海外ニーズに応

えるとともに、生産者の所得向上を目指している。従業員は８名で、プ

ロパーが４名、ＪＡからの出向が２名、福岡県庁からの出向が２名であ

り、福岡県の輸出促進課より大きな支援を受けている。 

 設立当初は輸出に関する専門家がいなかったこともあり、赤字が続き

存続が危ぶまれた時もあったが、外部の専門家を社長にお招きして福岡

県産にこだわらない輸出体制を構築したことで売り上げを大きく伸ば

すことに成功している。いちごの「あまおう」については、設立当初か

ら取り扱いをはじめ、香港を始めとするアジア各地で知名度を上げるこ

とに大きく貢献したが、知名度が大きく上がった結果、価格競争が激し



- 7 - 

 

くなったことと産地から仕入れるという理念もあり、現在では「あまお

う」は取り扱っていない。 

現在は設立当初に掲げた福岡県産の農林水産物を輸出することにこ

だわり、産地からの仕入れを増やし生産者をサポートするための経営に

注力しており、買い付けも産地から７割、市場から３割を目安に行って

いる。なお、山梨県産のぶどうやももについても年間３０００万円程度、

取り扱っている。 

 

○調査テーマ：（高齢化社会対策） 

調査項目 ７０歳現役社会について 

調査都市等 福岡県福岡市 

福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課 

調査日 １１月２９日 

調査結果概要  福岡県では、大幅に伸びている平均寿命や要介護・支援認定を受けて

いない高齢者が全体の約８割いること、高齢者の３人に２人が７０歳以

降も働きたいと思っていることから高齢者の意欲やニーズに応える施

策が必要であると考えている。また、２０３５年には３人に１人が高齢

者となる一方、生産年齢人口が減少することによる少子高齢化の進行と

社会構造の変化により、高齢者が支えられる側から支える側に変わる施

策が必要であるとも考えている。そこで、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、ＮＰＯ・ボランティア活動等に参

加し、活躍し続けることができる選択肢の多い社会という「７０歳現役

社会」の実現に取り組んでいる。 

 具体的には、行政、経済団体、労働者団体、ＮＰＯ・ボランティア団

体等の１８団体で構成され、７０歳現役社会づくりの実現に向け官民一

体となって取り組む「７０歳現役社会推進協議会」を設立し、７０歳現

役社会づくりに向けた取り組みの協議及び実施、啓発活動、国への提

言・要望等を行っている。また、高齢者の活躍の場の拡大、就業・社会

参加支援、意識改革、ふくおか子育てマイスターの拡大という４つの機

能を持つ「７０歳現役応援センター」を県内４か所に整備している。 

 なお、現在は福岡県のみではなく、九州全域や沖縄・山口県といった

広範囲へ活動の場を広げ、各県を持ち回りで開催する「九州・山口７０

歳現役社会推進大会」を実施するなど、大きな運動展開となっている。 

 

○調査テーマ：（高齢化社会対策） 

調査項目 ７０歳現役社会について 

調査都市等 福岡県福岡市 調査日 １１月３０日 
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７０歳現役応援センター福岡オフィス 

調査結果概要  福岡県では、「７０歳現役社会」の実現に向けて、高齢者になっても

職場や地域で活躍したい、社会のために役に立ちたいと考える高齢者を

支援するために県内の４つの地域に「７０歳現役応援センター」を設置

している。 

 ７０歳現役応援センター福岡オフィスは祝日・年末年始を除く月曜か

ら金曜の９時半から１８時まで、県から出向しているリーダーを中心に

概ね６０歳を過ぎた１１名のスタッフにより運営されており、利用案内

の窓口だけでなく、様々なアドバイスやカウンセリングを行う相談コー

ナー、情報検索コーナー、就業を希望される方に対応する職業相談・紹

介コーナー、企業や従業員に向けた各種セミナーを開催するなど、７０

歳現役社会の実現に向けた様々な高齢者支援を行っている。また、高齢

者能力活用センターやシルバー人材センター等の機能も有しており、総

合的なセンターとなっている。さらに、高齢者の方に地域の子育て現場

で活躍していただくことを応援するため「ふくおか子育てマイスター」

認定のための研修会や手続きについての案内等も行っている。 

 センターを利用した高齢者の就職の年間目標は１，６００人である

が、昨年の実績としては１，４９２名であったことから、利用者に対す

る認知度の更なる向上や高齢者のニーズに的確に応える等の様々な課

題を克服し、本年度は目標が達成できるように取り組んでいる。 
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○各参加者の所感及び調査結果の活用方針 

調査テーマ：（防災対策） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 現在、山梨県では総合地域防災力の向上を図るため「防災基本条例

の策定」に取り組んでいるが、特に防災時の応急対策のために生活物

資等の救援物資の輸送がスムーズに運行実施できるように予めトラッ

ク協会を通じて各運送会社が協議して業務内容を正確に理解できるよ

うな体制を整える必要があると考える。 

渡辺英機 北九州緊急物資輸送センターでは、様々な災害を教訓として救援物

資の輸送、保管の重要性を認識し不意の発生に備えてトラック事業の

社会的使命の遂行のための対策に具体的に取り組んでいる。そのため

に当センターは９億円の建設費を基金（交付金を積み立て）を元に建

設し、福岡県に４か所を計画。平成２８年までに３か所の緊急物資輸

送センターが完成し命を守る使命に尽くしている。 

浅川力三 福岡県全域をみて、被災地区と他の非被災地区の運送業者がカバー

する相互補完機能を目指し４地区に分け輸送体制を整備したとのこ

と。有効な考えだと思う。防災基本条例制定に向け、共助の考え方に

有効だと思う。 

鈴木幹夫 当協会は国民保護法、災害対策基本法など国や地方自治体との連携

に基づいて、緊急物資、輸送体制整備事業を実施。また、避難所とし

ても整備されている。本県としても平成２６年の大雪もあり、今後富

士山噴火や大地震にも想定した新たな災害対策を進めるうえでも、こ

れらセンターは必要であると感じた。 

石井脩德 本県と合わせる中で私共が一朝有事の際は、山梨県としてどう対応

するか合わせて考える。甲府地域を中心とするものの、中北・峡東・

峡南・富士東部との拠点連携等の積極的な取り組み、県民が一朝有事

の際でも安全安心が確保できるよう努めたい。 

河西敏郎 公益社団法人福岡県トラック協会の運営により、大規模災害の際に

は福岡県内のトラック輸送事業者が緊急・救護輸送に動くこととなり、

救援物資の受け入れから被災地への輸送、物資の保管など緊急時の対

応としては本当に素晴らしいシステムと感心した。山梨県と比べて予

算規模が大きく、単純にこうした施設の建設・運営をすることはでき

ないが、民間団体との連携を通してそれぞれの業界の強みを活かした

協力体制を構築すべきと考える。 

白壁賢一 富士山火山噴火や南海トラフ地震、首都直下型地震等の大規模災害

の発生が想定されているなか、本県にとっても防災対策は喫緊の課題
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である。今回の福岡県の災害時の物資の緊急輸送体制は、その設備や

トラック協会との協力体制等でとても参考になった。本県における行

政と民間との更なる協力体制の構築に取り組んでいきたい。 

大柴邦彦 災害時の応急対策に必要な資機材や生活物資等の輸送業務が円滑に

実施できるように、運送会社と業務内容について協議し、協力態勢を

構築することが必要と感じた。 

山田一功 北九州緊急物資輸送センターは、駐車スペースも大きく確保してい

る。４ｔ車が４０台以上。緊急時は大型より小回りがきき、その対応

と緊急ヘリが離着陸できるよう車止めや外灯を設置していないなど配

慮が行き届いていると感じた。今後の県内の同様の施設の参考になる。 

桜本広樹 本県での大雪の際には物流が滞り、スーパーやコンビニにようやく

たどり着けても物資はなく、生活の維持に不安感が募ったところであ

った。災害は、いつ、どこで、どのように発生するのかを予測するこ

とは困難であるが、本県が関係する富士山噴火や南海トラフ地震をモ

デル的に想定しながら、救援物資の輸送をはじめとする災害対策を進

める必要があると感じた。 

永井 学 緊急救援物資輸送の拠点として活用。各市町村や自衛隊などとの訓

練を行う（ドクターヘリなども含む）。山梨県と県トラック協会も平成

１１年「山梨県と災害時の物資輸送に関する協定書」を締結している

が、１８年が経過している。新たな見直しを行い、県・市町村と連携

した災害避難訓練を行うべきだと感じた。福岡県トラック協会も平成

９年に「緊急・救援輸送業務実施要綱」を作成、平成２０年、平成２

７年に改訂を行っている。また、現在の輸送体制が緊急時にしっかり

機能するか検証する必要性も感じた。 

杉山 肇 過去、大きな災害においては、全国からの救援物資・支援物資が被

災地へ無秩序に集まり、被災地での混乱がしばしば報道されていた。

福岡県では、県内を４地域に分け「緊急物資輸送センター」の整備に

向けて進めていることは、中山間地が多い山梨県内の状況からみても

大変参考になった。富士山噴火や豪雨災害など広範囲にわたる災害が

想定される山梨県内においては、被災地区を他の非被災地区が補って

いく体制の整備は大変重要である。課題としては、「何処へ、何を」と

いうタイムリーな情報を関係各所がいかに共有し、実行できるかであ

る。 

遠藤 浩 福岡県内を４地区に分け体制整備を行っている。４地域は、それぞ

れ補完機能と連携機能を有し効果的なシステム。緊急ヘリポートにも

なる駐車スペースは４ｔトラック４０台以上のスペースを確保し緊急
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時の拠点として有効。 

猪股尚彦 災害時に救援物資がセンターに集められ、福岡県全体４地区が連携

して被災地区を他の非被災地区の運送業者が相互にカバーしあうこと

が最大の目的だと聞いた。救援物資が集められても被災地に届かない

ことが、現実に多いことを考えると緊急輸送の検討も必要だと思われ

る。近年災害の多発に山梨県においては山間部の対応も重要だと思う。 

渡辺淳也 平成２６年に発生した大雪による雪害の際に、食料や燃料等の輸送

に大変な混乱が生じたことを思い出した。その時の教訓や今回の調査

で得た北九州緊急物資輸送センターの設備状況等を参考に、本県にお

ける災害時の物資の輸送体制の更なる充実に向けて提言していきた

い。 

乙黒泰樹 県や市を中心とした公的な支援を充実させると同時に、こうした民

間団体との連携は重要であり、特にそれぞれの業界の強みを活かした

協力体制の充実が急務である。山梨県内でも同様のトラック協会はあ

るが、こうした各種団体との連携・協力体制の充実に取り組むべきで

あると感じた。 

 

調査テーマ：（総合球技場整備） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 現在、山梨県では、サッカー競技を中心とした総合球技場建設の基

本計画策定を進めている。「ミクニワールドスタジアム北九州」は市民

みんなが集い、賑わいを生む海に近い・街中のスタジアムとして市民

に夢と感動を提供する本格的スタジアムとして整備された。ＪＲ小倉

駅から徒歩７分とアクセスも良く、１５，３００人を収容でき、見る

スポーツを堪能できる整備された羨ましくなる立派な施設であった。 

渡辺英機 建設費１００億、そのうちｔｏｔｏからの交付金３０億、ＰＦＩを

導入したことは大いに勉強になった。将来的にＪ１に昇格しても対応

可能な１５，０００席も本県と共通しているところ。施設も素晴らし

く様々な配慮がしてあり、交通の利便性も非常に優れている。施設の

運営面からは年間１００日の営業が望ましいが、芝生が傷むので７０

日が適当ということで苦しい運営の状況だった。 

浅川力三 約１００億円の建設費にスポーツ振興くじ助成金約３０億円を受け

ＰＦＩ方式により建設された。強力な資本力を感じる。新幹線の駅や

港に近く駐車場は関係者用のみ６０台分とのこと。施設整備は申し分

ないが管理・運営面が課題になるだろう。関係者との合意形成の重要

性を感じる。 
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鈴木幹夫 「海ちか・街なか・スタジアム」をキャッチフレーズにしており、

私たちも快適な観戦環境スタジアムを見て、Ｊ３チームにはもったい

ないほどのスタジアムであり、本県にあったらとも思ったが、現実的

には難しいとも考えた。しかし、多目的な活用が出来るとしたなら、

本県総合球技場整備についても取り入れるものが多いとも感じた。 

石井脩德 施設、設備は万全であり素晴らしく、羨ましい。駐車場の６０台収

容のみは、課題があるのではと思う。山梨県において、総合球技場建

設にも参考にしていきたい。 

河西敏郎 スタンドの席から見ても試合内容をしっかり把握できるような角度

等に工夫がなされており、建設後にホームチームがＪ３へと降格して

しまったことが本当に残念に感じた。ヴァンフォーレ甲府も本年Ｊ２

に降格し、山梨県で総合球技場を建設する際には、その建設コストと

運営までしっかり判断し、県民にとって満足できるスタジアムになる

よう議論すべきと再確認することができた。 

白壁賢一  ミクニワールドスタジアム北九州は、整備されたばかりの施設であ

り、スタジアムまでのアクセスや観客席等に様々な工夫があり、快適

な観戦環境が想起される素晴らしい施設であった。また、練習設備や

選手控室、シャワールーム等も充実しており、選手にとっても快適な

施設であった。今後は本県の状況等を考慮し、更に調査研究を続けて

いく。 

大柴邦彦 ミクニワールドスタジアム北九州は、「市民の夢と感動を与え、見る

スポーツの機会を提供する施設」として整備された素晴らしい施設で

あった。アクセスの良さも感じた。ＶＩＰラウンジの充実、また選手

控室、ウォームアップエリア、更衣室等が充実している。 

山田一功 １万５千人収容の施設で、総工費約１００億円のうちｔｏｔｏから

は約３０億円の支援を受けている。交通の利便性は良くＪＲ、港から

も近く、これまで視察した大阪の吹田スタジアムやキンチョースタジ

アムにもない設備もあり、山梨県が総合球技場を建設する際には、参

考にする必要があると感じた。 

桜本広樹 整備手法は、ＰＦＩ事業者が資金調達、施設建設、その所有権を市

に移転した上でＰＦＩ事業者が維持管理・運営を行うＢＴＯ方式。建

設地選定条件は、「交通アクセスの優位性」「周辺の商業・業務・駐車

など様々な都心機能との連携」を重視。スタジアム専用の駐車場は用

意されていないため、周辺の公共駐車場を利用することになる（ＪＲ

小倉駅から徒歩７分）。本県の総合球技場整備に関して、有意義な調査

であった。 
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永井 学 ランニングコストは、年間約１億円。不足分は北九州市が負担して

いるとのこと。本県に建設をする場合も、このランニングコストをし

っかり精査する必要性を改めて感じた。試合以外は会議室を貸すなど

して収益をあげている。 

杉山 肇 新しい施設であり、観客、選手、運営面などきめ細かく配慮されて

いた。サッカーに限らず、プロスポーツは地元市民にとっては夢の投

影であり、活力の源泉でもある。公共施設として建設にあたっては、

費用対効果は勿論大切な要素であるが、効果の概念をどのように捉え

るかが大切だと思う。 

遠藤 浩 政令指定市の北九州市でもスタジアム建設が市長選の争点になるほ

どと聞く。専用スタジアムなので試合の臨場感は想像できる。新幹線、

飛行機、船など公共交通機関が豊富で地理的優位。あらためて周辺の

商業施設整備の必要性はない。目下、Ｊ３のため収支については不良

の様だが将来的な期待がある。 

猪股尚彦 今回のスタジアム視察で５か所になるが、一辺が海に面したスタジ

アムは初めてで素晴らしい施設だと思う。Ｊ３のサッカーチームのホ

ームスタジアムとして利用されている。利用度と採算は問題があるの

ではないかと感じた。山梨県の総合球技場の建設は、小瀬周辺の施設

の充実と共に考えていくべきだと思う。 

渡辺淳也  スタジアム建設費は、約１００億円であり、そのうち約３０億円は

ｔｏｔｏの助成金を活用したとの説明であったが、やはり建設する地

方自治体の財政的負担は相当大きいと感じた。また、年間のコストも

不足分については、北九州市が負担しているとのことであった。今回

の調査を参考に本県に合った総合球技場について引き続き検討してい

く。 

乙黒泰樹 隣接する海を意識したシーサイドスペースやオープンデッキもあ

り、船のマストをイメージした屋根のデザインなど、北九州市に相応

しい立派なスタジアムとなっている。山梨県で総合球技場を建設する

場合も、観戦する方々のことを最優先して快適な空間を意識した設計

とすること、また山梨県の特色を組み入れたスタジアムとするべきだ

と再度確信することができた。 

 

調査テーマ：（農業振興） 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 「九州農産物通商株式会社」は、日本の「おいしさ」を世界へ、を

コンセプトに産地と連携しアジアを中心に農林水産物の輸出拡大を図
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り併せて生産者の所得向上を目指す企業。いちごの「あまおう」を香

港に向けて輸出して日本の農産物輸出の先駆け企業として発展してき

た会社である。農産物ブランド化と輸出支援を目指す山梨県民として

創業者の・・・代表のＪＡグループと連携し海外ニーズに応える魅力

ある地域特産品の開拓を推進する情熱に感動した。 

渡辺英機 当会社は、県行政、ＪＡＧの支援で日本産農産物の輸出を行う先駆

け企業として設立。代表取締役の・・・氏はこれまでの取り組み、今

後の展望を熱い口調で語り長時間の説明に聞き入っていた。アジアの

玄関口香港との取引が重要であるとの持論を展開、輸出は魅力だがリ

スクも多いという。 

浅川力三 台湾に米を輸出する事業に加わっていて多様な苦労は想像できる。

商品の流通過程でのバッティングはあるとの事。特に、人気商品はそ

の傾向が強い。民間事業者のビジネスチャンスは確保し、地場農産物

に限定してしまうと商社の意味がなくなる。値段で競争すれば生産者

の利益確保が損なわれる。舵取りも厳しい。生産者の利益を追求し海

外商戦に立ち向かうには、輸出専用品種の開発が好ましいようだ。 

鈴木幹夫 現状の中では、赤字での営業との事でもあり、本県を含め他県産品

の輸出事業を進めているが「道中場」との事だった。私も全農の職員

として販売担当をしていた頃を思い出し、会社として輸出事業だけで

はなかなか黒字経営は難しいと思った。全国チャンネルを考えるなら

ば、海外と国内販売を併用した商品の買い付け業務を取り入れないと

経営は良くならないように感じた。考え方はすばらしいと感じ、山梨

も県（行政）とＪＡグループのタイアップで販売戦略を考えても良い

時期とも考えた。 

石井脩德 輸出に向け、取引をしているお客様に九州自立の会も立ち上げる。

輸出は東南アジアの窓口、香港から。職員は８名。プロパー４名、全

農関係２名、県庁より研修員として出向２名。５年間赤字であったが

今年で解消。今後さらに実績を上げていく。 

河西敏郎 設立当初は貿易の専門家がいなかったことで苦労していた時期もあ

ったが、スタッフが経験を積むことで福岡県産の農産物を海外で認知

度をアップすることに成功している。今後は日本全国で協力して輸出

販路の拡大をすることが理想であり、産地が連携した政府の後押しも

あるような体制強化が必要だと考える。 

白壁賢一  農林水産物の輸出促進を考える上で、産地間競争に勝ち抜くために

は販売価格の圧縮は避けられないが、下げすぎると農家の経営を圧迫

してしまうという難しさを痛感した。今回の調査を参考に、輸出競争
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に勝ち抜ける高品質で高利益な農林水産物の開発に向けた県の支援に

ついて検討していく。 

大柴邦彦 九州一体となって農林水産物などのアジアを中心に輸出している取

り組みを伺い、商品の品質管理、安全管理等の輸出商品の難しさ、販

売の難しさを教えていただいた。 

山田一功 県やＪＡグループの支援の下、九州一体となった輸出の取り組みを

事業の柱として、今後輸出拡大が望まれる日本産農林水産物の販売の

一翼を担う。水田農業を主として、それにプラス果樹、野菜等になる。

福岡県庁には輸出促進課が設置されていてバックアップ体制が整って

いると感じた。 

桜本広樹 業務内容は、農産物、水産物等の輸出業務に関する事前準備、商品

発送、配送、販売促進活動などを一連的に行うとともに、現地におけ

るフェア等の開催、自治体や業者の販売拡大プロモーションなど多岐

にわたっており、当該企業の存在価値は相当なものと考えており、ト

ップセールスをはじめ農産物等の海外販売戦略を進める本県にとって

も同様な組織は必要と考える。 

永井 学 ５年間は赤字。福岡県のものしか売れなかった。専門家がいなかっ

た。その後、専門家を入れ、県外の物も売れるようにし、ジャンルを

増した。近年は経営が順調に推移。輸出を拡大する一方、農家にしっ

かり利益が得られるようにするのも目的。本県もこの分野を考える上

で、他力本願なのか主体的に行っていくのかをしっかり考えつつやっ

ていく必要がある。 

杉山 肇 国の政策としても農産の輸出促進を進めているが、決して安易なも

のではなく、輸出先でのトラブル（害虫など）による損害賠償や地域

農業の振興の観点からコストを下げることは難しい（輸出競争に勝つ

ために安易にコストを下げると地域農業の崩壊に繋がってしまう）な

ど課題も多い。県が関わる政策とすれば、原則、県産品が中心となり

輸出促進には限界が出てくる（シャインマスカットなどは他県との競

合をしている）。したがって、山梨単独ではなく、品目ごと、あるいは

地域ブロックごとに輸出促進政策をとることが必要である。九州では

オール九州での支援が進んでいる。 

遠藤 浩 福岡県にも戦略的に行う部署があったがＪＡがひとり立ち。元々の

国際交流と農産物の生産体制が功を奏している。利益が要求されるの

で理念との相違が生じる事がある。市場調査や条件把握といった基盤

事務だけでなく、商談や発送、代金回収といったビジネス。クレーム

処理など行政事務とは違い守備範囲は広い。国際商戦は、コンプライ
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アンスやローカルルール等でリスクも多いが多様な情報の集約システ

ムが必要だ。 

猪股尚彦 設立から５年間赤字が続く。原因は福岡産だけの農産物を輸出して

いた。経営の立て直しをするには、県外産等の農産物を多種扱うよう

にすべき。また、買い付けも産地から７割（ＪＡ）、市場から３割にし

た。輸出については、アジアに近い空港や港が整備されている香港に

特に力を入れた。安売りをすることは生産者から安値で提供させるこ

とではない。良い話ばかりより厳しい話（条件）を聞いて、お互い産

地の協力が一番大切で単独の事業展開は難しい。生産者の所得控除を

推進していくことが目標。 

渡辺淳也  九州農産物通商株式会社は、農林水産物の九州一体となった輸出に

取り組んでおり、設立当初は厳しい経営状況であったが、近年は業績

を伸ばしている。経営者の農林水産物の輸出に対する熱意や福岡県の

強力な支援等が大きく影響していると感じた。今後は、本県の農林水

産物の輸出に対する更なる支援策について調査研究していく。 

乙黒泰樹 問題点として、「あまおう」が広く認知された香港では価格競争が激

しくなり、産地から仕入れるという理念もあり現在では香港での「あ

まおう」出荷がゼロになっている。海外での認知度アップにより、そ

の後の競争が激化するという矛盾に苦しんでいる。今後はオール日本

としての輸出販路の拡大とそれぞれの産地が連携した体制強化が必要

だと考えており、農産物の輸出に力を入れる山梨県においても同様の

問題を抱えており、こうした先進地との今後の連携に期待が持てると

考える。 

 

調査テーマ：（高齢化社会対策）福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 平均寿命が大幅に伸び、要介護・支援認定を受けていない元気で社

会参加意欲の高い高齢者が増加している状況の中で、７０歳以降も働

きたいという高齢者のニーズと一方で生産人口の減少に応えられる施

策の必要性から福岡県が「７０歳現役社会づくり」に取り組んでいる

現況を認識することができた。 

渡辺英機 高齢者が支えられる側から支える側に変わる施策が必要との観点か

ら、この事業の推進を図る。実際にその現場の状況を視察し、多くの

方が再就職され、元気に活躍されている状況、また喜びの声等を伺い、

山梨でも取り組みたい事業だと強く感じた。 

浅川力三 健康寿命日本一の本県だが、本年３月にシニア世代に就業を推進す
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る協議会を立ち上げ、高齢者の就業機会を拡大する構想案を策定して

いる。国の目指す生涯現役構想を活用しながら高齢者の知識や経験を

発揮できるよう本県の取り組みに役立てていきたい。 

鈴木幹夫 福岡県においては全国に先駆けて事業が進められており、平成２７

年の高齢化率は本県より２．５ポイント低い中で、基本的には６５歳

以上の皆様に就業促進と能力開発を進めており、定年を迎えなかなか

仕事につけない方などに多様な就労への支援と高齢者を活用したビジ

ネスモデルの普及などの仕組み作りは、本県でも特に必要性を感じた。 

石井脩德 ６５歳を重ねても、健康で働き、社会貢献に力を入れて戴ける方々

の参加による「福岡県７０歳現役社会づくり特区」に取り組まれ、そ

の成果は大きな期待、希望である取り組みであった。企業における継

続雇用、継続就労の仕組みと企業に対しての年金制度等々多くの課題

もある。今日の重要な課題を学んだ。 

河西敏郎 当センターでは高齢者の活躍の場の拡大、就業・社会参加支援、意

識改革、ふくおか子育てマイスターの拡大といった事業を実施しなが

ら、年々高齢者の就職数を増加させるなど、多くの実績を残している。

山梨県でも多くの高齢者が健康で気軽に社会参加できるよう、具体的

な施策を反映させていくべきと考える。 

白壁賢一  少子高齢化が進行し、様々な点で高齢者の社会進出が求められてい

る中、福岡県が推進している７０歳現役社会に向けた取り組みは、健

康寿命日本一である本県においても積極的に取り入れていくべきでは

ないかと感じた。今後は、本県の特徴なども考慮しながら具体的な施

策について検討していく。 

大柴邦彦 福岡県が全国に先駆け取り組まれている年齢に関わりなく活躍し続

けることができる７０歳現役社会づくりについて取り組みは高齢者の

ニーズが高く、また高齢者を必要としている企業も多いことを学んだ。

このようなことを山梨でも活かすべきだと思う。 

山田一功 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

ンティア活動等に参加し、活躍し続ける事ができる選択肢の多い社会。

これを「７０歳現役社会」と定義づけている。７０歳でも働けるとい

う風潮を作っていく事も大切ではないか。 

桜本広樹 健康寿命が日本一においても、全国より３年早いペースで高齢化が

進んでおり、本年、内閣府が公表した平成２７年の本県高齢化率は２

８．４％であり、１５年後の平成５２年には３８．８％に進展するこ

とが想定されている。今後、高齢化率の上昇は大都市圏を含めて全国

的なものとなるため早急な対策が求められる。 
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永井 学 高齢者の方々を「支えられる側」から「支える側」にという発想。

求人や企業との連携、そして子育ての参画まで多様な形で支援。高齢

者の就業や社会参画を進め、実績も上げているこの施策はとても良い

事業だと思う。本県ではこの様な特化した施策がない。各出先の施設

を活用するなどすればセンターを新たに設置する必要もない。健康寿

命日本一の本県こそ、この様な施策に取り組むべきだと考える。 

杉山 肇 社会構造の高齢化は全国的な問題である。高齢者が生き生きと働き、

社会参加出来る事が出来れば、労働市場への参加による経済の発展の

みならず、生きがいを持つ生活によって持続可能な社会保障制度の確

立にも寄与することができ、そのことによって地域全体の活力にも繋

がる事になる。高齢者の７５％が「７０歳以降」「いつまでも」働きた

いという調査結果があり、健康寿命日本一の山梨県では、高齢者の潜

在力には大きな可能性を秘めていると思う。福岡県においては、まだ

まだ相談件数、登録者数とも決して多いとはいえず、ニーズに合った

施策、情報の提供をいかに行うかが課題である。「７０歳でも現役」と

いう社会を受け入れる意識改革が必要であり、そのために行政の果た

さなければならない役割は大きいと思う（地域、企業、高齢者など）。 

遠藤 浩 高齢社会の充実に向けた取り組み。健康寿命日本一の本県にとって

出遅れ感はある。起業・創業から再就職、ボランティアと幅広い。た

だ、どうせ働くならと就職への事例が圧倒的に多い。子育てマイスタ

ー制度は効果的だと思う。子育て支援、ワークライフバランスなどの

面から一助に成る。 

猪股尚彦 ７０歳現役応援センターを通して多様な就労支援を受けることがで

きる。７０歳まで働ける企業の拡大など高齢者の活躍の場を拡大して

いくことは重要なことだと思われる。山梨県でも福岡県の施策を参考

に早急に検討すべきだと考える。 

渡辺淳也  健康寿命日本一である本県において、６５歳を過ぎても働きたいと

考える高齢者やボランティア活動に参加したいと考える高齢者は、数

多くいると考えられるので、そのような期待に応え、地域経済の更な

る発展のためにも福岡県のような７０歳現役社会に向けた取り組みを

本県においても検討していくべきだと感じた。 

乙黒泰樹 現在は福岡県のみではなく、九州全域や沖縄・山口県といった広範

囲へ活動の場を広げ、多くの方々の理解を得ながら大きなムーブメン

トとなっている。山梨県でも多くの高齢者を抱え、健康で社会参加で

きる環境を整えることは重要である。福岡県で行われている具体的な

施策を参考に山梨県での体制整備に力を入れるべきと考える。 



- 19 - 

 

調査テーマ：（高齢化社会対策）７０歳現役応援センター福岡オフィス 

議員氏名 所感及び活用の考え方 

皆川 巖 福岡県では高齢者になっても元気で働きたいという人のために、県

内４地域にそれぞれ「７０歳現役応援センター」オフィスを設け、高

齢者向けの求人を開拓している。センターではハローワークでは取り

入れられない７０歳代高齢者の就職やパートまたはボランティアへの

斡旋をして、高齢者の経験や技術を活かす進路を提案しており、オフ

ィス内には高齢者からの感謝の手紙が数多く貼りだされていたのが印

象的であった。 

渡辺英機 センター内には企業相談コーナー、情報コーナー、子育てマイスタ

ーコーナー、セミナー室、相談コーナー、その他のコーナーもあり、

意を尽くして相談員がアドバイスやカウンセリングを行い、相談者に

親切丁寧に対応し、高齢者の現役社会づくりに対応している状況であ

った。山梨県においても、こうした新たな社会づくりに向けて取り組

む必要性を強く感じ、今後も積極的に対応して参りたい。 

浅川力三 履歴書の書き方から面接指導まで個別対応する相談窓口。一人の進

路が決定するまで数回の対応が必要だとの事。訪問者への目的別パン

フレットなどが整理されているが一角に進路決定者の「喜びの声」の

コーナーがある。対応の状況を表現する掲示物。 

鈴木幹夫 企業向けセミナー・従業員向けセミナーを平成２８年において参加

企業３８３社の出席のもと県内４地区で開催するなど高齢者の意欲と

ニーズに応える対応がされていると感じた。山梨県としても「真似」

ではなく本県に相応した体制づくりが特に必要と感じた。 

石井脩德 多くの方々から現在働いている状況や感謝のメッセージなど紹介。

働くことの喜びと健康の大切さ、希望に充ちている姿が伺えた。セン

ターの果たす役割の重要性も学んだ。本県においても７０歳現役は、

今後の大切な課題であることを考えさせられた。 

河西敏郎 担当するスタッフも６０歳を過ぎた方が中心となっており、利用者

が気軽にオフィスを訪れる環境も整っていると感じた。目標は年間１，

６００名とのことであるが、まだまだ利用者に対する認知度は不足し

ており、様々な課題も見られるが、専門スタッフが常駐し、具体的な

アドバイスを行うことにより、就労意欲のある高齢者をサポートする

本システムは山梨県でも取り組むべき内容であると確信する。 

白壁賢一  ７０歳現役応援センターでは、ハローワークではあまり対応できな

い高齢者に対する就職支援やＮＰＯやボランティア活動の紹介等を行

っており、履歴書の書き方から面接指導まで個別対応する相談窓口が
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あり、きめ細やかな対応をしていると感じた。もっとも、センターの

周知に課題があるようなので、その点も含めて今後も調査研究してい

く。 

大柴邦彦 高齢者の皆さんの活躍の場の拡大、高齢者の皆さんの就職や社会参

加を支援する施設であり、ハローワークではなかなか必要とされてい

ない年齢層への就職、パート、ボランティアへの斡旋であり、元気で

まだまだ働きたいと思う高齢者の経験や技能、知識を活かすことがで

きる進路提案を行い、活躍の機会を得ることの出来る素晴らしいセン

ターだと感じた。 

山田一功 不参加 

桜本広樹 「７０歳現役社会」づくり推進事業に基づく施設であり、おおむね

６０歳以上の県民を対象としている。平成２４年４月に福岡市内に設

置後、現在、県内に４か所設置し、再就職、派遣、起業、ＮＰＯ活動

等の地域活動などについての相談や斡旋等を行っている（年間目標１，

６００件）。 

永井 学 不参加 

杉山 肇 高齢者の相談窓口、情報提供などが主な業務であるため、山梨県に

おいては、公共交通が整備されている福岡県より、更にきめ細かくセ

ンター（常設でなくても）を設置する必要がある。福岡県でもまだま

だ高齢者に認知されておらず、いかに知ってもらうかが課題である。 

遠藤 浩 相談窓口。履歴書の書き方から面接指導まで個別対応をする。１人

が進路決定するまで数回の訪問を受けるという、意欲向上には重要だ。

個人の意欲を更に向上させる動機づけでもあり良いシステムだ。 

猪股尚彦 民間のビルにオフィスを設け、県の出向職員と６０歳を過ぎた職員

１０数名が仕事にあたっていた。フロアーは若干狭く感じたが色々な

相談に対応していた。再就職の職業紹介、シルバー人材センター出張

窓口、高齢者能力活用センター出張窓口など多様な機能をもった応援

センターだった。現在も高齢化は進んでいるが、大幅に伸びている平

均寿命を考えると高齢者の意欲やニーズに応える施策は必要になると

思う。 

渡辺淳也 不参加 

乙黒泰樹 昨年の実績としては１，４９２名の就職が成立しており、本年の目

標は年間１，６００名とのことである。専門スタッフが常駐し、具体

的なアドバイスを行うことは、就労意欲のある高齢者にとっては最適

な環境であり、福岡県で多くの実績を上げていることからも、山梨県

でも早急に取り組むべき手法だと感じた。 
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６ 調査状況（写真） 

 

○平成２９年１１月２８日 調査先（北九州緊急物資輸送センター） 

 

 

（１列目左から）猪股議員、鈴木議員、渡辺英機議員、皆川議員 

（２列目左から）河西議員、石井議員、永井議員、桜本議員、山田議員、杉山議員 

 

○平成２９年１１月２９日 調査先（ミクニワールドスタジアム北九州） 

 

 

（左奥から） 大柴議員、河西議員、鈴木議員、杉山議員、浅川議員、桜本議員、 

石井議員、渡辺淳也議員、永井議員 

（左手前から）山田議員、猪股議員、渡辺英機議員、白壁議員、皆川議員 

 

 

災害時の救援物資の輸送につい

て調査 

総合球技場の整備について調査 
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○平成２９年１１月２９日 調査先（九州農産物通商株式会社） 

 

 

（左回り）遠藤議員、猪股議員、白壁議員、乙黒議員、河西議員、皆川議員、浅川議員、 

大柴議員、山田議員、桜本議員、永井議員、杉山議員 

 

 

○平成２９年１１月２９日 調査先（福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課） 

 

 

（左回り）乙黒議員、猪股議員、遠藤議員、桜本議員、山田議員、河西議員、鈴木議員、 

渡辺英機議員、浅川議員、石井議員、白壁議員、大柴議員、永井議員、 

杉山議員 

 

 

 

農産物の輸出促進について調査 

７０歳現役社会について調査 
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○平成２９年１１月３０日 調査先（７０歳現役応援センター福岡オフィス） 

 

 

（１列目左から）杉山議員、鈴木議員、乙黒議員、皆川議員、大柴議員 

（２列目左から）桜本議員、猪股議員、河西議員、浅川議員、渡辺英機議員、石井議員 

（３列目左から）白壁議員 

７０歳現役社会について調査 


