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平 成 2 6 年 ６ 月 1 1 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

議事に先立ちまして申し上げます。

桂宮宜仁親王殿下におかれましては、去る８

日に薨去されました。ここに、謹んで哀悼の意

を表しますとともに、心から御冥福をお祈り申

し上げます。

◎ 知事発言

○福田作弥議長 ここで、知事から発言の申し

出がありますので、これを許します。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいまの議長のお言葉にもありまし

た、桂宮宜仁親王殿下の御訃報に接しまして、

一言お悔やみを申し上げます。

殿下におかれましては、これまで農林業の振

興や伝統工芸への支援など、さまざまな分野に

わたり、幅広い貢献をしてこられました。

殿下御自身がリハビリにお努めになりなが

ら、御公務を果たされるお姿に深い敬愛の念を

抱き、御回復を願っていたところであります

が、薨去されましたことは、まことに哀惜の念

にたえません。

ここに謹んで御冥福をお祈り申し上げますと

ともに、県民の皆様とともに心から哀悼の意を

表します。以上であります。〔降壇〕

○福田作弥議長 知事の発言は終わりました。

◎ 一般質問

○福田作弥議長 本日の日程は一般質問であり

ます。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。６月議会トップバッターであります

が、きょうは、私の地元からたくさんの応援の

皆さん方がおいでいただきました。常日ごろ私

に「博三ちゃん、博三ちゃん」と言って、ある

ときは優しく、そして、あるときは厳しく指導

していただく方がたくさん出席いただきまし

た。ありがとうございます。

先日、気象庁は、南米ペルー沖の赤道海域の

水温が平年より高まるエルニーニョ現象が５年

ぶりに起きそうだと発表されました。そして、

この夏は、冷夏や空梅雨、大雨、洪水などの異

常気象に注意すべきだと言っております。５年

前のエルニーニョでは、アジア全土で多雨、そ

して西日本での長期的な豪雨をもたらし、2000

年代過去最高の冷夏となり、大災害が発生した

ことが記憶されております。ことしも梅雨期に

入り、門川町や高鍋町で、大雨による避難勧告

や床上・床下浸水の被害も出たところでありま

す。ことし１年、大きな災害が起こらないこと

を祈っております。

それでは、通告に従いまして順次お伺いして

まいります。

衆議院宮崎３区管内の県議団と、それぞれの

市町の首長を交え、古川財務副大臣の主催によ

ります勉強会が先月の24日に都城市で開催され

ました。今回は、財務省主計局の岡本次長が出

席され、「我が国の財政の現状と課題」と「目

指すべき日本の未来の姿」について御講演いた

だきました。岡本次長から御説明いただいた資

料によりますと、平成26年度国の一般会計予

平成26年６月11日(水)
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算96兆円、うち税収50兆円程度、社会保障費は

毎年１兆円ずつ増加が見込まれており、例えて

言うと、月給50万円の家庭が100万円の家計支出

をしている状況であるということであります。

公債残高につきましても、平成26年度末で780兆

円に見込まれており、これは、国民１人当た

り615万円、４人家族で2,460万円になるとのこ

とであります。これほどの公債残高があっても

日本が強いのは、家計金融総資産で1,579兆円、

金融総資産から住宅ローンなど負債を差し引い

た家計金融純資産でも1,218兆円あるということ

と、資金が海外に流れているのではなくて、

しっかりと国内に残っていることが、まだ日本

の金融が安全であるという説明でありました。

一方、昭和40年に65歳以上の高齢者１人を20

歳から64歳の若年層9.1人で支えていたものが、

現在では2.3人になっており、将来的には1.2人

になるという予想がされております。１人の若

者が１人の高齢者を支えるという厳しい社会が

訪れることが見込まれているということであり

ます。さらに、内閣府が行った人口推計では、

出生率が現状と同じレベルの1.35人とした場

合、我が国の人口は、2060年には8,700万人に、

約100年後の2110年には4,300万人まで減少する

という大変ショッキングな結果が出されており

ます。

先般、ニュースで報道されておりましたが、

自治体が消滅する可能性が高いという、大きな

衝撃を受けた資料もありました。それは、「選

択する未来委員会」において、東京大学の教授

で元岩手県知事の増田委員から提出された資料

で、2040年には、1,799総自治体数の中で、今の

ような地方から東京への人口移動が収束しない

現状が続けば、最大で523の自治体が消滅する可

能性が高いというものであります。地方から大

都市への人口移動が収束した場合でも、243の自

治体が消滅するという内容であります。このよ

うな中、６月７日の朝刊に宮崎県の状況が詳し

く掲載されておりました。それによりますと、

県内26市町村の６割に上る15市町村が消滅する

可能性が高いというものであります。このよう

な衝撃的な記事の内容や、「選択する未来委員

会」の予測について、知事はどのようにお考え

であられるのか、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

国の経済財政諮問会議の専門調査会でありま

す「選択する未来委員会」で取り上げられまし

た消滅可能性のある自治体予測につきまして

は、2010年から2040年までの30年間で、20歳か

ら39歳の若年女性の数が半分以上減少する市区

町村を「消滅可能性のある」自治体として、さ

らにそのうち、総人口が１万人以上となる市区
※

町村が「消滅可能性が高い」自治体として、予

測されたものであります。本県では、消滅可能

性のある市町村の中に15市町村、消滅可能性の

高い町村の中に10町村が、それぞれ含まれてお

ります。この予測につきましては、東京一極集

中や雇用・産業の大都市偏在といった、我が国

の長年にわたる構造的な課題と少子・人口減少

問題との関係に光を当てた側面がございます。

その解決に向けて国民的議論が喚起されたこと

につきましては、高く評価しておるところであ

ります。

一方で、私としましては、人口１万人を境界

としまして、地域の消滅可能性を機械的・画一

的に論じることには、違和感も覚えるところで

あります。現に県内を見渡しますと、人口は少

※ 15ページに訂正発言あり

平成26年６月11日(水)
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ないながらも地域活性化に懸命に取り組んで成

果を出している地域がございます。現に消滅可

能性が高い都市として名前が挙がった中に、例

えば、昨日、町長選挙がありました綾町は、県

内でもきらりと光るユネスコエコパークの取り

組み、有機農業等、これも県外に広く知られて

おるところでありますし、西米良村などは、国

交大臣賞をおがわ作小屋村の地域づくりで受賞

したところでありますが、移住などもふえて、

平均年齢も下がっているというような動きもあ

るということで、このように頑張っている地域

からこそ学ぶべきことも多くあると考えておる

ところであります。

いずれにいたしましても、人口減少というも

のは、経済を縮小させ、社会活力の低下、ひい

ては社会経済の持続可能性を揺るがす大きな要

因となるものであります。地方にあっては、最

終的に地域の維持・存続にかかわる非常に深刻

な問題でありますことから、引き続き、県政の

最重要課題の一つとして、この問題に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○山下博三議員 今、知事の答弁にもありまし

たように、多くの県民も大変な違和感を感じて

おられるものと思っております。

さて、新聞記事にもありましたが、大きく人

口が減少して、市町村が消滅する可能性が高い

という原因として、20歳から39歳までの若年女

性人口の減少が挙げられております。「地域に

は仕事がないし、あっても給料が安い。中学や

高校の友人のほとんどは、東京、大阪、福岡な

どの都会へ出て行った」という、地元に残って

いる24歳の女性の声が心に残りました。まさ

に、子供を産み育てる女性の大半を占める若年

女性を県内にとどめ、それぞれの地域で安心し

て出産し、子育てができる環境をいかにつくっ

ていくかが、これから地方自治体が生き残れる

大きな鍵であると考えております。記事の最後

に総合政策課のコメントがありましたが、「流

れはとめられない。できるだけ緩やかにするし

かない」ということであります。

一方、日之影や三股町など、何とか生き残り

をかけて知恵を絞ろうとしている自治体もあり

ます。世の中の流れをできるだけ緩やかにする

ために、市町村と協力し、知恵を出し合いなが

ら、生き残りをかけて宮崎オリジナルの取り組

みを目指すのか、また、どのような考えで取り

組んでいこうとされるのか、再度知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少の局面におき

ましては、さまざまな知恵と工夫を重ねなが

ら、地域の活力を維持し、人口減少に歯どめを

かけていく取り組みというものを、長期的な視

点に立って着実に進めていくことが重要である

と考えております。県としましては、平成23年

に策定しました現総合計画におきましても、人

口減少対策を県政の最重要課題の一つとして位

置づけているところであります。その上で、自

然減に対応するための出産・子育てしやすい環

境づくりなどの少子化対策、人口流出による社

会減に対応するための雇用の場づくりや流入対

策としての移住の促進、また、人口減少の中に

あっても地域の活力を維持していくための交流

人口の拡大や地域経済循環の促進、さらには、

高齢者や女性の活躍する場の拡大などに、市町

村等とも連携して取り組んできたところであり

ます。

現在、合計特殊出生率の改善傾向が見られる

ところであります。1.67から0.05ポイント改善

して1.72になったと、全国第２位という数字も
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ございますが、本県の人口をめぐる状況は依然

として厳しい状況にありますことから、今年度

見直します総合計画におきましても、引き続き

最重要課題として捉え、市町村や民間とも連携

しながら、なお一層地域の実情に応じたきめ細

かな対策に全力を挙げてまいりたいと考えてお

ります。

１点、先ほどの答弁で、修正をさせていただ

きます。消滅可能性が高い自治体、これは総人

口が１万人未満となる市区町村でありますが、

先ほど答弁の中で、１万人以上というふうに申

してしまいました。おわびして訂正をさせてい

ただきます。

○山下博三議員 ありがとうございます。

企業も本社は東京に移し、生産の拠点は海外

に移される時代、特に2020年東京オリンピック

開催も決まり、国内の働き手はよりよい就労条

件を求めて大都市に移動する、山間地域におい

ては、若者を大都市に奪われ、高齢者が高齢者

を介護する老老介護となり、いつまで介護がで

きるのかと日々戦々恐々としているのが実態で

あります。また、先日、猟友会の総会に出席し

てまいりましたが、その中で、本県には2,000余

りの集落があるそうでありますが、65％の1,300

の集落においては、野生鳥獣被害を受け、農作

物の被害額が約11億円に上るということであり

ました。

私の地元、都城市では、市全体としてはそれ

なりの活気もあり、県の提唱されておりますフ

ードビジネスの分野で全国トップクラスの企業

も多く見られることから、消滅する可能性の高

い市町村ではないと確信はしておりますが、集

落公民館単位で考えますと、大変厳しい状況で

あります。そこでお伺いいたしますが、急速に

進む高齢化と、限界に近づく中山間を多く抱え

る本県として、集落の実態把握の現状と今後の

集落形成維持のための取り組みについて、総合

政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 集落の実態

把握につきましては、これまでも過疎地域を中

心に行ってきており、平成23年度に策定いたし

ました宮崎県中山間地域振興計画の策定作業に

おいては、中山間地域の1,873集落の全てを対象

とした実態調査を行ったところでございます。

調査の結果、冠婚葬祭や清掃活動等の集落機能

が低下あるいは維持困難となっている集落が

約14％存在しており、今後は約８割の集落で人

口減少が予想されるなど、集落機能の低下が懸

念されているところでございます。集落を維持

するためには、産業の振興や集落の活動支援と

ともに、そこで暮らされる方々の日常生活の維

持・充実を図っていく必要があり、県といたし

ましては、医療、福祉、交通、災害対策などの

多様な分野における施策に全庁を挙げて取り組

んでいるところであります。本年度は、中山間

地域振興計画を改定いたしますので、このよう

な中山間地域の集落を取り巻く状況を再度調査

するとともに、市町村や関係機関とも一体と

なって、中山間地域の振興に取り組んでまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次は、教育長にお伺いしたいと思います。県

内では、これまで昭和、平成の２度の大合併に

より、今日に至っております。３市22町64村の

合計89市町村あったものが、昭和の大合併によ

り、９市28町７村の44市町村となり、10年前の

平成の大合併により、現在の９市14町３村の26

市町村となっております。今までの合併の是非

は別といたしまして、西米良村、諸塚村、椎葉

村等、合併せずに元気に存在感を発揮しておら
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れる地域もあります。

先日、常任委員会の県北調査で、西都市東米

良の銀上小中学校を訪問いたしました。東米良

地域は、昭和38年に児湯郡西米良村より西都市

に合併しております。以前は、山景気で人も多

く住んでおられ、集落活動や山林の作業を通し

て、人と野生動物とのすみ分けがなされていた

ということでありますが、長引く木材価格低迷

で山林作業が激減する中、人が少なくなり、山

が放置されるという悪循環が起こり、今では、

獣害から人を守るために、おりの中で暮らさな

ければならない状況になっております。調査し

た銀上小学校は、校舎や校庭が金網で囲まれて

おり、何か異様な感じを受けました。説明によ

ると、昼間でもイノシシが学校を訪問し、生徒

や教師の安全を考え、昨年設置されたものとい

うことであります。

このような中、西都市銀鏡地域では、地域の

活性化を図るために、平成７年度に奥日向銀上

山村留学実行委員会を設立され、毎年10数名の

山村留学生を受け入れてきておられます。これ

までの約20年の中で、270名の児童生徒が里親の

もとから小学校、中学校に通学し、充実した山

村での留学生活を送っているということであり

ます。これらの児童生徒は、親元を離れ、奥日

向の自然豊かな山村で生活し、勉学に励むとと

もに、さまざまな自然体験を積むことにより、

たくましい体と豊かな心が育ち、我慢強さや自

立の精神も身についてくると聞いております。

本年度は全校生徒25名中17名が留学生でありま

すが、内訳は、小学生で11名中４名、中学生

は14名中、実に13名となっております。まさに

留学生がいないと学校の存続が困難となり、地

元での教育の機会が奪われることはもちろんで

すが、地域全体が成り立たないという状況に

なっております。そこで、20年間の山村留学の

果たしてきた役割や貢献してきた成果につい

て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 現在、西都市で行わ

れております山村留学は、豊かな自然や親密な

人間関係の中で、一人一人のよさを発見し、成

長させる取り組みであり、子供たちを伸ばすた

めの地域が一体となった取り組みは、地域の活

性化にもつながっているものと考えておりま

す。「娘を山村留学の地に送り届けた後、何度

か連れて帰ろうと思い、涙がとまりませんでし

たが、今、たくましく成長した我が子の姿を見

て、この学校に通わせてよかったと心から感謝

しています」、これは卒業式で保護者代表の方

が言われた謝辞だと伺っております。昔から

「かわいい子には旅をさせろ」と言われます

が、山村留学は、子供たちはもちろんのこと、

預ける保護者にとっても、あるいは預かってい

ただく側にとっても、大きな覚悟が必要であり

ますものの、得るものは大きく、家庭・地域の

教育力の大切さや、どの子にも大きく成長する

可能性が秘められていることを実感させる取り

組みだと認識しております。山村留学を20年に

もわたり続けていただいておりますことに、心

から大きな敬意を表するものであります。

○山下博三議員 ありがとうございました。

４月21日から22日にかけて、県議会観光議員

連盟で、県内山村の地域おこしで頑張っておら

れる地域に行って、農家民泊の体験をさせてい

ただきました。私は、黒木議員、図師議員との

３名で、西都市東米良の銀鏡地区で農家民泊を

されている方の家に泊まらせていただき、地元

の方々も交えて、夜遅くまで山村の課題等につ

いて話を聞くことができました。銀鏡地区で

は、古くから文武両道を教育の基本として、地
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域を挙げての子育てに熱心に取り組まれてきた

とお伺いいたしました。民泊体験をさせていた

だいた方の御子息は、宮崎医科大学を卒業さ

れ、現在、西都市内で医者として勤務しておら

れます。また、そば打ち体験をさせていただい

た方の御子息は、県庁に勤務しておられるとの

ことでありました。

今回の民泊でお世話になった方の御子息のよ

うに、子供の時期を山村で暮らし、進学等のた

めに地元を離れられ、県内各地に就職しておら

れる方もたくさんいらっしゃると思います。地

域が寂れ、消滅することを喜ぶ人は誰もいない

と思います。むしろ、小さいころ育った山里の

思い出や郷愁を胸に毎日を過ごしておられるの

ではないかと、しみじみと考えたところであり

ました。せめて、県内の中山間地域の出身者

が、年に１回でも２回でも構いません、地域に

戻って、同窓会でも地域おこしのための意見交

換会でも、地元のことを語れる機会をつくれな

いものかと考えたところであります。そこで、

総合政策部長にお伺いいたしますが、県職員の

出身者だけに限らず、県内のさまざまな方々に

呼びかけて、「地元に帰ろう 一斉Ｕターンの

日」なるものでもつくり、地域の活力を取り戻

すきっかけになるような政策を計画できない

か。お父さんが都城市高崎町出身であったとい

うことなんですが、その経歴をお持ちの橋本総

合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県では、中

山間地域と都市部の交流・連携や経済活性化を

図ること等を目的といたしまして、中山間地域

をみんなで支える県民運動を展開しており、そ

の一つといたしまして、地域活動を支援する中

山間盛り上げ隊の活動を実施しているところで

ございます。中山間盛り上げ隊を活用される地

域では、地元出身者も戻ってきて運営を行うと

ともに、登録されている中山間地域出身の方に

とりましては、出身地域で活動支援をすること

が、地元へ帰るきっかけになっているというお

話も伺っているところでございます。私自身、

東京におりますと、なかなかお墓参りにも帰っ

てくることができないというのは残念に思って

おりますけれども、御提案のありました「一斉

Ｕターンの日」につきましては、出身の方が出

身地域の活性化に貢献するという考え方をわか

りやすく示す一つの方法だというふうに受けと

めております。県といたしましては、そのよう

な視点も踏まえながら、中山間盛り上げ隊の活

動や県民運動の取り組みを充実することなどに

より、中山間地域の活性化に引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。

私は今回、中山間の抱える課題が多くある中

で、東米良地域のことを取り上げましたが、急

速に進む少子高齢化の中、私が住む都城市も、

見た目は活力があるように見えても、一歩、中

山間に入ると、東米良地域と何ら変わらない問

題を多く抱え、また、数年もたたないうちに集

落形成も思うようにいかない地域がたくさんあ

ります。そのことを思い、取り上げさせていた

だきました。

常任委員会の調査を行う中で、熊本県球磨郡

多良木町が進めておられる集落再生の取り組み

が私の頭をよぎりました。それは、多良木町の

槻木地区において、昨年度から、熊本大学の助

言をもらいながら集落再生に取り組み、平成19

年に閉校した小学校が再開校することができた

というものであります。具体的には、町が集落

支援員を設置するに当たり、町内に移住するこ

とを前提に公募を行い、県外から元介護職員を



- 18 -

平成26年６月11日(水)

採用し、集落支援員として移住したということ

であります。地域での介護需要にも応えられ、

さらに、定住人口増にも期待できるものであり

ます。そこで、本県における集落支援員の設置

状況はどうなっているのか、また、その支援員

の方々はどのような役割・活動をされているの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 集落支援員

は、平成20年度に国により制度化されたもの

で、昨年度、県内では、６市町村に42名が配置

されているところでございます。集落支援員の

方の役割というのは、市町村職員と連携しなが

ら、集落のいわば目配り役として集落を巡回

し、状況把握や住民の話し合いの支援等を行う

ものでございます。具体的な事例といたしまし

て、集落支援員が中心となって行った集落での

話し合いの結果、ほかの地域との交流に取り組

みたいという住民の意見が出てまいりまして、

それに基づき、集会施設をみずから建設し、交

流イベントの開催に加え、特産品づくりにも取

り組み始めたという集落の事例もあるところで

ございます。議員の御質問にございました熊本

県多良木町のように、集落支援員の設置により

まして、小学校が再開した事例もございますの

で、県といたしましては、全国の取り組み事例

も市町村に紹介しながら、引き続き集落支援員

の配置・活用を働きかけてまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 多良木町では、学校がなくな

ることによって村が疲弊していく姿、これを何

とかしたいという思いで再開校できたという喜

びがありました。

続けてまいります。先ほど申し上げました

が、銀上小学校の児童は11名でありますが、内

訳は、留学生が４名、教職員の子供が５名、生

粋の地元っ子は２名であります。この山村留学

里親制度は、地元の児童生徒がいなくなると廃

止されるのではということで、地域の活力がな

くなるのではないかと、大変心配をされており

ますが、今後の山村留学里親制度の方向性につ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 公立小中学校の存続

や廃止等につきましては、設置者であるそれぞ

れの市町村が判断されるものであり、銀上小学

校や銀鏡中学校におきましても、山村留学を希

望する児童生徒の状況に応じて、西都市が適切

に判断していかれることになるとは思います

が、県教育委員会といたしましても、市町村の

取り組みを可能な限り支援してまいりたいと考

えております。中山間地域の僻地等学校の教育

につきましても、市町村教育委員会の要望を踏

まえ、緊密な連携のもと、学校の存続や活性化

を含めたさまざまな課題について、県としてど

のような支援ができるかを検討してまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 再度教育長にお伺いいたしま

すが、平成24年度より、銀上小学校と銀鏡中学

校は、施設一体型小中一貫教育校としてスター

トしております。３年目を迎え、多くの問題を

抱えながらも、里親の皆様、地域の皆さん、そ

して何より教職員の皆さん方の精いっぱいの努

力で、地域を守ろうという姿に頭の下がる思い

であります。歴史のある銀鏡神社の保存、そし

て何より国指定重要無形民俗文化財の銀鏡神楽

を存続すること。若者がいなくなる中、何とか

地域を盛り上げようとされている株式会社かぐ

らの里の取り組みなど、中山間の特性を生かす

べく頑張っておられます。西都市はもちろんで

ありますが、県としても中山間のモデルとして

何か支援はできないものか、また、銀上小学校
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の跡地利用についても何か考えられないのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 銀上小学校の跡地利

用につきましては、地元西都市において委員会

が設置され、地元住民の方々の意見要望等を聞

きながら、今後の利活用について検討が行われ

ていると聞いております。県教育委員会におき

ましては、市町村の学校跡地利用等の取り組み

を支援することは、大変重要なことであると考

えており、施設の活用事例や利用可能な補助制

度の紹介、利活用に向けた事務手続に関する助

言などを今まで行ってきているところでありま

す。今後、西都市教育委員会から要請があれ

ば、どのような支援ができるか、さらに検討し

たいと考えております。

○山下博三議員 次に、米政策と今後の水田農

業についてお伺いしてまいります。

昨年末、国の大きな政策転換の中で、40年以

上に及ぶ米の生産調整、いわゆる減反を進める

米政策を廃止して、需要に応じて水田をフルに

活用することを目指して、新たな米政策の変更

をされました。先日、市町村の関係者や農家の

方々からも、長年定着してきた減反政策で、転

作作物も定着しているという話も多く聞いてお

ります。本県の約３万5,000ヘクタールにも及ぶ

水田の利用状況を、農政水産部長にお伺いいた

します。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の水田面

積は、平成25年度の「耕地及び作付面積統計」

によると、３万4,700ヘクタールとなっておりま

して、その約54％に当たる１万8,700ヘクタール

で主食用の水稲が作付されております。米以外

の作物につきましては、生産調整の取り組み状

況によりますと、ＷＣＳ用稲が4,400ヘクタール

程度で約12％、野菜等の園芸作物が3,500ヘクタ

ール程度で約10％、飼料作物が2,800ヘクタール

程度で約８％作付されております。また、米政

策の見直しの中で注目を浴びている飼料用米や

加工用米については、合わせて400ヘクタール程

度と、水田面積の１％程度となっております。

さらに、水田裏作として、飼料作物を中心

に9,200ヘクタール程度が作付されております。

○山下博三議員 続けてまいります。県は、本

年２月に、霧島酒造と経済連との３者で、焼酎

原料用の加工用米利用における協定を締結さ

れ、私も環境農林水産常任委員長として、その

場に立ち会いをさせていただきました。この取

り組みは、農業者にとりましても、地域の水田

を水田のまま活用でき、高齢化が進む中で、田

植え機やコンバインなどの手持ちの機械を最大

限に使えて、安定的に低コストに生産できる体

制を目指したもので、大変高く評価されており

ます。県では、市町村別に加工用米の目標数値

を配分したと聞きますが、現段階での進捗状況

はどうなっているのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 加工用米につ

きましては、米政策の見直しを受け、県内で確

実な需要が見込まれることから、平成28年度１

万トンの供給を目指して取り組みを進めている

ところでありまして、その初年度となる平成26

年度は、取り組みの目安として、680ヘクター

ル、3,200トンを各市町村に提示したところであ

ります。現在、地域では、各農業者から提出さ

れた営農計画書を取りまとめている段階であ

り、５月末時点で、作付面積1,200ヘクタール程

度、生産見込み数量5,500トン程度と、生産の目

安として提示した数量を大きく上回ることが見

込まれております。

○山下博三議員 目標の倍近い見込み実績が上
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がっておるようであります。本年度の目安とな

る数量や面積を大きく上回っているということ

でありますが、米の減反制度が変更されたこと

により、農業者は今後４つの米づくりが選択で

きることになります。４つの米づくりとは、主

食用米、焼酎原料用のお米、家畜の餌となる飼

料用米と稲発酵粗飼料、いわゆるＷＣＳであり

ます。これまで転作といえば、米をつくっては

いけないということで、水田では水はけのよい

農地に改良する汎用化の取り組みが進められ、

余り水を使わない品目、例えば野菜や飼料、大

豆などを作付するよう誘導されてまいりまし

た。

しかし、今後は、先ほどの部長答弁にもあり

ましたが、主食用米に加え、加工用米、飼料用

米、ＷＣＳの作付が飛躍的に伸びてくることが

予想される中で、生産の基盤となる農地の基盤

整備や、特に米づくりに不可欠な水の確保は十

分できるのか、大変気になるところでありま

す。都城市のある土地改良区は、大淀川からの

水の取水配分が決まっており、今でもちょっと

日照りが続くと、とても水は足りないというこ

とであります。米作中心の水田に戻る中で、今

後、水使用量の見通しと、必要な水を確保する

ための対策をどのように進めていかれるのか、

同じく農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回の米政策

の見直しにより、今後、主食用以外の米の作付

拡大に応じて、水の使用量は現状と比べて増加

するものと予想しております。このため、節水

を図る小まめな水管理の徹底や、漏水対策など

水の使用効率を高める基盤整備等のソフト・ハ

ード両面からの対策に取り組んでまいりたいと

考えております。また、今後、地域の実情を踏

まえた上で、安定した水の確保対策について、

国を初め関係機関と協議してまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 大事な水の問題をぜひとも真

剣に捉えて、大きな水騒動が起こらないよう

に、万全な体制をとっていただくとありがたい

と思っています。

それから、水を必要とする米による転作に対

しての水の確保以外にも、農業者は大変な不安

を抱えておられます。特に飼料用米について

は、収量が一定基準以上ないと、助成金の満額

配分がされないということであります。今まで

も農家は、天気次第で泣き笑いをしてきました

が、農家が安心して作付を進めるのには、農業

共済制度への加入がどうしても必要となりま

す。農業共済加入については、基準単収の設定

などさまざまな課題があると思いますが、いか

がお考えか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米、加

工用米として新たに導入が見込まれる多収性品

種につきましては、農業共済制度の加入要件と

なる基準収穫量等のデータがそろっていないた

め、現時点では引き受けの対象となっておりま

せん。このため県では、今年度、加工用米の栽

培実証を行う圃場を22カ所、同様に飼料用米の

圃場を８カ所設置し、収穫量や品質の調査を行

うことにしております。米政策の見直しが実現

するためには、経営のセーフティーネットとな

る農業共済制度の適用が不可欠でありますこと

から、早期の引き受け開始に向けた取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、農業大学校の新たな方

向性についてお伺いしてまいります。

近年、農業者の高齢化や担い手の減少などに

より、家族経営体の減少が続く中、今日におけ
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る状況は、企業経営体や集落営農組織など、組

織経営体の増加が顕著となっております。農業

者や就農者に求められる能力や技術力に加え、

雇用を抱える企業経営として、労務管理や一段

とハードルの高い経営力を求められる時代に

なってまいりました。このような中で、農業大

学校はこれまで、本県農業を支える中核的な農

業者や指導者を数多く輩出してきたこと、ま

た、農業粗生産額3,036億、全国第７位の地位を

築いてきたのは、誰もが認めることでありま

す。

しかしながら、ここ数年の農業大学校の入学

者数の推移を見ますと、３学科合計65名の定員

に対して、未達の状況が続いております。ま

た、24年度から10名定員の専攻科も廃止されて

おります。広大な敷地と恵まれた自然環境、そ

して何より農業者を育てる施設、教育環境が

整っているにもかかわらず、今日の状況をどう

捉えておられるのか、また、どのような指導方

針で農業者育成に取り組んでおられるのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業大学校の

入学定員が満たない状況につきましては、御指

摘のとおり、農大校が有する施設や人的資源を

十分生かし切れていない状況にあり、本県農業

の将来を託せるすぐれた担い手を育成・確保す

る上では、危機感を持って早急に対応すべき大

変重要な課題であると認識いたしております。

一方で、卒業生の多くは、自営及び法人への就

農、または農業関連産業に従事し、地域農業を

牽引するリーダーとして活躍するなど、農業大

学校は、本県農業の発展に大きく貢献しており

ます。このため、本県農業の担い手育成の中核

機関として今後とも重要な役割を担い続けるた

めに、県内の農業高校を初め、各関係機関等と

の連携をより一層強化しながら、「たくましい

実践力と高い経営力を備え、即戦力となる農業

者を育成する」という方針で取り組んでまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 多様化する新規就農者等のニ

ーズに対応するだけでなく、将来の経営者とな

るべく労務管理や加工技術、販売戦略、ＥＰ

Ａ、ＴＰＰ対策など、国際化に対応できる経営

者像を目指す方向もあると思いますが、魅力あ

る農業大学校を目指す考え方を、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 近年、農業大

学校の卒業生は、後継者等の直接就農に比べま

して、法人就農が増加する傾向にありますが、

多様化、高度化する農業情勢に対処できる経営

者育成を目指し、平成22年４月に専修学校化と

あわせて学科編成を行うなど、教育内容の充実

強化に努めてまいりました。具体的には、企業

経営や６次産業化等に対応するアグリビジネス

学科の設置と、国際化、経営力向上に向けたカ

リキュラム再編、農大校独自のＧＡＰの取り組

みや地域に根差したプロジェクト学習の質的向

上などに取り組んでいるところであります。今

後とも、農業情勢の動向等を踏まえ、常に最新

の技術や経営情報を取り入れたカリキュラム編

成とともに、生産現場での実践教育の充実強化

を図りながら、さらに魅力ある農業大学校を目

指していきたいと考えております。

○山下博三議員 ここ数年、定員割れの状況が

続いておりますことは、今日、家族経営体を目

指す農業者が少なくなっていることが大きな原

因だと思っております。つまり、入学生の状況

を見ましても、約半数は非農家の子供たちが入

学しております。最近、農大出身の生徒を雇用

した農業法人の経営者から、採用してみたけれ



- 22 -

平成26年６月11日(水)

ども、全く農業に対する意欲がない、根性がな

い、すぐやめてしまったという話も伺いまし

た。農業は自然との闘いであります。自分たち

の飼う家畜やつくる作物と会話ができるくらい

にならないと、プロの農業者ではないと教えら

れてまいりました。農業大学校でも、余りにも

機械的な論理で農業を教えていないか、それと

も合理主義的な感覚での教育がなされていない

か、農業人としての教育や根性づくりも必要で

はないでしょうか。農魂、つまり人づくりの教

育が必要じゃないかと思いますが、農政水産部

長に御所見をお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 変革する農業

情勢の中で、農業人として生き抜くためには、

理論を実際の行動に移し、「守りから攻めの農

業」へと転換・発展できるたくましい実践力を

備えることが重要と考えております。このた

め、農大校におきましては、コミュニケーショ

ン能力を備えた人間力、マネジメント能力や国

際感覚を高めた経営管理能力、高度な栽培・飼

養管理や加工等の技術実践力、農業機械等の多

様な資格取得による機械管理能力などの経営マ

ネジメントを修得した「人財」の育成を強化し

てまいりたいと考えております。また、法人経

営者や、就農している農大校卒業生などの先駆

的な農業者を招聘いたしまして、農業に対する

夢と志を語ってもらうなど、より現場目線での

実践的な教育の充実を図っているところであり

まして、今後はさらに、学生自身が組織や地域

において果たすべき役割を自覚し、農業人とし

て活躍できるよう、人づくり教育に努めてまい

りたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、県内の優秀な若者の根性のある人たちを、

学校の場にまた講師としてお招きいただくとあ

りがたいと思っています。

同じく、ＰＥＤの状況について、農政水産部

長にお伺いしてまいります。

2013年10月に、７年ぶりに国内、沖縄県で発

生が確認されて以後、今日までに38都道府県754

農場で発生、発生頭数は83万頭、哺乳豚を中心

に約22万頭が死亡しております。本県において

も17年ぶりの発生で、昨年12月、串間市で発生

して以来、78農場で発生、発生頭数４万3,386

頭、２万9,668頭が死亡しております。５月22

日、小林市で78例目が発生して以来、20日間ほ

ど発生しておりません。ほぼ沈静化したと思わ

れるのか、また、養豚農家に及ぼした被害額が

どれほどになるのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問の中に

もありましたとおり、５月22日の小林市の発生

以降、新たな発生は確認されていない状況にあ

りまして、これまでの発生頻度等から判断いた

しますと、沈静化の傾向にあると考えておりま

す。しかしながら、一部の発生農場におきまし

ては、子豚の死亡や下痢等の症状が継続してい

る農場もありますので、引き続き、早期の沈静

化に向け、防疫の徹底に努めてまいりたいと考

えております。

次に、被害額についてでありますが、現在確

認されている約２万9,000頭の死亡子豚のみを対

象とし、１頭当たりの評価額を2,400円と設定し

た場合の直接的被害額として推計いたします

と、約7,000万円程度になるものと考えておりま

す。

○山下博三議員 被害額について、ちょっと私

の数字をお出ししたいと思うんですが、豚とい

うのは、約半年の肥育期間を経て成豚として出

荷されます。そのときの売り上げの計算をして
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みました。枝肉重73キロ、単価650円で計算して

みましたら、１頭が４万7,450円になります。こ

れを２万9,000頭、実際２万8,000頭を出荷した

という計算にしましたら、何と13億2,860万円の

売り上げが宮崎県の養豚農家からなくなったと

いうことなんですよね。その餌とかを運ぶ流通

の人たち等、多くの人の手がかかっているわけ

ですから、そのかかわりがなくなったというこ

とが、実際の被害額だろうと思っております。

このこともしっかりと被害額として頭に入れて

おいていただくとありがたいと思っています。

次に、本県は、２度の口蹄疫の発生や鳥イン

フルエンザの発生を経験し、常日ごろの防疫に

は万全な体制をしいてきたと思います。しかし

ながら、完全な防疫体制であったはずの川南支

場にまで感染してしまいました。法定伝染病と

違い、届出伝染病ということで、初動防疫のあ

り方や農家の意識が希薄でなかったか、養豚農

家同士の行き来はなくても、農家の特定ができ

ない中、そこに関係する人たち、例えば資材・

薬品・飼料運搬業、死亡豚の回収業、はたまた

新聞・牛乳・郵便配達、数えれば切りがないほ

ど、人は行き来したはずであります。また、屠

畜場でも、搬入について、感染農家の豚の出荷

も日常と変わらない中での出荷体制がとられて

いたと聞いております。また、国の機関でも、

発生拡大の原因は究明されておりません。ま

た、秋口になると発生する可能性があると言わ

れている中、早く感染拡大の原因究明をする必

要があると思いますが、御見解を農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 口蹄疫の反省

を踏まえまして、発生当初から、迅速な情報提

供に努めますとともに、農場防疫の徹底はもと

よりですが、屠畜場や運搬車両等に対する消毒

体制の強化を図るなど、関係機関と連携したさ

まざまな対策を講じてまいりました。しかしな

がら、結果として発生が拡大したこと、さらに

は、県の研究機関であります畜産試験場川南支

場でも発生したことにつきましては、まことに

申しわけなく、大変重く受けとめており、今後

の対策を講じる上でも、発生拡大の原因究明は

非常に重要であると考えております。このた

め、発生農場における豚や人、物の動き等の基

本情報を収集し、検査データとあわせた疫学調

査を進めますとともに、宮崎大学の協力をいた

だきながら、発生拡大地域や畜産試験場川南支

場における発生要因の分析を進めているところ

であります。

○山下博三議員 今回の拡大の大きな要素は、

最後まで発生農家の公表がなされなかったこと

だと思います。届出伝染病で、個人情報として

取り扱いがなされたことが大きな原因だと思い

ます。私は、そのことでかえって変な疑いがか

かったり、げなげなの話題がひとり歩きしたり

して、本来の防疫も思うようにできなかったの

だと思います。個人情報保護条例は都道府県条

例だとお聞きいたしておりますが、農家公表の

あり方について、御見解を農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 発生農場に関

する情報の共有化は、周辺農場への注意喚起を

促すとともに、関係機関一体となった迅速な防

疫措置を行う上で、非常に重要であると考えて

おります。しかしながら、発生農場の公表につ

きましては、個人情報保護条例による個人の権

利利益の保護の観点から慎重に取り扱う必要が

あり、現在、本人の同意を得て、発生地区名ま

でを公表しているところであります。このよう

な中で、一部の養豚関係者から、蔓延防止のた
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めには、より詳細な情報の提供が必要との声も

ございます。発生農場の情報共有に関しまして

は、国においても問題意識を持っており、今

後、全国の状況等を踏まえた上で検討を行い、

９月までに方向性を示すこととなっておりま

す。県としましても、国の検討状況や防疫上の

有用性等を踏まえまして、発生農場の公表のあ

り方について、しっかりと検討してまいりま

す。

○山下博三議員 私は、個人情報保護条例、今

回の質問の聞き取りの中で、かなり議論いたし

ました。今回、口蹄疫と鳥インフルエンザでこ

れだけ悲しい思いをした宮崎県で、宮崎県の条

例ですよ。これを養豚農家が求める、なぜ公表

してくれないのかと、そのことの願いも届かな

かったんです。皆さん方は、この保護条例で議

論されましたか。されていないんですよ。宮崎

県の条例なんですよ。そのことを早く真剣に考

えていただいて、秋口にはまた発生する可能性

があるんです。そのことをしっかりと踏まえ

て、宮崎県の条例だったら、早く養豚農家とも

話をして、公表できるようにシステムをつくっ

てください。お願いいたします。

次に、もう１点あります。法定伝染病と届出

伝染病の国の支援のあり方がどのように違うの

か、お伺いいたします。また、農家補償につい

てもお伺いいたします。今回、県費負担が総額

どれほどになると予想されるのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 法定伝染病に

つきましては、家畜伝染病予防法に基づき、強

制的な措置が課せられますので、殺処分家畜へ

の手当金や移動制限に伴う損失支援など、法に

基づき、一定の農家補償や支援策が講じられて

おります。しかしながら、ＰＥＤ等の届出伝染

病につきましては、殺処分や移動制限等の法的

な措置を伴いませんので、農家への補償等は制

度化されていない状況にあります。

次に、ＰＥＤ対策に係る県費負担額について

でございます。直接的な費用を伴う対策としま

しては、県営の消毒ポイントの設置がございま

すが、現在も対応を継続中であり、あくまでも

概算でございますが、本年２月12日の開始から

仮に今月末まで継続した場合、費用は約6,400万

円程度になると見込んでおります。

○山下博三議員 防疫日本一を宮崎県がうたわ

れるなら、プロの畜産農家を育ててください。

お願いしておきます。

次に、道路行政に入ってまいります。

県道都城東環状線の麓地区から都城志布志道

路梅北インターチェンジ間、約１キロの道路整

備区間について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。都城志布志間高規格道路梅北インターよ

り平塚インター約５キロが平成24年３月に開通

し、梅北インターから県境までの約５キロも事

業化され、地元の人たちは大きな期待と喜びを

感じておられます。中でも梅北地域は、志布志

港と都城市をつなぐ飯野松山線が通過してお

り、連日、飼料を運ぶコンテナやバルク車が激

しく往来し、道路沿いの方々は、道路の横断も

容易にできない状況であり、一日も早い全線開

通を待ち望んでいるところであります。

県道都城東環状線につきましては、平成12年

に、都城志布志道路の梅北インターへのアクセ

ス道路として事業に着手されてまいりました。

一部完了はしたものの、梅北インターの取りつ

け位置が変更になったことと、用地取得困難箇

所があったことで事業区間が短縮され、一部用

地取得が済んでいるにもかかわらず、事業完了

になっております。一部志布志道の開通に伴
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い、大変な交通量の増加であります。この道路

は、小中高生の通学路にもなっており、危険性

からも早急な整備が必要かと思います。昨年の

５月にも、地元地権者の同意もいただき、要望

をいたしております。見通しについて、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道都城東

環状線は、都城志布志道路の梅北インターチェ

ンジにつながる重要なアクセス道路でありま

す。このうち、麓地区から梅北インターチェン

ジまでの約１キロメートル区間につきまして

は、平成12年度より、麓地区の約520メートル区

間において事業着手し、これまで約170メートル

が完成しております。残る約350メートル区間に

つきましては、用地取得が困難でありましたこ

とから、事業を中止しておりますが、全ての地

権者の御協力が得られれば、事業再開に向けて

取り組むこととしております。また、梅北イン

ターチェンジまでの約480メートルの歩道の未整

備区間につきましては、交通量や歩行者の安全

確保等も十分勘案して、今後、事業化に向けて

検討してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 最後の質問になります。どう

ぞよろしくお願いいたします。同じく県道417号

牛ノ脛山田線上椎屋地区付近における未改良区

間の道路整備についてお伺いいたします。一体

的な整備が完了していないため、本路線の改良

済みの区間の有効利用がなされず、改良の効果

が十分に発揮されていないのが現状でありま

す。未整備区間の現状につきましては、道路幅

員の狭小最小幅員４メートルで、普通車両の離

合や普通車両と農耕車両との離合にも多大な支

障を来しておられます。蛇行箇所も多いこと

や、路肩の樹木や枝葉の繁茂により見通しが悪

いことや、路肩及びのり面の決壊等の危険性も

高く、運行車両等の安全性の確保に多大な影響

を及ぼしております。今まで何回となく要望さ

れてきたと思いますが、ことし２月にも、地元

５地区の公民館長連盟で新たな要望書を出され

ましたが、約1.5キロも未整備区間であります。

早期な整備が必要かと思いますが、御見解を同

じく県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道牛ノ脛

山田線は、都城市夏尾町と山田町を結ぶ延長8.4

キロメートルの一般県道でありまして、このう

ち、上椎屋地区から東牛ノ脛地区までの約1.5キ

ロメートルが未改良となっております。当区間

におきましては、地元の要望を受け、道路にか

かる支障木を除去するなど、車両交通の安全確

保に努めてきたところであります。この区間

は、議員御指摘のとおり、幅員が狭く、線形も

悪いなど、状況は十分承知しておりますが、交

通量の推移や他の事業箇所との優先度などを総

合的に考慮しますと、現時点での早期の事業化

は厳しいものではないかと考えております。御

理解をいただきたいと思います。

○山下博三議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。

まずは、今月８日、桂宮宜仁親王殿下が薨去

されましたことに対しまして、謹んで哀悼の意

を表したいと思います。昨日より、県庁におき

ましても記帳所を設けて、記帳を受け入れてお

りますので、ぜひ我が県からの弔意を届けてい

ただきたいと思います。

以下、主に子供の貧困について質問を続けて

まいりたいと思います。

2008年はまず、子供の貧困という言葉そのも



- 26 -

平成26年６月11日(水)

のが政策論議の俎上に上った初めての年で、子

供の貧困元年とも呼ばれております。そのとき

以来、世論の関心も高まり、昨年、ようやく

「子どもの貧困対策法」が国において成立した

ところでございますが、折しもことし2014年

は、我が県において、石井十次―「児童福祉

の父」と呼ばれた偉人でございますが―没

後100年を記念しまして、地元紙もいろんな特集

記事を組まれているところでございます。

私もそうした特集を見るにつけ、改めて、我

が国においては、全ての子供に必ずしも機会の

平等が保障されていないこと、それから、子供

のときに貧困の状況に置かれていることで、そ

の後、数十年にわたって、その後の人生に大き

な影響を与え続けること、子供の人生を左右し

続けることを切に感じるところでございます。

何より、声を上げることのできない子供と、そ

して声を上げる余裕のない、また方法を知らな

い子供の家庭、そうした声なき声に、我々は真

摯に耳を傾けていく必要があると感じておりま

すが、まずは、我が県において、子供の貧困問

題につき、本年度どのように取り組んでおられ

るのか、福祉保健部長へお伺いいたします。

以下、質問者席よりお伺いいたします。（拍

手）〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

子供の貧困対策についてでございます。子供

の将来が、その生まれ育った環境によって左右

されることのない社会を実現することは、大変

重要であると考えております。このため、県で

は、従来から家庭環境や経済状況に応じて、生

活保護制度の適用や生活福祉資金の貸し付け、

ひとり親家庭医療費助成などの支援を行ってい

るところでございます。また、今年度から、生

活保護世帯以外の、生活に困っている方の相談

を受けて、自立に向けた支援を行うために、県

の福祉事務所に相談支援員を合計３名配置した

ところであります。今後とも、子供の貧困の解

消につながるよう、関係機関と連携した支援を

行いたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○清山知憲議員 知事に伺いますけれども、今

おっしゃった、ひとり親家庭医療費助成なんか

も、すっかり、以前から全国の自治体で定着し

ている事業でありますし、また、２つ目におっ

しゃった相談支援員の増員ということも、どち

らかというと「生活困窮者自立支援法」を受け

た対応であって、必ずしも子供の貧困に焦点を

当てたものではないと思います。厚労省におい

て、平成25年度補正なんかにおいても上げられ

ているんですが、ひとり親家庭への支援のさら

なる充実や、子どもたちの居場所づくり支援事

業などについて取り組まれております。我が県

の取り組みは、ちょっとおくれているのではな

いかと感じておりますけれども、知事のこの問

題に対する思いや今後の考えをお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 議員御指摘の子供の貧

困の問題であります。貧困の問題、生活困窮の

問題は、従来からさまざまな形で取り組まれて

おるわけでありますが、その中でも、子供とい

うものが、いろんな意味でしわ寄せが来てしま

う弱い立場にあるということ、さらには、貧困

の連鎖ということで、貧困が一人一人の将来へ

も影響、さらには、国力、また地域への影響も

及ぼす、そういうことの中で、今、着目され、

さまざまな検討がなされているものというふう

に受けとめておるところでございます。

今、部長が答弁申し上げましたように、国に
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おいても、さまざまな施策の柱を立ててやって

おるわけであります。教育支援、生活支援、保

護者の就労支援、それから経済的支援、それに

対して、生活保護世帯、困窮世帯、ひとり親世

帯、いろんなマトリックスをとりながら、さま

ざまな施策がとられておりますが、今後、こと

しの夏ごろに、国が「子どもの貧困対策に関す

る大綱」というものを策定することになってお

ります。これは、さまざまなそういった施策と

いうものを網羅的に再チェックし、どのような

ところに漏れがあるのか、力を入れていくべき

なのかというのが再点検されるというふうに考

えております。

今、県の取り組みについても御指摘があった

わけでありますが、国におけるそういう再点検

の動きと合わせて、県としても地域の実情に合

わせて、どのようなところにさらに力を入れる

べきなのかというものを再点検しながら、県と

しても引き続き力を入れてまいりたいと考えて

おります。

○清山知憲議員 目下、内閣府においても、子

どもの貧困対策会議で大綱の策定に向けてやっ

ているところですけれども、ことしの１月にも

各都道府県に国から通知があったように、「子

どもの貧困対策法」の趣旨を踏まえて、各県の

事情を踏まえた取り組みを大綱を待たずして取

り組んでもいいわけですよね。大綱の中身、柱

なんかも徐々に明らかになってきておりますけ

れども、ぜひ、準備を進めて、速やかに取り組

んでいただくよう期待したいと思います。

そして今、知事はマトリックスというような

表現で言われましたけれども、子供の貧困につ

いての対策というのを整理すると、川上対策と

川下対策と言われたりすることがあるんです

が、川でいえば上流に当たる、子供の貧困の原

因そのものを何とかしよう、そして、貧困が生

まれないように全ての子供に対して何らかの施

策を行っていこうということを川上対策と言い

ますし、また、既に生じてしまった貧困から生

じるさまざまな問題、そして貧困に陥ってし

まった子供たちに対する施策、そうしたものを

川下対策とも整理されます。

それぞれメリットとデメリットがあって、川

上対策というのは、全ての子供が対象になるわ

けで、現金給付だと非常に大きな財政負担を伴

いますが、一方で、現物給付、その中にも公教

育というものも含まれますけれども、相対的に

財政負担も少なく、また、ばらまきという批判

も回避されるような施策でもあります。一方、

川下対策のほうは、問題を抱えた子供に対して

ターゲットを絞るので、ターゲティング、選別

することそのものに対して行政コストがかかっ

ていくことと、そうした給付サービスを受ける

子供たちが、社会的な偏見、いわゆるスティグ

マを受けやすくなってしまうこと、それから、

往々にしてターゲティングそのものがうまくい

かない、つまり漏れが必ず生じてしまうとい

う、いろんなデメリットが挙げられておりま

す。今後、国や自治体において、そういう対策

をそれぞれうまく組み合わせていくことが大事

かなと思います。

まずは、質問で、川下対策はたくさんあるん

ですが、そのうちの一つについて、例えば、生

活保護世帯の子供というのは、ちょっとおっ

しゃいましたけれども、学習塾に通えないと

か、家庭の生活事情のために学校に通えないと

いった教育上の問題を抱えております。この点

については、厚労省も予算をつけて対策に乗り

出しております。我が県において、どのように

取り組んでおられるのか、福祉保健部長へお伺
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いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子供の学習に

関する支援につきましても、生活支援あるいは

経済支援等とともに重要であると考えておりま

して、県では従来から、子供のいる生活保護世

帯に対しては、義務教育における教育扶助や高

等学校等就学費を給付しているところでありま

す。また、ケースワーカーが定期的に自宅を訪

問し、子供の立場から、家庭での学習環境を充

実するよう、保護者への助言・指導を行ってお

ります。なお、学習支援等につきましては、埼

玉県の状況を調査いたしましたが、交通事情の

いい埼玉県でさえ参加率が低いなどの課題もあ

るようでございます。本県のように、中山間地

域が多く、公共交通機関の整備が十分でない地

域において、どのような学習支援のあり方がふ

さわしいのか、引き続き検討しているところで

ございます。

○清山知憲議員 今おっしゃったように、確か

に我が県は、県域も広くて人口密度も低く、学

習支援は同じようにするには課題があると思い

ます。今後、いろいろ知恵を絞っていただきた

いなと思いますけれども、とすると、さまざま

な問題を抱えた子供たちを拾い上げる場とし

て、全数把握できる小中学校というのが非常に

重要じゃないかなと思います。そうした場にお

いて、児童生徒の生活環境の問題とか学習を妨

げている背景について気づいて、適切な介入を

施していくことは極めて重要だと考えておりま

す。教育長にお伺いしたいんですが、そうした

役割を果たすのに、スクールカウンセラーとか

スクールソーシャルワーカーといった専門職を

配置するよう国においても求めておりますけれ

ども、我が県ではどういう状況かお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） スクールカウンセラ

ーにつきましては、児童生徒のカウンセリング

とか、保護者・教職員へ専門的な助言を行うこ

とによって、例えば、いじめとか不登校、非行

など、さまざまな生徒指導上の課題を解決する

ことを目的として配置しているところでありま

す。本年度は、36名の方に、公立学校の中で、

より必要性の高い小中学校79校を担当いただい

ております。それから、スクールソーシャルワ

ーカーにつきましては、教育と福祉、その両方

に関して専門的な知識・技術を有する方を７名

委嘱しておりまして、各学校の要請に応じて、

先ほど生活環境の話がありましたが、家庭や関

係機関に働きかけながら、課題解決を図ってい

ただいております。また、スクールソーシャル

ワーカーへ指導・助言を行うために、スーパー

バイザー１名を別途委嘱いたしております。

○清山知憲議員 平成26年度の文科省の予算に

おいても、新たにこうした専門職の配置の拡充

が補助率３分の１で盛り込まれております。ま

た、人員も限られているということですが、要

保護率の高いような問題のある学校なんかにも

重点的に配置すべきという主張も、専門家がな

されております。教育委員会として、そうした

ことも配慮して配置拡充に取り組んでいかれる

のか、お伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 現在、児童生徒を取

り巻く複雑な社会状況や保護者の多様な価値観

など、教育現場では、今まで以上に、より細や

かで丁寧な対応が求められておりまして、スク

ールカウンセラーへの相談件数、それからスク

ールソーシャルワーカーが支援する児童生徒数

も年々増加傾向でありますので、専門家の必要

性は今後も高まっていくものと認識いたしてお

ります。県教育委員会といたしましては、それ
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らの高いニーズにしっかりと応えていきたいと

考えております。そのためには、予算の確保

や、宮崎県では有資格者が不足しているという

課題もございますので、現在取り組んでいる県

以外の関係機関に協力をいただいて実施してい

る臨床心理士の派遣事業や、教育関係者ＯＢな

どにお願いいたしておりますスクールアシスタ

ントなどの活用も含めて、検討を重ねながら、

その充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 予算の問題もあるということ

ですので、ぜひ知事部局も一緒になって、この

問題、充実に取り組んでいただきたいと思って

おります。

次に、川上対策、これは普遍的制度とも呼ば

れますけれども、貧困の子供にターゲットを

絞ったものではなくて、全ての子供が享受する

ような政策ですね。先ほど申し上げたように、

公教育そのものもその一つであって、政策オプ

ションとしては、給食事業や教育カリキュラム

の充実、それから、子供、児童生徒の健康にか

かわることなど、いろいろありますけれども、

ここは、私なりに性に関する教育について取り

上げていきたいと思います。

宮崎県では、2012年度の人工妊娠中絶の実施

率が、女子1,000人に対して年間7.9件という数

字、これは全国平均よりも少し多い数字ですけ

れども、一方で、妊娠週数が12週を超えてから

の人工死産率は、出産1,000件に対して19.6件

と、日本で最も高い数字、ワースト１位をずっ

と続けております。そこで、県が数年前に行っ

た人工死産に至った方々108名へのアンケート結

果によると、その半数が10代と20代前半といっ

た若者で、そして全体の半数強が望まない妊娠

が原因で人工死産に至ったと。

さらに申し上げると、児童虐待の死亡例、こ

れは全国の調査ですが、虐待によって死亡した

子供たちの４割から５割がゼロ歳児、そのゼロ

歳児のうち、半数がゼロカ月、１カ月未満です

ね。つまり、生まれてからすぐに両親の手に

よって殺害されているケースがあるという調査

結果があります。望まない妊娠であったケース

が多くて、どこにも相談できなかったというこ

とです。

また、さらに、無事に生まれて育っていって

も、予定にない妊娠によってパートナーとのト

ラブルを抱えたままでは、ひとり親家庭となっ

てしまう可能性も非常に高く、現に我が県のひ

とり親世帯生活実態調査でも、母子世帯に陥っ

た原因として挙げられている未婚の母という背

景が、ここ近年で１割と急にふえてきておりま

す。こういうひとり親世帯は当然、貧困に陥る

可能性、割合が非常に高いことが既にわかって

おります。こうした背景を踏まえて、専門委員

会の報告書などでは、思春期からの性教育や妊

娠に関する相談機関の情報提供など、積極的な

活動が重要であると言及されております。我が

県での性教育に係る取り組みについて教えてく

ださい。

○教育長（飛田 洋君） 学校における性に関

する指導は、保健体育の授業や学級活動の時間

など教育活動全体を通して、小中高のそれぞれ

の学校段階に応じて取り組んでいるところであ

ります。そのような取り組みを補完するため、

県教育委員会では、学校の健康課題に応じて、

専門の医師を公立学校40校に派遣し、そのう

ち、性に関する指導につきましては、20校に産

婦人科医師を派遣いたしております。そのよう

な取り組みをしているところですが、これらに

加えて、特に性に関するより具体的な指導を行
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うために、全ての県立高等学校38校と五ヶ瀬中

等教育学校に、本年度から産婦人科医を派遣

し、講演会や健康相談を行うこととしておりま

す。また、福祉保健部においても、中学生や高

校生を対象に、「ピアカウンセリング事業」や

「健やか妊娠推進のための健康教育事業」を実

施し、生命尊重や自分を大切にすることを目的

としたカウンセリング等を行っております。

○清山知憲議員 今年度から全ての県立高校へ

産婦人科医を派遣して性教育の充実に努めると

いうことで、非常に期待したいと思います。た

だ、平成24年３月に、県教育委員会は、性に関

する教育「かけがえのない大切な命」というこ

とで参考資料を策定しておりまして、学校にお

ける性教育の方針としておりますけれども、参

考資料とすべきもののはずが、これが現場で子

供たちの命を守るべき性教育を行う上で、非常

に制約を与えるような内容になっているんじゃ

ないかと考えております。

何かいろいろ書いてあるんですけれども、特

に慎重になっている部分が非常に多くて、例え

ば、「中学生の段階において、コンドームの取

り扱いについて指導することは適切ではありま

せん」「どの発達段階においても、性的接触や

性交について取り扱う必要はありません」とい

うふうに、具体的にだめだというふうな言及が

されておりまして、これは既に、現在の社会情

勢とか子供の体を守る観点からもかけ離れた指

導内容となっていると思います。

平成17年に県が行った調査によると、高校２

年生にもなると、女子生徒の３割近く、そして

男子生徒の２割が既に性交渉を経験しておりま

して、もはやこういった状況では、そういう性

交渉をしないものだという前提に立っても、そ

こは触れないということじゃなくて、いかに生

徒たちが自分たちの体を守ることできるか、適

切に避妊などの具体的な知識と正確な知識に基

づいて取り組んでいくことができるかどうか、

繰り返し教えていかなければならないと思うん

です。この参考資料の内容について、一部修正

をして、触れてはいけない、教えてはいけない

といった制約的な内容のところを取り除いて、

現場がより柔軟に、かつ具体的に取り組むこと

ができるようにすべきだと考えますが、いかが

でしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 今の資料についてで

すが、「性に関する教育」を「生命の尊さ」を

基盤とした命の教育と捉えて、「かけがえのな

い大切な命」というのを作成したところであり

ます。発達段階に応じてやるというようなこ

と、例えば、小学校では、月経や射精につい

て、中学校では、性への関心と行動について、

高等学校においては、避妊の方法や人工妊娠中

絶の防止などについて、そういう指導資料を準

備したところです。実は、文部科学省からは資

料が示されていないという状況の中で、現場は

戸惑い感、困り感があるということで作成した

んですが、資料をつくるに当たっても、文部科

学省の指導を受けながら作成したものではあり

ますものの、社会情勢が変化したとか、文部科

学省もいろんな取り組みをされていると思いま

すし、今おっしゃいましたように、一方で、現

実に子供たちがどういう状況であるかとか、あ

るいは子供たちを取り巻く環境がどうあって、

子供たちがトラブルに巻き込まれないようにす

るためにはどうするか、そういうことを踏まえ

ながら、資料の改訂を検討させていただこうと

も考えております。

○清山知憲議員 改めて検討していただけると

いうことで、今後、いろんな社会情勢を踏まえ
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てということですけれども、一歩踏み込んで、

私はこういう制約は本当になくしていくべきだ

と思っているんですね。それについて、一つ改

めて考えを伺いたいと思うんですけれども、例

えば秋田県なんかでは、中学と高校で毎年60校

に産婦人科医を派遣して、踏み込んだ性教育講

座を始めていて、具体的な避妊法や性感染症に

ついて教えております。それで、これは中学校

にまで手を広げているんですけれども、秋田県

の10代の人工妊娠中絶率は、2001年の18.2とい

う数字から2011年には5.3と、約３分の１以下ま

で劇的に減らしております。

実際に我が県においても、人工死産率ワース

ト１位の結果を受けて、産婦人科医会の先生方

が、我が県の性教育事業については、いま一つ

効果が上がっていないと総括されていて、中学

生などのより早い時期に、避妊等を含めた正し

い性教育を幅広く繰り返し実施することが重要

だと結論づけております。また、本県の産婦人

科の先生方に直接話を伺うと、常に学校サイド

から、きつく、教育の内容について、これはや

めてくれ、ここまでは踏み込まないでくれとい

うふうな制約を受けたり、また、生徒直接じゃ

なくても、学校関係者と性教育のあり方につい

て我々から話をしたいという機会を持ちかけて

も、なかなか時間がないというふうに持ってい

ただけないといったような、教育委員会側の非

常にナーバスな、性教育の一部をタブー視する

余りの姿勢が常に言及されるんですね。

また、避妊や性感染症と申し上げましたけれ

ども、今、子宮頸がんといった悪性腫瘍のリス

クもあって、さらに、今なおＨＰＶワクチンの

積極的勧奨がペンディングになっていて、一体

どうすればいいのかという中で、子供たちの今

後の体、特に女子生徒なんですけれども、どう

守っていくかということで、教育委員会とし

て、もうちょっと踏み込んで考えを示していか

なければ、学校現場はかなりナーバスになって

いるので、その辺について、もう一つ御意見を

伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 過去の歴史の中で、

いろんなやり方があって、それが批判を受けた

り、理解をいただいたり、いただけなかった

り、いろんなことがあって、現場は戸惑ってい

ると思いますが、確かに、性に関する問題が複

雑化・深刻化しているという状況を考えると、

どこまで踏み込むかということを議論しなが

ら、もっと考える必要があるということは、私

も十分そう思います。例えば、子供によって知

識も経験もそれぞれ異なる、いろんなことがあ

ります。学校におきましては、全ての児童生徒

に一律に行う指導と、それから、児童生徒それ

ぞれの実態に応じて個別に行う踏み込んだ指導

の両方が必要だと思いますし、子供たちの知

識、経験もそれぞれ異なる中で、一律にする指

導をどこまで踏み込んでするかというのは、極

めて慎重な、さまざまな要素を考えた判断―

踏み込むことも必要でしょうし、ある面でとど

まることも。そういうことを考えながら、具体

的な指導をどこまで盛り込むかを視野に入れな

がら、あるいは具体的な指導を個別にする部

分、全体でする部分、そういうことも視野に入

れながら検討していきたいと考えております。

○清山知憲議員 秋田県の事例なんかも研究し

ていただきながら、また、個別に対応すると

いっても、先ほどのターゲティングの話でもな

いですけれども、やっぱりできないんですよ

ね。どの生徒にすればいいのかわからないです

し。そして、せめて、壮絶な現場に接している

保健の関係者の方々、産婦人科の先生方の話
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を、まずは学校の先生方も聞いていただきたい

と思いますし、そういう現状を切実に感じてい

ただきたいと思います。

次に伺いますが、フッ化物洗口、フッ素をま

ぜたうがい洗浄液でうがいをするという取り組

みですけれども、これもいわゆる川上対策、普

遍的対策の一つと言えようかと思います。宮崎

県歯科保健推進計画では、県は学校がフッ化物

洗口に取り組めるように支援するといたしてお

ります。県内の小学校、中学校の現状につい

て、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 健康増進課の調べで

ございますが、速報値でありますから、概況と

お考えいただくといいと思いますが、平成25年

度フッ化物洗口に取り組んでいる小学校は33.7

％、中学校は29.7％となっており、平成23年度

及び24年度の取り組み状況と比較いたします

と、小中学校ともに年々増加しているという傾

向であります。

○清山知憲議員 佐賀県では、約20の市町全て

の小学校で、フッ化物洗口の実施率が100％と

なっていて、現に12歳の子供の虫歯本数の減少

が確認されているということですけれども、そ

のほかにも、県教育委員会が強くリーダーシッ

プをとって推進している県などもございます

が、宮崎県教育委員会として、より強力に推進

していく考えはないかお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校における歯と口

の健康づくりにおいて、子供たちに虫歯の原因

や予防の仕方を学ばせることは、生涯にわたる

健康づくりの基礎を培う上で、極めて重要であ

ると考えております。フッ化物洗口による虫歯

予防については、今御紹介いただきましたよう

に、顕著な効果を示しているということは私も

知っております。有効な手段の一つであると認

識いたしております。このことについて、厚生

労働省の「フッ化物洗口ガイドライン」には、

フッ化物洗口を実施する場合は、本人あるいは

保護者に対して、具体的方法、期待される効

果、安全性について十分に説明した後、同意を

得て行うと示されております。県教育委員会と

いたしましては、このようなことに十分留意し

ながら、学校でしっかりと取り組むよう、積極

的に紹介していきたいと考えております。

○清山知憲議員 佐賀県では、きちんと説明責

任を果たして、全ての小学校できちんと同意を

得てやっていただいているようでございます。

福祉保健部長にお伺いしますけれども、県内の

市町村によって取り組みに差があるように思い

ますが、まず小学校に絞って、それぞれ実施率

の高いところ、低いところの市町村の状況につ

いて教えてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成25年度末

の小学校のフッ化物洗口の実施状況でありま

す。１市４町２村の７市町村が、全ての小学校

で実施しております。一方で、６市９町１村

の16市町村では、取り組まれていない状況にご

ざいます。

○清山知憲議員 県内でも、７市町村で100％、

そして16市町村でゼロ％と、物すごく差がつい

ている状況だと思うんですね。こうした取り組

みは、子供の家庭環境にかかわらず、全ての子

供のデンタルヘルスを向上させる取り組みだと

思いますので、ぜひ県教育委員会としても、強

力に呼びかけと支援をよろしくお願いしたいと

思います。

次に、児童虐待について福祉保健部長へお伺

いします。貧困状況にある子供の数の全体像と

すると、全国で326万人と推計されております

が、その中で、生活保護世帯の未成年者の数



- 33 -

平成26年６月11日(水)

は29万人、そして児童養護施設に入っている子

供の数が2.9万人と、そういう構図になっており

ます。特に児童虐待を受けている子供というの

は、さまざまな問題を抱えた中でも、最も介入

と手当てを必要としている領域だと考えており

ます。県によると、近年の相談件数は、24年度

で443件と、だんだん増加傾向にあるということ

ですけれども、児童相談所も手いっぱいである

という話も聞きます。そんな中、近年の児童虐

待防止法や児童福祉法の改正を受け、さまざま

なほかの都道府県においては、新たに「子ども

の虐待対応マニュアル」を県ごとに作成する動

きがございますけれども、我が宮崎県ではどう

いった取り組みをされているのか、お伺いしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 児童虐待への

的確な対応を行うためには、児童相談所を初

め、市町村や保育所、学校、病院等、関係機関

相互の情報共有や連携が重要であります。これ

まで、平成15年に作成した県のマニュアルや国

の手引を活用しながら、虐待事案に対応してき

たところでありますが、近年の児童虐待相談件

数の増加など、児童を取り巻くさまざまな状況

の変化に対応するためには、現在のマニュアル

の見直しは必要と考えております。今後、関係

機関にとりまして、よりわかりやすく利用しや

すいマニュアルの作成に着手したいと考えてお

ります。

○清山知憲議員 10年以上前に作成された手

引、私も質問のやりとりの中で初めて知って、

これはネットにも公開されていないので、極め

て入手困難なマニュアルなんですけれども、本

当は手軽に手元にあるべきマニュアルが入手困

難ということで、もうちょっとこれを、法改正

の趣旨なんかも踏まえて、よりよいものにして

いって、取り組んでいただきたい。これはよく

見ると、非常によくできている部分があって、

特に学校や警察、医療機関において、虐待を

疑ったときに、具体的に子供や保護者に対して

どうやって対応していけばいいのか、そういう

ことまできちんと書かれているので、ぜひこれ

をよりよいものにしていただきたいなと考えて

おります。

続きまして、児童虐待に対応する児童相談所

や、学校、福祉施設の職員についても、スキル

アップや経験の積み上げが必要という声をよく

聞きます。児童虐待防止法第４条３項では、都

道府県において、そういった人材の確保や資質

の向上に取り組まなければいけないとしており

ますけれども、我が県の取り組みについてお伺

いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では、児童

相談所において、児童虐待対応に携わる児童福

祉司を毎年増員してきておりまして、平成26年

度には27名を配置し、専門性の高い人材の確保

に努めております。また、関係機関との連携を

強化するため、児童相談所に、教職員を初め、

警察官ＯＢや保健師、保育士等を配置し、専門

的な知識や経験を有する人材の活用を図ってい

るところであります。さらに、児童相談所職員

の専門性の強化を図るため、国立の研修機関で

の専門研修の受講等を計画的に進めるととも

に、児童福祉施設職員に対する児童処遇につい

ての研修、学校、保育所などの関係機関に対す

る虐待の発見や継続的な支援についての研修等

を実施いたしまして、関係者の資質の向上に努

めているところでございます。

○清山知憲議員 特に、児童福祉司や児童相談

所で前線に立っておられる方々のスキル向上や

適材適所なんかを充実して取り組んでいただき
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たいと考えております。

次に、質問変わりまして、県土整備部長へ、

まちづくりについて幾つか伺います。

本格的な人口減少社会を迎えて、先ほど山下

議員の質問にもございましたが、私は大きく２

つの対策が必要かと思います。１つは、先ほど

言っておられました域内の人口をふやすような

取り組み、出生率向上の取り組みや経済対策、

移住政策等、いろいろあるかと思います。もう

１つは、そういう人口減少社会に最適化したま

ちづくりを行っていかなければいけないという

ことで、これは非常に幅広く都市計画や交通政

策、居住政策、福祉政策、インフラ、それから

産業政策等、総合的なコンセプトだと考えま

す。宮崎の場合は、「都市計画に関する基本方

針」を10年前に策定しておりますけれども、そ

ろそろ現状を踏まえた改訂が必要じゃないかと

考えますが、いかがでしょうか。

○県土整備部長（大田原宣治君） 「都市計画

に関する基本方針」につきましては、本県の都

市づくりの方向性を示すものとして平成16年５

月に策定し、さらに、平成18年の都市計画法な

どの「まちづくり三法」の改正に伴い、当方針

を補完するため、「宮崎県まちづくり基本方

針」を平成20年３月に策定したところです。そ

の後、東日本大震災を受け、平成23年12月に

「津波防災地域づくりに関する法律」が制定さ

れ、また、本年５月には「都市再生特別措置

法」が改正されるなど、防災・減災の対応やコ

ンパクトなまちづくりのさらなる推進など、都

市を取り巻く情勢が大きく変化してきておりま

す。このため、県としましては、これらを的確

に反映させるとともに、県民の皆様や各市町村

の意見を十分に聞き、また、「宮崎県まちづく

り基本方針」の関連性も十分考慮しながら、よ

りよい「都市計画に関する基本方針」となるよ

う、平成28年度までに改訂を行ってまいりたい

と考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、よりよい方針を定めて

いただきたいと思います。

内田副知事にお伺いしたいんですが、現時点

で、まちづくりを支援する県の方向性として、

こうした「まちづくり基本方針」がまとめられ

ておりますが、しかし、その一つ一つの実効性

については、かなりの疑問が感じられます。今

後、県内でも、宮崎、延岡、都城、日向、西都

等、いろいろな都市の市街地において、人口減

少、高齢化が進んでいく中で、市街地ならでは

のさまざまな問題が生じてまいると思いますけ

れども、県もこうした支援の実効性を高めるた

めに、基礎自治体との協議や庁内での協議、そ

うした横断的な取り組みをしていく必要がある

んじゃないかなと思うんですが、いかがでしょ

うか。

○副知事（内田欽也君） 今後の急激な人口減

少・超高齢社会に対応した安全・安心で暮らし

やすいまちづくりというのは、非常に重要であ

ると認識しております。このような中で、市町

村が地域の実情に応じたまちづくりを実現して

いくためには、県と市町村がそれぞれの役割を

十分認識しながら、県としては、道路の整備、

公営住宅の整備、あるいは広域的な観点からの

調整ですとか的確な情報提供など、ハード・ソ

フト両面から、市町村と一緒になって取り組ん

でいくことが必要であると考えております。こ

のため、今年度から、県内を６つ程度のブロッ

クに分けて、圏域市町村とまちづくりに関する

勉強会を開催するなど、今後とも、市町村の取

り組みへの支援を強化するとともに、庁内の関

係部局での意識や情報の共有をさらに充実させ
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るなど、積極的にまちづくりに取り組んでまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 一つ前に進んだような姿勢を

示していただいて、ありがとうございます。

続きまして、県は、平成21年から宮崎都市圏

交通総合戦略を策定しておりまして、この人口

約50万人を抱えた宮崎都市圏の交通戦略とまち

づくりのあり方を定めておりますが、平成25年

度は、この戦略の中での幾つかの短期目標を達

成するとした年度でした。しかし、議会にも特

に報告がございませんでしたし、そうした総括

をしたという話も聞きませんでしたけれども、

県土整備部長へお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 平成21年３

月に策定しました宮崎都市圏総合交通戦略につ

きましては、平成25年度までを短期、平成30年

度までを中期としまして、自動車交通混雑の緩

和など４つの評価項目について、それぞれ目標

値を定めているところであります。その短期目

標値の達成状況につきまして、自動車交通混雑

の緩和に関する車の旅行速度は、直近の平成22

年度データでは目標を達成しておりますが、そ

の他の３つの評価項目については、平成24年度

実績値で申し上げますと、鉄道の乗降者数につ

きましては、目標値１日平均２万7,300人に対し

約２万5,800人、バスの乗客数については、年

間340万人に対し約269万人、宮崎市街地の歩行

者数につきましては、１日８万4,600人に対し約

４万9,300人となっているところであります。

○清山知憲議員 バスの乗降客や通行者数な

ど、それぞれの達成度は、目標値からすると、

かなり厳しいものがあると思いますが、今後、

具体的にどのように取り組んでいかれるのかお

伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、平

成21年度に、行政機関や交通事業者、学識経験

者などから構成されます、官民一体となった推

進協議会を立ち上げ、公共交通の一層の利用促

進を図るため、宮崎駅西口交通センターの整備

に合わせたバス運行ルートの見直し、さらに

は、木花駅前広場整備に伴い、鉄道とバスの乗

り継ぎを連動させたフィーダーバス社会実験を

実施するなどの施策を展開してまいりました。

また、今年度は、小戸之橋かけかえ工事に伴い

ます渋滞状況を踏まえ、一ツ葉有料道路などを

活用した通勤バスの試験運行を検討していると

ころです。

超高齢社会を迎え、人に優しい暮らしやすい

まちづくりを進めるため、公共交通機関の利便

性の向上を図ることは、極めて重要であると考

えております。現在、バス事業者におきまし

て、バス運行状況を利用者にお知らせする新た

なシステムの導入なども検討していると伺って

おりますが、県としましては、今後、協議会を

さらに活性化させ、公共交通機関の利便性向上

がなお一層図られ、平成30年度の目標が達成で

きますよう、官民一体となって取り組んでまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 目標達成に向けて、厳しく臨

んでいただきたいと思います。

続いて、昨年の一般質問において、公共施設

マネジメント白書の作成というものを提案させ

ていただきました。それから、国においても、

この白書、つまり公共施設等総合管理計画と呼

びますけれども、各都道府県において作成を求

める通知が、この間の４月にも出されておりま

す。これには、平成26年度からの３年間、措置

率２分の１で特別交付税措置がついております

が、今後作成する計画があるのか、総務部長に

お伺いします。
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○総務部長（成合 修君） 公共施設等総合管

理計画につきましては、厳しい財政状況や人口

減少等の状況を踏まえ、長期的な視点を持っ

て、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に行うことにより、財政負担の軽減・

平準化や公共施設等の最適な配置の実現を目指

すものであり、早急に取り組むべきものと認識

しております。計画策定におきましては、いわ

ゆる箱物に限らず、道路や橋梁などの全てのイ

ンフラ、公共施設等を対象としているため、今

後、関係部局と十分連携を図りながら、全庁的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 これからだということで、ぜ

ひよろしくお願いします。

まずは、県有施設の現状について、県が保有

する施設棟数と老朽化の状況等、あわせてお伺

いしたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 県が保有いたしま

す建物の棟数及び延べ床面積につきましては、

病院局、企業局、それと警察本部を除きました

数値でございますけれども、平成26年３月末現

在で、棟数が約4,200棟、延べ床面積が約195万

平方メートルとなっております。また、その老

朽化の状況につきましては、劣化が顕著にあら

われ始めます建設後30年を経過した建物の割合

で申し上げますと、平成26年３月末現在、延べ

床面積ベースで46.1％であります。10年後に

は65.5％になる見込みでございます。以上で

す。

○清山知憲議員 既に30年を超えた建物が延べ

床面積ベースで46％ということで、これはきち

んと今後、管理計画を行っていかなければいけ

ないと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

続いて、質問変わりまして、青島観光につい

てお伺いします。

今年度、３億4,200万円かけて県立青島亜熱帯

植物園の事務所、トイレ、大温室を１カ所にま

とめた改築工事を行います。青島神社は近年、

観光客数が伸びておりまして、平成24年度で83

万9,000人、25年度は90万とも聞いておりますけ

れども、一方、亜熱帯植物園は24年度で１

万9,000人と、大体神社を訪れる人の2.3％ぐら

いしか集客できていないのが現状です。今後、

国民宿舎跡地に、宮崎市において駐車場を整備

して、イベント広場なんかを設置して、そっち

のほうから亜熱帯植物園の中を通って青島神社

に向かう、そうした観光客の動線もできてまい

りますので、今度の大温室の改築は、そうした

動きや青島活性化の中で大きな意味を持つと考

えておりますが、ぜひ、学術的な植物保全以外

にも、観光客にとって魅力のある施設をつくる

ような視点を取り入れていただけないか、県土

整備部長へお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 新しい温室

につきましては、亜熱帯植物に造詣の深い専門

家や地元代表者などから成る検討委員会を設置

しまして、現在の温室から移し変える植物や新

たに植えつける植物の選定及び展示方法等につ

いて十分検討を行い、さらに幅広く県民の皆様

からの御意見も伺いながら、宮崎らしさを醸し

出すような魅力ある温室となるよう、今年度中

に植栽レイアウトを決定することとしておりま

す。また、今回の改修にあわせ、新しい温室に

隣接して、イベント開催や休憩するスペースを

整備する予定にしておりまして、青島に観光で

訪れた多くの方々が、集い、くつろぎ、ゆっく

り楽しむことができる施設となりますよう、観

光部局や宮崎市とも十分連携して取り組んでま

いりたいと考えております。
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○清山知憲議員 ありがとうございます。

旧青島橘ホテル跡地について、損害賠償を求

めたブルーアイランドリゾート社が控訴を断念

して、一応の決着を見ておりますけれども、今

後、ここをどのように利活用していくかが、青

島に非常に大きな影響を与えると考えておりま

す。県は、この再開発や利活用について、宮崎

市や財産区と何らかの協議を行っているのか、

教えてください。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 旧青島橘

ホテル跡地は、折生迫財産区が所有・管理して

おり、その再開発・利活用につきましては、地

区住民の意思を十分に反映させながら、当財産

区と財産区管理者である宮崎市長において検討

が進められてきております。宮崎市から、財産

区の再開発・利活用について、具体的な相談を

受けたことはありませんが、青島は本県を代表

する観光地の一つであり、今後、その活性化が

図られることを期待しているところでありま

す。

○清山知憲議員 今後、機会を捉えて、何かあ

れば、県としても積極的に協力をお願いしたい

と思います。

青島というところは、観光地としての再活性

化策は、宮崎市とか宮崎市観光協会が先頭に

立ってやっているわけですけれども、しかし、

現実には、あそこを通っている参道は県道です

ね。県が管理しておりまして、その脇にあるト

イレは自然環境課が管理していて、対面の国民

宿舎跡地と亜熱帯植物園は都市計画課、ビーチ

に出ると中部港湾局、そして観光の話、「波

旅」になると観光推進課と、非常にこれは県の

各部署が縦割りに管理しているような状況で、

青島の活性化を図って誰かが何かしようとした

ら、必ずそれぞれの県の各部署との協議を挟ま

なければいけないという効率の悪い状況もあり

ます。そこで、県と市で青島の活性化について

一体的に協議する場が必要ではないか、部長の

見解をお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 青島の再

開発につきましては、宮崎市が策定した「青島

地域活性化基本計画」に基づいて進められてお

りますが、青島は本県を代表する観光地の一つ

であり、県有地も多く存在しておりますことか

ら、県といたしましても、今般の植物園のリニ

ューアルを初め、宮崎市と連携しながら、さま

ざまな支援・取り組みを行ってきたところであ

ります。御質問の県と市の協議の場につきまし

ては、基本計画の円滑な推進を図るため、県・

宮崎市の関係各課で構成する「青島地域活性化

行政連絡会」が設置されております。今年度、

宮崎市では、この基本計画の見直しを行うこと

となっており、県としましても、この行政連絡

会を通じて、宮崎市との連携をより強固にして

いきますとともに、商工観光労働部といたしま

しても、県の調整窓口としての役割を積極的に

果たしてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

総務部長に伺いたいんですけれども、ちょっ

と関連するんですが、現時点で、宮崎県と宮崎

市との人事交流の状況についてお伺いしたいと

思います。

○総務部長（成合 修君） 宮崎市との人事交

流につきましては、本年４月１日現在で、県か

ら宮崎市に対しまして、事務職１名、獣医師１

名の計２名を派遣しております。また、逆に宮

崎市からは、事務職２名、獣医師１名、消防関

係職員３名の計６名を受け入れております。

○清山知憲議員 先ほどの青島の状況にしろ、

まちづくりのテーマにしろ、県庁所在地である
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宮崎市と宮崎県の間には、協調して取り組むべ

きテーマや、また、ほか二重行政の解消にも取

り組むべきテーマも多いんですが、今、事務職

１名を市に出して、２名を受け入れているとい

うことで、それぞれの自治体の規模を考える

と、まだまだ人事交流を拡大して、より密接に

情報共有や連携を強めていくべきだと考えるん

ですが、この点について、知事の見解をお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 県と市町村の連携の深

め方は、さまざまな手法があろうかと思いま

す。県庁所在地である宮崎市とは、幸い今、

トップ同士、非常に円滑なコミュニケーション

が図られているところでありまして、事務方の

協議もしやすい状況があるかというふうに思っ

ております。その上で、人事交流は、市町村、

県のそれぞれの人材育成という観点、また、さ

まざまな施策の連携を深めるという観点で、非

常に重要な取り組みというふうに考えておりま

して、私も総務部長時代から、これは積極的に

取り組むという方針で進めてきております。今

御指摘がありましたような宮崎市との観光も含

め、さまざまな課題等を抱えておるところでご

ざいまして、今後とも、宮崎市の受け入れ体制

や要望なども踏まえながら、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、それぞれトップからの

いい流れも受けて、壁を取り払っていただきた

いと思います。

続いて、次の質問で、病院局長にお伺いした

いんですが、県立宮崎病院の救命救急センター

について。これは、県内で初めて整備を受けた

三次の救命救急センターですけれども、ハード

面や運用面でいろんな問題を抱えているのが今

までにわかっております。特に平成24年３月ま

では、そこに常駐する専門の救急医師がゼロ人

という異常な事態が続いておりましたけれど

も、そこへ沖縄県立中部病院のＥＲ―Emergen

cy Roomの略ですけれども、そうした国内でも

トップクラスの実績と歴史を誇る救急センター

の事実上トップとして働いておられた雨田先生

が赴任してくれました。

ＥＲというのは、多くの大学の救命救急セン

ターのように重症患者に特化したような救急で

はなくて、一次から三次まで幅広く、患者さん

の重症度によらないで、365日24時間受け入れ体

制をしきます。そうした救急体制こそ、患者さ

んにとっても理想的で、かつ総合医を目指す医

師にとっても、全ての医師に対してもそうなん

ですけれども、必要な重症度判定とか初期診

断、初期治療といったトレーニングに絶大な効

果を生むところであります。ＥＲの専門である

雨田先生が赴任してこられたタイミングを生か

して、この病院の救命救急センターは、今後、

宮崎市内に宮崎大学と並んで全く同じタイプの

救急センターを整備するというよりも、異なる

タイプの救急でお互いに補完していくような考

え方をとるべきじゃないかと考えますが、いか

がでしょうか。

○病院局長（渡邊亮一君） 宮崎病院の再整備

につきましては、現在、基本構想の策定に取り

組んでいるところでございますが、特に救命救

急センターにつきましては、ハード・ソフト両

面における充実・強化が大きなテーマとなって

いるところであります。現在、宮崎病院では、

三次の救急医療を担うセンターとして、重篤患

者を中心に受け入れを行っているところでござ

いますが、その運営のあり方につきましても、

基本構想を策定する中で、関係機関等の御意見

も伺いながら検討してまいりたいというふうに
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考えております。

○清山知憲議員 救命救急センターについて

は、先日、私も議会で申し上げましたけれど

も、救急搬送を断らざるを得ない件数が600件を

超えているような問題を抱えていて、さらに、

その一方で、どんどんまだ宮崎県内は高齢化が

進んでまいります。また、高速道路も整備し

て、より宮崎市に患者さんが搬送される、また

受診にやってくるという状況も加速化していっ

て、実際に県立宮崎病院でのセンターの受け入

れ救急患者数、救急搬送の受け入れ件数は、平

成21年ごろの1,900件から25年度は3,200件ぐら

いですかね、3,000件を超えるような件数にふえ

てきております。それだけニーズがあって、ま

た、患者さんも自分たちが何か胸やけとかいろ

んな症状を発症したときに、自分は三次だから

三次に行こうとか、自分は軽症だから初期急病

センターに行こうという判断は、そもそも素人

にはできないんですね。

だから、先日も申し上げましたけれども、我

々が教わったことは、胸やけでも心筋梗塞の患

者さんがいる、ただのせきや息苦しさでも重篤

な肺炎の患者さんもいる、ましてや素人の患者

さんたちにはその判断ができない、そうしたと

ころに幅広くどんな患者さんでも来ていいです

よと、そして初期の研修医が、医療者、看護師

も含めて、そのフィールドで勉強することがで

きるという意味で、ＥＲというものは、多くの

国内の研修医を集めている病院では、かなり採

用されているようなタイプの救急医療センター

でございます。再質問はしませんけれども、ぜ

ひ、いろんな意見や県外の状況なども調査して

いただいて、再整備計画というのは非常に大き

な節目だと思いますので、検討を加えていただ

きたいなと思っております。

最後の質問になりますけれども、福祉保健部

長へ、医師修学資金貸与条例施行規則、非常に

細かいんですけれども、この県の規則について

お伺いします。

県は、医学部の在学中に修学資金の貸与を受

けたドクターに対しまして、中山間地等の僻地

に誘導する目的で、知事が指定するような僻地

に赴任した場合は、２年間、返還義務、必要勤

務期間の短縮を行いますという特例を設けまし

た。そこまではいいんです。僻地に誘導するイ

ンセンティブを設けたということで、いいと思

うんですけれども、しかし、その特例を受ける

条件をさらに規則で定めたところが、ちょっと

よくなかったかなと思っております。よりに

よって、その条件として、７つある基幹型の研

修指定病院の中で、ただ１つを県が恣意的に選

択して、そこでの研修を受けることを条件に、

２年間の特例を適用しますという規則の内容に

なっております。

問題点は２つありまして、１つ最大の問題

は、行政が恣意的に研修機関、トレーニングの

場を指定しているということ、選別していると

いうことですね。医療者という専門職がどこで

自分たちは研修を受けるべきか、それはそもそ

も行政が判断して決定するべき話ではないんで

すね。宮崎県が今まで若手医療者の確保に失敗

し続けて、今般の医師不足を招いて、非常に厳

しい状況を僻地においても招いているのは、ひ

とえに行政のこの分野における無理解と、それ

から病院側の努力が足りなかったこともあると

思うんですよ。そこで、今、宮崎県が県内の研

修指定病院の一つを指定して、そこでのトレー

ニングを受ければ、僻地でうまくいく医師が育

ちますということを県が判断することそのもの

が、越権というか、行政がやるべき話じゃない
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んです。

２点目は、そうした規制を設けることで、そ

もそも特例を受ける対象者が激減してしまうこ

とです。今、医学部に在籍している対象者は大

体80人前後いますけれども、今、一つの研修指

定病院に限定していることによって、毎年２～

３人の特例対象者しか生まれないので、これは

県内で医師不足によって困窮している各自治体

の状況を余りに甘く見ているんじゃないかなと

思います。こうした制約について、県として省

略していって、よりシンプルな規則にしていく

べきだと考えますが、部長の見解をお伺いしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 専門医志向が

主流の中にありまして、僻地医療には、多様な

疾患等に対応できる総合医のスキルが必要なこ

とや、専門医資格の取得がおくれるなどの理由

から、僻地での勤務を希望する若手医師はほと

んどいないのが現状であります。このような

中、昨年４月に設置されました地域総合医育成

サテライトセンターでは、僻地医療等に関心と

スキルを持つ医師を育成するための初期・後期

を通じた研修体制が整備されたところでありま

す。このため、僻地に定着する医師の確保を強

力に推進するためのインセンティブ策として、

医師修学資金貸与者が、県立日南病院での初期

研修及び同センターでの後期研修を行った後、

僻地医療機関に勤務した場合に、必要勤務期間

を短縮する規則改正を行ったところでありま

す。僻地における医師確保は、困難性の高い課

題でありますので、今後とも引き続き、関係者

の意見も参考にしながら、制度運営について、

さまざまな観点から検討してまいりたいと存じ

ます。

○清山知憲議員 ちょっと説明をしていただい

ただけで、私の質問に答えていないんですけれ

ども……（２回目ブザー）制約を取り除くべき

だと考えているんですが、どう考えております

か。

〔「議員の意見を参考にせんと。せっかく

いい提案をしているのに」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 清山議員。

○清山知憲議員 私は制約を取り除くべきだと

考えているんですが、どうですか。

○福田作弥議長 福祉保健部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今回の改正

は、昨年４月に改正したばかりでございまし

て、その状況、まだまだ時間が、もう少しいた

だけないかなと思っております。日南のほう

で、熱心な指導医が一生懸命今頑張っていただ

いております。その取り組みをまず見守ってま

いりたいというふうに考えております。

○福田作弥議長 清山議員。

○清山知憲議員 最後にしますけれども、それ

は条件をフェアにしないとできないんですよ、

評価が。条件をフェアにしないと。わかります

か、言っている意味。（「時間、時間」と呼ぶ

者あり）このほかの研修病院では、僻地に行く

医師は育たないと考えておられるんですか。も

う最後にします、これで。

○福田作弥議長 福祉保健部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ほかの研修病

院においても、必死に医師の研修をされている

ということでございますが、今回、このサテラ

イトセンターを指定いたしましたのは、サテラ

イトセンターでは、総合医に特化した研修を行

うというふうに私ども判断いたしましたので、

まずはサテライトセンターで行っていただくこ

とに特例を設けたということでございます。

○福田作弥議長 清山議員。
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○清山知憲議員 終わります。

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 椎葉村に栂

尾という地域があります。小丸川の源流に位置

し、人口が次第に減少している小さな集落で

す。ここにある尾崎郵便局が突然、今月廃局に

なります。廃局の理由は、日本郵便株式会社は

極めて厳しい経営環境にあり、今後なお一層の

健全経営を図るため、利用の減った尾崎局を閉

めるというものです。郵便事業は、平成19年に

民営分社化され、現在は日本郵便株式会社に

なっており、郵便事業収入及びゆうちょ銀行・

かんぽ生命保険からの受託収入で経営されてお

り、利用が減少して厳しい経営環境にあるとは

言われていますが、ＪＡなどが大きく店舗数を

減らす中、郵便局数は、民営化後も全国約２

万4,000局を維持してきました。４カ月後に廃局

という突然の通知に、郵便局が唯一の金融機関

である栂尾地区の住民は途方に暮れました。人

口が減少している中で廃局はやむを得ないとし

ても、せめて１年ぐらいは簡易局としてでも存

続してほしい。地元住民の必死の訴えの結果、

廃局とはなるものの、週に２回、１日３時間の

事務所サービスを廃局後１年間行うことになり

ました。郵政民営化法では、郵便事業のユニバ

ーサルサービスの提供が義務化されましたが、

ユニバーサルサービスはどう定められているの

か、高校の後輩になります総務部長に伺いま

す。

次に、林業政策について環境森林部長に伺い

ます。

敗戦後のはげ山となった国土に営々と植え、

育てられた約1,000万ヘクタールの人工林資源が

成熟し、国産木材の量的な供給体制が政策的に

整えられた今、待望の国産材新時代を迎えよう

としています。本県においても、先人たちの努

力で、森林資源はかつてないほど充実していま

す。杉丸太生産量の連続日本一、路網整備や高

性能林業機械導入による生産基盤の充実、そし

て、大手企業の誘致、木質バイオマスプラント

の複数立地など、機が熟した感があります。た

だ、それを動かすのは人です。人材をいかに確

保するか、いかに育成するかが重要と思いま

す。さきの議会までに、複数の議員から林業大

学校の設置について質問がありました。秋田県

では、東北・北海道では初めてとなる林業大学

校がスタートすると聞きます。民有林の杉人工

林面積が全国一にもかかわらず、林業従事者が

高齢化していることから、若年技術者の育成を

目指し、１学年15名、年間1,200時間の研修を２

年間行い、修了時に知事認定の「林業技術管理

士」の資格を与えられるようです。本県では、

林業アカデミーを開設し、林業技術者の養成事

業を始めておりますが、その概要について伺い

ます。

また、人材育成を初め、これまで以上に本県

は日本の林業をリードしていかなければならな

いと思いますが、宮崎の林業振興への抱負を環

境森林部長にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○総務部長（成合 修君）〔登壇〕 お答えし
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ます。

郵便事業におけるユニバーサルサービス、い

わゆる誰もがひとしく受益できる公共的なサー

ビスにつきましては、日本郵便株式会社法の第

５条において、「業務の運営に当たっては、郵

便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決

済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役

務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一

体的にかつあまねく全国において公平に利用で

きるようにする責務を有する」と定められてい

るところであります。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（徳永三夫君）〔登壇〕 お答

えします。

「みやざき林業青年アカデミー」についてで

あります。本県林業を持続的な成長産業として

いくためには、若い林業者を育成していくこと

が大変重要であると考えております。このた

め、県ではことし４月、林業技術センター内に

「みやざき林業青年アカデミー」を開設したと

ころであります。このアカデミーは、林業就業

希望者を対象に、年間1,200時間以上の研修をす

るものでありまして、その内容でございます

が、森林・林業に関する基礎的な学問、それか

ら、林業経営に関する専門的な知識に加えまし

て、苗づくりから造林、伐採、製材、さらには

林業高性能機械の操作など、実践的な技術の習

得を目指すものであります。本年度は、県北出

身者５名の入校生を迎えておりますが、今後、

宮崎大学や市町村など多くの関係者の意見を聞

きながら、研修内容の一層の充実を図って、地

域林業をリードする質の高い担い手を育成して

まいりたいと考えております。

次に、本県林業振興への抱負でありますが、

御質問にありましたように、本県は、豊富な森

林資源を有し、林内路網や高性能機械など、生

産基盤の整備を積極的に進めてきたところ、杉

の生産量が23年連続して日本一となっておりま

す。また、製材工場の整備や木材乾燥機械の導

入などによりまして、製材品出荷量も全国３位

と、我が国有数の林業県として確固たる地位を

築いているところであります。

一方で、木材価格の低迷や担い手の減少・高

齢化、さらには森林の再整備、野生鳥獣被害対

策など、さまざまな課題を抱えていると認識し

ております。このような中ではありますが、こ

とし、中国木材株式会社日向工場や木質バイオ

マス発電施設の建設が進んでおりまして、本県

林業にとっては追い風が吹き始めたなというふ

うに感じておるところでございます。この追い

風を絶好の機会と捉えまして、木質バイオマス

の需要拡大、森林資源の再整備、さらには人材

の育成等に積極的に取り組み、本県林業を裾野

の広い成長産業として前に進め、山村地域の振

興はもとより、日本林業のリーダーとしての役

目を果たせるよう努力してまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○黒木正一議員 郵便事業でありますけれど

も、ユニバーサルサービスの責務を法定する規

定には、「あまねく全国において公平に利用で

きるようにする責務」とあるということです

が、日本郵便株式会社法施行規則には、郵便局

の設置基準として、いずれの市町村においても

１つ以上の郵便局を設置しなければならないと

されており、また過疎地においての基準とし

て、現に存在する郵便局ネットワークの水準を

維持することを旨とすることとなっています。

これは、今ある郵便局ネットワークを全て維持

することが保証されているわけではないという

ことです。本県にはありませんが、全国には、
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郵便局以外に民間金融機関がない町村が24カ所

あり、こういうところは別として、採算の悪い

僻地の郵便局から次第に廃局になる可能性があ

るということです。

栂尾地区には、国指定の重要無形文化財の栂

尾神楽があり、11月には、地元の人と日向市や

宮崎市などからふるさとに集まった方々とで神

楽が舞い継がれています。営々と小丸川の源流

を守ってきた地区の皆さんが、郵便局という拠

点を失うことで諦めの心境にならなければいい

がと心配です。県におきましては、日本郵便の

情報を十分に把握され、地方の衰退につながら

ないような対応をお願いいたしたいというふう

に思います。

環境森林部長は、先ほど、森林資源の再整備

が本県の課題の一つと言われましたけれども、

植栽未済地対策について伺います。林業地帯で

は今、下刈り作業の時期を迎えています。温帯

モンスーン地帯にある日本の農業は、雑草との

闘いとよく言われますが、林業も同じです。植

えられた杉やヒノキの周りの雑草を刈る仕事

で、夏の一番暑い時期に行い、これ以上厳しい

仕事があるのだろうかと思う作業です。今でこ

そ草刈り機ですが、昔は鎌でした。草刈り機は

使うようになったものの、木を植えたり、雑草

を刈ったり、これだけは大型機械化できない仕

事です。木が成長して収穫の時期を迎えた今、

「育てる林業」から「利用する林業」の時代に

なったとよく言われます。そのとおりだと思い

ます。ただ、50年、100年後に豊かな森林を育て

ることも重要なことと思います。適地において

は木を切ったら植える、この基本を忘れてはな

りません。雇用の場の少ない山村にとって、育

林は重要な雇用対策です。植栽未済地が都市部

周辺から次第にふえつつあると聞きます。この

ままでは森林の公益的機能も発揮できなくなる

という声も聞きます。植栽未済地の現況と今後

の対策について、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 森林を伐採

後、３年経過して植栽されていない、いわゆる

植栽未済地でございますが、平成20年の調査で

約2,500ヘクタールありましたが、平成25年９月

現在で約750ヘクタールとなっております。県で

はこれまで、植栽未済地の発生を抑制するた

め、年間約2,000ヘクタール発生いたします伐採

跡地に対しまして、森林整備事業や森林環境税

を活用いたしまして、約1,600ヘクタールの再造

林を実施しているところであります。今後、大

型製材工場や木質バイオマスの稼働に伴い、伐

採面積が増加すると見込まれます。さらに、御

質問にありましたように、近年、人家裏、公道

近く、都市部においての植栽未済地の増加を懸

念しておりまして、土砂災害等の発生を危惧し

ておりますので、引き続き、森林所有者への指

導に努めるとともに、市町村、森林組合も含め

た関係団体等の意見を聞きながら、植栽未済地

の解消に向けた対策、体制づくりについて検討

をしてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 植栽未済地が次第にふえてい

るというのは、木材価格の低迷とか後継者不足

とか、構造的な問題があろうかというふうに思

いますけれども、植林後、鹿などの食害で全滅

するなどして、意欲をなくしていることもあり

ます。本県においては、鳥獣被害対策支援セン

ターによる全県的な取り組みで成果を上げてい

る地域もありますが、その被害は広がっており

ます。また最近、マダニが媒介する感染症の発

症数、死亡数が全国一となり、その生息拡大原

因の一つにイノシシとか鹿などが考えられてい
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るなど、なお一層の対策が求められています。

全国的に鳥獣被害が深刻化する中、ふえ過ぎた

野生鳥獣を適正に管理するため、国が主体的に

捕獲に乗り出すことを盛り込んだ鳥獣保護法の

改正が行われたようですが、その内容について

お伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 改正鳥獣保護

法につきましては、全国的に鳥獣による農林作

物への被害が深刻化しているため、従来の鳥獣

の保護政策から、生息数を適正な水準に減少さ

せる管理政策へと、大きく方向を転換したもの

であり、去る５月30日に公布され、１年以内に

施行されることとなりました。

主な改正内容でございますが、１つ、特定の

鳥獣について、国や県がみずから有害捕獲をす

る場合は、許可が不要となったこと。１つ、捕

獲を行うことができる法人に―これまで森林

組合や農業協同組合等でございましたが―一

定の基準を満たす民間事業者も追加されたこ

と。１つ、これまで禁止されておりました住居

集合地域等―人家の多いところなんですが

―での麻酔銃による捕獲が、今回、都道府県

知事の許可でできるようになったこと。１つ、

わな猟の免許取得年齢が、現行の20歳以上か

ら18歳以上に引き下げられたことなどでありま

す。

○黒木正一議員 次に、木炭生産の振興につい

て伺います。先日、門川町に炭焼きを始める若

い人がいると聞いて行ってきました。門川町も

奥に入れば森林地帯で、林業やシイタケ栽培も

行われています。猿の群れもおり、カシなどの

炭の原木も多く、これまでも生産が行われてお

り、現在、16トンの生産があります。新たに炭

焼きを始めるのは２人で、３基の炭窯をつくっ

ているところでした。技術を持った先輩の指導

を受けて成功してもらいたいと思います。

日本における木炭の生産量は次第に減少して

おります。本県においても同じことが言えま

す。本県の生産量は、24年、白炭が508トンで全

国３位、黒炭が88トンで全国13位、合計596トン

で全国５位となっています。県内の地区別生産

量は、美郷町が320トンと断然多く、次いで延岡

市の147トン、三股町が72トンで、県北が白炭、

県南が黒炭の生産地と言えます。かつては、生

産された炭が売れずに困っている話をよく聞い

たものでしたが、炭の需要は現在どうなってい

ますか、お伺いします。

美郷町の生産者にはＩターン者も複数います

が、今後生産を伸ばしていくには、原木の安定

供給体制づくりが不可欠と思われます。「ひゅ

うが備長炭ブランド強化対策事業」で販売力及

び生産体制の強化に取り組むことになっていま

すが、その概要についてお伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県の木炭生

産を代表いたします白炭につきましては、東京

市場を中心に流通しておりますが、生産者の高

齢化や後継者不足、原木不足などによりまして

生産量は減少し、需要に供給が追いつかない状

況であります。また、県産白炭は、和歌山県の

「紀州備長炭」に比べますと、そのブランド力

が不足しておりまして、販売価格が低いことが

課題となっております。このため、ことしか

ら、新たに「ひゅうが備長炭ブランド強化対策

事業」に取り組みまして、原木の安定確保に向

けた体制づくりや、品質・規格統一のための研

修会の開催を実施することといたしておりま

す。これらの取り組みを通しまして、県産白炭

の生産体制やブランド力の強化に努めてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 次に、森林整備加速化・林業



- 45 -

平成26年６月11日(水)

再生事業について伺います。本事業は、生産か

ら加工・流通に至る生産基盤の充実、またバイ

オマス施設整備など、林業・木材産業を取り巻

くさまざまなニーズに柔軟に対応し、本県にお

いても多くの実績を上げてきました。特に今回

は、東日本大震災の被災地での本格的な復興に

必要な木材を安定供給するとともに、内需振興

型産業である林業・木材産業の再生を図る目的

で延長・継続されてきましたが、26年度で終期

を迎えます。国産材の自給率を上げ、林業の成

長産業化の実現を図るためには、事業の継続・

拡充が必要です。国に対して、本事業の継続・

拡充を強く求めていただきたいと思いますが、

知事に考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 森林整備加速化・林業

再生事業でありますが、川上から川下に至りま

す総合的な対策を複数年にわたって実施でき

る、自由度が高く、大変重宝する財源というこ

とで、各方面からの要望も強い事業でありま

す。本県におきましては、21年度の事業創設以

来、国から累計で約180億円の補助金を受けまし

て、間伐や路網の整備、高性能林業機械の導

入、また、木材加工施設や木造公共施設などの

整備、さらには、原木シイタケの生産振興や消

費拡大に向けた取り組みなどを進めてきたとこ

ろであります。本県の森林資源は、先人の御努

力によりまして、全国に先駆けて充実したもの

となっておりますので、この資源を有効活用

し、さらにこれを次の世代へと引き継いでいく

ことが大変重要であると考えております。

先日、「ウッジョブ」という、林業に取り組

む青年を取り扱った映画を見たわけであります

が、ある親方が弟子に向かって言う言葉が、自

分たちが今、立派な仕事をしたかどうかは、自

分たちが死んだ後、子や孫の世代になってよう

やくわかるんだというようなセリフがあって、

森林・林業の本質に心打たれましたし、今を生

きる我々の責務というものも感じたところであ

ります。

この事業が終了しますれば、林業の成長産業

化に向けた取り組みが減速し、本県の経済活動

にも大きな影響を及ぼすことが懸念されるとこ

ろでありまして、事業の継続・拡充につきまし

て、私みずから積極的に働きかけてまいりたい

と考えております。先日も、前副知事の牧元林

政部長が来県されたときにもお話をしました

し、今週末、林野庁長官も来県をされ、意見交

換の機会もございますので、そういう機会を捉

えながら、また、全国知事会などとも連携をし

て強く働きかけてまいりたいと考えておるとこ

ろでございまして、県議会の先生方のお力添え

もよろしくお願い申し上げます。

○黒木正一議員 ぜひ一体となって要望してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

私も先日、「ウッジョブ」という映画を見て

きました。平日だったんですけど、若い女性と

か若いカップルが来ているのが非常に驚きでし

た。大学受験に失敗した青年が、「緑の雇用」

事業を利用した１年間の研修プログラムで、携

帯電話も通じない山奥に行って、そこでのいろ

んな人間模様を描いた映画でありましたけれど

も、その中で、林業は油断すると重大事故につ

ながるということで、非常に厳しい安全教育が

行われておりました。例えばチェンソーでの伐

木とか、そういうものが非常に印象に残ったん

ですけれども。

本県において、このところ、林業労働災害が

増加しているというふうに聞きます。ことしに

入って２回以上死亡災害が発生している北海



- 46 -

平成26年６月11日(水)

道、兵庫県、宮崎県に対して、林業死亡労働災

害多発警報が発令されており、防止対策が求め

られています。何より安全作業の徹底が第一で

すが、若い就業者もふえており、安全教育も重

要と思います。本県における林業労働災害の発

生状況と防止対策について、環境森林部長にお

伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 厚生労働省の

調べによりますと、平成25年における本県の林

業労働災害の発生件数は105件、そのうち６件が

死亡災害となっております。また、本年に入り

まして、既に３件の死亡事故が発生しておりま

して、大変危惧しているところであります。こ

のような中、国におきましては、昨年、労働安

全衛生規則の一部が改正されまして、作業現場

での安全確保を図るために、作業計画の作成や

作業指揮者の設置等が新たに定められたところ

であります。このため、県といたしましては、

安全衛生指導員による巡回指導の強化や、事業

主を対象といたしました研修等の充実に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。

御質問にありましたとおり、林業労働災害を防

止することは、若者の新規参入を促進する上で

大変重要と考えておりますので、今後とも、関

係機関と連携を図りながら、しっかり取り組ん

でまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、災害時における救急体

制について伺います。本県において、死亡を含

む林業労働災害が多いのは、地形の問題も一つ

はあるのではないかというふうに思いますが、

用心していても事故は起こります。重大な事故

が発生した場合、重要なのは、それぞれの地域

やドクターヘリなどの救急体制と情報体制の整

備ではないかと思います。ドクターヘリが運航

することになり、救急体制は大きく前進しまし

たが、万能ではありません。その一つに、ホイ

スト機能がないことがあります。傷病者の引き

上げ収容ができないことです。引き上げること

ができなくて救出困難な場合もあり、医師が救

助隊と一緒に現場におりれば救出できる事例も

あるということで、そのような場合、防災ヘリ

との連携が必要とも聞きます。高度救助隊との

合同訓練も行っているとのことですが、状況を

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 消防機関から

ドクターヘリへの出動要請があった際は、ドク

ターヘリ運航管理室、宮崎大学医学部附属病

院、防災ヘリ航空センターで同時通話を行い、

４者で情報共有し、連携できる体制をとってお

ります。御質問の山間部での事故等の場合に

は、ドクターヘリがアクセス困難な救急現場も

ありますので、ただいま申し上げました連携体

制のもと、防災ヘリの消防隊員が現場で傷病者

をつり上げ、近くのランデブーポイントで待機

するドクターヘリに医療救護活動を引き継ぐな

どの対応をしております。また、フライトドク

ターみずからが防災ヘリから救急現場に降下

し、一刻も早い救命救急処置を行うことについ

て、その効果と課題を今後検討してまいりたい

と考えております。今後とも、防災ヘリを初

め、医療機関、消防機関等の関係機関と十分連

携を図りながら、救急医療体制の充実強化に取

り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 先日、宮崎大学救命救急セン

ターで、山間部などでの救命のため、ヘリコプ

ターから降下するための訓練に取り組むという

話を伺いました。危険も伴いますし、救命救急

医の守備範囲もどんどん広がる一方で、そのよ

うな取り組みに頭の下がるような思いがしたと

ころであります。
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次に、携帯電話のエリア拡大について伺いま

す。観光振興議員連盟が県内各地の農家民泊体

験を行いましたが、山奥に行かれた方の中に

は、携帯電話が通じず、不便な体験をされた方

もおられると思います。住宅地におけるカバー

率は限りなく100％に近づいているようですが、

山村奥地、つまり林業地帯には、まだまだ携帯

電話が使えない地域が広くあります。救急事態

の連絡手段として最も便利なのが携帯電話で

す。山林火災や山地災害時にも、また同じこと

が言えます。エリアカバー率の状況はどうなっ

ていますか、また、今後、拡大の可能性は考え

られるのか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県では、採

算性の問題などから、事業者単独での整備が難

しい山間部等について、市町村と連携し、国の

補助事業を活用しながらエリア拡大を図ってき

たところでございます。その結果、携帯電話が

１社も使用できない世帯は、平成25年度末の時

点で約260世帯となり、カバー率は99.9％となっ

ているところでございます。しかしながら、残

された電波の届かない不感地域は、世帯数が少

ないことなどから、事業者の参画がより厳しく

なっておりまして、さらに、世帯のない山間部

等へのエリア拡大は、さらなる困難が伴うとい

う認識でございます。県といたしましては、今

後とも市町村と連携しながら、不感地域の解消

に努めてまいりますとともに、国に対しまして

は、引き続き事業の拡充について要望してまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 採算性ということで、なかな

か厳しいようでありますけれども、少しでも前

進できますように、対応をお願いしたいという

ふうに思います。

次に、小規模事業者の振興について伺いま

す。

全国の企業数は約386万社で、そのうち、大企

業は１万社で全体の0.3％、一方、製造業・建設

業などで従業員20人以下、商業・サービス業で

５人以下の小規模企業が334万社で全体の86.5％

を占めています。これまで国は、主として、成

長・海外展開するような大企業を振興してきま

したが、そのような中にあって、地域の雇用を

支え、地域に密着した小規模企業が激減してお

り、この14年間では91万社も減少ということで

ありますが、この異常事態とも言える状況に対

処するべく、小規模企業の持続的発展を図る

「小規模企業振興基本法」が今国会で審議され

ているようですが、その概要について、また本

県における小規模企業の推移について、商工観

光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 小規模企

業は、製造業その他で従業員20人以下、商業・

サービス業で従業員５人以下とされており、本

県の小規模企業数につきましては、商工団体の

調査によりますと、平成21年度に約４万5,000で

あったものが、25年度には約４万1,300となり、

８％の減少となっております。

次に、小規模企業振興基本法の概要について

でありますが、小規模企業は、地域の経済や雇

用を支えており、経済の好循環を広げるために

も、その成長や持続的発展を図ることが必要と

なっております。このようなことから、国にお

きまして、小規模企業を中心に据えた新たな施

策体系を構築するための基本法を制定されよう

としているものであります。具体的には、小規

模企業の振興に関する施策について、国が基本

計画を策定し、販路拡大や新事業展開、人材の

育成・確保など、さまざまな基本的施策を講じ

ることとされております。
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○黒木正一議員 この小規模企業を対象とした

振興基本法の制定は、哲学が変わったと言われ

るくらい大きな転換と見ている人もいるようで

す。この法律を理解・活用し、地域の振興に結

びつけなければなりませんが、一方で、その核

となる商工会において、経営指導員の再配置の

検討がされていると聞きます。経営指導員は、

商工業者の経営、経理、税務及び労務に関する

相談・指導という本来の業務だけでなく、多様

な役割を担っており、地域自治体と一体となっ

た地域振興事業に影響が出るのではと懸念もさ

れます。国が振興基本法をつくり、これから小

規模企業事業の継続的発展に向けて取り組もう

としている今、その支援機関である商工会への

支援を強化すべきであると思いますが、知事の

考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済を支える小規

模企業の振興を図ります上で、事業者に寄り

添った支援をモットーとします商工会の役割

は、大変重要であると考えております。私も

今、地域に出かけたときには、商工会の事務所

を訪れて、会長さんや事務局長さんといろいろ

意見交換をさせていただいておりますが、きめ

細かいいろんな対応をしていただく一方で、会

員数の減少等によりまして財務体質が厳しく

なってきていると、また、経営指導員等の配置

状況にも商工会間で格差が生じているというこ

とで、多様化・高度化する経営支援ニーズへの

対応など、多くの課題を抱えているところであ

ります。

このような中、商工会の持つ経営支援機能を

効率的かつ効果的に発揮できますよう、現在、

県商工会連合会を中心に、経営指導員などの再

配置や指導能力の向上などについて検討されて

いるところであります。この取り組みは、基本

法の目指す小規模企業の持続的発展の実現に資

するものと考えております。県としましては、

これまでも、経営支援や地域振興事業を行う商

工会に対しまして、人件費、事業費の補助を

行っておりますが、今後とも、商工会の機能が

効果的に発揮できるよう支援を行ってまいりた

いと考えております。

○黒木正一議員 次に、農林産物の輸出につい

てお伺いします。

中山間地における重要な基幹作物であり、か

つての貴重な輸出品でありながら、現在は大変

厳しい状況にあり、その中で、再び輸出に活路

を見出そうとしている茶と乾シイタケの輸出対

策について伺います。

茶は、本県においては、古くから山間部を中

心に自生する山茶を摘んでつくられてきた釜い

り茶と、都城地方に宇治、静岡から導入された

煎茶が県下全域に広がり、戦前は県内生産量の

２割近くが輸出されていたと言われています。

昭和40年代には、原料用カンショの生産減に伴

う代替作物として盛んに植えられ、茶園面積、

生産量ともに急増し、新しい茶専業農家が多く

誕生し、現在、荒茶生産量全国第４位で、１農

家当たりの規模拡大が進んでいます。消費は減

少傾向で、急増したペットボトル入り緑茶は、

平成18年以降、減少から横ばいとなっていま

す。輸出は、米国などにおける日本食ブームの

影響で10年で３倍に増加。このような中、国は

輸出戦略を策定し、ロシアなどを重点に、2020

年には今の３倍にする目標を掲げています。先

行する静岡県を追って複数の生産県が輸出に乗

り出すようですが、本県の状況と今後の取り組

みについて、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県からの茶

の輸出につきましては、昨年度、ＥＵ、北米、

平成26年６月11日(水)
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東アジア向けに約４トン、1,000万円の実績と

なっており、年々拡大の傾向にあります。県と

いたしましては、県香港事務所を核に、世界的

な茶の商談会であります香港インターナショナ

ルティーフェアへの出展や、香港の日本食品店

舗に常設しております「みやざき棚」での販売

・試飲などで、輸出に取り組むＪＡや農業法人

を支援しているところであります。和食がユネ

スコの無形文化遺産に認定されるなど、海外に

おいて日本食文化が普及しつつあることから、

日本茶の販路を拡大する好機であると考えてお

ります。このため、今後とも、関係団体はもと

よりでありますが、意欲ある生産者等とも連携

を図りながら、マーケット情報の収集・提供や

マッチング活動など、輸出拡大に向けた取り組

みを積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 ことしの11月には、茶の業界

最大のイベント「全国お茶まつり」が19年ぶり

に本県で開催されます。この大会が成功をおさ

められ、宮崎茶の品質向上、知名度向上につな

がることを期待いたしたいと思います。

さて、乾シイタケもかつては代表的な輸出品

で、最も多い年は、現在の国内生産量を上回

る4,000トン近くが輸出されていたものの、安い

中国産に押され、国内生産が減少、輸入国にな

り、消費構造の変化による消費減、原発事故の

風評被害もあって、国内産が行き場を失ってい

るような状況にあります。そのような中、農水

省は、乾シイタケの海外での需要を開拓し、輸

出の復活に取り組んでいます。本県においても

東アジアへの輸出に取り組んでいますが、現状

と今後の取り組みについて、環境森林部長にお

伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県の乾シイ

タケの輸出の状況でございますが、県内事業者

への聞き取り調査を行いました結果、平成25年

には、香港、台湾に向けて約200キロが出荷され

ているということであります。輸出につきまし

ては、中国産、韓国産との価格差や輸送コスト

など、多くの課題もございますが、国内の需要

が低迷する中で、海外への販路拡大は非常に重

要であると考えております。このため、関係部

局や県内事業者等と連携をしながら、東アジア

での輸出商談会やフェア、さらには来年度開催

されますミラノ万博への出展など、さまざまな

機会を捉えて、本県乾シイタケの安全性やその

おいしさを広くＰＲしてまいりたいと考えてお

ります。

○黒木正一議員 茶の輸出は静岡県が先行して

いるようですが、乾シイタケも静岡県が第１

位、輸出量約23トンのうちに35％を占めている

ようです。生産量は全国７位ですから、何か静

岡県にはヒントがあるかもしれません。茶、乾

シイタケとも本県の輸出量は少ないということ

ですが、それは、これから伸びる可能性が大き

いことだとも言えます。６月５日に西都市で乾

シイタケ生産者大会がありましたが、かつての

勢いはどこへやらという感じでありました。再

生に向けて取り組んでいかなければというふう

に思います。

さて、本県の農林産物の輸出は年々増加して

います。昨年は香港事務所を設置、人的支援体

制を強化するなどの成果が出てきているものと

思います。しかし、海外で継続的に物を売るこ

とは容易ではないと、専門家がよく言います。

全国各地も、輸出促進アドバイザーを設置する

など力を入れており、今後の展開のためには、

輸出に向けた人材育成が重要ではないかと思い

ます。本県から東アジアの見本市に出展してい

平成26年６月11日(水)
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る業者から、専門的な知識を勉強したいし、専

門性を持った職員を養成してほしいという声を

聞きます。隣の熊本県では、県産品輸出拡大に

向けた人材を育成する「輸出推進マイスター養

成講座」を開設したそうですが、本県の人材育

成の状況、考え方を農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県におい

て、輸出を支える人材を育成していくことは、

喫緊の課題と認識いたしております。このため

県では、平成24年度に、農林水産業や商工業の

団体で構成する「みやざき『食と農』海外輸出

促進協議会」を設置いたしまして、生産者や民

間企業、団体、市町村を対象に、輸出の基本と

なる海外商談のノウハウなどをテーマにしたセ

ミナーを開催しております。また、代金決済、

食品の成分表示制度など、輸出に関する専門知

識や実務を習得してもらうために、ジェトロの

研修と海外での販売実習を実施いたしまして、

これまでに12名の人材を育成したところでござ

います。今後とも、ジェトロを初め、県香港事

務所等を十分に活用しながら、輸出を支える人

材の育成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 これから「オールみやざき」

として県産品の輸出促進に取り組むためには、

県庁の職員も積極的に東アジアの視察・調査に

出ていってもらって、現地の情報を知ってさま

ざまなアイデアを出してもらい、取り組んでい

く、そのような機運をぜひつくっていただきた

いというふうに思います。

次に、世界農業遺産についてお伺いします。

現在、農政の大転換、ＴＰＰ問題など、農業

を取り巻く状況は、大規模化して、グローバル

化に対応できる成長産業を目指そうというもの

です。そのような中、農地が分散し零細な、本

県の典型的な中山間地域の西臼杵３町・椎葉村

・諸塚村の世界農業遺産認定を目指して、「高

千穂郷・椎葉山世界農業遺産推進協議会」が発

足いたしました。これは、国連食糧農業機関

（ＦＡＯ）が認定するものです。ＦＡＯは、世

界の人々を食料不足による飢餓から救うことが

設置目的で、これまで、品種改良や耕地の拡大

を進めて食料の増産を図り、人口増加に対応し

た食料供給に取り組んできた歴史があります。

その象徴的な活動が「緑の革命」と言われ、緑

の革命は、食料を増産させ、アジアの飢餓対策

に大きく貢献したと言われていますが、同じ品

種の大面積栽培による病害虫の発生による大量

の農薬使用や、化学肥料の多用などの環境問題

の発生もあり、それまでの伝統的農法や地域の

暮らし・文化が壊されたという見方もされてき

ております。そのＦＡＯがなぜ世界農業遺産の

認定に取り組むのかという思いがありますが、

世界農業遺産の概要と認定の意義についてお伺

いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 世界農業遺産

とは、御質問の中にもありました国連食糧農業

機関が平成14年から開始した仕組みでありまし

て、次世代に受け継がれるべき重要な伝統的農

業や生物多様性、伝統知識、農村文化、農業景

観等を全体として認定し、その保全と持続的な

活用が図られることを目的としております。こ

れまでに全世界で31地域が認定されておりまし

て、日本からは、新潟県佐渡地域の「トキと共

生する佐渡の里山」、あるいは熊本県阿蘇地域

の「阿蘇の草原の維持と持続的農業」等が認定

を受けまして、現在、国内認定地域は５地域と

なっております。認定された地域では、農家や

住民の方々の励みになり、農産物の付加価値の
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向上等に向けた取り組みが進み、都市農村交流

人口の増加等につながっていると聞いておりま

す。

○黒木正一議員 かつての緑の革命の反省の上

に立って、地域の文化、生物多様性などを重視

した農業をこれから大切にしていこうというこ

とであろうかというふうに思います。これまで

の認定の状況を見ますと、世界で13カ国・31地

域、そのうちアジアが一番多く、６カ国・23地

域、そのうち中国が11地域、日本が５地域と、

世界ではアジア、アジアでは中国と日本に集中

しています。日本では５カ所のうち２カ所が九

州で、隣の熊本県と大分県が既に認定されてい

ます。それぞれの地域が認定に当たっては特色

をアピールしているようですが、今回、西臼杵

３町と椎葉村、諸塚村が候補地となる理由は何

か、また、この地域がアピールするものは何か

を伺います。また、認定に向けての今後のスケ

ジュールはどうなっているのかもお伺いしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 西臼杵３町と

椎葉村、諸塚村の５町村は、棚田、シイタケ栽

培、焼き畑など伝統的かつ特色ある農林業と、

神楽などの伝統文化を維持しており、また、こ

れまでフォレストピア構想で連携している実績

もありますことから、国連の研究機関である国

連大学の現地調査を受けまして、世界農業遺産

の可能性について言及がされたところでありま

す。このため、ことし３月に、５町村、県及び

関係団体等から成る「高千穂郷・椎葉山世界農

業遺産推進協議会」を立ち上げまして、現在、

国内候補地としての決定を目指しまして取り組

みを進めているところでございます。今後、10

月下旬までに国内候補地が決定される予定であ

り、最終的には、平成27年に開催されます国際

会議の中で認定されると聞いております。

○黒木正一議員 大分県では、「クヌギ林とた

め池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環」

が昨年認定をされています。大分県では、認定

を受けて、地域の振興に生かす事業が始まって

いるようです。本県においても認定され、地域

農業の振興・活性化につながることを期待した

いと思います。しかし、認定のハードルはかな

り高いと聞きます。認定の見込みはどうか、ま

た、認定に向けては地域の熱意が最も重要と思

いますが、他県の取り組みを見ますと、知事の

戦略も大きいと思われます。認定に向けて、知

事の意気込みについて伺います。

○知事（河野俊嗣君） 認定に向けた取り組み

でありますが、今、議員から御指摘がありまし

たように、さまざまな厳しい競争、まずは国内

候補地として勝ち残る必要があり、さらには、

世界各地の候補地との厳しい競争になるものと

考えております。そういう中で、アジアに集中

しているではないか、例えば九州にはもう２カ

所あるではないかと、そのような地域バランス

の議論もあろうかというふうに思いますが、本

県の候補地というものは、既に認定された地域

に全く引けをとらないすばらしい内容のものだ

という自信もございますので、この農業遺産へ

の認定に向けて、地元と一体となって機運を盛

り上げて、全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 ぜひ頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

それでは、スポーツランドみやざきに関して

２点お伺いします。

本県には多くのプロ・アマのスポーツチーム

が合宿をしています。本県で練習した選手が活

躍するのはうれしいものです。前の議会のとき
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にも取り上げましたが、昨年の10月、椎葉村で

あったプロ・アマ交流試合に鳥取城北高校コー

チとして参加していたモンゴルのイチンノロブ

選手、その後、大相撲に入り、あっという間に

番付を上げ、とうとう先場所は十両で優勝まで

してしまいました。今後が楽しみです。

それでは、まず、東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクトについてお伺

いします。2020年に開催される東京オリンピッ

ク・パラリンピックを本県の振興につなげよう

と、推進本部が発足したという報道がありまし

た。オリンピックを東京で開く単なるイベント

で終わらせないように、宮崎をアピールする絶

好の機会であり、宮崎の食や観光、また、同年

までの事業であります記紀編さん1300年記念事

業との連携、無形文化遺産登録を目指す神楽な

どの伝統芸能などを、国内外に発信するチャン

スであると思います。全国の多くの県が、オリ

ンピックに向けて合宿誘致などに取り組むよう

ですが、本県が取り組むプロジェクトの狙い、

また、市町村や民間団体との連携が重要と思い

ますが、今後の展開について知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） このプロジェクト

は、2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会を契機としまして、全県を挙げて宮崎

の魅力を磨き上げ、発信し、国内外の活力の取

り込みを通じまして、地域の活性化を図ります

とともに、これを単なる一過性のイベントとは

せずに、2020年以降も見据えた、次世代に受け

継ぐ有形無形の財産づくりを目指してまいりた

い、そのように考えております。

そのためには、これまで本県が培ってまいり

ましたさまざまなスポーツキャンプ等の実績、

またノウハウというものを最大限に生かしなが

ら、スポーツ大会、合宿の誘致、さらには外国

人誘客の強化、宮崎が誇る食材・食文化の魅力

の磨き上げと発信、また、観光ガイドの育成な

どのおもてなし環境の充実、さらにはスポーツ

人材の育成、本県からぜひオリンピック選手を

出したいというような思いのもとに取り組むと

ともに、生涯スポーツの振興など、幅広く取り

組みを進めていく必要があろうかと考えており

ます。

これらの取り組みの推進に当たりましては、

先日、庁内に推進本部を設置したところであり

まして、さまざまな関係者、専門家からの情報

収集、意見交換なども今、取り組んでおるとこ

ろでございます。さらに、今後、官民連携推進

のための組織を設置しまして、県、市町村、民

間が一体となりまして、世界に誇れる「日本一

のおもてなし」の構築と発信に向けて取り組

み、また、このオリンピック・パラリンピック

を一つのばねとした、契機とした本県の有形無

形の財産づくり、発展に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 もう一点、「球春みやざきベ

ースボールゲームズ」について伺います。こと

しのプロ野球キャンプは、ソチオリンピックと

重なり、いつもよりマスコミに取り上げられる

ことの少ないものでありました。この球春みや

ざきベースボールゲームズは、プロ野球の練習

試合のことで、２月の終わり、私は、ソフトバ

ンクと韓国・斗山ベアーズの試合を見に行きま

した。この時期はちょうどキャンプの終盤で、

１軍に残れるかどうかが試される時期で、白熱

した試合でした。韓国からも応援団が来てお

り、平日にしては観客も多く、１軍の試合が無

料というのも魅力なのかもしれません。プロ野

球のキャンプは、沖縄がふえており、前期だけ

を宮崎で行うチームもあります。２月の後半に
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練習試合が複数のチームでできる環境づくり

は、キャンプの長期滞在、新規球団の誘致につ

ながるのではないかと思います。この事業の成

果と今後の取り組みについてお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 近年、プ

ロ野球球団のキャンプ後半は、練習試合などの

実戦形式を主体とした内容に変化しておりま

す。このため、「球春みやざきベースボールゲ

ームズ」は、平成24年度から、県、関係自治

体、関係団体で構成する実行委員会において企

画をし、各球団に呼びかけて開催しているもの

であります。参加チームも、本県でキャンプを

実施していただいているソフトバンクホーク

ス、西武ライオンズを中心に、平成24年度は５

球団、25年度は６球団参加していただくなど、

球団からも高く評価をいただいております。ま

た、キャンプ後半は、１軍のベンチ入りをかけ

た真剣勝負の時期であることから、熱戦も多

く、観客数につきましても、初年度の6,360人か

ら、２年目には１万5,700人へと大幅に増加して

おります。このように、球春みやざきベースボ

ールゲームズは、プロ野球キャンプのさらなる

拡充のために非常に効果的な事業でありますの

で、参加球団数の拡充や誘客の促進に、より一

層努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 私が見に行った試合は、たま

たまその前に、宮崎県の日南学園出身の寺原投

手が１軍ローテーション入りできるかどうか試

される試合だと聞いたものですから、応援に

行ったんですけれども、ローテーションには入

りましたけれども、残念ながら故障してしまい

ました。早い復帰を期待したいというふうに思

います。

次に、少子化対策、その中でも婚活事業につ

いてお伺いします。

増田元総務大臣が座長を務める日本創成会議

が公表した「消滅可能性都市」のことが午前中

も話題になりましたけれども、今はこの話題が

あちこちで聞かれます。増田氏によると、日本

では戦後３度、地方から大都市圏への大量の人

口移動があったそうでありますが、問題は、地

方の高齢者の減少により、第４期の大規模な人

口移動が誘発される可能性が高いというふうに

言っております。地方の高齢者が減少して都会

で高齢者がふえれば、それに伴って若者が移動

するということのようでありますけれども、東

京の出生率が非常に低いものですから、東京に

若い者をどんどん送っても人口の再生産ができ

ないということで、何とか魅力のある地域をつ

くって、そこに若者を残すべきだというふうに

言っておられますけれども、その点はそのとお

りだと思います。ただ、そのためには、やはり

魅力のある地域づくりと、若い人たちが結婚し

て、子供を産んでもらうことだというふうに思

います。少子化対策、子育て支援の充実が言わ

れておりますけれども、その前提としての婚活

事業、今現在、県では、みやざき「恋物語」プ

ロジェクト事業を行っておりますが、その概要

について福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） みやざき「恋

物語」プロジェクト事業では、県内で結婚支援

活動に取り組むＪＡ青年部やＮＰＯなどの45団

体を「縁結び応援団」として登録し、応援団が

取り組む婚活イベント情報を県庁ホームページ

で提供するとともに、相互の意見交換会を通じ

て、結婚支援に関するノウハウの共有や向上な

どを図っているところであります。また、縁結

び応援団が実施する婚活イベントの中で、他の

参考となるモデル的な取り組みに対して補助を

行っております。これらの取り組みにより、社
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会全体で結婚を応援する機運づくりや、独身者

の出会いの場の創出を図っているところであり

ます。

○黒木正一議員 調べてみましたら、全国各地

でいろんな婚活事業が行われております。地元

宮崎県の川南町の軽トラ市では、「恋トラ市」

と銘打って、参加者が買い物デートをし、複数

のカップルが生まれているそうです。また、滋

賀県高島市では、間伐作業婚活が大当たりとい

うことで、森林散策や間伐体験、途中で、チェ

ーンソーで切った木を、ロープをかけて男女数

人が引っ張って倒すというものだそうですけれ

ども、アウトドアを楽しむ山ガールに目をつけ

て募集したところ、京都、大阪、名古屋から応

募が殺到、定員30人に２倍の申し込みがあり、

キャンセル待ちも出たというように、盛況で

あったそうでありますけれども、いろんな取り

組みを今後やっていきながら、少子化対策にも

取り組むべきではないかというふうに思いま

す。

それでは、最後の質問でありますが、ある新

聞の投書欄に、愛媛県が開設した結婚支援セン

ターでボランティアで裏方をしている方の、

「婚活イベントに携わって、自分の若かりしこ

ろを思い出し、そわそわする」という投書が

載っておりました。愛媛県では、少子化の主た

る要因である未婚化・晩婚化に対応するため、

平成20年に「えひめ結婚支援センター」を開設

し、結婚を希望する独身男女に出会いの場を提

供しているそうです。「ついに県が!?婚活やっ

たケン!!!」とか「県の婚活ますますやるケ

ン!!!」とか、にぎやかに打ち出しているようで

す。男性の５人に１人、女性の10人に１人が生

涯一度も結婚しない時代ですが、結婚を望む人

は多くいます。先ほどから出ております増田氏

も、ストップ少子化戦略の中で、公共機関によ

る結婚機会の提供を提案しています。行政の結

婚支援事業はどうかという声もありますが、県

が直接、結婚支援事業に取り組んだらと思いま

すが、知事の考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） この子育て対策、非常

に重要な課題ということで、県としてもいろい

ろ取り組んでおりますが、まずは、県の行って

いる結婚支援事業につきましては、平成24年度

から、県内各地のさまざまな縁結び応援団が実

施する、例えば、畜産業を体験しながらの婚活

でありますとか、ランニングなど共通の趣味を

行いながらの婚活といった、創意工夫に富んだ

イベントに対して補助を行うという形で取り組

んでおるところであります。過去に県が自前

で、実施主体として開催をしていたときに比べ

まして、イベントへの参加機会や参加者数が大

幅にふえるなど、より効果的な支援につながっ

ているのではないかというふうに考えておりま

す。限られた財源なりを使いながら、いかに関

係者と有効に連携を図りながら、より効果の大

きいものにするかということで、他県のそうい

う取り組み事例も参考にしながら、今後ともい

ろんな知恵を出してまいりたいというふうに考

えております。

また、先日、子育て同盟という、11県の知事

によります会合のサミットが長野県松本市で行

われまして、森少子化担当大臣も来られまし

て、いろんな意見交換をさせていただきまし

た。国としても、そういう出会いの部分も含め

て、結婚から妊娠から出産から育児から、幅広

いそれぞれのステージに応じて取り組む必要が

あるというようなことを大臣もおっしゃってお

りますし、県も市町村もそれぞれの立場で、で

きる限りのアイデアを出していく、また、ＮＰ
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Ｏや民間団体とも連携をしていく、そういう体

制づくりが必要ではないかというようなことも

議論したところでございます。

今後とも、大変重要な取り組みという認識の

もとに、市町村、民間団体と連携しながら、積

極的にアイデアを出して取り組んでまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 最初に、椎葉村栂尾地区で郵

便局が廃局になるという話を申し上げました

が、実はいい話題もありまして、30年ぶりにこ

の秋、子供が生まれるんだそうです。たった１

人の子供が生まれることにこれだけ意味がある

んだなというふうに、その地域に行ってつくづ

く思います。県が直接というのはいろいろ課題

もあろうと思いますけど、どうか宮崎県が縮ま

ないためにも、日本が縮まないためにも、積極

的な結婚支援に取り組んでいただきますように

お願いいたしまして、私の質問を終わります。

（拍手）

○福田作弥議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の西村です。きょうも元気よく質問したいと思

いますので、どうぞ執行部の皆様方には明快な

答弁をよろしくお願いいたします。これまでの

質問とかぶる部分もございますが、ぜひ御容赦

いただきたいと思います。

５月８日、増田寛也座長を初めとする有識者

でつくる日本創成会議・人口減少問題検討分科

会が発表いたしました「ストップ少子化・地方

元気戦略」におきまして、2040年に消滅する可

能性がある自治体が全国で約半数に上るとの衝

撃的な試算を公表いたしました。特に過疎地域

においては大きな反響を呼び、本県でも該当す

る市町村が15市町村ありました。これまでの議

会でも、２人の議員から既に同様の質問が出て

おりますが、それだけに県民の声は大きかった

ものであると思います。

この発表を聞きますと、どうしても、自分た

ちの町がなくなるのかと否定的に捉えがちです

が、実際に提言書を読みますと、人口減少を楽

観論や悲観論で考えずに正確に認識すること、

対応が早ければ効果がある、若者・女性の活躍

できる対策を行うという３つの基本姿勢を示し

ており、少子高齢化や過疎地対策について政策

等も提言しております。

また先日、６月４日には本県に、「デフレの

正体」「里山資本主義」の著者である藻谷浩介

氏が来県され、経済対策と少子高齢化の関係を

踏まえ、人口減少等について講演をされまし

た。知事初め、県職員の皆様も多数参加してお

られました。私も参加しましたが、その前に日

本創成会議のさまざまなデータを見ておりまし

たので、この講演が非常に勉強になったところ

でありました。

私自身が感じるには、藻谷氏から、現実を受

け入れて、その地域の魅力を磨く努力を行え

ば、たとえ今、過疎地域であっても、さらなる

発展があるというふうに、メッセージを受け取

りました。先ほど知事も午前中、綾町や西米良

村などにはすばらしい地域がたくさんある、県

内でも頑張っている自治体はたくさんあるとい

うふうに答弁をされましたが、知事はこの人口

減少問題に対してどう考えているのか、お伺い

いたします。

以下、質問者席で質問をいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

人口減少問題につきましては、経済を縮小さ

せ、社会の活力の低下、ひいては社会経済の持
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続可能性を揺るがす大きな要因となるものであ

りまして、地方にあっては、最終的に地域の維

持・存続にかかわる非常に深刻な問題であると

受けとめております。このため、県としまして

は、平成23年に策定した現在の総合計画におき

ましても、人口減少問題を県政の最重要課題の

一つとして位置づけまして、まずは、自然減に

対応するための出産・子育てしやすい環境づく

りなどの少子化対策、さらには、人口流出によ

る社会減に対応するための雇用の場づくりや流

入対策としての移住の促進、また、人口減少の

中にあっても地域の活力を維持していくための

交流人口の拡大や地域経済循環の促進、さらに

は、高齢者や女性の活躍する場の拡大などに、

市町村などとも連携をして取り組んできたとこ

ろであります。

先ほど議員から御紹介がありました、去る６

月４日の藻谷先生の講演におきましても、本県

の活路としてさまざまな着眼点をお示しいただ

いたところであります。私も大変印象に残った

ところとしましては、思い込みにより議論する

のではなく、しっかりとデータに基づいて客観

的な状況を把握した上で、また、現場の実態を

踏まえた上で議論をすべきこと、さらには、地

域の頑張りによって、地域の人口減少、また地

域の振興に大きな差が生じているということ

で、それぞれの地域の取り組みを促すような講

演であったというふうに考えておるところでご

ざいます。この先生の御指摘は、大部分でこれ

までの本県の考えや取り組みと軌を一にするも

のであり、さらに今申し上げましたような方向

性で、この人口減少対策にもしっかりと取り組

んでいく必要があろうということで、思いを強

くしたところであります。

人口減少問題は、県政の最重要課題でありま

すので、市町村や民間とも、これまで以上に

しっかりと連携をしながら、少子化対策、ま

た、雇用の場の創出、移住の促進など、さまざ

まな施策に総合的に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 知事、答弁ありがとうござい

ました。まさしく知事が言うとおり、現実を見

据える―これまで、どうしても感情論という

ところも非常に大きかったと思いますが、藻谷

先生の講演でもデータを重宝されて、しっかり

と分析をされていたように私は感じたところで

ありました。もちろん、これは、それぞれの市

町村がまずは努力をしていただいて、地域の方

々と連携してやっていただく、さらにそこを県

が後押しをしていくということが非常に重要で

あると思います。

関連して、関係部長に質問をしたいと思いま

すが、宮崎県は出生率が全国第２位と。それを

考えますと、自然減に対しては、非常に努力を

して何とか少子化対策を行っているというとこ

ろがあります。もちろん、まだまだというとこ

ろもありますが、それ以上に、宮崎県から、就

職であったり、また進学であったりして、県外

に離れなくてはいけない、離れてしまう「社会

減」のほうにしっかりと対策を向けるべきでは

ないかなと思いますが、その対策につきまし

て、とりわけ、県外から本県に移住してもら

う、中高年を含めて移住してもらう移住者対

策、また、就職等で宮崎に就職してもらうＵタ

ーンの取り組みにつきまして、具体的な対策を

関係部長より説明をお願いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） Ｕターン対

策につきまして、総合政策部では、移住情報ガ

イドブック等による情報発信や、都市部での移

住セミナー、相談会の開催など、全国のあらゆ
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る世代に本県の魅力をアピールするとともに、

市町村が実施する移住促進に向けた取り組みへ

支援を行うなど、各種の移住施策に取り組んで

きているところでございます。これらの取り組

みの結果、移住者の把握を開始いたしました平

成18年10月から昨年度までの実績でございます

けれども、392世帯の移住が実現している状況で

ございます。今後とも、市町村や関係機関と十

分に連携を図りながら、さまざまな機会を活用

し、本県の魅力を発信するなど、移住促進によ

る県外からの呼び込みに積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎での

就職を希望される方への支援につきましては、

東京、大阪、福岡の３カ所で「ふるさと就職説

明会」を開催し、県内企業との出会いの場を提

供しているほか、県内就職希望者に登録をいた

だき、県内企業とのマッチングを行う「ふるさ

と宮崎人材バンク」を運営しているところで

す。これら「ふるさと就職説明会」及び「ふる

さと宮崎人材バンク」によりまして、平成25年

度までの過去10年間で、439名の方が県外から県

内の企業へと就職されたところです。今後と

も、さまざまな機会を捉えまして事業の周知を

図りますとともに、魅力ある雇用の場の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 両部長に答弁いただきまし

た。特に移住に関しましては、やはり宮崎の魅

力というものと比例してくる部分があると思い

ますし、また、知事初め、トップセールスの部

分も非常に重要かなと思います。まだまだ宮崎

県の魅力を伝え切れていない部分もあるのでは

ないかなと思いますし、やはり、何よりも暮ら

しやすさ、温暖な気候であったり、そういうも

のをもっともっと全国に向けてＰＲしていただ

きたいと思います。また、Ｕターン就職に向け

ては、ふるさと就職説明会等を行っていただい

ておりますが、10年間で439名、まだまだこれも

改良、工夫の余地はあると思います。もちろん

県内には、都会の人材を欲しいと思いながら

も、そこまで手が回らないという企業もたくさ

んいらっしゃると思いますし、独自でやってい

る企業ももちろんいらっしゃると思います。ぜ

ひ、この数字も少しでも伸ばしていただけます

ように、両部長にはお願いをしたいと思いま

す。

次に、また知事の政治姿勢に戻りまして、農

協改革について伺いたいと思います。先日、会

派でＪＡ宮崎中央会を訪問し、幹部の方々と意

見交換を行いました。まさに今、政府が進めよ

うとしておりますＴＰＰ、そして農協改革につ

いて意見交換を行ったわけですが、今回、その

２つについて質問しようと思いましたけれど

も、先週土曜日に、ＴＰＰの説明会が本県で初

めて開催をされまして、私も聞きに行ったとこ

ろでありますが、正直、説明を聞いたほうがよ

りわからなくなってしまった。ましてその中で

も、報道されていることはうそですよ、報道さ

れていることは間違っていますといったことを

言われますと、実際、じゃ、テレビも新聞も、

我々、何を信じていいんだということ、逆にわ

からなくなった部分がありましたので、今回、

ＴＰＰの部分は控えます。

特に農協改革、今まさに議論がなされており

ますが、組織の改革というものは、そのときの

時代であったり、そのときの経済・社会背景に

よって大きく変わっていくものをみずから改革

していくことが、私は望ましいと思います。農

協自身であってもそうではないかなと思います

し、農協の改革案というものも出ました。それ
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を見て、国民の中には手ぬるいという話もある

でしょうし、また、政治家の方々の中でも受け

取り方がそれぞれであると思います。ただ、本

県におきましては、農協という組織は、経済的

にも大きな影響力を持っている組織であると思

いますので、質問させていただきます。

今、特にＴＰＰ交渉と農協改革というものを

政府が同時に進めております。これは私の印象

ですけれども、余り農協がＴＰＰに対して反

対、反対と声を上げると、おまえたち、農協改

革はもっと厳しいものにしてやるぞと、もしく

はされるんじゃないかというような、両方とも

イバラの道であるけれども、少しでも軽くなり

たいという農家の方々の声もあるのではないか

なと思います。特に県内農家は今、ＴＰＰ初

め、ＥＰＡも含め、海外農産物の輸入拡大とい

うものに対して非常におびえております。安い

ものがどんどん入ってきたら、自分たちの経営

はどうなるんだろう、自分たちの農業生産はど

うなるんだろうという不安を非常に持っており

ます。その中で、この農協改革というものは、

さらにその不安をあおるものであると思います

が、知事は、政府の進める農協改革についてど

のような所感をお持ちなのか、お伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、農業協同組合で

ありますが、地域農業の発展・振興はもとよ

り、地域経済や生活を支える社会基盤として、

非常に重要な役割を果たしていると考えており

ます。一方で、担い手の高齢化や、さまざまな

場面での競争の激化など、農業・農村を取り巻

く環境というものが大きく変化し、また厳しさ

を増している状況にありまして、農業協同組合

としましても、時代の変化に対応した改革をみ

ずから進めていく必要があろうかと考えており

ます。農協改革の議論につきましては、こう

いったことを踏まえた上で、また、現場の実態

をよくよく踏まえた上で、慎重かつ丁寧に行う

必要があると考えておりまして、先般、大分で

行われた九州地方知事会議でも、私からこのよ

う形での特別決議の提案をし、そのように採用

されたところでありますが、今後とも国に対し

て、現場関係者の意見を十分に聞いた上で議論

を行うよう、しっかりと働きかけてまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 今、農協改革の議論が継続さ

れている過程の中ですが、とりわけ、変わらな

きゃいけないというのは、農業以外の外圧のイ

メージも非常に強いわけです。実際に私たちも

意見交換した際には、農家の方が、「変わらな

きゃいけないという部分は当然あるけど、そこ

はしっかりと時間をかけて変えてきているし、

何十年もかけてつくり上げてきた今の組織体と

いうものがある」というふうに強くおっしゃっ

ておりました。まさに宮崎県におきましては、

農家と農協は非常に密接な関係にあります。

今、報道で示されている段階でありますが、例

えば、全農の株式会社化であったり、中央会の

廃止というものが実行された場合、本県の農家

に与える影響について知事はどのように考えて

いるのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、さまざまな案、

さまざまな意見が議論されておるところであり

ますが、国の規制改革会議が示した提言では、

改革を行った後の農業協同組合の具体的な姿が

描かれていない、また、その道筋もはっきりし

ていないということで、その影響については明

らかになっていない状況であります。日豪ＥＰ

ＡやＴＰＰ協定交渉などで、将来の農業に対す

る担い手の不安が増大をしている中で、農業経
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営を支えております農協組織の改革を行うに当

たりましては、こういった担い手の営農意欲が

損なわれないように、改革の目的や将来像を共

有できる丁寧な説明が必要であろうかと考えて

おります。また、農業協同組合は、経済活動だ

けではなく、地域社会のライフラインとしての

役割も担っておりますことから、農業・農村の

維持・活性化を図る上では、拙速な改革を避け

るべきでありまして、先ほど申し上げましたよ

うな丁寧かつ慎重な議論を進めていく必要があ

ろうかと考えております。

○西村 賢議員 知事もおっしゃるとおり、地

域にとっては非常に重要なライフラインの部分

もございます。農協の弱体化がそのまま農家の

弱体化につながる、そういった弱い農家の方々

も県内には多数いらっしゃいます。きのうか

ら、また、けさの新聞等、マスコミ報道でしか

わかりませんけれども、自民党案の中でもさま

ざまな議論がされているようでありますが、今

回、知事も、知事会もしくは県内市町村の首長

さん方と連携をして、県内農家の不安というも

のを払拭していただく努力を継続していだくよ

うにお願いしたいと思います。

次に移ります。本県の航空路線について質問

をいたします。

大都市圏より地理的に遠い本県にとりまし

て、空路は、国内、海外を問わず、観光やビジ

ネスにとっても重要な役割を担ってまいりまし

た。しかし、航空運賃はほかの移動手段と比べ

てコストが高く、路線の維持などに必要な搭乗

率の確保は簡単ではありません。本県も調べて

みますと、宮崎空港の廃止路線は、平成９年以

降で、北海道、広島、松山、岡山、高知、関

空、長崎など、７路線に上っておりました。宮

崎空港の搭乗客も、平成９年ごろの346万人をピ

ークに、昨年は285万人と、路線廃止の影響も受

けております。当然、路線廃止は本県に限って

のことではありません。地方空港はそれぞれに

苦労しているところがたくさんあり、特に日本

航空の経営再建から路線見直し等が相次ぎ、空

港によっては１日数便しか利用されない空港も

あります。現在、本県はＬＣＣの誘致等を行っ

ておりますが、国外、国内問わず、新規路線開

設の可能性につきまして、総合政策部長にお伺

いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ＬＣＣにつ

きましては、国内各社を訪問し、本県の魅力を

アピールするほか、昨年度から、就航に係る支

援制度を設けまして、誘致の取り組みを行って

きたところであります。また、ＬＣＣ以外の国

内航空会社に対しましても、路線の維持・充実

はもとより、新たな路線の開設について粘り強

く要望を行っているところでございます。ま

た、国外に関しましては、経済発展の著しい中

国・香港など、東アジア地域との路線の開設に

向けまして、現地での本県の認知度を高めてい

くとともに、チャーター便の実績を積み重ねて

いく必要がありますので、旅行会社へのセール

ス活動はもとより、チャーター便の支援を引き

続き行ってまいりたいと考えております。現時

点では、新たな路線開設の具体的な計画はあり

ませんが、本県の航空交通ネットワークの充実

に向けて、今後とも積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 一度廃止路線になってしまう

と、なかなか復活していくのは難しいというこ

とがありました。空港関係者に聞きますと、過

去から学ぶと、結局は、お互いの空港間を飛行

機を飛ばすというところまではいいと。ただ、

そこでどれだけ人的交流を築けるかというもの
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が重要だということを言われまして、やはりそ

こが行えなかったという反省点もあるのではな

いかなと思います。せっかく開設していくわけ

ですから、今後は、人や物がしっかりと動いて

いけるような体制を全庁挙げてつくっていく必

要があるのではないかなと思いますし、既存の

路線に関しましても、知事を初めとするトップ

セールスをもっともっと充実させて、民民交

流、それぞれの商工会議所であったりとか観光

関係であったりとか、そういうものをしっかり

と加速させる必要があると思います。

次に移ります。これは本当に私自身の思い

で、余計なお世話かもしれませんが、本県に本

社がありますスカイネットアジア航空、2002年

の８月に誕生いたしまして、当時、県費も大き

く投じまして新規航空会社として立ち上がりま

した。それ以降、長い間、平たんな道ではな

かったと思いますが、県民が育ててきた航空会

社でもあります。前期は、この前の報道により

ますと390億円と、売り上げが過去最高となり、

経営も安定してきているようであります。

今回、私は、会社側から頼まれたわけではな

いんですが、せっかく宮崎市に本社があるこの

会社を、県民のためにもっともっと有効活用し

て生かしてはどうかという提案であります。

せっかく本社が宮崎にあるこの航空会社をもっ

と生かして、この会社に新規路線をつないでも

らうということはできないのかなと。そうすれ

ば、新たなＬＣＣであったり海外の航空路線を

本県に持ってくるよりも、非常にリスクも小さ

く、また、経済的にも宮崎県に大きくはね返っ

てくるのではないかなと思いますが、地元企業

であるＳＮＡ社と協力して新規路線を開拓して

はどうか、お伺いをいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） スカイネッ

トアジア航空は、本県に本社を有する唯一の航

空会社でありまして、雇用も含め、本県の活性

化や県民の利便性の向上に御貢献いただいてお

りまして、私も含め、さまざまな機会を捉えま

して意見交換などを行っているところでござい

ます。現時点では、国内の新規路線につきまし

て具体的な計画があるというふうには伺ってお

りませんけれども、国際線につきましては、来

年４月以降の国際チャーター便の運航に向けて

調整を行っていると伺っているところでござい

ます。県といたしましても、関係機関と連携し

ながら、その実現に向けて協力してまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 この会社が設立された当時の

新聞記事等を見ました。県費を投じて新規航空

会社を立ち上げることに関しては、県民からも

反対の声とか疑問の声も非常にあったわけです

が、立ち上げる、いわゆるイニシャルコストに

関してはもう乗り切ってきたと思います。ここ

までの企業になったわけですから、これをうま

く生かしていくことが私は重要だと思います。

繰り返しますが、宮崎空港の乗降客も、平成９

年の346万人から、一時は100万人も落ち込んで

いた時期もあります。そのころより回復はして

おりますけれども、県内観光や経済発展のため

に、ぜひとも生かしていただきたいと思います

し、先ほどの話で、新規路線の開設にも県に尽

力していただきたいと思います。

次に移ります。認知症患者について質問をい

たします。

認知症行方不明者が１万人を超えたという報

道がなされておりました。厚生労働省も実態調

査に向けて乗り出すようですが、まず、警察本

部長にお伺いをいたします。認知症患者の行方

不明者が問題となっておりますが、本県の警察
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届け出件数の推移はどうなっているのか、ま

た、保護や発見された状態についてもお答えく

ださい。

○警察本部長（白川靖浩君） 本県の認知症ま

たは認知症の疑いのある行方不明者の届け出受

理状況等についてでありますが、統計をとり始

めた平成22年が30名、平成23年が30名、平成24

年が33名、平成25年が47名の、合計140名の届け

出を受理しております。この140名のうち、121

名の方が生存発見されましたが、16名の方は、

残念ながら発見時には死亡されておりました。

残り３名の方は現在でも未発見となっておりま

す。警察では、当時、部隊を編成して、警察犬

の投入や、消防団等関係機関との連携による捜

索活動を行うとともに、「徘徊高齢者ＳＯＳ

ネットワーク」による県内市町村に対する手

配、全国警察への行方不明者手配を行っており

ます。今後とも、認知症または認知症の疑いの

ある行方不明者等につきましては、早期の発

見、保護に努めてまいります。

○西村 賢議員 16名の方は非常に気の毒で

あったと思いますし、また、３人の方の安否も

気にかかるところでありますが、実際に行方不

明者の捜索には、その地域の自治会の人たち

や、また消防団でありますとか、非常に多くの

方々が動員されて、人海戦術で行われておりま

す。その負担も相当なものであるかと思います

が、家族の方の心労も非常に重いものがあると

思います。捜索には、ＧＰＳ機器というものが

今、携帯電話とかにもついていますけれども、

それが非常に有効であると言われております。

携帯電話であれば、認知症の方は持ち歩かない

ので役に立たないというふうに聞きましたが、

靴も販売されております。そういう靴とか、Ｇ

ＰＳに対する助成を、鳥取県などが自治体とし

て予算化を検討しているようであります。本県

もこのような先進的事例を検討していただきま

すようにお願いしたいと思います。

まさしく、認知症は特定の病気ではなくて、

その症状を指すそうですが、いつ家族の中で発

症するかわかりません。もちろん、自分がいつ

発症するかもわかりません。その症状は本人が

自覚できないこともありますから、その対策も

難しいところがあります。高齢者の割合が多い

認知症ではありますが、最近では、若年性認知

症と呼ばれる18歳から64歳以下で発症する認知

症の存在も明らかになっており、全国には約４

万人いると推定されております。既に東京都で

は、若年性認知症総合支援センターを立ち上

げ、相談窓口を設けており、患者と家族を支え

る体制をつくっているそうです。本県には認知

症の患者がどの程度いるのか、また、そのうち

若年性の患者はどの程度いるのか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 日常生活にお

いて見守りを必要とします認知症の方は、現在

のところ、県内に３万人程度と推計をいたして

おります。また、65歳未満の若年性認知症の方

につきましては、厚生労働省が推計したデータ

をそのまま本県に当てはめますと、県内に300人

程度と推計されます。

○西村 賢議員 あくまで推計ということです

が、３万人。まさに、高齢者がふえれば、必然

的に認知症患者自体もふえてしまうと考えられ

ますが、これからの認知症患者の増加に対して

も対策を講じていかなければならないと思いま

す。

先日、ある精神病院を訪問し、医師やケア担

当者と意見交換を行いました。現在では、重症

化する認知症患者は精神病院に入院させられる
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ケースが多く、極端に言えば、死ぬまで病院で

面倒を見てくれと家族から頼まれるケースも多

いそうです。その医師いわく、認知症患者を病

院に連れてきても、状態が改善するケースは少

なく、逆に、ふだんと異なる生活環境に置かれ

ることにより、悪化することがあるとのことで

した。このことは、幾つか目を通した医学関係

のレポートにも記されておりました。

また、病院に連れていってしまうのは、看病

や介護の大変さもありますが、実際には、グル

ープホーム等の施設に入居すれば月に10数万円

程度かかり、精神病院では、保険が適用されれ

ば５～６万円で済むということもあり、県民の

苦しい負担の状況もあります。結果、宮崎県

は、人口比でいうと、日本で３番目に精神病床

の多い都道府県となっているようです。その数

は埼玉県の３倍にも上るということで、実際に

は多くの認知症高齢者が精神科病院に入院して

おります。治療というよりも、収容保護といっ

た要素が強い一方で、本来の精神病患者の急な

搬送等に対応できないケースもあるということ

でした。

このことは全国的な問題となっております

が、それを踏まえて、厚生労働省も、認知症の

人が住みなれた地域で暮らせる社会を目指す

「認知症施策推進５か年計画」、いわゆるオレ

ンジプランに昨年４月から取り組んでおりま

す。本県は、増加する認知症患者に対してどの

ような対策を講じているのか、福祉保健部長に

お尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認知症施策の

推進に当たりましては、早期発見・早期対応を

初め、地域における支援体制の充実が重要と考

えております。このため、県におきましては、

これまで、国の認知症施策推進５か年計画、い

わゆるオレンジプランにも位置づけられており

ます、医療相談や専門医療の提供を行う認知症

疾患医療センターを県内に３カ所設置したのを

初め、地域包括支援センター職員や認知症に対

応できる介護職員への研修を実施するととも

に、地域で認知症の方やその家族を支える認知

症サポーターの養成を支援してきたところであ

ります。また、今年度は、認知症の早期発見・

早期対応に重要な役割を果たす、かかりつけ医

や病院看護師の研修を実施することとしており

ます。なお、現在、国において新たな認知症対

策が検討されておりますので、その動向を踏ま

えながら、認知症施策の一層の推進につなげて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これまで議会の中でも、この

認知症の問題、先ほど言ったような精神病床の

問題等は、これまでも何度か質問をされてきま

した。議会の中でも、なかなかその有効策が議

論の中では得られていないところでもあります

し、今の答弁についても、しっかりとこれを

やっていかなければ、認知症の方々がさらにふ

えてきたときの対応は難しいかと思います。先

日の藻谷さんの講演でもありましたが、これか

ら超高齢化の波が来るわけです。人口移動が来

て、今のベビーブーマーの人たちが、今度は65

歳、75歳、85歳となってきたときに、施設をこ

れ以上つくっていくことは非常に難しいと思い

ますので、一人でも早期に発見して、早くから

ケアができるようなシステムをつくっていただ

きたいと思います。

次に、高齢者を狙ったオレオレ詐欺等の被害

は後を絶ちませんが、その中でも、認知症の方

が詐欺犯罪等に巻き込まれるケースが多く、昨

年度は、送りつけ商法や投資詐欺といった消費

者トラブルで、認知症や知的障害のある高齢者
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が被害者となったケースは１万人を超えている

と、国民生活センターの調べでは出ておりまし

た。悪質業者からカモとして狙われているので

はないかという心配もあります。認知症患者や

知的障害のある方を、このような悪質なケース

からどう守っていくのか。犯罪に巻き込まれな

いようにするには、判断能力が不十分な人の財

産を守っていく成年後見制度というものがあり

ますが、その活用は非常に有効であると考えま

す。実際、成年後見制度の利用状況を見ると、

本県では、まだ371名となっておりますが、５年

前に比べると増加傾向にあるようです。先ほど

３万人はいると言われる本県の認知症患者を考

えると、まだ該当者がいると思いますが、その

普及について、県の取り組みをお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 成年後見制度

は、認知症など判断能力の不十分な方々が、財

産管理や契約締結をめぐって不利益をこうむら

ないように保護・支援する上で、有効な対策で

あると考えております。このため県では、県社

会福祉協議会を通じて、成年後見制度の活用に

関する相談に応じるとともに、本人にかわって

市町村長が申し立てを行うための職員研修や、

後見人を担う人材を育成するための実務研修を

実施するなど、制度の利用拡大に取り組んでい

るところであります。議員の御紹介にありまし

たように、平成25年度が371件の申し立て件数と

なっております。５年前の21年度が281件で、そ

の後も300件台で推移しております。今後とも、

県といたしましては、引き続き、家庭裁判所や

各市町村など関係機関と連携しながら、当制度

の普及・促進を図ってまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 この件につきましては、私も

友人の弁護士等に話を聞いてみましたら、後見

人制度というものを有効活用したほうが、例え

ば、家族間のトラブルであったり、ヘルパーと

か身近な人に対してもいろんな疑いをかけなく

てもいいし、また実際に、そのような方に幾ら

お金を払ったり渡したりしても、当人は忘れて

しまったりすることが多いので、この後見人制

度はもっともっと普及する必要があるというこ

とでした。もちろん、これは県が主体ではなく

て、市町村等が主体となってやらなければなら

ない事業かもしれませんけれども、ぜひ県も後

押しをしていただきたいと思います。

次に、日向市内の公共事業についてに移りま

す。

日向市は、ことし３月、東九州道で宮崎市方

面とつながり、格段に県内のアクセスが向上い

たしました。高速道の利用者も予想以上とのこ

とで、利便性の向上は県民にとっても大きな成

果が出ていると思います。今後は、高速道の進

捗も踏まえて、さらなる利用拡大で高速道を生

かしていく取り組みが必要であると思います。

本日は、日向インターチェンジから日向市市街

地を通り、国道10号につなぐ県道土々呂日向線

の改良工事につきまして質問をいたします。

現在、日向インターチェンジから財光寺地区

を抜け市街地中心部へ続く部分で、土地区画整

理事業と街路事業が行われておりますが、その

ちょうど街路事業部分では、大型車の通行がで

きない区間があります。現在、県が行っている

工事の状況と見通しを、県土整備部長にお尋ね

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道土々呂

日向線の日向市中心部につきましては、東九州

自動車道へのアクセス向上を図り、円滑な都市

交通や良好な都市環境を確保するため、市が施

行する土地区画整理事業と県が施行する街路事
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業により、整備を進めているところでありま

す。このうち、街路事業につきましては、中町

地区の未改良区間約200メートルにおいて、平

成24年度から事業に着手し、平成30年度完成を

目指しまして、現在、用地取得を進めていると

ころであり、工事に必要な用地面積の約６割を

契約いただいたところでございます。県といた

しましては、今後も、地元の御協力をいただき

ながら、日向市とも十分に連携し、道路整備の

効果が早期に発現できますよう、事業進捗を

図ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 住民は、年月がかかっても、

今の答弁のように、平成30年を目標にしてしっ

かりと進んでいますよというメッセージがあれ

ば、安心してその経過を見守ることができます

し、また、その沿線に対して、商店街でありま

すとか企業の誘致等にも寄与できるのではない

かなと思っております。

関連して、私は昨年の９月議会で、群馬県の

道路整備計画を例に挙げまして、道路整備の事

前公表について質問をしたところですが、その

後検討していただきまして、１年前発表から複

数年発表に切りかえていただけるということ

で、非常に期待をしております。そのときも質

問したんですが、群馬県は、県の方と市の方が

非常に連携を密にしてつくっている印象を受け

ました。地元の声をしっかりと反映した計画と

なっていきますように、要望しておきたいと思

います。

次に、細島港について質問をいたします。こ

れまでの重点港湾で細島港に関してはさまざま

な要望等もしてまいりましたが、今度は、工業

港地域ではなく、細島・畑浦地区にある細島港

商業港地区について質問をいたします。

この商業港地区は、チップヤード、倉庫など

を備えており、現在では、水深が浅く、大きな

船は入港できません。そのために、現在、港湾

計画を変更していく中で、どのように有効活用

を考えているのか、どのような検討がなされて

いるのか、今後の展望について県土整備部長に

お伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 細島港商業

港地区につきましては、細島港発祥の地であ

り、古くから漁業や商業を中心とした港町とし

て栄えてきた歴史ある地区でありまして、背後

には、国指定の文化財である名勝「妙国寺庭

園」など、歴史的価値のある史跡や建物などが

点在し、海の幸が味わえる「海の駅ほそしま」

など、多くの人が集まる魅力ある場所となって

いるところであります。平成23年度に地元関係

者の方々を中心に開催しました「商業港地区の

将来利用に関する検討会」では、豊かな観光資

源と、漁港やプレジャーボートなどの港の施設

が一体となって、商業港地区を活性化したいと

の御意見もいただいているところでございま

す。県といたしましては、現在、細島港港湾計

画の見直しを行っておりますことから、このよ

うな意見も踏まえ、港の歴史や景観を生かし、

漁船やプレジャーボートが行き交い、人々が集

うにぎわいのある場所となるよう、日向市や地

元の方々と連携を図りながら取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 私も幼いころはこの地域に住

んでおりましたので、小さいころから遊び場と

して、チップヤードとかああいうところで遊ん

でいた記憶があるんですけれども、かなり年月

もたちまして、あの周辺も道路も、がたがたと

なってきたり老朽化しております。商業港の周

辺には、あのチップヤードも県のチップヤード

でありますし、また、倉庫等も建ち並んでおり
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ます。相当老朽化もしておりますし、利用者か

らは改修を望む声も強く、例えば、このまま

チップヤードを残しておくのであれば、大規模

な補修も必要であると思いますし、倉庫であれ

ば建てかえなどの必要も出てくるかもしれませ

ん。今後、港湾計画見直しとなった場合には、

例えば工業港地区への移転なども検討されるの

かなと思いますが、そのような考えがあるの

か、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 商業港地区

のチップヤードや倉庫につきましては、港湾機

能のさらなる効率化を図るため、工業港地区や

白浜地区にあります同様の施設との集約化など

の検討が必要であると考えておりますが、移転

先の用地確保などの課題もありますことから、

現在行っている細島港港湾計画の見直しの中

で、関係者とも十分協議しながら検討してまい

りたいと考えております。

○西村 賢議員 再質問しますが、港湾計画の

見直しというものは、23年からいろんな意見を

聞いたりして、地元の方々と意見交換をしてい

ると思いますが、見直しというものは29年ぐら

いでしたかね、目標は。それをもっと早めて、

次の計画が立ち上がるまでの目標年次というも

のがあれば、教えていただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 細島港では

現在、港湾計画見直しのため、長期構想検討委

員会を設置しまして、学識者あるいは地元の代

表の方々と議論させていただいているところで

ございます。この港湾計画の見直しにつきまし

ては、できる限り早く行えるよう努めてまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 済みません、できる限り早く

お願いをしたいと思います。先ほど申し上げた

とおり、チップヤードでは、道路ががたがたに

なりまして、アスファルト片がチップの中にま

ざってしまうと。業者のほうから、これはもう

売り物にならなくっているというふうに言われ

ておりますし、また、側溝は木片で埋まって水

が流れなくなって、水が流れないものですか

ら、あふれた水がチップを海にそのまま押し流

すというような状況もあります。移転しないの

であれば、しっかりそこを補修していただきた

いと思いますし、これが２～３年後移転すると

いうことであれば、今のまま頑張って使えるか

もしれませんけど、それ以上かかるようでした

ら、早目早目の補修をお願いしたいと思いま

す。

次に、最後の質問になります。先日、文教警

察企業常任委員会の県内調査におきまして、日

南振徳高校を訪問いたしました。その際に、生

徒の手づくりであるシフォンケーキをいただき

ました。文化祭などで販売しているようで、地

元の食材を使った非常においしいものでありま

した。これまでも我々は、県内の調査でほかの

学校にも行ったり、例えば海洋高校に行ったと

きも、文化祭で売っているんですよといった缶

詰をいただいたりしました。そのような食品加

工というものが、それぞれの農業系の学校、総

合系の学校で販売されるケースがありますし、

それぞれの学校で人気があると伺っておりま

す。

県内には、授業の中で食品加工を学び、製品

化しているところが多数あります。中には、大

手コンビニチェーンと提携して商品化された学

校もありますが、このような学校の高校生たち

に、新たな加工品の企画・開発を行っていただ

き、加工品のコンテストを行ってはどうかと提

案いたします。高校生たちの教育の一環とはい

え、若い発想ですばらしいものを生み出してく
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れるのではないかと期待しますし、高校生たち

のやる気、モチベーションの向上にもつなが

り、また、グランプリをとった食品を県内企業

が採用すれば、一躍新しい宮崎ブランドの創造

につながるかもしれません。いろいろ夢は広が

りますが、個人的には、例えば秋の高文祭の時

期に、食の高文祭とか食の文化祭といったよう

な形で実現することはできないのか、教育長に

お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 食品加工製品のコン

クールということですが、現在、農業系の高校

では、学校段階、県の段階、国の段階で、食品

加工分野の研究や、その加工に至る取り組みな

どを競うコンテストがなされておりまして、県

で上位になった子供たちは、切磋琢磨して全国

で競ってくる、九州で競ってくるというような

ことをしております。

議員の御提案は、これをもう一つ踏み込んだ

形だと私は受け取らせていただいたんですが、

製品そのものを持ち寄ってコンテストをやった

らどうかという御提案だと思ったんですが、

おっしゃったように、コンテストの実施につき

ましては、新たな商品開発に向けた、生徒や職

員の意欲、エネルギーを高めるとか、いい効果

が出ると思っております。温かい提案だと感じ

ておりますが、今やっているコンクールでなぜ

製品を持ち寄っていないかというと、原材料の

とれる時期が違うとか、賞味期間が違うという

ことで、一律に比較ができないということで

やっていないという課題があるということでし

た。

しかし、非常に興味深い提案ですので、食品

加工を学ぶ高校生が、他校の製品や製法を知

り、ともに切磋琢磨しながら学ぶとともに、自

分たちの製品について評価を受ける機会を設け

ることは、非常に大切なことでありますので、

今後、どんな形にすれば実施できるか検討して

みたいと思います。また、せっかくやるんだっ

たら、各学校の製品を県民の皆さんに知っても

らうとか、その取り組みを知ってもらうとか、

そういうこともあわせて考えられないかなと、

お聞きしながら思ったところでした。ありがと

うございました。

○西村 賢議員 教育長、まさしく我々も、議

会のそういう委員会で訪問した際に、そういっ

たいいものを我々だけがいただいているのは申

しわけないという気持ちからの提案でありまし

た。ぜひこれが県内に広まって、すばらしい高

校生たちの技術とか新しい発想というものを広

く広げていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会


