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◎ 一般質問

○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。

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、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。平成26年９月12日、一般質問先陣を

賜りました後藤哲朗でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

まず初めに、知事に、地方創生についてお尋

ねします。

昭和44年に閣議決定された新全国総合開発計

画の背景に、人口、産業の大都市集中がありま

した。また、昭和62年の第４次全国総合開発計

画の背景には、人口、諸機能の東京一極集中と

産業構造の急速な変化等により、地方圏での雇

用問題の深刻化がありました。平成10年決定、

目標年次が来年までの21世紀の国土のグランド

デザインでは、人口減少・高齢化時代を背景と

し、多様な主体の参加と地域連携による国土づ

くりをコンセプトとしていました。しかしなが

ら、一定の効果を出しつつも、地方の人口問

題、少子化、東京一極集中等が顕在化し、財政

面を含め地域間格差が顕著となってきたのが現

状であります。地方自治体や都市間、地域間の

競争が言われて久しくなっていますが、国と地

方の連携・協力なくして地方の再生は実現でき

ません。また、新聞報道等によりますと、政府

が年末を目途に地方創生のビジョンを策定する

ようでありますが、地方が主体的に地方創生に

どう関与していくのか、参画していく枠組みが

しっかりと構築されるかが重要になっていくと

思います。人口急減・超高齢化という我が国が

直面する大きな課題に対し、政府一体となって

取り組み、各地域がそれぞれの特徴を生かした

自律的で持続的な社会を創生できるよう、先週

の３日、まち・ひと・しごと創生本部が設置さ

れましたが、創生本部に対しましての期待につ

いて、知事の御所見をお伺いいたします。

次に、定住自立圏構想についてお尋ねしま

す。

地方が責任を持って地域経済を支えるために

は、その基盤となる地方税財政の安定が必要で

あります。自主財源に乏しく極めて脆弱な財政

基盤にある本県及び県内市町村は、増大する社

会保障経費はもちろんのこと、公共施設等の老

朽化対策を初めとするさまざまな行政課題に対

応するため、多額の経費が必要であることか

ら、厳しい財政運営を強いられています。財政

難と人口減少時代における地方の拠点をどう考

え、整理していくのかも大きな課題となりつつ

あります。総務省は今年度より、人口20万人以

上の高度な自治体機能を持つ地方中枢拠点都市

構想の実現に向けたモデル事業に着手しまし

た。私は、今話題の、日本創成会議座長の増田

寛也氏が総務大臣で、里山資本主義の藻谷浩介

氏が審議会のメンバーで構想をつくり上げた定

住自立圏構想のほうが、中山間地域を多く抱え

る本県には、拠点づくりとしてはマッチングす

るのではと考えます。定住自立圏構想は、市町

村間で広域連携を図り、都市部への人口流出を

防ぐ有効な施策と考えます。そこで、総務省に

おられました総合政策部長に、県としてどのよ

平成26年９月12日(金)
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うに取り組んでいかれるのか、御所見をお伺い

いたします。

次に、フードビジネスの関連として、狩猟肉

の利活用についてお尋ねします。

先月の８月22日、会派の先輩方と、狩猟肉の

利活用促進を目指し、もって農山村の鳥獣害問

題の継続的な改善と地域振興を図りたいという

目的で、日本ジビエ振興協議会の事務局長さん

と、東京で研修及び意見交換会の機会を持ちま

した。捕獲された有害鳥獣を狩猟肉（ジビエ）

として有効活用しようという取り組みは、各県

各地で始まっていますが、うまくいっていると

は言いがたい状況であることや、流通の基礎と

なる地域の食肉処理施設は徐々に完備されてい

るが、個々の施設の生産能力、生産精度は低

く、大きなばらつきがあること。消費が本格化

する前に、関係者が協力して製造、流通、規格

等についての法令・ガイドライン整備と、それ

を遵守できる体制固めが必要である等々、感想

や意見をいただきました。

さて、県内の狩猟肉活用の取り組みに先進的

な事業者では、昨年度、宮崎大学との共同研究

で、「有害鳥獣捕獲の鹿成分検査」、また本年

度から２カ年事業として、みやざき地域志向教

育研究「食と健康に関する技術開発と実用化を

現実にするための研究」に取り組んでおりま

す。狩猟肉の利活用で中山間地域の活性化を図

ろうという民間の活動も活発化しております。

そこで、県としては狩猟肉の利活用についてど

のように取り組まれようとしているのか、総合

政策部長にお伺いいたします。

次に、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」についてお

尋ねします。

このプロジェクトの理念は、2020年以降を見

据えた、次世代に受け継ぐ有形無形の財産づく

り、大会に向けた取り組みを一過性のものにし

ないということです。目標が崇高であり、決

意、目的、実践行動にやる気が出そうで、感

動、共鳴、大いに期待をしているところであり

ます。さて、おもてなしプロジェクトの基本的

な考え方の中に、好機を逃がさず全県を挙げて

おもてなし環境を磨き上げ、世界に発信すると

うたわれております。また、県、市町村、民間

の協働により、世界に誇れる日本一のおもてな

しを構築し発信するとも公表されています。そ

こで、この各市町村、各民間団体との協働につ

いてどのように取り組もうとしているのか、総

合政策部長にお伺いいたします。

次に、医療・介護サービスの提供体制改革の

ための新たな財政支援制度についてお尋ねしま

す。

今や大きな社会問題となっている、団塊の世

代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、病

床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、

医師・看護師等の医療従事者の確保・勤務環境

の改善、地域包括ケアシステムの構築といっ

た、医療・介護サービスの提供体制の改革が急

務の課題となっています。このような中、国で

は、医療法等の改正による制度面での対応にあ

わせ、消費税増収分を財源として活用し、医療

・介護サービスの提供体制改革を推進するため

の新たな財政支援制度が創設され、本年度、904

億円の予算が措置されました。事業実施に当

たっては、各都道府県に消費税増収分を財源と

した基金―国が３分の２、県が３分の１―

を設置し、各都道府県が作成した計画に基づい

て行われるものです。また、地域における医療

及び介護の総合的な確保に関し、医療法、介護

保険法で定める基本方針にのっとり、都道府県
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計画、医療計画、介護保険事業支援計画等で整

合性の確保が図られなければならないとされて

います。スケジュールは、４月から８月にかけ

て２回の都道府県個別ヒアリングが開催され、

７月に国に医療介護総合確保促進会議が設置さ

れ、総合確保方針の提示があったばかりの経緯

ですので、当局におかれましては、今月中の都

道府県計画の策定・提出に向けて多忙をきわめ

ていることと思います。医療機関、介護サービ

ス事業所にとりましては、医師確保事業、介護

従事者の確保のための事業等の改善に大いに期

待をしているところですので、地域医療再生の

ため、崇高な使命感とやりがい感で取り組んで

いただきたいと思います。そこで、新たな財政

支援制度に対するこれまでの取り組みと今後の

スケジュール等について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

次に、地域福祉の推進についてお尋ねいたし

ます。

それぞれの地域において住民が安心して暮ら

すことのできる福祉のまちづくりを推進するた

めには、行政関係者だけでなく、社会福祉法人

や民生委員・児童委員を初めとした地域に根差

した福祉関係者が、お互いに協力して福祉課題

の解決に取り組んでいくことが大切だと考えま

す。特にこれからは、地域の住民が率先して高

齢者や障がい者、子供等に対する見守り活動な

どに取り組んでいくことが重要だと考えます

が、なかなか活動の拠点がないという声も聞こ

えているところでございます。そこで、このよ

うな中、社会福祉法人が地域福祉の拠点として

地域に開かれることは、大変意味のあることだ

と思いますが、福祉保健部長に御所見をお伺い

いたします。

次に、海岸保全基本計画の改定についてお尋

ねします。

政府の中央防災会議などは、2011年、数十年

から100数十年に一度と発生頻度が高く、大きな

被害をもたらす津波を「レベル１」と定義しま

した。そこで県は、これを受け、昨年12月に県

沿岸部のレベル１津波の水位を設定し、必要な

堤防の高さがおおむね４～６メートルになるこ

とを公表したところであります。このような

中、本県海岸の津波対策を推進するため、海岸

保全基本計画の見直しが行われていますが、そ

の内容について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

次に、神楽の由来等の調査についてお尋ねし

ます。

まず、高千穂神楽のブラジル公演は、報道等

で御案内のとおり、大役を果たしていただきま

した。関係者の皆様に、心から敬意と感謝の意

を表したいと思います。お疲れさまでした。あ

りがとうございました。

さて、「めざそう世界無形文化遺産！みやざ

きの神楽魅力発信事業」では、県内に207あると

言われる神楽の調査に汗をかいていただいてい

るところであります。地域間競争ではなく、オ

ンリーワン事業として、生き生きとして楽しん

で取り組んでもらいたいと思います。さて、神

楽の分類については、宮中の神楽を御神楽とい

うのに対して、民間の神楽を里神楽と言われて

います。里神楽の分類については諸説ありまし

て、定説となるものはないと言われております

が、本田安次氏、元早稲田大学名誉教授の説に

よりますと、巫女神楽、出雲流神楽、伊勢流神

楽、獅子神楽の４種に分類されています。宮崎

県の神楽の特徴として、平野部を中心とした稲

作地帯で舞われる春神楽のほとんどが昼神楽で

あり、中山間部の九州山地帯で舞われる冬神楽
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のほとんどが夜神楽であると言われています。

また、神話が伝承される地域では神話に関する

演目、山地では狩猟儀礼、平野部では稲作に関

して、沿岸では魚の漁に関する演目が見られる

ようです。さて、県内神楽の書面による悉皆調

査は昨年度に実施済みであり、現在は、国の重

要無形民俗文化財に指定されている神楽から、

神楽面や衣装、文書の記録撮影、保存会への聞

き取り等の現地調査を行い、神楽概要書を作成

する運びと伺っております。そこで、県内外へ

の情報発信の必要性から、神楽の調査内容の中

に神楽の由来や分類を入れるべきと考えます

が、教育長の御所見をお伺いいたします。

最後に、交通安全対策、「ゾーン30」対策に

ついてお尋ねします。

生活道路における歩行者等の安全な通行を確

保することを目的として、区域（ゾーン）を定

めて時速30キロの速度規制を実施するととも

に、その他の安全対策を必要に応じて組み合わ

せ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を

抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活

道路対策であります。本県では、小学校を中心

に抜け道対策など、地域住民の要望や生活道路

における事故多発場所などを検討の上、関係者

との協議を経て、対策が必要と認められる地区

を選定しております。そこで、地区住民の整備

要望が高い「ゾーン30」の効果と今後の取り組

みについて、警察本部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、それ

ぞれの御答弁後、質問席から再質問をさせてい

ただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まち・ひと・しごと創生本部についてであり

ます。このまち・ひと・しごと創生本部は、人

口急減・超高齢化という我が国が直面する課題

に対して政府一体で取り組み、各地域が特徴を

生かした自律的で持続的な社会の創生を目指し

て設置されたものであります。私としまして

は、国が、地方の元気なくして我が国の将来は

ないとの認識に立ち、創生本部を中心に地方の

実情に応じた多様な取り組みを予算面や制度面

から積極的に支援することを通じて、人口減少

問題の克服や景気回復の地方への波及などに

しっかりと取り組むことで、本県を初めとする

全国津々浦々の地方が再生する契機となること

を期待しているところであります。

一方、創生本部がその目的を達成するために

は、当事者である地方の意見が最大限に生かさ

れることが何より大切であるというふうに考え

ておりますし、また、地方の側からも、国の取

り組みを座して待つのではなく積極的な提案・

提言をしていく、そのような姿勢も大事であろ

うかと考えております。特に本県は、温暖な気

候と豊かな自然環境に恵まれ、合計特殊出生率

が全国トップクラスであるなど、すぐれた子育

て環境や生活環境を誇っておりますことから、

全てが大都市に集中する現状からの脱却を目指

す、いわば脱大都市時代における地方のあるべ

き姿の一つとなり得る、またそのモデルを示し

得るのではないかと考えております。こうした

本県の優位性と実情を、国に対してしっかりと

説明するとともに、特色ある政策を提案してい

くことで、今回の国の取り組みというものを本

県にとっての追い風として捉え、本県の発展に

結びつけていくよう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〕

○総合政策部長（橋本憲次郎君）〔登壇〕 お

答えします。

定住自立圏構想についてであります。定住自



- 144 -

平成26年９月12日(金)

立圏構想は、中心市と近隣市町村が相互に役割

分担し連携・協力することにより、圏域全体と

して必要な生活機能を確保するとともに、圏域

の活性化を図ることを目的としております。県

内においては、延岡市、日向市、都城市、小林

市を中心市とする４圏域で形成され、圏域ごと

の具体的な事業をまとめた定住自立圏共生ビ

ジョンに基づく各種の取り組みが実施されてお

ります。本格的な人口減少社会を迎える中、定

住自立圏構想は地方における定住の受け皿の形

成を目指すもので、都市部への人口流出抑制の

観点からも大きな意義を有するものであると考

えております。県といたしましても、各圏域の

個性を生かした定住自立圏共生ビジョンによる

取り組みが円滑に行われるよう、引き続きしっ

かりと支援してまいりたいと考えております。

次に、狩猟肉の利活用についてであります。

狩猟肉の利活用を図ることは、地域活性化の観

点からも、地域資源の一つとして大変重要であ

ると考えております。県といたしましても、諸

塚村や西米良村にあります狩猟肉処理施設の整

備や、鹿肉のレトルトカレー等の販売に取り組

まれている延岡市の企業等について、県の補助

事業等により支援を行っているところでござい

ます。レトルトカレーについては、私も食べさ

せていただきましたが、癖もなく、ほぐれやす

く、食感がよいという印象を持ったところでご

ざいます。狩猟肉の利活用につきましては、処

理に係る衛生管理体制や販売先の確保などの課

題がありますが、現在、国において衛生管理の

ガイドラインの作成が進められており、また、

民間企業による流通体制の構築に関する動きも

ございますので、他県における先進事例等の関

連情報の収集に努めるとともに、市町村等に情

報提供を行いながら、引き続き有効な利活用に

ついて検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」についてで

あります。このプロジェクトは、オリンピック

・パラリンピック東京大会を契機に、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て地域の活性化を図ると

ともに、これを一過性のイベントとせず、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」、いわゆるオリンピック・レガ

シーの創造を目指すものであります。そのため

には、県だけではなく、市町村、民間団体が、

このプロジェクトの趣旨を十分に理解し、それ

ぞれが主体的な役割を果たしていただくことが

重要であるとの認識のもと、協働を掲げさせて

いただいたところです。このため８月に、県、

市町村、経済団体等の民間団体による、おもて

なしプロジェクト推進のための官民連携組織を

立ち上げたところでございます。今後、会議の

中に、各団体の実務者レベルによる幾つかの専

門部会を設け、それぞれのノウハウや情報の共

有・連携をさらに強固なものとし、目指すべき

方向性を一つにしながら、県民全体でおもてな

し機運の醸成を図ることにより、県民の力を結

集した県づくり、地域づくりに取り組んでまい

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、新たな財政支援制度に対するこれまで

の取り組みと今後のスケジュール等についてで

あります。新たな財政支援制度は、後期高齢者

の増加が見込まれる2025年に向けて、医療・介

護サービスの提供体制の改革が急務の課題であ

るとの認識のもと、本年になって国から示され
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た財政支援措置であります。県のこれまでの取

り組みとしましては、本年度の政府予算が成立

した３月から、医師会、看護協会、大学、市町

村等の関係団体に必要とされる事業を募集する

とともに、事業内容や事業計画等に関するヒア

リングや庁内関係課との協議を実施しており、

また、４月と８月には国との協議を行っている

ところであります。今後のスケジュールにつき

ましては、県の事業計画策定に向けまして、９

月末に医療審議会での審議を経た後、国に計画

を提出し、国からの内示・交付決定を踏まえた

上で、事業実施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。

次に、地域福祉の推進についてであります。

社会福祉法人が、地域の実情や当該法人の特性

に応じて施設等を活用し、地域福祉の拠点とし

ての役割を果たしていくことは、大変意義深い

ことだと考えます。現在、社会福祉法人は、そ

れぞれの地域において、交流促進の場の提供は

もとより、高齢者、障がい者及び子育て世代か

らの相談対応や、地域住民が参加する生涯学習

会への支援など、さまざまな取り組みを行って

いただいております。これらの取り組みについ

ては、一定の評価をするものでありますが、国

においては、現在、社会福祉法人の社会貢献の

あり方について議論が行われておりますので、

県といたしましては、その議論等も踏まえなが

ら、社会福祉法人が地域福祉の拠点として、よ

り一層その存在意義を高めていただくよう、必

要な助言・指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（大田原宣治君）〔登壇〕 お

答えいたします。

海岸保全基本計画についてであります。本県

における海岸保全基本計画につきましては、平

成15年に策定したもので、台風などの自然災害

に対する防護に加えまして、日向灘沿岸のすぐ

れた景観やアカウミガメなどの生息環境の保

全、さらには海水浴やサーフィンを初めとしま

す海洋性レクリエーション機能の増進など、海

岸の防護、環境、利用の調和が図られるよう、

総合的な海岸保全の方向性を示した上で、海岸

保全施設の整備が必要な県内38海岸につきまし

て整備概要を定めているものであります。今回

の見直し内容についてでありますが、東日本大

震災による甚大な津波被害を踏まえ、政府の中

央防災会議により津波対策の基本的な考え方が

新たに示されたことを受けまして、日向灘沿岸

の津波対策を推進するために、ことしの３月に

公表しましたレベル１津波に対する要対策箇所

につきまして、海岸保全施設の必要堤防高や整

備延長等を計画に位置づけるものであります。

以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

宮崎の神楽の由来や分類についてでありま

す。昨年度より実施いたしております、みやざ

きの神楽魅力発信事業におきましては、有識者

による委員会を設置し、一流の研究者の御助言

をいただきながら、それぞれの神楽の概要及び

特徴などの調査や、神楽の音声映像の記録、さ

らにインターネット上での公開等を行っている

ところであります。お尋ねの神楽の由来につき

ましては、本事業において書面による調査や現

地での聞き取り調査などを行う中で、把握に努

めているところであります。また、分類につき

ましては、研究者によっていろんな説がありま

すこと、それから、神楽は幾つかの分類はされ

ているのですが、１つの神楽でも幾つかの分類

群の特徴をあわせて持っていることなどで、明
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確な分類は難しい面もありますが、それぞれの

神楽の大まかな特徴を、本事業における調査に

おいて把握することができると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（坂口拓也君）〔登壇〕 お答え

します。

「ゾーン30」につきましては、市街地等の生

活道路における歩行者等の安全確保を目的に、

道路管理者等と連携して、これまでに、平成24

年度に４カ所、平成25年度に５カ所の計９カ所

を整備しております。なお、この９カ所には全

て通学路が含まれておりますので、通学路の安

全対策にもつながっております。

「ゾーン30」の効果でありますが、交通事故

の発生件数で見ますと、平成24年度の４カ所で

は、一部の地域でわずかに増加したところが見

られますが、全体では、整備後の１年間で、20

件から４割減少の12件となりました。平成25年

度に整備しました５カ所につきましても、整備

後５カ月間の検証でありますが、前年に比べ５

件から３件に減少するなど、一定の効果が見ら

れるところであります。また、地域住民等から

は、「カラー舗装で安心して歩きやすくなっ

た」「車の速度が落ちた」などの声が寄せられ

ております。今後の取り組みでありますが、本

年度は18カ所で整備を進めており、来年度以降

も、地域住民の要望等を踏まえ、道路管理者と

連携して計画的に整備してまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 理解を深めるために、提言・

提案、要望を交え再度質問を行ってまいります

ので、よろしくお願いいたします。

全国知事会が７月にまとめた少子化に関して

の提言は、出生率向上、地方での若者の定住促

進、子育てにシフトした税制改革の３本の柱で

構成されていました。不妊治療の充実、教育費

用の低減などを求めています。また、その中

で、高校卒業と同時に地方の若者が大都市圏の

大学に吸収されてしまう実態から、地方の大学

の強化を訴える声が相次いだと仄聞しておりま

す。圏域の高校をしっかり守り、県内、圏域の

公立、私立を問わず大学の強化を図っていくこ

とは重要なことだと考えます。

さて、議会を初め県民の皆様からの要望で、

県営スポーツ施設の県央集中でなく分散配置と

いうのがございます。昨日も田口議員の代表質

問の中で取り上げておられました。定住自立圏

構想での圏域も重視してほしいものでありま

す。例えば、陸上競技場なら都城、プールなら

延岡等々でございます。さて、その定住自立圏

構想と地方中枢拠点都市構想との相違点につい

て、総合政策部長にお尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地方中枢拠

点都市圏構想におきましては、政令指定都市

や、人口20万人以上の新中核市である地方中枢

拠点都市が、圏域全体の経済成長の牽引、また

高次の都市機能の集積、圏域全体の生活関連機

能サービスの向上について中心的役割を担うこ

とが期待されるものでございます。一方、これ

に対しまして定住自立圏構想につきましては、

人口５万人程度以上の要件を満たす中心市が、

人口定住のために必要な生活機能の確保に対し

まして中心的な役割を担い、近隣市町村と協力

しながら圏域全体の活性化を図ることを目的と

するものでございます。いずれも、集約とネッ

トワーク化という考えに基づき、中心となる都

市と近隣市町村が連携して、地方からの人口流

出を食いとめることを目的としている点では、

共通点もあるところでございます。その中で、

各圏域の中心市を核として連携を促進するとい
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う定住自立圏構想は、県内各地域の活性化とい

う観点から大きな意義を有するものと認識して

おりまして、県といたしましては、引き続き

しっかりと支援してまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 この地方中枢拠点都市構想、

当初は大体30万人以上というお話が20万人にな

り、今年度からモデル事業着手ということで、

非常に県内における拠点づくりに関係してきま

すので、我々も注視していきたいと、そのよう

に思っております。

続きまして、狩猟肉の利活用について、３点

お尋ねします。

まず、食品成分データベース等では、鹿肉は

高たんぱくで低カロリー、鉄分が豊富な食品と

あります。いろいろな加工品として流通し始め

ているところであります。また、グリーンツー

リズム、農家民泊等で、自然の森の美しい恵み

の食べ物、特産品として好評を得ていると伺っ

ております。まず、県において許可されている

狩猟肉の解体処理施設数を教えていただきた

い。また、狩猟肉を食する際のリスクにはどの

ようなものがあるか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 食品衛生法上

の食肉処理業の許可を受けている野生鳥獣の解

体処理施設数は、平成26年８月31日現在、延岡

保健所管内の７施設を初め、県内全体で19施設

となっております。また、人へのリスクでござ

いますが、イノシシや鹿などの野生鳥獣が持つ

肝炎ウイルス、腸管出血性大腸菌、寄生虫など

により、下痢、発熱、肝炎等を発症するおそれ

があります。なお、これらの病原体は肉の中心

部まで火を通すことで死滅しますので、県とし

ましては、食肉を提供する飲食店等に対し十分

な加熱を指導しているところであります。

○後藤哲朗議員 続きまして、県は今月の４日

に狩猟肉の利活用に係る説明会を開催されてい

ます。対象者は、県内の狩猟肉処理業者等、各

市町村、中山間地域産業振興センターを初め、

県の関係各課の担当者も出席をされています。

講師は大分狩猟肉文化振興協議会の事務局であ

り、説明会の内容は、九州における狩猟肉の利

活用の状況等々であったと聞いております。そ

こで、この説明会にはどれくらいの市町村、事

業者が出席されたか。また、出席者からの主な

質問等があれば、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） ただいま御

紹介いただきました狩猟肉の利活用に係る説明

会は、市町村等への情報提供を行うことを目的

に、県外で流通体制の構築を図っている事業者

をお招きしまして、市町村や加工処理事業者等

を対象に開催したところでございます。12市町

村、３事業者が出席いただいたところでござい

ます。また、意見交換の際、出席者からは、取

引を行う上での具体的な買い取り方法、またそ

の価格、１年間に取り扱う数量、求められる衛

生基準などについて質問があったところでござ

います。

○後藤哲朗議員 また総合政策部長にお聞きし

ますけれども、大分県の狩猟肉文化振興協議会

ではありませんが、県内でも狩猟肉の利活用を

推進するための全県的な協議会等を立ち上げる

などの動きはないのか。お聞かせ願いたいと思

います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 大分県のほ

うでは、民間主導でそのような協議会があると

いうことでございます。現在、宮崎県内では、

地域の協議会や猟友会支部、民間企業などで狩
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猟肉の利活用が進められているところでござい

ますが、全県的な協議会等はなく、また、現時

点では発足の動きも把握していないという状況

でございます。県といたしましては、今回開催

した説明会のように、狩猟肉の利活用に関する

情報提供や意見交換の場を設けることにより、

こういう取り組みを通じまして、そのような協

議会ができる機運の醸成に努めてまいりたいと

考えております。

○後藤哲朗議員 実は、きのう鹿児島県で行わ

れているんです。食べ方と、どう活用するかと

いうことで、鹿児島県も動きが出てきていると

いうことを御案内させていただきます。

狩猟肉を食する文化の構築、どうもここが一

番のもとだと考えております。有害鳥獣問題を

自然の恵みとして継続的な改善に結びつけ、地

域の活性につながっていってもらいたいなと、

そういう気がしてなりません。それにはやは

り、今、部長がおっしゃったように協議会の立

ち上げ、民間主導で立ち上げていただきまし

て、情報の共有化、研修等を通じて利活用の促

進を図るわけですが、県としましての側面的な

支援―民間が立ち上げてもらわないとなかな

か長続きしないということで、どうか今後とも

側面的な支援のほうをよろしくお願いしておき

ます。

続きまして、「みやざき東京オリンピック・

パラリンピックおもてなしプロジェクト」につ

いてお尋ねします。先ほど知事のほうから、地

方の元気なくして我が国の将来はない、それと

脱大都市時代、そして特色ある政策を提案して

いくという御答弁をいただきました。まさに特

色ある政策を提案していくというのは、「みや

ざき東京オリンピック・パラリンピックおもて

なしプロジェクト」。「協働」という言葉が出

ていますけど、全県的にみんながベクトルを同

じくして進んでもらいたいなというのがこのプ

ロジェクトでありまして、宮崎の魅力向上、戦

略４に、おもてなしの環境の充実が掲げられて

おります。ハード・ソフト事業を初めこれから

取りかかられることと思いますが、有形無形の

財産づくりに御尽力いただきたい。県、市町

村、民間の協働により、何回も言いますけど、

日本一のおもてなしを構築していってもらいた

いものです。

それで、具体的なおもてなしの取り組みの事

例を紹介したいと思います。きのうも数回、高

知県の話が出ましたけれども、高知県、今有名

な「おもてなし課」が取り組んでいるところで

すが、独自の認定制度を設置してトイレの美化

を図っています。店舗や民間施設などのトイレ

を清潔にして地域の印象をよくすることで、観

光客の満足度向上につなげています。音楽を流

す、花を飾るなどの工夫や、清潔さ、明るさな

どの基準で「おもてなしトイレ」に認定された

トイレは、何と県内で620カ所に上がっているそ

うです。トイレを美しく保ち、おもてなしの心

を育んでいこうという試み、企画です。なお、

実は本県、県土整備部が進めております青島亜

熱帯植物園の建てかえに伴いますトイレの改修

では、常任委員会での提言を参考に、おもてな

しトイレに取り組んでいただいていることを感

謝申し上げます。ありがとうございます。

そこで、戦略４「おもてなし環境の充実」に

ついては、既定の取り組みに加えて、おもてな

しの心の醸成という視点も大切と考えますが、

どのように取り組む考えなのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 「みやざ

き東京オリンピック・パラリンピックおもてな
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しプロジェクト」の戦略４では、本県の美しい

自然景観や歴史・文化、豊かな食などを生かし

た、世界に通用する魅力ある観光地づくりを進

めるとともに、外国からのお客様も移動、滞在

しやすい環境の整備を図ることといたしており

ます。議員より御指摘のありましたおもてなし

の心は、本県の特徴でもあります温かな県民性

の発露と言えるものでありまして、その醸成

は、これらの環境整備を生かす上でも極めて重

要なものであると認識しております。県ではこ

れまでも、観光ボランティアの育成・支援に努

めるとともに、「神話のふるさと県民大学」の

開催などによりまして、本県の歴史・風土など

への理解や、郷土への誇りを育む取り組みを通

して、県民一人一人が観光客を迎えるおもてな

しの心の醸成を図っております。今後さらに、

市町村や観光協会とも連携しながら、全県挙げ

て、おもてなし環境の磨き上げに取り組んでま

いります。

○後藤哲朗議員 実は、愛媛県松山市がまさし

く、自称「日本一のおもてなし宣言」をしてい

るところでございますが、本県も知事が、自称

といいますか、日本一のおもてなし宣言という

か目標を立てられております。いわば一国一城

のあるじが言ったことに、職員の皆さんが一斉

に同じ方向を向いていくというのが大事。私ど

もが、おもてなしの濃淡というか、そういうの

をチェックする役目を担っているかなと思いま

すので、どうか今後ともよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、医療・介護サービスの提供体制

改革のための新たな財政支援制度についてお尋

ねします。地域にとって必要な事業に適切かつ

公平に配分される仕組みとして、国・県・市町

村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性

及び透明性を確保するために、関係者による協

議の仕組みを設けることとあります。そこで、

計画策定に当たって公平性及び透明性を確保す

るため、関係者による協議の仕組みを設けるこ

とについて、どのように考えておられるのか、

福祉保健部長に御所見をお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 計画策定に当

たりましては、これまで医師会、看護協会など

の関係団体や市町村等から広く事業を募集する

とともに、提案のあった事業につきましては、

実現可能性や継続性、事業効果、費用負担の考

え方など、関係者との協議を丁寧に重ねてきた

ところであります。その上で、９月末には、医

師・歯科医師・薬剤師の代表者、医療を受ける

立場にある者、そして大学等の学識経験者の３

者で構成されます県医療審議会で計画を審議し

ていただくこととしております。こうした取り

組みによりまして、公正性及び透明性の確保は

図られるものと考えております。

○後藤哲朗議員 今回の支援制度は、チェック

機能というか、県民の皆さんと一緒に注視しな

いといけない大きな事業というか制度。と申し

ますのは、消費税増収分が充てられるというこ

とが一番大事になる。それと医師不足を初めと

した医療・介護等、県民の要望、ニーズが非常

に高い事業であります。11月か12月かわかりま

せんけれども、年度内に交付額決定ということ

でございますので、担当職員の方々は忙しいと

思いますが、御奮闘のほどよろしくお願いいた

します。

次に、地域福祉の推進についてお尋ねいたし

ます。都市部においては、人間関係の希薄化に

よる地域コミュニティーを支える人材不足が問

題。中山間地においては、少子高齢化の急速な

進行による若い世代の減少が、地域コミュニ
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ティーを支える人材不足につながっているよう

な気がいたします。そこで、少子高齢化による

人口減少が進む中、地域コミュニティーを支え

る人材として、社会福祉法人の職員さんたちが

地域福祉推進に貢献していくことについて、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 社会福祉法人

が運営する福祉施設は、県内全ての市町村に設

置され、そこで働く職員の皆さんは、介護や子

育てなどに精通されるとともに、日ごろの業務

を通じて住民や関係機関・団体とかかわりを

持っていることなどから、地域コミュニティー

を支える人材として御活躍いただけることを大

いに期待いたしております。このため県では、

社会福祉法人の職員などを対象として、多様な

ニーズに対応し、地域固有の福祉課題を解決す

る地域福祉コーディネーターの養成講座を実施

するとともに、施設長などを対象とした管理職

研修や法人監査など、さまざまな機会を通じて

地域福祉へのかかわりの強化を求めているとこ

ろであります。今後、社会福祉法人の社会貢献

のあり方を検討する中で、施設職員が地域を支

える人材として、より一層活躍できる方策につ

いても検討してまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 実は、昨日の田口議員の、一

議員の不祥事が一緒くたに見られる風潮。まさ

しく一社会福祉法人の不祥事、犯罪が同様な視

点で見られることと同じだな、そういう気がし

てなりません。実は、一生懸命に地域福祉のた

めに社会貢献活動に頑張っている社会福祉法人

がほとんどだというのを、まずは認識しないと

いけないんじゃないか。報道等で社会福祉のあ

り方を言われていますけど、我々地域にいまし

ても、非常に地域に貢献している実態というの

を伝えていかないといけない、そのように思っ

ている次第です。特に人口の少ない中山間地域

では、まさに社会福祉法人施設が地域の核とな

りつつあります。触れ合い、助け合い、支え合

いの福祉の精神に戻っていかないといけないん

じゃないかな、そういう気がします。国が社会

福祉法人施設含めていろいろと考えますが、地

方としてはそういうのをしっかりと伝えていか

ないといけないんじゃないかな、そういう気が

してなりません。

続きまして、海岸保全基本計画についてお尋

ねします。

本県海岸の、先ほどありましたように見直し

が行われますが、今後のスケジュール、計画改

定後の施設整備の進め方について、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） 海岸保全基

本計画の見直しにつきましては、今年度から改

定作業に着手しておりまして、今月２日に第１

回目の学識者懇談会を開催し、本県海岸の現状

や計画の基本的な考え方について意見を伺った

ところであります。今後、広く県民の意見を取

り入れるためのパブリックコメントや、沿岸の

市や町の意見を聞いた上で、学識者懇談会にお

きまして内容の検討を加え、年度内を目標に改

定を行う予定としております。

また、計画改定後の施設整備の進め方につき

ましては、沿岸の市や町との連携を密に図ると

ともに、住民説明会などを開催し、合意形成を

十分に図りながら、景観の調和を初め、環境保

全、海岸の利用などに配慮した施設整備を進め

てまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 計画策定後の住民説明会とい

うのが大変重要だと、そのように思っておりま

す。見る、聞く、動くの現場主義ではありませ

んが、そういった徹底が今回の海岸保全計画の
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策定方法であります。市町村との連携は、当

然、一番大事です。市町村との連携を図ってい

くということですが、やはり県がイニシアチブ

をとっているんだという姿勢を明確にしていた

だきたい。責任の所在をはっきりするではあり

ませんが、そういう姿勢をはっきりすること

で、県民の信頼を得ていくのではないかと思い

ますので、そこのところをよろしくお願いいた

します。

続きまして、みやざきの神楽魅力発信事業に

ついてお尋ねします。国指定神楽の現地調査が

終了した後、県や市町村指定の神楽の調査はど

のような計画になっているのかお聞きしたいと

思います。教育長にお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 神楽の調査の計画に

ついてです。現在、みやざきの神楽魅力発信事

業において、国指定の重要無形民俗文化財と

なっている神楽につきまして現地調査を行って

おりまして、平成27年度までに調査を終了する

予定であります。県や市町村が指定しておりま

す神楽につきましては、国指定の神楽の現地調

査が終了後、引き続き調査していく計画を考え

ております。

○後藤哲朗議員 実は、先月の８月19日に九州

国立博物館で開催されました「東九州神楽人の

祭典」に行ってきました。西米良村の村所神楽

にスポットを当てた企画であり、福岡県の京築

地域の京築神楽とのコラボにより、神楽の地域

性・多様性を感じることのできる内容でありま

した。その会場でいただいた、県内外への情報

発信用として活用している京築神楽のガイド版

がすばらしいものでした。ただ、この京築神楽

というのは歴史が余りないんです。ですから、

由来等々については非常に調査しやすい。とい

うことは、本県が持つ神楽については、先ほど

の答弁でもありましたように、文献がないとい

うこと、神楽保存会の皆さんですら調べてほし

いという要望を出されているということです。

起源、伝承年次、由来、分類を調査することは

大変困難だと理解しておりますが、県内にあ

る207、これは全国的にもナンバーワン、突出し

た―伝承密度という言葉を使われるそうです

けれども、地域内の伝承密度というのはナン

バーワン、誇っていい神楽だそうです。そこで

お願いしたいのは、207全てとは言いませんけれ

ども、オリンピックイヤー、観光振興も含め

て、この概要ガイドブックをつくるべきじゃな

いか。これは要望にかえさせていただきます

が、教育長、それと商工観光労働部長も関係し

てきますので、どうかよろしくお願いをいたし

たいと思います。

最後に、交通安全対策の「ゾーン30」につい

て要望させていただきます。坂口県警本部長は

就任会見で、「強くて、正しくて、優しい」を

理想の警察官像に挙げておられました。地域に

優しい、人に優しい、そしてドライバーにも優

しいんです。生活道に対する「ゾーン30」の明

確な表示というのは、非常に我々も助かりま

す。ですから、地域に優しい、人に優しい、ド

ライバーにも優しい。一番は通学路、子供たち

に優しい。非常に交通安全対策として「ゾー

ン30」は効果が高いもの、そのように思ってお

りますので、さらに拡大の方向で御検討いただ

きますようお願い申し上げまして、私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○福田作弥議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。それでは、一般質問をしてまいりま

す。
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質問に入ります前に、８月19日から20日まで

の大雨によりまして、広島県で発生しました大

規模土砂災害でお亡くなりになられました方々

とその御遺族に対し、県民の一人として謹んで

哀悼の意を表したいと思います。また、被災さ

れました皆様に心よりお見舞いを申し上げま

す。一刻も早い被災者の方々の生活再建と被災

地域の復興をお祈り申し上げたいと存じます。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

２月定例県議会の一般質問でも取り上げまし

たが、厚生労働省が発表しました平成25年賃金

構造基本統計調査の結果において、時間外勤務

手当などを除いた現金給与額である所定内給与

額が、全国都道府県中、本県が最下位となった

ところであり、大変残念な思いがしておりま

す。本県は、太陽の国と言われるように、春先

には多くのスポーツキャンプでにぎわうととも

に、食を中心とした豊富な地域資源に恵まれて

おり、これらを生かした産業の振興など、他の

地域と比較して優位な部分はあると思っており

ますが、なかなか給与水準の向上につながって

いないような状況に感じております。都道府県

によって物価の違いはありますが、一定の給与

額で生活が可能であるということは、ある意味

では生活しやすい環境が整っているということ

かもしれません。しかしながら、給与額という

経済的な豊かさは、生活における大きなポイン

トであろうと考えております。そこで質問でご

ざいますが、河野知事は平成25年までに、副知

事として４年、知事として３年の計７年間、本

県をリードしてこられたわけでありまして、給

与額の向上のためにどのように取り組まれてき

たのかをお伺いしておきたいと思います。

以上を壇上での質問といたしまして、後は質

問者席からの質問といたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県民所得や給与水準は、地域経済の状況を示

す重要な指標であると認識しておりまして、県

民生活の安定や豊かさのために、まず何より

も、本県産業の振興を通じて地域経済・雇用の

底上げを図り、所得や給与の向上や安定を支え

ていくことが大変重要であると考えておりま

す。本県におきましては、リーマンショック後

の世界的な景気低迷の影響に加え、私が副知事

のときには口蹄疫、さらには知事になりまして

から鳥インフルエンザの発生や新燃岳の噴火な

ど、かつて経験したことがないような災害に相

次いで見舞われ、農畜産業はもとより、本県の

経済が深刻な影響をこうむったところでありま

す。このため、疲弊した本県経済・雇用の復興

・再生に向けまして、これまで、経済の核とな

る産業の育成や雇用対策、公共事業等の実施な

ど、本県の活力の源泉となる経済・雇用の基盤

固めに全力を注いできたところであります。

有効求人倍率は、ことし４月以降は0.9倍台と

なるなど、本県の景気は回復基調にあるものと

考えております。この回復の兆しを給与額の向

上に結びつけていくためにも、昨年度からは、

「復興から新たな成長へ」と県政の軸足を移

し、フードビジネスなど成長産業の育成加速化

等による本県産業や経済の底上げに重点的に取

り組んでいるところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま御答弁をいただきま

したが、状況がいろいろあったということでご
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ざいます。このことについて、知事はこの事実

をどのように受けとめられて、今後どのような

対応をしていこうとされているのか、お伺いを

しておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 給与額の向上は、県民

の皆様にとりまして、景気回復や経済成長を実

感することのできる重要な指標であるというふ

うに受けとめております。平成25年６月時点の

所定内給与額が全国最下位となりましたこと

―サンプル調査で数字の振れも大きいわけで

ございますが―を真摯に受けとめているとこ

ろでございます。

なお、調査対象企業は異なりますが、賃金構

造基本統計調査と同様、所定内給与額を分析可

能な毎月勤労統計調査によりますと、全国順位

はまだ出ていないところでありますが、平成26

年６月時点の所定内給与額は、ここ１年で全国

を大きく上回る給与額の上昇を示しておりまし

て、足元に明るい兆しが見られるものと分析を

しておるところでございます。

私としましては、引き続き、本県が有する豊

富な資源を生かしたフードビジネスを初めとす

る本県の経済や雇用を牽引する成長産業の育成

加速化や、産業・雇用の核となる「人財」の育

成などによる産業の振興を通じて、給与額の向

上を図ってまいりたいと考えております。さら

には、現在、国におきまして、雇用改善や賃金

アップといった経済の好循環を全国津々浦々ま

で届けるべく、地方創生に向けた総合的な対策

が検討されているところでありますので、本県

といたしましても、こうした国の施策と連動し

ながら、新たな成長というものを給与額の向上

に結びつける努力を払ってまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

ただいま御答弁をいただいたところでありま

すが、給与は毎日の生活費そのものでありま

す。給与額や県民所得の向上による豊かな生活

は、県民の願いであります。まずは最下位から

の脱出をしていただき、さらなる向上のために

最善の努力をしていただきますように、強く要

望を申し上げておきたいと思います。

それでは、次の質問をさせていただきます。

都城志布志道路についてお伺いをいたします。

皆様御承知のとおりでありまして、都城志布

志道路は、宮崎自動車道の都城インターチェン

ジと志布志港を直結し、南九州を縦断し地域経

済を支える重要な路線であり、南海トラフの大

規模災害などに対応するためにも欠かせない道

路であります。ことし５月には、宮崎、鹿児島

両県の沿線自治体、民間団体、住民など約1,700

人が集結をいたしまして、「都城志布志道路整

備・活用促進大会」が開催されました。知事も

おいでをいただきました。早期整備の実現に

は、国や鹿児島県と連携した取り組みが大変重

要であると考えております。

そこで、当路線の整備状況を見ますと、整備

延長44キロメートルのうち、宮崎県側が22キロ

メートル、鹿児島県側が22キロメートルであり

ます。そのうち現時点での整備状況は、延長

で、宮崎県側が23％の５キロメートル、鹿児島

県側が38％の８キロメートルとなっておりま

す。鹿児島県側との進捗の状況に差があるとこ

ろでもございます。また、今年度の投資額は、

宮崎県側において、国の直轄部分が10億円、宮

崎県直轄が12億円、それに対し鹿児島県側は33

億円となっており、宮崎県側の投資額が鹿児島

県に比べ11億円も少ない状況であります。平

成26年度末時点の全ての残事業を調べてみまし

た。国の直轄部分が約300億円、宮崎県側が約50
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億円、鹿児島県側は全部で約150億円となってお

りまして、今年度の国の投資額10億円相当で単

純計算をしますと、国の直轄部分だけでも30年

かかるというようなことになります。都城志布

志道路は、全線が開通してこそ本来の効果を発

揮できる道路でありますので、鹿児島県におく

れることなく宮崎県側を完成させなければなり

ません。これまでも何度となく質問させていた

だきましたが、改めて、この状況を踏まえ、都

城志布志道路の早期整備に向けた予算確保につ

いて、知事の意気込みをお聞かせいただきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 都城志布志道路、大変

重要な道路でございます。５月に開催されまし

た整備・活用促進大会に、私も参加させていた

だきましたが、会場は立ち見の出るほど大変熱

気にあふれた大会でございました。参加者の熱

い思いというものを肌身で感じたところでござ

います。こうした道路の整備に関しましては、

ことし３月、待望の東九州道延岡―宮崎間が開

通し、まさに人、物の流れが大きく変わり、地

域に与える刺激というものを私ども実感をして

おるところでございます。残された高速道路、

また幹線となる道路の整備を急がなければなら

ないということを、このような形で実感してお

るところでございまして、これまでも機会ある

ごとに、この道路の必要性・重要性を強く訴え

るなど、国への要望活動を繰り返してまいりま

した。道路整備を取り巻く環境は、国全体を考

えてみますと、インフラの老朽化対策が本格化

することに伴い、関連する予算の増大が避けら

れない状況にありますが、このような中でも都

城志布志道路の整備を一層加速させなければな

らない、そのように考えておるところでござい

ます。

地域における盛り上がり、今、内村議員が

バッジをつけておられますが、「はよしっくい

やん」というようなことで、また強くアピール

をされているところでございまして、そういっ

た思いというものをしっかりと、あらゆる機会

を捉えて国に対して訴えていく。そして、予算

確保というものを強く求めていくとともに、県

議会を初め沿線自治体、商工関係団体などの御

支援もいただきながら、鹿児島県とも十分連携

し―伊藤知事とも九州知事会などでたびたび

顔を合わせるわけでございますが、そのたび

に、都城志布志道路、さらには東九州道の日南

―串間―志布志道路の整備に当たっての連携を

深めていこうということを確認しておるところ

でございまして、全線の早期整備に向けて全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 努力をしていただくことはあ

りがたいことでございますが、何といっても予

算を持ってくるということが最も大事なことだ

と思っています。

先ほど述べましたが、道路は全線開通してこ

そ真の効果を発揮するということになろうと思

います。早くつなぐということで考えますと、

宮崎県側の現時点での残事業、国、県合わせ

て350億円であります。一方、鹿児島県は残事業

が150億円であります。200億円の差が現在生じ

ております。鹿児島県ではここ数年、30億円を

毎年平均して投資しておりまして、残り区間を

単純計算しますと、全線開通までに５年で完成

するという数字になるわけであります。鹿児島

県側の完成に合わせて宮崎県を５年で完成させ

るためには、単純計算をしますと、鹿児島県の

倍以上、要するに60億円以上の予算を毎年投資

しなければならない計算になります。先ほど宮

崎県側の今年度の投資額が12億円でありまし
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た。このままでいきますと、鹿児島県側の完成

に合わせるどころか、差は開くばかりでありま

す。来年度、27年度は少なくとも30億円以上の

予算の確保が絶対必要だと考えておりますの

で、知事におかれましても最善の努力をしてい

ただきたいということを、強くお願い申し上げ

ておきたいと思います。

関連しまして、高速道路のコンクリート舗装

について、県土整備部長にお尋ねをしておきた

いと思います。平成25年２月議会でも質問した

ところでございますが、道路のコンクリート舗

装につきましては、アスファルト舗装に比べて

耐久性が高く、寿命が長いことから、国が管理

する東九州自動車道の北浦インターチェンジか

ら北川インターチェンジの間の12キロメートル

のうち、トンネル部分で約5.6キロメートル、そ

れ以外の道路部分で0.8キロメートルのコンク

リート舗装が採用されていると聞いておりま

す。そこで、以前、「都城志布志道路の一部区

間での施工を予定している」との答弁をいただ

いたところでありますが、その後の都城志布志

道路のコンクリート舗装採用に向けた検討状況

について、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） コンクリー

ト舗装の採用につきましては、これまで都城志

布志道路で検討を進めてまいりましたが、騒音

などの沿道環境を考慮しまして、金御岳イン

ターチェンジから県境までの区間の一部で採用

することとしたところです。今後、現地の施工

条件や周辺状況等を勘案しながら、具体的な施

工区間について選定してまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 どうぞよろしくお願いをして

おきたいと思います。

続きまして、海外戦略についてお伺いをして

おきたいと思います。

県においては、東アジア経済交流の拡大を目

指し、平成24年３月に「みやざき東アジア経済

交流戦略」を策定し、関係部局の連携のもと、

農畜産物を初めとする県産品の輸出促進や観光

客の誘致に鋭意取り組まれているところであり

ます。また、先日発表がありましたとおり、新

たな定期航空路線であります香港線が、早けれ

ば12月にも就航するとのことで、今後さらに東

アジアとの経済交流の推進に弾みがつくもの

と、大いに期待しているところであります。私

はことしの５月に、香港、シンガポールの市場

調査を行ってまいりました。成長著しい東アジ

アの活気と活力を肌で感じ、改めて、東アジア

との交流拡大は本県経済の活性化にとって大変

重要であると認識しているところであります。

しかしながら、その一方で、現地を訪問して幾

つかの課題も見えてきたところであります。

まずは、県の海外事務所についてお尋ねをい

たします。県では現在、海外における活動拠点

として上海と香港に事務所を設置しており、県

産品の販路拡大や観光セールスなど、現地にお

いて積極的な活動を展開されており、その成果

も上がっているものと考えております。しかし

ながら、海外事務所の運営に当たりましては、

職員の確保はもちろん、事務所の家賃や活動費

など多額の経費を要している状況にあります。

そのような中で、上海と香港には九州の多くの

県が単独で事務所を設置しておりまして、私

は、この九州各県が連携して事務所の共同運営

を行えば、経費の削減が可能となり、県では、

その財源を有効に活用することで、さらに経済

交流の拡大を図ることができるのではないかと

考えているところであります。そこで、海外事
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務所について、九州各県での共同運営ができな

いか、商工観光労働部長にお尋ねをしておきた

いと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 御指摘の

ありました海外事務所を共同で運営することに

つきましては、各県がそれぞれの海外戦略に

沿って事務所の展開を図っている中で、県産品

の販路獲得や新規国際航空路線の誘致といっ

た、各県間で競合する事業があるなど、その実

現に向けてはさまざまな課題があると考えます

が、一方で、事務所運営費の分担によるコスト

削減や、各県が連携して事業を実施することに

よる相乗効果などが期待できるものと考えてお

ります。このため県では、本年６月に開催され

ました九州地方知事会議において、共同運営に

向けた研究の場の設置を提案したところであ

り、現在、九州各県で構成する研究会の中で、

本県が事務局となり、共同化に向けた課題やそ

の手法等について議論を行っているところであ

ります。今後とも引き続き、九州各県との連携

を図りながら、海外事務所の共同運営について

議論を深めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ぜひ

前向きに取り組んでいただきたいと思います。

次に、宮崎牛の販売戦略についてお尋ねをい

たします。シンガポールの市場調査の折、高島

屋の牛肉売り場を調査したところであります。

日本産の牛肉としては、神戸牛、松阪牛と並び

宮崎牛、さらには佐賀牛や鹿児島の曽於牛な

ど、九州産のさまざまなブランドも販売されて

おりました。しかし、私は、海外の消費者で、

日本の地域ブランドについて違いを認識できる

人というのは少ないのではないかと思っており

ます。今後の牛肉の海外輸出については、個々

のブランドで売っていくのではなく、他の産地

と連携した統一ブランドで売り込んでいくこと

も必要だと思っておりますが、県の考え方につ

いて、農政水産部長にお伺いしておきたいと思

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 我が国におけ

る牛肉の海外輸出につきましては、平成25年度

には輸出量が915トンと順調に伸びている一方

で、外国産「ＷＡＧＹＵ」との競合に加え、輸

出先における産地間の競争が発生しておりま

す。このため国では、牛肉の輸出戦略におい

て、外国産「ＷＡＧＹＵ」との差別化を図るた

め、日本産和牛の統一マークの普及・徹底等、

オールジャパンでの取り組みにより海外での日

本産和牛の認知度向上を図り、ジャパンブラン

ドを確立することにしております。県といたし

ましては、今後、国が進める輸出戦略と協調し

ながら、全国和牛能力共進会２連覇により得ら

れたチャンピオンブランドの称号を活用しまし

て、宮崎牛の認知度向上を図り、販路の拡大や

有利販売につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 海外輸出では多大な輸送コス

トがかかると思いますが、国内での販売よりも

農家の利益が少なくなっては、輸出する意味が

なくなってしまうと考えておるところでありま

す。せっかく輸出するわけですから、一層農家

の所得向上につなげる必要があると思います

が、県の取り組み状況について、農政水産部長

に再度お尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 人口減少時代

を迎え、今後、国内での牛肉消費の伸びが大き

く期待できない中で、県産牛肉の販路拡大を

図っていく上で、海外輸出は大変重要な取り組

みであると考えております。このため県におき

ましては、多くの富裕層を抱える東アジア地域
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や米国等を中心に、官民一体となって、宮崎牛

の認知度向上や販路開拓に取り組んでいるとこ

ろであり、昨年度は122トンと過去最高の輸出量

となっているところであります。今後とも、こ

れらの取り組みを進め、海外での県産牛肉の商

品価値を高めますとともに、ＥＵなど新たな輸

出先を開拓しながら輸出量の拡大を図り、農家

の所得向上につなげてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。農家

の所得が少しでもふえるように御努力いただき

たいと思います。

農業問題について、もう一問お尋ねをしてみ

たいと思います。肉用牛の生産基盤につきまし

ては、全国的な課題でありますが、鹿児島県で

は肉用牛農家戸数が１万戸を割ったということ

で、新聞に大きく取り上げられました。本県で

も、高齢化による離農が加速し、肉用牛農家戸

数や繁殖雌牛頭数の減少にあわせて、子牛競り

市への上場頭数も減少しております。このよう

なことから、昨年度から子牛競り市での平均価

格は50万円を超える状況が続いておりまして、

肥育農家の経営は大変厳しいものがあるようで

あります。さらに、依然として配合飼料価格の

高どまりも続いておりまして、肥育農家が安定

した経営を行っていくためには、さらなる対策

をとる必要があります。このためには、県内各

地における肉用牛生産基盤を維持拡大すること

により、安定した子牛の供給体制を構築してい

くことが極めて重要と考えております。そこ

で、繁殖センター等の施設の整備が必要だと私

は考えております。県の考え方について、農政

水産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御指摘のとお

りでありまして、全国的な子牛競り市上場頭数

の減少に伴い、子牛取引価格が高騰しており、

今後、肥育農家の経営が逼迫することを懸念し

ているところであり、その対策としても肉用牛

生産基盤の維持拡大が喫緊の課題であると考え

ております。このため県としましては、飼養規

模の維持拡大を図る上で、農家への妊娠牛供給

など重要な役割を担う繁殖センター等の施設整

備を推進するとともに、今年度から地域肉用牛

繁殖基盤強化対策事業によりましてセンター機

能の強化等を図ることとしております。今後と

も、国庫事業などを十分活用しながら、地域に

おける繁殖雌牛頭数及び肥育素牛頭数を確保す

ることにより、肥育農家の経営安定を図ってま

いりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 そういう方向で、ぜひ努力を

いただきますようにお願いしておきます。

私は、畜産農家の生産基盤の維持を図るため

には、畜産も分業化が必要な時代に入ってきた

と、こう考えております。規模拡大を目指した

いが飼料づくりまで手が回らない農家や、技術

を持っているものの体力がない高齢農家が、安

定した畜産経営を続けていくためには、農家の

かわりに飼料づくりを行うコントラクターは必

要不可欠なものになると、このように信じてお

ります。また、先ほど御答弁をいただきまし

た、繁殖センターなどの大規模繁殖施設は、飼

料をいかに確保するかが課題になってくると思

われます。私の地元でも、肉用牛農家や酪農家

が中心となってコントラクター組織を立ち上げ

まして、トウモロコシや稲わら等の収穫作業を

行うなど、畜産農家の飼料づくりに貢献してい

る事例もあります。そこで、生産基盤を維持拡

大し、本県畜産を発展させるためには、農家に

かわって飼料生産を行うコントラクターの育成

が必要と思われますが、県はその推進をどのよ
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うに考えているのか、お尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料生産を担

うコントラクターの果たす役割が、今後ますま

す重要になってくると考えております。現在、

本県には45の組織があり、県におきましては、

機械導入支援などを行い、その育成に努めてお

りますが、今後とも畜産農家が安心して経営が

継続できるよう、さらにコントラクターの利用

促進と育成強化を図っていく必要があると考え

ております。このため、今後、コントラクター

の有用性をより一層ＰＲしますとともに、農地

の集約化を推進するなど、コントラクターの作

業効率化やコスト削減が図られるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いを申し上げま

す。

次に、放課後児童クラブについてお尋ねをし

てまいります。

放課後児童クラブにつきましては、保護者が

就労などにより昼間家庭にいない小学校に通う

子供たちに、その健全な育成を図るため、適切

な遊びや家庭にかわる毎日の生活の場として、

市町村が設置している施設であります。近年、

子供を取り巻く犯罪や事件の増加に加えまし

て、共働きやひとり親家庭が増加する中で、放

課後児童クラブは、保育所と同じようになくて

はならない施設となっており、そのニーズが高

くなってきております。このような中で、小学

校低学年を中心とする児童が、放課後に安全で

安心して過ごすことができる場の確保が望まれ

ておりますが、本県においても待機児童が増加

していると聞いております。そこでまず、放課

後児童クラブの本県の待機児童の状況につい

て、福祉保健部長にお尋ねをしておきたいと思

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の放課後

児童クラブを利用している児童数でございます

けれども、年々ふえております。平成22年度

は6,538人でありましたが、平成26年度は8,152

人とふえております。こういう利用児童の増加

に、県内市町村は鋭意取り組まれているんです

けれども、本年５月１日現在の待機児童の数

は327人という状況となっております。

○徳重忠夫議員 放課後児童クラブへの県の補

助金についてお尋ねをしてみたいと思います。

平成25年２月の本会議で質問を行ったところで

ありますが、その後、国の基準より下回ってお

りましたものが若干改善されたと思っておりま

す。しかしながら、県の基準額は、国の基準額

より現在２割程度下回っております。子育て支

援の観点からも、もっと必要ではないかと感じ

ておるところでありまして、九州各県におきま

しては、国の基準と同じ額が補助されていると

聞いております。また、中核市の宮崎市におき

ましても、ほぼ国の基準並みと聞いておりま

す。そこで、九州各県や宮崎市と比較して、本

県の補助基準額はどのようになっているのか、

福祉保健部長にお尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 放課後児童ク

ラブへの補助につきましては、平成25年度

に4,100万円余の増額を行いまして、平成26年度

の当初予算額は２億6,700万円余となっておりま

すが、本県の補助基準額は、九州各県や宮崎市

と比較して低い状況にあります。

なお、この９月定例県議会に、放課後児童ク

ラブの開所時間延長に対する支援事業として、

新たに1,200万円余の補正予算を提案しておりま

して、放課後児童クラブの充実を図ることとし

ております。
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○徳重忠夫議員 今御報告のとおり、九州各県

より、あるいは宮崎市より２割程度低いという

事実でございます。平成24年８月には、子ども

・子育て支援法が新しく制定されるとともに、

児童福祉法も改正されまして、放課後児童クラ

ブの国の制度も大きく変わろうとしておりま

す。このような中で、９月の定例県議会におい

て、放課後児童クラブの開所時間延長支援事業

が提案されておりまして、改善が少し進むもの

と考えております。必要とする全ての子供たち

が放課後児童クラブを利用でき、子供たちが安

全で安心して生き生きと毎日の生活ができるよ

うすべきと考えております。そこで、県の補助

基準額につきまして、国の基準まで引き上げる

考えはないか、知事にお尋ねしておきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 放課後児童クラブであ

ります。私も何カ所か現場を視察させていただ

きましたが、児童の健全育成とともに、仕事と

子育ての両立支援の観点からも大変重要な取り

組みであると考えております。このような中

で、国におきましては、平成27年度から運用が

予定されております子ども・子育て支援新制度

におきまして、地域子ども・子育て支援事業の

一つとして、放課後児童クラブに対する支援が

位置づけられたところであります。このため県

としましては、新たな制度に向けた準備を進め

る中で、事業の実施主体であります市町村と十

分に協議を行いますとともに、国の基準額に近

づけるようにという議員御指摘の点を含めて、

総合的な観点から検討してまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 前向きな御答弁、ありがとう

ございます。ぜひ実現をしていただきますよう

にお願いしておきたいと思います。

実は、平成26年度の当初予算で考えてみます

と、補助額を国の基準並みに引き上げるために

必要な予算額というのは5,000万円であります。

県費ベースでいきますと、3,000万円程度増額す

れば宮崎市や他県と並ぶわけでありまして、新

年度に向けて、ぜひとも積極的な御検討をいた

だくよう、強く要望を申し上げておきたいと思

います。

次に、老老介護についてお尋ねをいたしま

す。

少子高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上と

なる平成37年には、国民の３人に１人が高齢者

という、これまで経験したことのない社会の到

来が見込まれております。それに伴いまして介

護を必要とする方々も増加していくことが予想

されているところであります。厚生労働省が平

成25年度に実施した国民生活基礎調査によりま

すと、在宅で介護サービスを受けておられる方

の主な介護者は、「同居する家族」が61.6％を

占めており、うち高齢者が高齢者を介護する、

いわゆる「老老介護」につきましては、今回初

めて50％を超え、今後も増加傾向にあるという

ことであります。このような状況を考えます

と、家庭で介護を担う負担が重くなっているの

ではないかと心配されるところであります。ま

ず、本県の介護サービスの受給者と、そのうち

居宅介護サービスの受給者数の状況について、

福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の介護

サービス受給者数は、平成26年４月時点の速報

値でありますが、４万9,426人となっておりま

す。そのうち、訪問介護や通所介護などの居宅

介護サービス受給者数は３万6,499人となってお

りまして、介護サービス受給者数全体の約74％

を占めております。
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○徳重忠夫議員 自宅で居宅介護サービスを受

けておられる方が、先ほどの部長の答弁により

ますと、７割を超えているということでありま

す。それを支える介護力の確保・充実が極めて

重要となってくるのではないかと考えます。先

ほど申し上げました厚生労働省の調査によりま

すと、主に介護を行う方として配偶者が最も多

いとの調査結果が出ております。特に、世帯主

が65歳以上の夫婦のみの世帯の状況は、今後の

老老介護に大きく影響してくるのではないかと

思われます。そこで、本県の世帯数、及び世帯

主が65歳以上の夫婦のみの世帯数の状況、及び

今後の見込みについてお尋ねをしてみたいと思

います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の一般世

帯数につきましては、平成22年の国勢調査によ

ると約45万9,000世帯となっておりまして、その

うち世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯は約６

万世帯となっております。

次に、今後の見込みでありますが、国立社会

保障・人口問題研究所の推計によりますと、団

塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37

年には、一般世帯は約44万2,000世帯と3.7％減

少する一方、世帯主が65歳以上の夫婦のみの世

帯は約６万8,000世帯と13.3％増加する見込みで

あります。

○徳重忠夫議員 本県では、「世帯主が65歳以

上の夫婦のみの世帯」が増加していくというこ

とであります。そうしたことや、介護を必要と

する割合が比較的高い後期高齢者がふえていく

ということを考えますときに、本県において

も、介護を担う家族の負担が特に大きい老老介

護世帯が増加していくことが予想されるところ

であります。さらに、平成37年には団塊の世代

が75歳以上となるなど、今後一層、高齢化が進

展していくことを考えますときに、在宅の高齢

者などを支える介護人材の確保や養成に対する

取り組みが重要ではないかと、このように考え

ております。そこで、今後、在宅介護を初めと

する介護に必要な人材の確保・育成をどのよう

に考えていらっしゃるのか、お尋ねをしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の高齢者

数がピークを迎える平成37年を見据えまして、

サービスの基盤となる介護人材を確保すること

は、大変重要な課題であります。このため県で

は、これまで、介護福祉士等の養成施設の学生

に対する修学資金の貸し付け、介護職員等を対

象とした専門研修の実施や処遇改善など、さま

ざまな取り組みを行っているところでありま

す。こうした中、今年度は、新たな介護保険事

業支援計画の策定において、平成37年までに必

要とされる介護サービスの見込み量を踏まえた

中長期的な介護人材の需給推計を行うこととし

ております。今後、この需給推計に基づき、介

護事業者、養成機関、学校、一般企業など幅広

い関係者と連携の場を設け、介護人材の確保状

況や課題等について意見交換や協議を行うこと

によりまして、具体的かつ実効性のある介護人

材の確保対策を検討してまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。太陽光発電事業についてお伺いをしておき

たいと思います。

県では、平成25年３月に宮崎県新エネルギー

ビジョンを策定されました。本県の地域特性を

生かせる太陽光、バイオマス、小水力の３つを

中心に、新エネルギー導入促進を図っていると

ころであります。最近は、県内のいろんな場所
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で太陽光パネルが見受けられるようになります

など、順調に推移しているものと考えておりま

す。一方で、導入が進んだことによります問題

点も顕在化しております。８月30日付の宮崎日

日新聞に、小林市が計画しております太陽光発

電事業で、送電線への接続―これを系統連系

というそうでありますが―そのための工事負

担が当初見込みの約５倍、２億3,000万円に膨ら

んだため、事業の中止を検討しているという記

事が掲載されました。これは、国の固定価格買

い取り制度の開始に伴いまして、県内では太陽

光発電の導入が急速に進んだため、一部の地域

においては九州電力の受け入れ能力を大幅に上

回る見通しとなり、送電線の改修に多額の工事

費と工期を要することが原因とのことでありま

す。実は私の周りにも、銀行から借金して用地

を準備し、太陽光パネルを買って、いざ発電事

業を始めようとする段階になって、九州電力か

ら莫大な負担金が提示され、送電線に接続でき

ず、発電しても売電できないことから、一体ど

うしたらいいのか途方に暮れている方がいらっ

しゃいます。

そもそも固定価格買い取り制度は、太陽光を

初めとする新エネルギーの導入促進を図るため

に国がつくった制度でありまして、その制度に

乗って事業を計画した県民が、いよいよ発電を

始めようとする段階になって、想定外の負担が

必要となり、事業を断念せざるを得ない状況に

追い込まれるというのは、いかがなものかと考

えるものであります。九州電力によりますと、

「25年度末に予想を大幅に上回る申し込みが

あったため、大規模な対策工事が必要となる」

との対象者への説明は、ことしの４月ごろから

行い始めたということであります。いち早く発

電事業を始めた者は、工事負担金が安く済んで

収益を上げているのに、これから事業をやろう

とする者や、あるいは一部の地域の者だけが過

大な負担を求められるというのは、大変不公平

なことだと考えております。これは県が悪いと

いうことではありません。国、電力会社、そし

て制度自体に大きな問題があると思いますが、

まずは、本県の太陽光発電に係る九州電力への

系統連系の申し込み状況と、そのうち大規模な

対策工事が必要な申し込み状況について、環境

森林部長にお尋ねをしておきたいと思います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 九州電力によ

りますと、本年７月末現在、系統連系申し込み

の累計は、件数で約３万6,000件、出力で約200

万キロワットとなっております。このうち送電

線等の大規模な対策工事が必要なものは、件数

で約750件、出力で約60万キロワットと聞いてお

ります。なお、10キロワット未満の住宅用の太

陽光発電等につきましては、こうした対策工事

の必要はなく、系統連系、いわゆる接続は可能

とのことでございます。

○徳重忠夫議員 ただいま環境森林部長の答弁

にありましたように、大規模な対策工事が必要

なケースが多くあることから、先ほど申し上げ

たような送電線に接続できない不公平なケース

が今後ますますふえてくるものと、このように

思っております。そこで、系統連系に係る事業

者負担の大幅な増加により発電事業が行えない

事業者が出ておりますが、この問題に対する所

感と今後の取り組みについて、知事の考え方も

聞いておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 太陽光発電などの系統

連系につきましては、特に西都・児湯以南の地

域を中心に非常に厳しい状況にあると伺ってお

ります。新エネルギーの導入促進を図る上での

大きな課題となっているものと考えておりま
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す。このため県としましては、全国知事会など

を通じまして、系統連系対策の強化につきまし

て国への要望などを行いますとともに、九州電

力に対しましても、事業者に対するきめ細かな

相談対応などをお願いしているところでありま

す。庁内においても、情報共有等のための連絡

会を設置しておりまして、今後、より一層の連

携に努めながら、事業者等への情報提供など、

引き続き適切に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 知事のおっしゃるとおり、ぜ

ひひとつ全国知事会等を通してよろしくお願い

を申し上げておきたいと思います。

最後の質問に入ります。自治会への加入促進

についてお伺いをいたします。

私は、過去に地元の自治公民館の館長も務め

ておりました。現在も組長として自治公民館活

動に携わっておるところであります。自治公民

館や自治会など、いわゆる自治組織の活動は、

防犯・防災のほか、子供の見守りや地域活動の

中心であり、市町村などの行政と住民の重要な

橋渡し役であると言えましょう。このような役

割を担う自治会組織の加入率が低調で、人間関

係が希薄になり、回覧板が回せない、地域の清

掃活動ができないといった事態に陥りかねず、

自治会への加入促進は重要な課題だと思ってい

ます。そこで、県内における自治会組織への加

入状況はどのようになっているのか、総務部長

にお伺いをしておきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 県内の自治会など

の自治組織の呼称は、各市町村によって、自治

会、自治公民館、区などとさまざまですが、こ

れら自治組織への加入率は、平成26年４月現

在、県全体で68.2％となっております。

○徳重忠夫議員 70％を割っていると、非常に

残念であります。私の経験から、集合住宅の増

加や若年層の自治組織離れなど、今後、加入率

が低下するのではないかと心配をしておるとこ

ろでありまして、社会が高度化し、価値観が多

様化する中、自治組織の存在を認識させ、加入

率を高めることは、大変難しい問題であると考

えますが、県民が明るく暮らすためには、自治

組織の活動の充実が不可欠であります。そこ

で、県や自治組織に最も身近な自治体である市

町村においては、自治組織への加入促進に向け

てどのような取り組みが行われているか、総務

部長にお伺いしておきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 自治組織は、議員

の御質問にもありましたように、地域の活性化

や防犯・防災対策、子育て支援などの機能を維

持していく上で重要な役割を担っておりますこ

とから、その加入率向上が課題となっておりま

す。このため、住民に身近な市町村では、自治

組織への未加入者への対策といたしまして、例

えば、市町村の転入受付窓口での自治組織の説

明や、住民の転入時に、不動産会社等と連携し

た加入促進のためのパンフレットの配布などを

行っております。県といたしましては、このよ

うな取り組み事例を各市町村に情報提供すると

ともに、担当者の意見交換の場を設けるなど、

県と市町村、また市町村同士が連携した加入率

向上の取り組みを推進しているところでありま

す。

○徳重忠夫議員 自治組織への加入は任意であ

りますが、私は、県民はもとより、全体の奉仕

者である自治体職員こそが、自治組織に加入し

地域の活動に積極的に参加する必要があると、

このように考えております。新聞報道によりま

すと、私の地元都城市の職員の自治公民館加入

率は87.3％のようであります。一方、県の知事
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部局職員の自治組織加入率は、平成23年７月の

県議会防災対策特別委員会における執行部から

の報告によりますと70％と、30％は入っていな

いということであります。県職員も率先して自

治組織へ加入することは、県民の加入意識の向

上につながり、ひいては県全体の加入率向上に

資するものではないかと考えます。そこで、県

のトップである知事が、県職員を含め広く県民

に対して自治組織への加入を呼びかけるべきだ

と思いますが、知事の考えをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 自治組織の重要性、

今、部長が答弁したとおりであります。加入者

の減少というものが、地域コミュニティーや住

民自治に深刻な影響を与えかねないと危惧をし

ておるところであります。県職員に対しまして

は、平成20年に定めました「「職員力」地域貢

献推進指針」というものがあるわけでありまし

て、地域社会の一員として、自治会、さらには

各種ボランティア、ＰＴＡ活動など、自主的に

地域活動へ参加するよう促しているところであ

ります。私自身も自治会に加入しておりまし

て、回覧板を持って回ることもありますし、地

域の一斉活動や児童の見守り活動に参加をした

り、神楽の鑑賞、それから今週末に予定されて

おります敬老会などにも参加をしておるところ

でございます。また家族では、地区の運動会や

夏祭り、防災訓練などにも参加をしておるとこ

ろであります。今後とも、県職員の率先参加は

もちろんのこと、機会を捉え、広く県民の皆様

にも自治組織への加入というものを呼びかけて

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。積極

的な御答弁をいただきました。自治組織への加

入は、地域活性化を維持発展させる礎でありま

す。県のトップである知事に広く呼びかけてい

ただくと、また加入率向上につながるのではな

いかと、私はこのように考えております。前の

東国原知事にもそのような質問をした経緯がご

ざいます。

また、知事からの呼びかけに当たっては、県

政テレビ番組を活用して、県民が目や耳にする

形で行うことが最も効果的だと、これが確実な

方法だと考えております。そこで知事にお尋ね

しますが、県政テレビ番組を活用して、知事み

ずからの声で自治組織への加入を呼びかける考

えがあるかどうか、知事にお伺いをしておきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 自治組織の重要性―

昔ながらの組織というだけではなしに、今の時

代における防災・防犯、子育て、そのような観

点から、改めてその重要性というのを見詰め直

す必要があろうかというふうに考えます。議員

御指摘のように、県政番組を含めて幅広い機会

を捉えて、さまざまな形で住民の皆様に呼びか

けてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ実現をしていただ

きますようにお願いをしておきたいと思いま

す。

ところで、県職員は現在１万7,000人いらっ

しゃいます。先ほど申し上げました、30％未加

入ということになりますと、5,000人、5,000世

帯が未加入という捉え方ができると、私はこう

思います。共助において県職員が率先垂範すれ

ば、公助がうまくいく。公助を進める立場にあ

る県の職員の皆さん方であります。公助がうま

くいかなくなるというのは、共助、皆さんが協

力しなきゃいけないということを真剣に考えて

いただきますように、特に知事初め関係の皆さ

ん方には積極的にこのことについてお考えいた
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だきますよう、強くお願いを申し上げまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○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。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） 眠い時間に

なりましたが、おつき合いをいただきたいと思

います。代表質問、それから、これまでの一般

質問と、かなり重なるところもありますが、そ

のまま聞いてまいりますので、よろしくお願い

をいたします。

まずは、新総合計画についてであります。

新総合計画をつくられると聞き、九州８県と

高知県の総合計画書を取り寄せ、比較しながら

一通り読んでみました。２日間缶詰で、実際の

ところ大変でございましたが、読んでみます

と、地勢的、歴史的・文化的、社会的に違いは

あるものの、構成や表現が違うだけで、おおむ

ね内容に大きな差はないと感じました。という

のも、基礎的な部分では、地方が抱える問題、

課題は同じだからだろうと思います。目標年次

は、10年、５年、４年、毎年バージョンアップ

と、それぞれであります。印象に残る言葉は、

熊本県の「フードバレー構想」であったり、州

都を目指すという「州都」であったり、イメー

ジカラーを赤にしていること、あるいは高知県

の「地産外商」などであります。また、佐賀県

の「佐賀家」という一つのくくり、また、高知

県の「高知家」などであります。アジア戦略と

いうことは、九州全県が多少の濃淡はあります

がうたっております。構成面で印象に残るの

は、佐賀県の「県民のみなさまへ」という非常

にわかりやすいカタログ版と高知県のＰＲ版で

ありました。以下、４点ほど伺います。

現行の計画は2010年に策定されております

が、その後、大震災などさまざまな社会変化が

起きております。総合計画を改定するに当た

り、どれぐらいの規模での改定を考えておられ

るのか、知事のお考えをお聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

現行の総合計画は、2030年を見据え、県政の

長期的な重要課題に対応するための「長期ビ

ジョン」と、私の知事としての４年の任期中に

優先的に取り組むべき施策を示しました「アク

ションプラン」とで構成をされております。

まず、長期ビジョンでありますが、この中で

示した目標年次や基本目標につきましては、20

年先を見通した本県の将来を考える上での長期

的な課題をしっかりと見定めて、本県の目指す

べき姿を明らかにしたものでありますため、こ

れについては変更しないものと考えておりま

す。一方、基本目標を実現するための戦略的な

方策を示す長期戦略につきましては、全国的課

題となった人口減少問題や、東日本大震災の経

験を踏まえた大規模災害の対応など、社会情勢

が大きく変化しておりますことから、必要な見

直しを行ってまいります。

次に、アクションプランにつきましては、今

年度で終期を迎えることから、改定した長期戦

略を踏まえて、新たな４年間のアクションプラ

ンを策定してまいりたいと考えております。以
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上であります。〔降壇〕

○ 原正三議員 長期ビジョンは基礎的なもの

なので変更をしない。長期戦略は必要な見直し

を行う。今回行うのがこの長期戦略だろうとい

うことでございますが、アクションプランは、

知事の任期に合わせて、公約等に合わせて新し

く策定する、そういうふうに理解をしました。

そこで、その長期戦略についてでありますが、

改定する総合計画についてどのような宮崎県像

を目指そうとしておられるのか、知事のお考え

をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 長期戦略であります

が、さまざまな社会・経済情勢、人口減少や経

済・雇用といった構造的な問題などに対応しま

して、基本目標であります「新しいゆたかさ」

を実現するために、重点的かつ集中的に取り組

む政策を明らかにするものであります。そのた

め、その見直しに当たりましては、一つには、

出産・子育てしやすい環境づくりや若年層の流

出抑制、移住の促進などを通じて人口減少に歯

どめをかけること、そして、本県で生まれ育っ

た子供たちを産業や地域の中核を担う人財へと

しっかり育成していくということ、そして、一

つには、本県に根差した成長産業づくりを通じ

て県内での雇用を拡充すること、さらには、地

域の資源・経済を地域内でしっかりと循環さ

せ、地域の活力としていくということ、そして

さらには、人のきずなや暮らしやすさなど、宮

崎のよさを生かし、共生社会づくりや文化・ス

ポーツの発信・振興に取り組みまして、物心両

面の豊かさをつくり出すこと、また、災害や感

染症といった危機事象にも強い安心・安全な環

境を構築することなどを目指して、中長期的な

視点に立った施策を構築してまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 県民総力戦とよく言われま

す。そのためには、総合計画の県民への周知、

ＰＲを行い、向かうべき目標を明確に示すとと

もに、目標の共有を図ることが必要だと考えま

す。先ほど佐賀県のＰＲ版のお話もいたしまし

た。どのように周知を図るおつもりなのかお聞

かせください。知事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） この総合計画、本県が

これから進むべき道筋というものを示す県民共

有の指針であるものと考えております。県民の

皆様には、この総合計画の内容を御理解いただ

き、積極的に県政にかかわっていただくこと、

参加をしていただくことが大変重要であると考

えております。また、厳しい財政状況の中で、

本県が地域の活力を維持し、豊かさを実感でき

る社会を築いていくためには、市町村や民間な

どの関係機関・団体、さらには大学やＮＰＯな

ど、多様な主体との緊密な連携が必要であろう

と考えております。このため、今回の総合計画

の改定に当たりましては、総合計画審議会での

議論に加えまして、県内８つの地域におきまし

て県民会議、市町村会議を開催して、県民の皆

様や市町村に、改定の作業段階から参画をして

いただいているところであります。改定後の総

合計画につきましても、総合計画の概要版パン

フレットの作成、今、御指摘がありました、他

県のものを参考にしながらわかりやすいものを

つくっていくということ、さらには、ホーム

ページや広報紙などのさまざまな媒体を活用し

た広報でありますとか、県内各地域で説明会を

開催するほか、県民の皆様に、わかりやすく届

きやすい方法を検討し、県民共有の指針となる

ように努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 そういうことでよろしくお願

いをいたします。
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それから、総合計画と他の部門別計画との整

合性をどのように図るのかということでありま

す。議会で議決すべき部門別計画というのもご

ざいますが、この際、整合性を持たせるために

も、総合計画と部門別計画を同時期に見直すべ

きではないかと考えますが、知事のお考えをお

聞かせください。と申しますのは、策定時期が

それぞれ異なるがために大変読みづらく、全体

像がつかみにくい計画群となっております。よ

ろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 部門別計画、さまざま

ございます。子育てでありますとか、教育、ま

た、環境、障がい、農業、森林、観光、さまざ

まな分野の計画があるわけでございますが、総

合計画の改定に合わせてこれらの計画を見直す

ために、その改定時期を調整してきたところで

あります。しかしながら、こういった部門別計

画の中には、法律によって計画期間が定められ

ているものもありますし、上位計画となる国の

計画に合わせて改定しなければならないものも

ありますので、その全てを一律に総合計画の改

定と時期を合わせていくことは難しいものと考

えております。いずれにしましても、各部門別

計画というものが、総合計画を分野別に具現化

するものでありますので、その改定に当たりま

しては、総合計画との整合性を可能な限り図る

ように努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 最小公倍数というのもありま

すから、どこかで一列に並ぶときがあるはずで

すから、そのときに合わせて、そういうことを

目標としていただければありがたいと思ってい

ます。

重松議員からも質問がございました、九州ブ

ランドということなんですが、九州各県議員と

の交流の場でもよく海外戦略の話の中で出る話

であります。部門や物によっては、各県ばらば

らでなく九州全県協力して、いわゆる対北海道

的な発想になると思いますが、九州ブランドの

名前で売ることが大きな成果を生むのではない

かということであります。九州ブランドという

ものについて、知事の御見解をお願いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 私自身、これまで香

港、台湾、シンガポールなどにおいてトップ

セールスを行ってきたところでありますが、海

外における反応というのを肌で感じますのは、

我々が頭で思っている47分の１であり、その中

でさまざまな魅力があるんだと、そういう宮崎

をアピールしたいんだということで言います

が、海外の方からしてみますと、本当に日本の

中の小さい小さいローカルエリアの宮崎という

受けとめであろうかというふうに思っておると

ころでございます。ポイントは、競争と強調と

いうことであろうかというふうに思いますが、

各県それぞれが創意工夫によりまして、海外で

の誘客や販路開拓などに取り組む一方で、やは

り認知度や訴求力という面では、九州一体と

なった取り組みを行うことも非常に効果的、ま

た重要ではないかと考えておるところでありま

す。

現在、観光分野におきまして、九州各県と経

済団体が共同して組織しました九州観光推進機

構を中心としまして、九州全体を一つのコンセ

プトとして整理しまして、「温泉を入り口に、

自然や食など様々な楽しみがコンパクトに味わ

える九州」ということで打ち出しをしておると

ころであります。こうして九州ブランドイメー

ジ戦略を推進するとともに、輸出の分野におい

ては、共同で物産の商談会を開催するなど、一

体となった取り組みをさまざまな面で進めてお
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るところであります。

今後とも、「競争と強調」という考え方のも

とに、本県のブランドに一方で磨きをかけると

ともに、九州ブランドの打ち出しなど一体と

なった取り組みによりまして、相乗効果、さら

に効率性が期待できる分野において、九州各県

との連携を深めてまいりたいと考えておりま

す。

○ 原正三議員 外国の人から日本を見たとき

に、九州の中の何県というと非常にわかりづら

いと思うわけです。そういうことで、一つの

「九州」という名前での売り込みをやっていた

だきたいなと思います。また、これは道州制と

は全く違う話でございますので、誤解のないよ

うに申し上げておきたいと思います。

再生可能エネルギーについてであります。

エネルギービジョンに基づき、再生可能エネ

ルギーの導入が図られているところであります

が、以下、太陽光発電について何点か、環境森

林部長に伺います。

まず、太陽光発電の設置についてはいろいろ

話があっておりますが、景観や災害時の危険防

止対策など、さまざまな問題が発生していると

聞いております。本県で生じたこれまでの事例

について、県当局で把握しておられる事例につ

いてお聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 主な事例とい

たしまして、西都市において、西都原自然公園

隣接地への設置計画に対しまして、公園周辺の

環境や景観を保護するという観点から、市が事

業者に対して計画の見直しを求める要望書を交

付いたしましたが、事業者側の同意は得られな

かったという事例がございます。また、川南町

におきまして、６月の豪雨にて建設途中のパネ

ルが川に流出し、被災したパネルの処分または

発火等の問題が心配されましたが、保健所等の

指導によりまして、工事請負業者によって適正

に処理がされたところでございます。さらに、

綾町において、景観保護の観点から条例を整備

し、事前届け出を提出させることにより、事業

者への指導・助言を行うこととしている事例が

ございます。

○ 原正三議員 川南の場合ですが、これは、

珍しがってもし人が入った場合、感電の恐れが

あるわけです。直流の場合は微弱な電流で死に

至るケースが多いようですから、一般の人はわ

かりませんので、そのあたりが大きな問題だと

捉えております。

後に続きます。以前も質問をしたことがござ

いますが、太陽光発電に係る個別情報につい

て、県はリアルタイムに設置情報等を把握でき

ているのか、お聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 固定価格買い

取り制度につきましては、その申請や認定が、

事業者と国の間で直接行われる仕組みとなって

いることから、県では、認定後に件数と出力数

について、国や九州電力に対しまして随時確認

をしているところであります。しかしながら、

設置場所、事業者名、規模等の詳細な情報につ

きましては、個人情報保護を理由といたしまし

て、現段階では国等から提供いただけない状況

にあります。

○ 原正三議員 これは以前も議論しましたけ

ど、電気料を払うのは我々ですから、それを個

人情報保護を理由に教えないというのは本当に

おかしいと思うんですが、以前も国に要望いた

だくようにお願いしたところでございましたけ

ど、これからも引き続き、経済産業省に対して

は、ちゃんと情報を開示するように申し入れを

していただきたいと思います。
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次に移りますが、太陽光発電は、平成25年度

から26年度に買い取り価格が36円から32円に下

がる際の駆け込み需要により、設備認定が大幅

に増加いたしました。徳重議員の意見にもござ

いましたが、平成26年４月現在、本県において

は、10キロワット以上の設備が3,160件、21

万2,044キロワットが発電を開始、一方、設備認

定を受けている設備は３万4,865件、304万2,699

キロワットであります。すなわち、設備認定を

受けた設備のうち、設置できている設備は件数

にして約９％、出力でたったの約７％でしかあ

りません。９割以上が、認定は受けたが設置で

きていないという状況であります。電力系統の

容量が足りず接続できないことが設置の進まな

い大きな原因の一つと聞いておりますが、先ほ

どの質問とダブりますけれども、県内の太陽光

発電が系統連系できない実情についてお聞かせ

ください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 九州電力によ

りますと、ことし７月末現在で、系統連系申し

込みの計は、件数で約３万6,000件、出力で

約200万キロワットとなっております。そのう

ち、送電線等の大規模な対策工事の必要性から

系統連系が困難な状況にあるものが、件数で

約750件、出力数で約60万キロワットと聞いてお

ります。

○ 原正三議員 60万キロワットというと６億

ワット、メガにして600メガワットになるかと思

いますが、メガソーラー、メガソーラーと言い

ますけど、メガソーラー600基分ですよね。まだ

相当な数の太陽光発電がつけられていないわけ

で、我が県としては太陽光を推進しているわけ

ですから、これは本当に大きな問題だと思って

います。

それで、一通り前に進みます。以上３点、現

状の問題点等についての質問をいたしました

が、さまざまな問題があるようであります。そ

こで、かかる問題の解決のために、以下２点ほ

ど質問をさせていただきます。

まずは、条例の制定についてです。条例の内

容は、設備の届け出を義務化し、設置場所にお

ける設備容量と緊急連絡先の表示を義務づけ、

川の近くや水のたまりやすい低地、低い海岸線

や崖下など、設置してはいけない場所を規定

し、設置においては、台風等で吹き飛ばないよ

うにするための設置基準の住民説明会を開くこ

とや、景観への配慮を設置者に求めるものであ

ります。

目的とするところは、先ほど申し上げました

ように、経済産業省から教えていただけない設

備認定の状況を県がリアルタイムに把握できる

ようになること。２番目に、川南町の例のよう

に、被災した場合、緊急の連絡先が直ちに特定

でき、感電や火災など２次災害を未然に防止で

きること。３番目が、コストを優先した簡単な

置き基礎工法の施設などをなくし、台風時に吹

き飛ぶなどの災害が防げること。４番目に、史

跡や記紀1300年にまつわる神社等の景観を損な

わないようにできること、などであります。長

野県の小諸市ほか７市町村が条例や規則を制定

し、あるいは今９月議会で環境条例を改正の予

定と聞いております。私は、県のほうで設置し

たほうがいいと考えておりますが、条例制定に

対する環境森林部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御質問の内容

につきましては、新エネルギーを、太陽光発電

を進める上で非常に重要な課題だというふう

に、我々も今、認識をしておるところです。し

かしながら、現段階で太陽光発電施設の設置に
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つきまして、森林法など個別法による許可や届

け出が必要なものは、関係法令等を所管する部

局において、それぞれの法令等に基づき、適切

に対処していくことが必要であろうというふう

に考えております。このため、関係法令を所管

する部局との庁内連絡会議を５月に設置いたし

まして、発電事業者に関する情報等を各部局が

共有し、緊密に連携しながら取り組むこととし

たところでございます。

また、国におきましては、固定価格買い取り

制度や事業者の認定のあり方について見直しが

検討されており、市町村においても、既に条例

を策定した綾町のほか、西都市や小林市などに

おいて独自の条例を制定する動きもありますの

で、県といたしましては、まずは国の動向等を

注視してまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 国の動向を注視しながら、本

当は県でつくるのが私はベストだろうと思いま

す。それがかなわなければ全市町村に、一部で

はなくて、でないと後追い型の行政ということ

になりますので、全市町村に、この景観条例な

りをつくるように御指導いただきたいものだな

と。委員会での所管でもございますので、後は

詳しく委員会でまた部長とやりたいと思いま

す。

次に移ります。もう一つは、先ほど経済産業

省の話がありましたが、国へ要望すべき事項に

ついて、環境森林部長の御見解を賜ります。

これは徳重議員も先ほど申しておられました

が、そもそも電力の固定価格買い取り制度は、

国が導入して推進している政策であります。送

電線や変電所、配電線などのインフラ整備は国

の責任において行い、つなげない状況の解消に

は国が努めるべきだと考えます。国にこのこと

を強く要望すべきだと考えますが、御見解をお

聞かせください。

あわせて、構造計算などの設置基準を策定す

るよう要望すべきと考えます。このこともあわ

せて御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 系統連系につ

きましては、新エネルギーを導入する上で大き

な課題となっております。県といたしまして

も、全国知事会等を通じて、対策の強化につい

て国への要望等を行っているところでございま

す。

また、太陽光発電設備の設置基準につきまし

ては、その普及促進の観点から、平成23年10月

以降、高さ４メートルを超えるものについて

も、建築基準法の手続が不要となったところで

ございます。しかしながら、台風被害の多い本

県におきましては、風雨による太陽光パネルの

損壊等も懸念されておりますので、設置事業者

等関係者の意見や設置上の問題点等について、

機会を捉え、国に情報提供をしてまいりたいと

考えております。

○ 原正三議員 設置の基準、構造計算なんで

すが、県内のいろんな太陽光の中で、コストを

優先する余り、簡単な置き基礎でつくっている

のがあるんです。この前の大きな台風は幸いそ

れましたけど、あの台風が来たら、もしかした

ら吹っ飛んで、二次災害を起こしただろうとい

う懸念をしておりまして、やはり構造計算につ

いては、国のほうにしっかり基準をつくるよう

に、これは安全のためでありますから、よろし

くお願いをしておきたいと思います。

次に移ります。バイオマス発電についてお尋

ねいたします。代表質問等とダブりますが、大

事なことでありますので、重ねてまいりたいと

思います。県発行の「林業みやざき７・８月

号」によれば、県内のバイオマス発電は、既設
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が日南市など３市５カ所に12万6,234キロワッ

ト、新設が川南町など３市２町５カ所に５

万7,400キロワットの、合計18万3,634キロワッ

トが来年度初めに稼働の予定とあります。燃料

となる林地残材の総必要量は約41万生トン、毎

年の発生林地残材が平成21年度で約77万生トン

でありますので、資源的には十分余裕があり、

問題ないとのことでありますが、懸念するの

は、山から発電所までの林地残材供給システム

が設計どおりに機能し、安定的に燃料供給でき

るのかということであります。広島県庄原市で

は、木の駅プロジェクトと銘打って、集荷シス

テムの構築に取り組んでおられましたが、やは

り懸念するところは同じだと感じたところであ

りました。山の位置や形状などによって、林地

残材の集荷に要する労力や時間、経費は大きく

異なります。したがって、その経費に見合う対

価がその材料に得られなければ、林地残材はま

ず集まるはずもありませんし、一方、燃料不足

によって林地残材価格が高騰した場合、製材す

べき木材まで発電用に流れてしまうという本末

転倒の事態が発生しないとも限りません。もっ

と恐れるべきは、発電所が燃料不足によって停

止せざるを得ない状況に追い込まれることであ

り、その場合、県の責任が問われないという保

証はないんじゃないかというふうに懸念をして

おります。そこで、木の駅プロジェクトのよう

な取り組みだけで木質バイオマス発電施設への

林地残材などの供給は大丈夫なのか、代表質問

と重なり繰り返しになりますが、大事なことで

ありますので、環境森林部長の御見解を再度お

聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 今後、稼働が

予定されております５つの木質バイオマス発電

施設の燃料調達につきましては、発電事業者と

森林組合、素材生産業者との間で、必要となる

燃料以上の燃料の供給協定が締結をされており

ます。ですから、本県においては、燃料供給の

主体は、主にこれら林業事業体が担うというこ

とになると考えております。このため県では、

協定による供給が確実に実行されるよう関係林

業団体と連携しながら、今、その体制づくりを

進めているところでございます。

また一方で、御質問にありました木の駅プロ

ジェクトのように、山元に直接利益を還元する

ことも大変重要でありますので、それぞれの林

家等が林地残材を中間土場まで収集運搬し、森

林組合等がそれをまとめて発電施設まで運搬す

る新たな仕組みづくりについても、市町村と一

体となり取り組んでいるところであります。今

後とも、本県の林業事業体や林家等が有する国

内屈指の木材供給力をフル稼働できる環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 そういうことで期待をいたし

ておきたいと思います。

次に、含水率についてお尋ねいたします。林

地残材の含水率は、重量と発熱量に大きく影響

をいたします。すなわち、含水率を下げること

は、山から発電所までの輸送コストを低減し、

発電効率を上昇させ、結果として森林所有者の

所得向上につながることになります。含水率を

低下させることが大きなポイントになると考え

られますが、どのような対応となるのか、環境

森林部長の御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（徳永三夫君） 御指摘のとお

り、木材は、含水率が低いほど熱量が高いこと

から、木質バイオマス発電施設を効率的に稼働

させるためには、できるだけ乾燥させる必要が

ございます。しかしながら、現在のところ、発

電事業者等におきましては、含水率が低いもの
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ほど高く買い取るようなことはせず、同じ重さ

であれば同じ価格で買い取る仕組みとしておる

ところでございます。このため、発電事業者み

ずからが、発電プラントの能力に応じて、土場

における原木の天然乾燥やチップ化した上での

人工乾燥などにより、含水率を40％程度に低下

させて対応する計画となっております。

○ 原正三議員 乾燥においては、発電事業者

側の責任でやってほしいということだろうと思

いますが、雨の日、ぬれた日に持っていくと、

山元は少し重くなるのでもうかるのかなと、そ

んな気もしないでもないんですが、そこは良識

の中で行われることでしょう。

再生可能エネルギーの活用を進めることは３

つの意味があると考えます。１つ目は、ＣＯ２の

削減、２つ目は、林地残材活用による山元への

還元、３つ目は、エネルギーの地産地消による

循環マネーの創出であります。里山資本主義の

話が大分出ております。その観点から質問いた

しますが、循環マネーの創出が幾らになるのか

ということであります。県内のバイオマス発電

設備が全て発電を開始した場合、その発電量は

何世帯分に当たり、電気料換算で幾らになるの

か。また、林地残材の活用により県内にどれぐ

らいの金額が、いわゆる山元ということになる

んでしょうが、還元されることになるのか、お

聞かせください。環境森林部長、お願いをいた

します。

○環境森林部長（徳永三夫君） 県内の木質バ

イオマス発電施設は、稼働中のものも含めます

と、今後10施設が稼働することとなりますが、

その木質燃料分の発電出力合計は約７万キロ

ワットと推計されます。この発電出力は、一般

家庭の約15万世帯分の使用量となり、電気料に

換算いたしますと、年間約130億円に相当する規

模となります。また、県内から調達されます41

万トンの林地残材について、現在公表されてお

ります調達価格で―１トン当たり4,000円か

ら7,000円と公表されておりますが―計算いた

しますと、年間約25億円が地域に還元されるも

のと考えております。

○ 原正三議員 結構いい数字だと思います。

これは、平成22年度、県内で支払われる電力料

金―茂商工観光労働部長が総合政策課長のと

きでしょうか、私、お願いして出していただい

た資料を大事にしまっておりまして―宮崎県

全体で使う電気料が1,253億円（平成22年）、そ

のうち県外から移入、いわゆる県外に支払う電

気料分が817.6億円なんです。820億円。今のお

話でいくと、130億円のエネルギーを新しく地産

するというわけですから、対外的に支払ってい

る817.6億円の中の16％余りをバイオマス発電で

稼げるという話でありまして、林地残材の価格

を支払う対価25億円としますと、155億円が循環

マネーとして宮崎県にふえると。県債収支5,500

億円の赤字の宮崎県でありますから、5,500分

の155が県債収支分助かるんじゃないかというこ

とになりますので、そのためにもこのバイオマ

ス発電は、さらに、決して供給が絶えることな

くしっかり、発電がとまることなく、トラブル

が発生することなく、スムーズに安定運営にな

りますようにお願いを申し上げておきます。

次は、農業問題についてであります。

今、我が国において一番変革を余儀なくされ

ているのが農業であります。その農業問題につ

いて農政水産部長にお尋ねいたします。

まず、来年度予算についてであります。農政

改革の継続をスローガンに、国においては来年

度予算の要求をされているとの報道がございま

す。農政改革を推進するための国の予算要求状
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況と、それを受けた本県の農政関係予算につい

て、どのように今この時点で考えておられるの

か、お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 国におきまし

ては、農業・農村の所得倍増を目指す「農林水

産業・地域の活力創造プラン」の実現を図るた

め、農地中間管理機構の関連事業や農業農村整

備事業等の公共事業、さらには畜産・酪農の競

争力強化対策など、平成27年度予算として、対

前年比14％増となる総額２兆6,541億円の概算要

求が行われております。本県農業の成長産業化

を図るためには、国の新たな政策を地域の実情

に合わせて活用するとともに、県独自の施策の

立案を行うことにより、産地の持つポテンシャ

ルを最大限に発揮させていくことが重要である

と考えております。このため県としましては、

規模拡大や革新的な技術の導入等による生産力

の向上、多様化するマーケットに対応した販売

力の強化、そして、高い経営力や技術力を有す

る人材の育成、この３つの施策を柱とした産地

構造改革に取り組むこととしておりまして、国

の新たな事業も十分活用しながら、効果的な施

策の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○ 原正三議員 次に、ＴＰＰについてお聞き

します。最近、ＴＰＰに関する記事がかなり小

さくなりました。我々に入る情報は、他の手段

をもってしても皆無であります。今月初旬、ベ

トナム・ハノイで首席交渉官会合があるとは聞

きましたが、これまでの交渉に関する情報をど

のように入手されているのか、お聞かせくださ

い。総合政策部長、お願いします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ＴＰＰ交渉

に関してでございますが、県では、平成25年３

月、庁内にＴＰＰ対策本部を設置し、本部長で

ある知事から各部局長に対しまして、全庁挙げ

て交渉に関する情報の収集に努めるよう指示が

なされたところでございます。この指示を受け

まして、全国知事会主催の説明会への出席のほ

か、本県では本年６月に、交渉に直接携わって

おられますＴＰＰ政府対策本部の澁谷審議官を

お招きした説明会を開催し、ＴＰＰ協定の交渉

状況について直接、御説明いただいたというよ

うな取り組みをしているところでございます。

現下のＴＰＰ協定交渉についてでございます

けれども、御指摘ありましたように、なかなか

動きは見えないところでございますが、本年４

月の日米首脳会談、また５月のシンガポールに

おける閣僚会議以降、首席交渉官会合や実務者

協議等の事務レベルの協議が重ねられていると

いう状況でございまして、これまでのところ、

表に出てくるような形での大きな動きというの

は見られていない状況でございます。今後と

も、あらゆる機会を通じまして情報収集に努め

るとともに、国に対しましては、十分な情報提

供を求めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 十分なアンテナを張って、ひ

とつ情報収集に努めていただくようお願いいた

します。

報道では、ＴＰＰで大きな影響を受けると思

われる畜産分野に手厚く予算的に配慮するとの

ことであります。畜産分野に関する国の来年度

予算要求額はどの程度で、県としてそれにどう

対応されていくのか、農政水産部長のお考えを

お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農家戸数、飼

養頭数の減少といった生産基盤の弱体化が懸念

される中、平成27年度の国の畜産分野の概算要

求におきましては、１つ目に畜産・酪農の競争

力向上、２つ目に自給飼料の生産拡大、３つ目
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に経営安定対策、この３つの柱を重点的に実施

するものとなっております。具体的には、新た

な対策として、地域の中心的経営体を対象とし

た畜舎等の施設整備や、繁殖性向上のための機

器の導入、あるいは収益性向上に必要な搾乳ロ

ボットなどの機械リース、さらに飼料用米の利

用拡大に向けた機械のリースなどが組み込ま

れ、総額で前年比536億円増の2,359億円が要求

されております。県といたしましては、今後、

国との意見交換や情報収集等を積極的に行いま

して、これらの国庫補助事業を有利に活用する

ことにより、畜産生産基盤の強化を図ってまい

りたいと考えております。

○ 原正三議員 具体的な新たな対策としてと

いう、この新たな部分を御期待申し上げておき

たいと思います。

次に、農業用ため池の防災強化について伺い

ます。東日本大震災時、福島県須賀川市では藤

沼ダムが決壊、７人が死亡、１人が行方不明に

なりました。意外に知られていない災害であり

ます。農林水産省の一斉点検によれば、全国に

は21万カ所のため池があり、特に西日本に多い

のだそうであります。７割が江戸時代以前のも

ので、堤体の材質や構造が不明、警戒が必要な

防災拠点ため池、つまり、下流に人家や公共施

設があり、被害発生のおそれのあるため池とい

うのは、全国で2,056カ所存在し、さらに詳細な

調査が必要なため池は8,978カ所あるそうであり

ます。本県にも調査が必要なため池が存在する

と聞きましたが、一斉点検の実施状況と今後の

対応について、農政水産部長の御見解をお聞か

せください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県におきま

しては、昨年度、県内699カ所のため池のうち、

受益面積0.5ヘクタール以上の613カ所につい

て、目視点検や下流域の状況調査などの一斉点

検を実施いたしました。その結果、決壊した場

合に、下流の人家や公共施設に大きな被害を与

えるおそれがあるとして、より詳細な調査が必

要と判断されたため池が94カ所ございました。

このうち88カ所のため池については、市や町で

耐震性調査やハザードマップの作成を行ったと

ころであり、66カ所で耐震性に問題があるとの

報告がございました。県といたしましては、今

後、残った６カ所の耐震性調査等の速やかな実

施を関係市町に促すとともに、土地改良区等の

施設管理者や関係市町と協議し、ため池の改修

や周辺住民へのハザードマップの周知など、防

災・減災対策を講じてまいりたいと考えており

ます。

○ 原正三議員 残り６カ所ですか、このこと

についても早急に調査をしていただいて、ため

池の決壊等によって人命が失われることのない

ように、ひとつよろしくお願いをいたします。

次に、農地中間管理機構についてでありま

す。これがいわゆる農政改革の目玉であるとい

うふうに思いますが、この機構はことしが１年

目、来年から本格始動することになります。農

地の所有者に制度を周知し、かつ、制度が軌道

に乗るまでには紆余曲折、解決すべき課題もか

なり多いものと考えられます。今年度の取り組

み状況と課題、来年度の取り組み方針につい

て、これまでにも質問はございましたが、大事

なことでございますので、農政水産部長のお考

えを再度お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

機構の取り組み状況につきましては、本年度、

旧市町村ごとにモデル地区を設定し、課題の抽

出や事業の検証を行っており、７月には第１回

目の借り受け希望者を募集したところでござい
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ます。そのような中、地域からは、「品目ごと

に賃借料が異なり調整が難しい」という声や、

「山間地域では、農地の条件も悪く、担い手も

少ない」といった声が上がる一方で、農業法人

からは、平地や山間地域との気温差を生かした

リレー出荷を行いたいとの前向きな提案も出て

おります。県といたしましては、これらの地域

の声をしっかりと受けとめ、地域の話し合い活

動を基本に、機構による基盤整備事業の活用

や、担い手対策としての集落営農の推進等もあ

わせて実施しながら、課題解決を図ってまいり

たいと考えております。さらに、本格稼働とな

る来年度は、モデル地区でのさまざまな取り組

み事例を提示しながら、本県の実情に応じて機

構の仕組みが最大限に活用されるよう、積極的

に推進してまいります。

○ 原正三議員 条件不利地といいますか、山

間地域の土地が一番問題じゃないのかなという

ふうに思いますし、また一方では、借りたはい

いが借り手のいない塩漬け土地がいっぱいふえ

るんじゃないかと。条件のよいところだけを機

構は扱おうとするのではないのかと。今度は、

結果的には機構の存続そのものが危うくなるん

じゃないかなと、そういういろんな心配がある

わけでございまして、何とか軌道に乗せて集約

を図ってやっていかないといけないわけでござ

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、関連しますが、遊休農地の課税強

化ということについて伺います。農林水産省

は、農地の貸し出しを促し、農地の集約を進め

る狙いで、農地中間管理機構に農地を貸し出せ

ば無税とする制度とセットで、遊休農地の課税

強化策を検討しているとの報道を目にいたしま

した。あめとむちの使い分けによる政策のよう

ですが、何かしら少しばかり釈然としないもの

を感じます。現在どのような状況で、それにど

う対応されるおつもりなのか、農政水産部長の

御見解をお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 先月公表され

ました、農林水産省による2015年度税制改正要

望では、農地中間管理機構に貸し出す農地や遊

休農地に対する課税の見直しが盛り込まれたと

ころでございます。要望理由といたしまして

は、優良農地の確保と有効利用の促進とされて

おりますが、詳細な内容は明らかにされており

ません。今後とも情報収集に努めながら、引き

続き国の動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 今、空き家が問題になってい

ますよね。空き家が壊れない原因の一つに、宅

地に家を建てていると固定資産税が減免になっ

ているからだということが言われております。

一方では、こうやって、お上の意向に従わない

農地については税金を高くするぞと、そういう

話のようで、税のあり方そのものの根本、税の

課税のあり方とはどうなんだという、そこのと

ころまで踏み込まないと、安易に議論すべきこ

とじゃないのかもしれませんが、少し釈然とし

ないものを感じましたので、お尋ねいたしまし

た。また今後、情報が入りましたら、その都

度、委員会等への御報告をお願いしておきたい

と思います。

農業については最後の質問となります。農業

を成長産業とするためには、農業は変わらなけ

ればなりません。国においては、農政改革の一

環として、ハイテク農機具の購入補助政策を進

めるやに聞いております。本県農業の技術革新

を加速させるため、ロボットなどハイテク技術

を活用した農業をモデル的に導入し、実証する
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仕組みづくりが必要ではないかと考えますが、

農政水産部長の御見解をお聞かせください。ち

なみに、数年先の実用化を目指して、ＧＰＳを

利用した農業機械の、いわゆる無人型になると

思いますが、そういう開発も着実に進んでいる

というふうに聞いているところでもあります。

部長、よろしくお願いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県農業の成

長産業化を図る上で、企業や大学が有するさま

ざまな先端技術を活用した技術革新の加速化

は、非常に重要であると認識いたしておりま

す。このため、ＩＴ企業と連携いたしまして、

牛の分娩間隔短縮に有効な発情発見装置の開発

や、現在整備を進めております次世代施設園芸

団地等において、ハウス内の環境を高い精度で

制御する技術の開発・実証などに取り組んでい

るところでございます。県としましては、今後

とも、民間企業や大学等に積極的に共同研究を

提案し、国の競争的資金等を確保することで、

ＩＣＴやロボット、新素材等の先端技術を活用

した技術革新を加速させるとともに、試験場や

農業大学校でこれらの技術を学べる場を整備し

ていくこととしているところでございます。

○ 原正三議員 労働生産性という言葉があり

ますが、早い話が、生産性をどう上げるかとい

うことが所得の向上につながるわけでありまし

て、こういう機械化、システムを含めたイノ

ベーションということをさらに進めていく必要

があると思います。よろしくお願いいたしま

す。

最後になりますが、ウイルス感染症対策につ

いてであります。

デング熱の感染者が増加しております。昨日

は15都道府県、105名と私は聞きましたが、もっ

とふえているのかもしれません。105名の感染者

が確認されたとの報道がございました。ヒトス

ジシマカが媒介。発症しない人がいる反面、重

症化して入院を余儀なくされる例も多いと聞き

ます。生命の危険はなしとはいえ、侮れませ

ん。一方、西アフリカではエボラ出血熱が感染

拡大しておりますが、ウイルス感染症はほかに

も過去に多く発生しているようであります。

例えば、リフトバレー熱、初めて聞いた名前

ばかりでございますが、2000年にアフリカ全土

で発生し、死者1,000人以上。マールブルグ

熱、2005年、アンゴラ、死者329人。中東呼吸器

症候群、ＭＥＲＳと言うそうですが、2012年、

サウジアラビア、死者209人。ニバウイルス感染

症、1998年、マレーシア、死者105人。ウエスト

ナイル熱、1999年、アメリカ・カナダ、死

者1,668人以上。ハンタウイルス肺症候群、1993

年、アメリカ・カナダ・アルゼンチン、死者600

人以上。ベネズエラ出血熱、1991年、ベネズエ

ラ、死者30人。あとは、おなじみ、鳥インフル

エンザ（Ｈ５Ｎ１）、1997年、アジア・アフリ

カ、死者393人。重症急性呼吸器症候群、ＳＡＲ

Ｓです。大騒ぎしました。2003年、中国・香港

など、死者774人。国内では、2013年、昨年であ

りますが、マダニによる重症熱性血小板減少症

候群、ＳＦＴＳと言うそうですが、死者30人な

どであります。

その土地特有のウイルス感染症が拡大する原

因として、専門家は、開発とグローバル化、そ

れと温暖化を大きな原因と指摘しております。

エボラ出血熱以外のデング熱など、これら感染

症が―マダニは既に日本で発生しております

が―今後、県内に発生、侵入してくるのでは

ないかと懸念する声が多く聞かれます。そこ

で、福祉保健部長にお尋ねをいたします。県

は、こういうウイルス感染症対策にどのように
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取り組んでおられるのか、お聞かせください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員のお話の

ように、世界中ではいろんな感染症が発生をい

たしております。県では、さまざまな感染症対

策に万全を期するために、平常時から、県庁

ホームページや報道機関等を通じて、県民への

情報提供や注意喚起を行うとともに、県内で発

生した際は、保健所、医療機関、衛生環境研究

所等と、医療の確保、感染拡大防止などについ

て十分な連携をとり、迅速かつ適切に対応する

備えをしております。

例えば、現在、西アフリカで感染拡大してお

りますエボラ出血熱に対しましては、流行国か

らの入国者に対して、検疫所が聞き取り、診察

及び健康監視を行い、必要に応じて県は、検体

搬送、健康観察など、関係機関と連携して対応

することとしております。また、首都圏を中心

に患者が発生しておりますデング熱につきまし

ては、御承知のとおり、蚊が媒介する感染症の

ため、蚊に刺されないための注意喚起を行って

おりまして、疑わしい患者が発生した場合は、

県内で検査・治療ができる体制を整えておりま

す。今後とも、常在危機の意識をしっかり持

ち、感染症対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 いわゆる対症療法というのは

当然だと思いますが、宮崎で絶対発生させな

い、侵入させないと、そういう気概で取り組ん

でいただきたいということと、一通り蚊もいな

くなりそうですから、終息していくのではない

かと思いますが、また来年暖かい時期が来るわ

けでございまして、どういう気象状況になるか

わかりませんが、できましたら、水際作戦とい

いますか、新年度の中でこういう対策について

の何か事業なり、何かの予算化をしてやってい

ただくことのほうが、危機管理といいますか、

そういう意味からも非常にいいことじゃないか

なと。県民の命を守るという意味でも大事なこ

とだと思いますので、要望して、私の質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） それでは、

一般質問をさせていただきます。

河野知事が前回の知事選挙において、前知事

の全面的な支援のもと、後継候補として県知事

選挙に臨まれ、圧倒的得票で第53代宮崎県知事

に就任してから、３年９カ月の月日が経過をし

ました。前回の選挙において、知事は、私ども

県議会自民党に対し、「特別な支援はしてもら

わなくてもいい。関係市町村での遊説の際に出

席していただく程度でお願いをします」という

スタンスでありました。しかし、今回の知事選

挙においては、１期交代でなく安定した県政の

推進という点から、自民党県連・党本部ともに

推薦を決定し、支援することとなっておりま

す。

振り返ってみますと、本県は、河野知事の任

期を含めた12年の間に知事の１期交代が続いて

おります。３代前の知事までは、２人の知事で

約50年間務められたことを考えますと、異常事

態ではないかと思います。「継続は力なり」と

いう言葉がありますが、近隣の知事を見てみま

しても、当選回数を重ねられ、全国的に顔が知

られることで発言にも重みが増してくるように

感じられます。当選回数を重ねられることで信

頼が生まれ、そのことが宮崎県の発展にもつな

がると確信をしておりますので、河野知事には

脇をしっかり締めて県勢の発展に当たっていた

だくようお願いをしておきたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢についてお伺いを
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いたします。

知事にとりまして、今任期中の議会は、残す

ところ、この９月議会と11月議会の２回となり

ました。３年９カ月という時間はあっという間

ではなかったかと思います。この間に、ドク

ターヘリや香港国際線定期便の就航など、さま

ざまな施策に取り組んでこられたわけですが、

その中で、知事として最も力を入れ、成功され

た施策は何であったと考えておられるのか。さ

らに、もっと力を注ぐべきだったなと考えてお

られる施策は何であったのか、お伺いをいたし

ます。

次に、県政の課題は多岐に及び、解決の糸口

さえ見つからない課題も山積をしております。

県内多くの自治体が、人口減少により消滅の可

能性が高いと言われている現状もあります。次

期県知事選挙を戦われるに当たり、今後４年間

の宮崎県の発展のためのキーワードは何と考え

ておられますか。

以上で壇上よりの質問を終わり、以下、自席

にて質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、知事として、最も注力した施策、もっ

と注力すべきであった施策についてでありま

す。これまでの４年間、知事就任直後から任期

の前半におきまして最も力を入れておりました

のは、副知事時代に発生をしました口蹄疫、そ

して、知事就任まさに当日に発生をした鳥イン

フルエンザ、新燃岳の噴火という、未曽有の大

災害からの再生・復興であります。また、その

背景には、我が国がこうむった未曽有の大災

害、東日本大震災もあったわけでございます。

特に口蹄疫の発生は、畜産業への直接的な影響

にとどまらず、商工業や観光業など、本県の経

済全体に深刻な影響を及ぼしたところでありま

して、二度とこのような事態を引き起こさない

よう、日本一の防疫体制づくりや耕畜バランス

のとれた産業構造への転換など、さまざまな課

題というものを真正面から受けとめ、復興への

シナリオを明示しながら、疲弊した本県経済・

雇用の立て直しに全力を傾けてまいったところ

であります。こうした取り組みによりまして、

まだまだ課題はありますものの、宮崎牛の日本

一２連覇を経て、口蹄疫からの再生・復興に一

定の道筋をつけることができたものと考えてお

ります。

また、任期後半となる昨年度からは、「復興

から新たな成長へ」と軸足を移し、フードビジ

ネスや東アジア市場開拓などの成長産業の育成

・加速化に取り組んできたところであり、今後

の発展に向けた礎を築くことができたものと考

えております。

一方で、私としましては、本県の将来を担

い、地域を支える人財の育成でありますとか、

郷土への理解を深め、その魅力を再発見するこ

とで、誇りや愛着といった県民共有の価値観を

醸成し、発信していくような取り組み―例え

ば、地産地消の県民運動でありますとか、記紀

編さん1300年記念事業、また、未来みやざき子

育て県民運動など、県全体として目標を設定

し、県、市町村、経済団体と連携をしながら取

り組みを進めるさまざまなプロジェクト、また

県民運動を進めておるところでございますが、

そういった取り組みにもっと力を注ぐととも

に、また、県全体として大きなうねりとして進

めていく、そのような流れというものをつくり

たかったという思いがあるところでございま

す。
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これらにつきましても、今後、全力で取り組

みまして、本格的な人口減少社会の到来の中に

あっても、将来に向けて発展をし、県民の皆様

が豊かさを実感できる宮崎を実現してまいりた

いと考えております。

次に、今後４年間の本県の発展のためのキー

ワードについてであります。本県は、先ほど申

し上げましたとおり、フードビジネスや東アジ

ア市場開拓などの成長産業の育成・加速化な

ど、新たな発展のための芽吹きが確実に感じら

れるようになってきておるものと考えておりま

す。今まさに宮崎は、それらの芽吹きを確実に

本県の発展に結びつけるということ、さらに

は、東九州道の整備が進むことによる東九州の

新時代を迎えておるところでございまして、ま

さに宮崎新時代を築く新たな飛躍のときを迎え

ようとしております。この「今」というときを

逃すことなく、本県がさらなる前進をしていく

ためには、将来を見通した明確なビジョンを示

す構想力とそれを力強く推進する実行力が求め

られると考えておりますが、これまで、口蹄疫

からの再生・復興やフードビジネス等の振興に

つきまして理念や工程を示し、先頭に立って推

進をしてきた、また県政を前進させてきた私だ

からこそできるものと考えているところでござ

います。県民の皆様に次期県政への御負託をい

ただきましたならば、県民の皆様が「豊かさを

実感できる宮崎」の実現に向けて、引き続き全

身全霊を傾けて取り組んでまいりますので、皆

様の御理解と御支援をよろしくお願い申し上げ

ます。以上であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。それ

ぞれ御答弁をいただきましたが、芽吹きが出て

きつつあるということと、私だからこそ頑張り

たいということでありますので、いろいろ施

策、今、知事４年間という任期の中でいろんな

種をまかれてきて、そして、これからが育つ時

期に来ているのかなというふうに思いますが、

やはりキーワードとしては、いろんな施策を考

えたときには、和牛能力共進会も２連覇であり

ました。３連覇に向けて事業も進んでおります

し、香港線の就航、そして、観光推進もどんど

ん今から期待ができるのかなと思っております

ので、キーワードとしては、「継続」というこ

とを私としては言ってほしかったなと思うんで

すが、知事だからこそということでありますの

で、そういうつもりで宮崎県政のために当たっ

ていただきますよう要望しておきたいというふ

うに思っております。

次の質問に移りますが、知事は最近、県内で

大きな買い物をしたというふうにお聞きしてお

りますが、何を購入されたのでしょうか、お聞

かせをいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） お墓を買ったところで

あります。

○宮原義久議員 お墓を買われたそうでありま

すが、各種会合で「骨を埋める」という話をさ

れますので、先に骨を埋める場所を買われたん

だなというふうに思いますが、知事は県内出身

者ではありませんので、いずれ県外に出ていく

のではないかという声を県民の中によく聞くこ

とがあります。選挙を前に住宅の購入というの

は考えられないというふうに思うんですが、や

はり県内に知事の住宅を、個人の住宅を、仮の

宿の知事公舎ではなくて、持たれたほうが、県

民にとっては、より知事に対する安心感、信頼

感が増すのではないかというふうにも考えます

が、今後購入の考えはありますか、お聞かせを

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、お墓ということに
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関しまして言いますと、国家公務員としての

キャリアを投げ打って宮崎県知事に立候補し、

その段階において、それまでは宮崎に骨を埋め

るつもりで仕事をするという姿勢の問題であっ

たのが、確実に宮崎に骨を埋める覚悟へと変

わってきた、そういうあらわれとして購入した

ものでございます。知事としての公務を考えま

すと、今、御指摘のありました家の問題につき

ましては、現職の間は公舎に住みたいというふ

うに考えておるところでございますが、公職を

離れて一県民の立場になったときは、やはり県

産材の爽やかな香りに包まれた家に住みたい、

そういう夢は持っておるところでございます。

○宮原義久議員 ありがとうございます。県産

材を使いたいということでありますので、ここ

を皆さん、ちゃんと聞いておられますので、知

事が終わられたときには、県産材がふんだんに

使ってある家をぜひ見せていただきますよう、

よろしくお願いをしたいと思います。

次に移りますが、本県の鉄道網の整備につい

てお伺いをいたします。

今後の宮崎県発展のキーワードについては、

先ほど知事からも答弁をいただいたんですが、

私は、大事なキーワードの一つに、東九州新幹

線の整備があると考えております。鉄道ではあ

りませんが、九州自動車道が小林市において

―私の地元ですが―開通したのが約40年

前。東九州道が大分県境まで開通したのが本

年。日南・串間地域については今後の整備とな

ります。夢を実現させるには大変な力と時間を

要することとなるわけでありますが、新幹線整

備に向けては、昭和46年に、福岡・大分・宮崎

県及び北九州市の行政、議会、経済団体の代表

で構成する東九州新幹線鉄道建設促進期成会が

設立をされており、会長には宮崎県知事が選任

されております。この期成会の平成23年度、平

成24年度の事業内容を見てみますと、期成会独

自の活動として、整備計画線への格上げや所要

の財源確保を内容とする国への要望活動を年度

末に１回、そのほか調査活動を年に１回実施し

ているような様子であります。期成会設立か

ら43年の時間が経過をした今、県の新幹線整備

についての意気込みを知事にお伺いしておきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほども申しましたよ

うに、さまざまな困難やいろんな課題があろう

とも、例えば口蹄疫からの再生・復興、また新

たな成長、そういったものにあっても、やはり

高い目標を掲げて力をまとめ、前進をさせてい

くことが大変重要だというのを、この数年、

我々は実感をしてきたところでございます。

東九州新幹線に関しまして、昭和48年に基本

計画路線になったものの、現在、計画は凍結さ

れたままであり、進捗がないところでございま

す。しかし、新幹線というものが、速達性にす

ぐれ、特に大量輸送性、定時性において大きな

効果が発揮されることから、本県の発展のため

にも必要なものと考えておるところでございま

す。このような思いから、私が会長を務めます

東九州新幹線鉄道建設促進期成会によります京

都大学大学院の藤井聡教授の特別講演会を開催

するなど、新幹線整備に向けた新たなスタート

というものを切ったところであります。整備に

向けましては、地元の財政負担や並行在来線へ

の対応など、多くの困難な課題もあるわけでご

ざいますが、今後とも、実現に向けた取り組み

というものを一歩ずつ進めてまいりたい、その

ように考えております。

○宮原義久議員 今、知事からもありました、

京都大学の藤井聡教授による特別講演を聞かせ
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ていただきましたが、新幹線整備がまさに地域

発展の鍵を握っているという内容で、大変興味

深いものであったというふうに思っておりま

す。九州新幹線の開業で活気を増した西九州を

見てみましても、新幹線の効果というのは非常

に大きいというふうに考えております。平成23

年・24年の事業計画とかいろいろ見せていただ

きましたが、何となく消化すればいいなという

ような感じの期成会になっていないのかなとい

う心配をしているところであります。どうか今

後は、県民全体も巻き込み、これまでの取り組

みからさらに一歩踏み込んだ取り組みにしてほ

しいと考えておりますので、よろしくお願いを

しておきたいというふうに思っております。

それでは次に、日豊本線についてお伺いをし

ます。この路線の１日の平均乗客は、２万人前

後という状況がここ20年間以上続いておりま

す。複線化や高速化、駅舎のバリアフリー化の

問題など、多くの問題がこれまで挙げられてま

いりましたが、日豊本線の利用の促進と複線化

を含めた整備はどのような状況となっているの

か、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） 日豊本線は

東九州を縦貫する唯一の幹線鉄道として、本県

の産業振興はもとより、県民の地域交通手段と

しても大変重要な交通基盤でございます。県で

は、県議会の皆様にも御参加いただいておりま

す宮崎県鉄道整備促進期成同盟会によりまし

て、国などに対しまして、日豊本線の高速化・

複線化、鉄道の利便性・快適性の向上などの要

望を行うとともに、ＪＲ九州の施設整備への投

資意欲を喚起するためにも、沿線自治体等と協

力して一層の利用促進に取り組んでいるところ

でございます。

このような取り組みを通じまして、延岡―宮

崎間につきましては、所要時間が１時間を切る

という高速化が実現しているところでございま

すが、複線化につきましては、残念ながら整備

が進んでいないという状況にございます。

また、最近の取り組みの成果といたしまして

は、昨年度、南宮崎駅と都城駅のバリアフリー

化が完了しました。また、平成27年秋には、Ｉ

Ｃカード乗車券「ＳＵＧＯＣＡ」が宮崎駅を中

心とした12駅で導入されることとなり、着実に

日豊本線における利便性の向上が実現している

ところではございます。県といたしましては、

今後とも、日豊本線の活性化と利便性の向上に

向けて、引き続き、市町村や関係団体とも連携

を図りながら、粘り強く取り組んでまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。日豊

本線については、私どももいろんな折に利用さ

せていただいていますが、何とか利用者の現状

維持はできていて、整備も何とか動いていると

いう状況の話を今、答弁いただいたんですが、

深刻な状況について次に移らせていただきま

す。

次に、吉都線、日南線についてお伺いをしま

す。どちらも地域公共交通を支えてきた重要な

路線でありますが、営業距離が、日南線81.7キ

ロメートル、吉都線が58.5キロメートル、現

在、１日の平均乗客は、平成元年当時の半数前

後となっております。両路線とも消滅可能性地

域を走り抜けている路線であり、沿線の高等学

校の再編や少子化の影響等から、利用実績が大

きく減少をしているものと考えておりますが、

ＪＲ九州の上場の話も出ている現在、路線の利

用促進が存続につながることとなります。吉都

線沿線においては、ここ数年、吉都線開業100周

年のイベント等により利用促進が図られてきま
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したが、さらに、小林市においては小林駅舎の

改築、えびの市の京町温泉駅も道路改良に伴い

移転改築の計画となっているようであります。

そこで、県として、吉都線、日南線をどのよう

に考えておられるのか、今後の利用促進を含め

てお聞かせをいただきたいと思います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ＪＲ吉都線

・日南線は、通学・通勤、通院など、地域住民

の生活交通手段として、また、観光客の移動手

段としましても重要な役割を果たしております

が、御指摘ありましたように、近年の利用者は

減少傾向にあるという状況でございまして、こ

の路線維持を図る上でも大変大きな課題である

と認識しているところでございます。このた

め、県におきましては、沿線自治体で組織する

ＪＲ吉都線利用促進協議会やＪＲ日南線利用促

進連絡協議会などが行う取り組み、また、ＪＲ

九州が行う観光列車「海幸山幸」の平日臨時運

行を支援するほか、鉄道の利便性・快適性の向

上などを、機会あるごとにＪＲ九州に要望して

きているところでございます。今後とも、沿線

自治体と一緒に知恵を絞りながら、利用促進に

取り組みますとともに、利便性・快適性の向上

などにつきましても、引き続き、ＪＲ九州に対

し粘り強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ＪＲ九州に対して強く要望し

ていきたいという答弁であります。利用促進に

ついては、これまでもいろいろと取り組んでこ

られたかというふうには思いますが、もっとイ

ンパクトのある施策を講じなければ、利用者の

増加というのは見込めないものというふうに考

えているところであります。そこで、ＳＬの運

行であったり、霧島連山を周遊するような観光

列車の推進など考えておられないのか、お聞か

せをいただきたいというふうに思っておりま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 現在、九州

では、ＪＲ九州が運行しております、日南線を

走る「海幸山幸」を初め、「ＳＬ人吉」、「い

さぶろう・しんぺい」など、多くの観光列車が

運行され、吉都線におきましても、定期的では

ございませんが、イベント列車として「環霧島

周遊列車」が運行されたというような実績もご

ざいます。観光列車の導入は、在来線活性化の

取り組みとして有効であると考えておりまし

て、県ではこれまでも、宮崎県鉄道整備促進期

成同盟会を通じて、ＪＲ九州に対し、観光列車

導入等の要望を行ってきたところでございま

す。今後とも、沿線市町村等と連携を図りなが

ら、吉都線の活性化に向けた取り組みの一つと

して、観光列車の導入を働きかけてまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。イベ

ント列車という話を今されたんですが、車両と

しては通常の車両と変わらないというような話

もありましたので、やはり魅力ある、乗ってみ

たいなというような状況をつくらないと、なか

なか厳しいのかなというふうに思っておりま

す。一周したら霧島連山をいろんな角度から見

られるよというような状況、乗り継がなくても

それで一周回れるよというようなものがあると

すれば、やっぱり観光にもつながっていくで

しょうし、その時期時期の単発的なものでない

ような、何か観光振興にも、これは鹿児島県と

も連携が図られるのではないかというふうに思

いますので、ぜひお力添えをいただきますよう

にお願いしておきたいというふうに思っており

ます。

沿線をずっと見ますと、余り手を入れていな
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いんですよ、状況的に。はっきり言って。そし

て、妻線、高千穂線というのがなくなりました

が、妻線がなくなった当時の１日の乗客なんか

を調べてみますと、存続には非常に厳しい状況

があるなというふうに考えております。一方で

は、駅舎を立派にして地域振興を図ろうという

自治体等の状況を考えると、非常に深刻な状況

かなというふうに思いますので、ぜひ連携を深

めていただいて利用の促進を図っていただきま

すように要望しておきたいというふうに思いま

す。

次に、農業問題に移らせていただきます。

西諸農業水利事業についてお伺いをします。

この事業は、1,000億の巨費を投じ、小林市、え

びの市、高原町の4,150ヘクタールの農地に水を

供給するという事業であります。本地域では水

田の用水路の老朽化が進み、畑作地帯について

もかんがい施設のない状況であるため、上流部

の豊かな水資源を浜ノ瀬ダムにため、パイプラ

イン等により供給し、農業の振興を図るもので

あります。

浜ノ瀬ダムについては、平成26年度完成を目

指し、本年５月１日からダムに試験湛水が開始

され、通水が待ち望まれておりましたが、６月

７日から９日にかけて、ダム上流部の崩落と地

すべりの兆候が確認をされ、６月14日より貯水

位の降下が開始をされております。また、８

月19日には、地すべり箇所においてボーリング

調査を開始されております。当初は、７月下旬

までに貯水位降下を予定しておりましたが、通

年より雨の量が多く、時間を要したようであり

ます。そこで、現段階において、今後の対策工

事の予定はどうなっているのか、さらには、県

としてこれまで国に対してどのような取り組み

をされたのか、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今後の対策工

事につきましては、実施主体であります国にお

いて、本年度、まずは、さらなる崩落の拡大を

防止するための応急工事を行うとともに、ボー

リング調査結果に基づく工法の検討・設計を行

い、来年度から本格的な対策工事に着手する予

定と伺っております。また、国に対しては、地

すべりの兆候が確認された６月以降、機会ある

ごとに、調査及び対策工事の速やかな実施によ

る早期の供用開始と、土地改良区に対する支援

について要望活動を行ってきたところでありま

す。なお、県が中心となりまして、国、関係市

町、土地改良区から成る「浜ノ瀬ダム地すべり

の兆候に関する対策会議」を６月に設置いたし

まして、情報の共有に努めながら、今後の対応

について協議を行っているところでございま

す。

○宮原義久議員 次に、今回の崩落、地すべり

箇所以外でさらに再度の延長工事があるようで

は、関係者の営農計画に大きく影響することと

なります。今回、徹底した調査が必要と考えま

すが、調査についてどのように進められるの

か、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回、崩落が

発生した箇所につきましては、現在、調査が進

められておりますが、これ以外の箇所につきま

しても、さらなる崩落が発生しないよう対策を

講じることが重要でありますので、改めて貯水

池ののり面全体の現地踏査を行うとともに、必

要に応じてボーリング調査を実施すると伺って

おります。

○宮原義久議員 先ほど言いましたように、さ

らに延長、また、試験湛水したらまたというこ

とがないように、しっかりとした調査をしてい
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ただくよう、国のほうに強く要望しておいてほ

しいなというふうに思っております。

次に、本事業が平成26年度の完成予定という

ことを受けまして、小林市の二原地区182ヘク

タール（水田）、牟田原地区44ヘクタール（水

田）、小林北部第１地区12ヘクタール（畑地）

について、平成27年４月からの通水希望となっ

ているようであり、こうした状況から、７月18

日には、地元首長を初め、関係機関により、農

林水産大臣や関係部局、県選出国会議員へ要望

活動をさせていただきました。早期の復旧と営

農への影響の緩和という点で要望させていただ

きましたが、その際、農林水産省関係者より、

前向きに検討するとの発言もありました。そこ

で、通水希望箇所に対しての今後の取り組みに

ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問にあり

ました二原地区及び牟田原地区につきまして

は、当面、既存施設からの取水で対応していた

だき、小林北部第１地区につきましては、導水

トンネルからの湧水を引き続き利用していただ

くことで調整中と伺っております。なお、既存

施設からの取水量が特に不足する場合は、導水

トンネルからの湧水の活用と、必要に応じてポ

ンプを利用したダムからの取水も検討されると

伺っております。県といたしましては、地元の

要望を踏まえ、早期の供用開始ができるよう、

国、関係市町、土地改良区と一体となって取り

組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ちょうどこの要望活動には私

どもも参加をさせていただいたんですが、農林

水産省のほうからは、営農計画に支障のないよ

うに、ポンプも利用しながらやるということで

ありましたので、経費的なものその他相当かか

るんだろうというふうに思いますが、営農が

ちゃんとできるように、国に対して、そういう

事態になったときにはポンプの活用も十分図っ

ていただきますように、お願いをしておきたい

というふうに思います。

それでは次に、農業面における雇用労働力の

確保についてお伺いをいたします。昨年、人

口4,163人の長野県川上村に訪問をさせていただ

きました。レタス生産日本一で、農家の昨年の

平均売り上げは3,100万円の村であります。担い

手が育ち、花嫁対策がしっかりできている村で

もあります。この村が、労働力確保の点で、日

本人の実習生を雇用したが続かないということ

から、外国人研修生を受け入れています。外国

人研修生の本来の趣旨にのっとり、レタスづく

りの技術・技能・知識の取得を支援しておら

れ、その受け入れ人数は、平成15年の４人か

ら、平成22年には744人となっております。これ

まで中国人中心であったものを、今後は、ベト

ナム、フィリピンからも研修生を受け入れられ

るとお聞きしたところであります。私の地域で

も多くの外国人の研修生を見かけるわけであり

ますが、本県の現状はどのような推移になって

いるのか、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 外国人技能実

習制度を運営する公益財団法人国際研修協力機

構によりますと、県内の農業法人等が農業分野

で受け入れた新規の技能実習生は、平成19年度

は151人でありましたが、５年後の平成24年度

は205人となっており、増加傾向にあります。な

お、外国人技能実習制度は最長で３年間の実習

が可能となっておりますので、実際には、この

約３倍となる600人程度を現在受け入れているも

のと見込んでおります。

○宮原義久議員 600人程度を受け入れていると
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いうことでありますが、川上村、4,100人のとこ

ろに700数十人という数でありますから、決して

労働力として入れているということではないん

だけど、先ほど話をしたように、一方では技術

取得と言いながら労働力というふうにもなって

おります。今後、県内でも、畑作園芸の振興で

あったり、先ほど言いました畜産の分野含め

て、大規模になっていますので、やっぱりそう

いった部分を念頭に置きながら、労働力の確保

には努力をしておいてほしいなというふうに

思っております。

次に、関連しまして、本県においても、外国

人研修生の受け入れは、先ほど言いましたよう

に増加しているということでありましたが、今

後、私どもも十分そこは注視していきたいとい

うふうに思っております。一方で、農業分野に

おきまして、県内に新たな雇用創出が期待され

る動きがあります。先ほど言いましたが、口蹄

疫からの復興ということで、露地園芸の振興が

図られ、特に西都において、ＪＡフーズみやざ

きが冷凍野菜工場を新設するなど、県内各地に

冷凍野菜工場が建設されている現状がありま

す。これらに対応する生産現場において、農業

生産法人等を中心に、経営規模がどんどん大型

化しているようであります。また、施設園芸、

畜産においても、作付面積、飼育頭数など、ど

んどん大型化しておりますが、やはり適期収

穫、適正飼育ということが、どうしても必要に

なるのかなというふうに考えます。そうしたと

きに労働力が必要ということになりますが、畜

産分野においては、比較的通年雇用しやすいわ

けでありますが、園芸分野については、通年雇

用が大変厳しいといった課題も見受けられると

ころであります。そこで、本県の農業分野にお

ける労働力確保についてはどのようなことを考

えているのか、農政水産部長にお伺いをしてお

きます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問にあり

ましたように、経営の規模拡大や法人化が進む

中で、雇用労働力の確保は大変重要な課題であ

ると認識いたしております。しかしながら、本

県の主要品目である野菜産地では、栽培、収穫

等の作業が一時期に集中したり、通年栽培では

ないため、御指摘のとおり、個別経営体での常

時雇用が困難な状況も見受けられます。

このような中、本県では、加工部門等を取り

入れた６次産業化による通年雇用を創出すると

ともに、本年度新たに、国の事業を活用して、

大規模露地園芸農家の繁忙期の農作業を、周年

を通じて受託する専門受託組織の育成につい

て、モデル的にＪＡで取り組んでいるところで

あります。県といたしましては、国の事業等も

活用しながら、農業における労働力確保に努め

ますとともに、地域で雇用が安定的に確保でき

る仕組みづくりについて研究してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 努力をしていただきますよう

お願いしておきたいと思います。

次に、公務員獣医師の確保についてお伺いを

させていただきます。本県は日本有数の畜産県

であり、和牛能力共進会においても輝かしい２

連覇という実績を持ち、農業産出額においても

畜産の比率が非常に高い状況であります。口蹄

疫、豚のＰＥＤ、鳥インフルエンザなどが発生

し、近隣諸国においては慢性的に発生が報告を

されております。県としても、家畜衛生面や公

衆衛生面において水際での防疫対策は何よりも

重要と考えておられ、獣医師確保にかなりの努

力をしておられるようではありますが、現状

は、産業動物分野に従事する獣医より、小動
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物、いわゆるペット関係獣医師の比率が非常に

高くなっております。県職員獣医師の確保につ

いての課題と取り組み状況について、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 家畜伝染病の

防疫対策や食品の安全性確保の観点から、近

年、県獣医師の果たす役割はますます重要に

なっております。しかしながら、獣医系大学の

卒業生は、御指摘のとおり、約45％がペット等

の小動物診療分野に就職しており、さらには、

獣医系大学は九州に２校しかなく、その定員が

各30名という少数であることもあり、獣医師の

安定確保は厳しい状況が続いております。この

ため県では、関係部局が一体となった獣医師確

保対策チームを設置し、全国の獣医系大学の就

職説明会への参加を初め、修学資金の給付や積

極的なインターンシップの受け入れ、さらに

は、職員による出身大学での勧誘や、高校生を

対象とした獣医師の職業紹介など、さまざまな

取り組みを実施しております。また、国に対し

ましては、大学の定員の増加や産業動物分野の

カリキュラムの充実について、毎年要望を行っ

ているところであります。今後とも、本県畜産

の健全な発展のため、引き続き県獣医師の安定

確保に向け、努力してまいります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。県職

員の獣医師の数というのが、ここ10年ぐらい160

名前後で推移をしているようであります。特

に、農政水産部の年齢構成を見てみますと、71

人の獣医師がいらっしゃるようですが、50歳か

ら59歳の方が24名、40歳から49歳が12名、30歳

から39歳が19名となっているようであります。

若手職員の確保が課題と見てとれるかなという

ふうに思っております。また、家畜の飼養戸数

に対する家畜保健衛生所の獣医師職員数につい

て、他の都道府県と比較をしてみますと、家保

獣医１人当たりの全国平均が35戸に対しまし

て、本県は167戸と、２位の岩手県の126戸を大

きく引き離し、断トツの１位となっておりま

す。下位の富山県では１人当たり３戸、石川

県、福井県などでは４戸という状況を見てみま

しても、本県の県職員獣医師数の不足は明らか

であるというふうに思っております。先ほど農

政水産部長から、厳しい状況が続いているとの

発言がありましたが、十分な獣医師の確保がで

きないということになりますと、本県の畜産に

与える影響ははかり知れないものがあるかなと

いうふうに思っております。今後の宮崎県の畜

産を守るためにも、厳しい現状は十分理解はし

ておりますが、最大限の努力をしていただきま

すようお願いしておきたいというふうに思って

おります。

次に、第68回全国茶品評会が本県で開催さ

れ、大変すばらしい成績であったようでありま

すが、その成果をどのように考えておられるの

か、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 第68回全国茶

品評会には、８部門について全国から827点の出

品がありましたが、本県からは、煎茶10キログ

ラム、同じく煎茶の４キログラム、蒸し製玉緑

茶、釜いり茶の４部門に、合計92点を出品した

ところでございます。審査の結果、釜いり茶の

部では１等に６点が選ばれましたが、これを独

占、産地賞は五ヶ瀬町が獲得。蒸し製玉緑茶の

部では、１等６点中５点が本県から入賞、産地

賞は新富町が獲得。さらには、煎茶10キロの部

で１点が２位に入賞するなど、みやざき茶の品

質の高さが評価されたところでございます。

このような成果を上げることができましたの

は、生産者のたゆまぬ努力はもとよりでござい



- 186 -

平成26年９月12日(金)

ますが、茶園の管理から茶摘みや加工など、産

地と関係機関・団体が一体となりまして取り組

んできた結果であると考えております。県とい

たしましては、茶業情勢が大変厳しい中で、複

数部門で同時に農林水産大臣賞を授与されるこ

とになったことから、名実ともに日本一の生産

地であると考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。すば

らしい成績ということで、名実ともに日本一と

いうことでありますが、やはり経営状態が日本

一にならないといかんと思いますので、そのあ

たりも含めてこの成果を生かしていただけると

ありがたいなというふうに思っております。

本県の平成25年度の茶の栽培面積は全国で７

位、荒茶生産量は全国で４位となっております

が、一番茶の価格については、平成22年の１キ

ロ当たり2,116円が、平成26年には1,525円と下

落をしております。お茶生産農家の話を伺いま

すと、飲料メーカーによるペットボトル販売の

影響等から需要が望めず、大変厳しい状況と

伺っております。また、機械化による栽培面積

の拡大に伴い、供給量がふえ、各飲料メーカー

とも４～５年分の原料の在庫を抱えているとも

聞きます。このような厳しい現状の中、今回の

大会の成果を、産地として銘柄確立にどのよう

に生かしていかれる考えか、農政水産部長にお

伺いをいたしておきます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回の品評会

での成果は、県内の茶生産地にとって良質茶生

産の励みになりますとともに、みやざき茶の銘

柄確立に向けて大きな追い風になるものと期待

しております。このため、県といたしまして

も、今回の成果を、県民はもとより全国の消費

者の皆様に発信するとともに、生産者や茶業関

係者で構成する宮崎県茶業協会やみやざき茶推

進会議などを中心に、県産茶の銘柄確立に向け

て、品質向上対策や効果的な消費拡大対策に関

係者一丸となって取り組んでまいりたいと考え

ております。

なお、10月31日から11月２日にかけまして本

県において開催いたします、全国お茶まつり宮

崎大会におきましても、リーフ茶の消費拡大を

広くＰＲするとともに、お茶を使った料理やス

イーツなど、新たなお茶の飲み方、食べ方を提

案したいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。品

質としては日本一ということになりますので、

後は販売をいかにうまく持っていくかというこ

とだというふうに思います。そういうことを考

えたときに、最近、県が開催する会議などがい

ろいろテレビに映るのを見ても、お茶が全て

ペットボトルではないかなというふうに思って

おりますが、やっぱり振興を図りたいというこ

とであれば、今後はペットボトルではなくて、

宮崎県は急須と湯飲みを、ちゃんとそこに置い

ておけばいいわけです、回せばいいわけですか

ら。そういうことをやらなければ、茶の振興は

図れないというふうに思っておりますので、ど

うか知事、そのあたりはしっかりと、よろしく

お願いをしておきたいなと思います。

次に、施設園芸における燃油高騰対策につい

てお伺いいたします。施設園芸におけるコスト

の中で、重油の高騰問題がありますが、国際情

勢等から考えたときに、今後、重油価格が安く

なる可能性は低いのではないかと考えておりま

す。県では、木質バイオマス暖房機やヒートポ

ンプの導入などの支援等も図られております

が、施設園芸農家の重油高騰による経営への影

響と各種支援の成果について、農政水産部長に

お伺いをいたします。
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○農政水産部長（緒方文彦君） 県内の農業用

Ａ重油価格は、平成21年に１リットル当たり65

円程度であったものが、本年８月には約105円

と、40円程度上昇しており、農家経営への影響

を試算してみますと、例えば、促成ピーマンで

は1,000平方メートル当たり54万円程度、マン

ゴーでは88万円程度の経費増となっているもの

と考えております。このような中で、県では、

関係機関・団体と連携いたしまして、ヒートポ

ンプなどの省エネ設備や、木質バイオマス暖房

機の導入促進に取り組んでいるところでござい

ます。その結果、ヒートポンプにつきまして

は、マンゴーを中心に累計1,902台が導入されて

おり、品質向上や生産安定の効果が見られてお

ります。また、木質バイオマス暖房機につきま

しては、25年度末でピーマンを中心に累計116台

の導入が図られており、導入した生産者におい

ては、重油暖房機と比較して、燃料費が２割程

度削減できたと伺っているところでございま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。木質

バイオマス暖房機も大分数が入ってきたという

お話を聞いたところでありますが、この暖房機

を普及する上で心配されることとしては、燃料

となる木質ペレットの安定供給ということが問

題になります。この点についてはどのように取

り組まれているのか、農政水産部長にお伺いを

いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 木質ペレット

につきましては、現在、県内では２社が供給を

行っており、その製造能力は合わせて年間１

万7,000トン程度となっております。さらに１社

が今年度中の稼働に向け整備を進めており、来

年度には、製造能力は合計で年間２万2,000トン

程度となり、安定供給体制の強化が図られるも

のと考えております。一方で、ペレットの安定

供給に向けては、原料となる林地残材等の安定

的な確保や低コスト化が重要であります。この

ため、県といたしましても、農林業の関係団体

や企業等で構成いたします宮崎県施設園芸木質

バイオマス利用促進協議会を中心に、地域の実

情に応じた効率的な原料調達の仕組みづくり

や、山林全体を原料生産地として持続的に循環

活用する仕組みづくりなどに取り組み、化石燃

料から脱却した園芸産地の確立に努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 最終的には500台入るわけです

から、それにしっかりとした対応ができますよ

うによろしくお願いしておきたいと思います。

次に、林業問題についてお伺いをいたしま

す。

何回か質問が出ていますが、本県では、これ

まで５カ所のバイオマス発電所において、２

万6,600生トンの未利用材が発電用として活用さ

れております。また、平成26年から27年初めま

でに、新たに５カ所で木質バイオマス発電所の

建設が進められることとなっているため、さら

に32万2,500生トンの未利用材が必要となりま

す。加えて、先ほど質問しましたとおり、農業

分野での木質ペレットの活用が期待をされる

中、県内には３カ所の木質ペレット製造施設も

あります。５万7,500生トンの未利用材を必要と

している現状があります。杉生産日本一の本県

の林業の振興という観点からも、成功させなけ

ればならない事業と考えておりますが、安定供

給には、価格面や集積箇所を含めた輸送問題等

さまざまな問題が考えられます。業者が利益追

求の姿勢をとれば、原料となる木材の集積につ

いて、さらには価格面においての競争が激化す

ることも予測されますが、県として、価格面、
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そして集積については―もう何回か出ており

ますが―どのような考えをお持ちか、お聞か

せいただきたいと思います。環境森林部長。

○環境森林部長（徳永三夫君） 木質バイオマ

ス発電の燃料調達価格は、民間のそれぞれの取

引契約等によりますが、固定価格買い取り制度

において、売電価格がキロワット32円と24円と

決められておりますので、採算面から、おのず

と一定の価格水準に落ちつくものと考えており

ます。一方、林地残材などの燃料の集荷につき

ましては、それぞれの発電事業者と素材生産業

との間の協定に基づいて安定的に供給されるこ

ととなります。これらのことから、過度の競争

が生じることはないものと考えておりますが、

県といたしましては、それぞれの施設に補助金

等により支援を行っておりますので、供給協定

の内容を含め、事業計画に沿って確実に実施さ

れるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 過度の競争が生じることはな

いものと考えておりますということでありま

す。また、それをしっかりと指導していくとい

う姿勢はありますので、しっかりとした対応が

できるよう―これがいい材が入っていくよう

な状況ではおかしくなりますので、先ほど蓬原

議員からありましたが、ぜひその点はそういう

ことがないように、しっかりとした対応をして

おいてほしいというふうに思っております。

次に、木材価格が低迷する状況から、長伐期

へと移行している現状がございます。木材価格

は、大径材になることで価格が下落する傾向と

なっております。伐採を延ばすことで木材の蓄

積量は増加するわけでありますが、搬出経費が

かさみ、林業経営はより厳しいものとなってお

ります。今後、大量に増加する大径材の活用に

ついて、しっかりとした方向性を出さなけれ

ば、森林・林業の崩壊につながる緊急の課題で

あります。そこで、県として大径材をどのよう

に活用しようと考えておられるのか、見通しも

含めて環境森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 大径材は、現

在、住宅のはりや桁などに利用されております

が、その需要は限られているところでございま

す。このような中、整備が進められております

中国木材日向工場におきましては、大径材を集

成材の材料として大量に消費されるなど、その

活用が図られる見込みであります。さらに、県

では、大径材を活用した新たなはり・桁の開発

はもとより、大規模な建築物への利用に向けた

構法開発や、ＣＬＴによる建築構法の研究など

にも取り組んでいるところでございます。今後

とも、用途に応じた効率的な製材ラインの整備

や新たな用途開発などに積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。一番

の問題点だというふうに思いますので、しっか

りとした検討をされ、そして、技術を新しくつ

くらにゃいかんのであれば、そういうものも取

り組んでいただいて、木が大きくなって、役に

立たんかったとならぬように、よろしくお願い

をしておきたいというふうに思っております。

次に、県職員の健康管理についてお伺いをい

たします。

これまでの議会で、職員のメンタル面におけ

る休職問題が質問として取り上げられてきまし

た。県において、財政健全化の面から、職員の

定数を削減する方向で改革を進められておりま

す。みやざき財政改革プランにおいて、最終年

度の目標値である知事部局職員数約3,800名に対

し、平成26年４月１日の職員数が3,790名となっ
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ており、10年前の平成17年当初4,231名に比べ

て441名の減少となっております。知事部局以外

でも、企業局がマイナス21名、病院局がマイナ

ス50名、教育委員会がマイナス956名、警察本部

のみプラス39名と、警察本部を除いて全ての部

署が減少となっております。また、国において

は、人口減少や過疎といった地方が抱える構造

的な課題に取り組むとして、「地方創生」が安

倍新内閣の基本方針に盛り込まれております。

これまでも地方分権等により多くの権限が移譲

され、県職員の業務量は増加しているはずであ

ります。職員の健康についてここ数年の状況を

お聞きしますと、30日以上90日未満の傷病休

暇、そして、90日以上の傷病休暇後の休職が大

変多くの数となっているようであります。その

多くの理由がメンタル面とのことであります。

そこで、職員の減少により職員に負担が来てい

ないのか、現状をどのように考えているのか、

また、メンタル面における休職者を出さないた

めにどのようなことに取り組んでいるのか、総

務部長にお伺いをしておきます。

○総務部長（成合 修君） 地方公務員の精神

疾患につきましては、全国的に見て近年増加傾

向にあり、本県職員につきましても、精神疾患

による傷病休暇の取得者数や休職者数が同様の

状況にあります。その要因の一つとして、議員

から今、御指摘がございました、県民ニーズが

多様化する中、業務の量が増加したり、質が高

まるなどの仕事上のストレスのほか、職員を取

り巻く社会環境、家庭生活など、さまざまなス

トレスが考えられます。

このような状況を踏まえ、職員のメンタル面

での予防対策として、新規採用職員や35歳、40

歳の特定年齢職員、管理職に対しまして、精神

疾患についての理解を深めるための研修を実施

しているところであります。また、復職コー

ディネーター、保健師、精神科医師、臨床心理

士による面接相談等に加えまして、今年度か

ら、宮崎、都城、延岡地区に計４名の保健師を

配置いたしまして、相談体制の充実を図ること

としたところであります。このほか、職員や職

場でのストレス度合いを評価するストレス

チェックを新たに導入するなど、職員の精神疾

患の予防と早期発見に努めているところでござ

います。

○宮原義久議員 特に知事部局の取り組みにつ

いてお伺いしたところであるんですが、職員の

健康管理は、全部局に共通することでありま

す。県職員が心身ともに健康で、そして、県民

や家族のためにしっかりと仕事を進めていくた

めにも、職員のメンタル面の健康管理について

どのように今後取り組んでいかれるつもりか、

知事の認識をお聞かせいただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、社会

情勢が複雑・多様化する中で、先ほど部長も答

弁しましたように、メンタル面の不調を訴える

職員が増加傾向にあるということで、対策の必

要性は強くなっているというふうに受けとめて

おります。県勢発展に向けてさまざまな課題が

あるわけでありまして、その中で、職員一人一

人の能力を最大限に発揮して一体となって取り

組んでいく、そのようなことが必要であろうと

いうふうに考えておりますし、健康管理に努め

ること、心身の健康管理が大変重要であろうか

というふうに思っております。私も事あるごと

に庁議の場などで、しっかり休みをとるなど、

健康管理というものに注意を払うよう呼びかけ

ておるところでございますが、今、総務部長が

答弁しましたようなさまざまなメンタルヘルス
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対策、各部局において取り組みが進められてお

るところでございます。今後とも、職員の心身

両面にわたる健康管理に積極的に取り組みます

とともに、私が中心となりまして、それぞれの

任命権者とも連携をしながら、しっかりと対応

してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。資料

をもらうと、知事部局だけでも相当な数になっ

ています。別の部局、県全体の職員の数からす

ると、相当な数だろうなというふうに思います

ので、そのあたりについては、知事が中心に

なってということでありますから、よろしくお

願いをしておきたいというふうに思っておりま

す。

次に、人口減少対策についてお伺いします。

人口減少にはさまざまな問題があるわけであ

りますが、まずは、子供はどこから生まれるの

か。高齢者の世代では生まれません。若い世

代、つまり、経済的に弱いところで子供は産み

育てられております。経済的な面からの幼児の

虐待等も報道されております。若い世代から、

保育料が高いとの意見を多く聞きますが、県内

全体の保育所運営費を見てみますと、その総額

は282億円で、うち国の負担が102億円、県の負

担が33億円、中核市の宮崎市の負担が36億円、

その他市町村で33億円であります。利用者負担

の基準は78億円となっておりますが、この78億

円のうちの19億円を、さらに県内市町村が追加

負担をしている現状であります。実質利用者負

担は59億円となっております。県内市町村の利

用者負担の徴収割合では、最低が美郷町の39.3

％、つまり基準の４割の保育料となっており、

次が綾町の42.4％、木城町56.2％、高いのは延

岡市86.2％、高鍋町83.8％、都城82.9％となっ

ております。この状況から、消滅可能性地域

は、自治体が、財政が厳しい中であっても、財

政負担して人口増加の努力をされていることが

見てとれるのかなというふうにも思います。こ

のように、県内各市町村の保育料負担には大き

な差があるようでありますが、この現状を県は

どのように分析しておられますか、お聞かせい

ただきたいと思います。福祉保健部長。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 保育料につき

ましては、国において、子供の年齢や保護者の

課税状況等に応じて負担額が細やかに設定され

ておりますが、これに加え、同一世帯の子供が

同時に保育所に入所している場合の保育料につ

きましては、少子化対策の一環として軽減され

ており、具体的には、第２子は半額、第３子以

降は無料となっております。このような国の対

策に加えまして、今、御紹介ございましたよう

に、県内では、厳しい財政状況にありながら

も、全ての市町村で、内容はさまざまでござい

ますが、独自に保育料の負担軽減を行うなど、

危機感を持って少子化対策に取り組まれている

と認識いたしております。

○宮原義久議員 以上で質問の全てを終わりま

すが、最後にあった部分は、知事、できればこ

ういった負担というのが、小学校に上がったほ

うが親の負担が軽いというのはやっぱりおかし

いというふうに思いますので、しっかりとした

議論を知事会等でやっていただきますように要

望して、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 ここで休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後３時９分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。
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次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

順次一般質問を行います。知事を初めとして、

関係各部長、教育長、警察本部長に答弁をお願

いいたします。

まずは、知事の政治姿勢についてでありま

す。

自民・公明両党の連立による第２次安倍改造

内閣が発足をいたしました。新設の女性活躍担

当大臣を含む歴代内閣最多に並ぶ５人の女性大

臣が誕生し、女性の活躍の場を大きく広げてい

こうという首相の意気込みが感じられるところ

であります。2020年までに指導的地位での女性

の割合を30％に引き上げるという政府目標もあ

りますが、全国で900人を超える女性議員を擁す

る我が党も、女性が輝き、生き生きと活躍でき

る社会の実現に向けて政府に対し提言を行うな

ど、全力で取り組んでいるところであります。

ところで、本県においては、一昨年に策定し

た男女共同参画プランで「社会における女性の

活躍の場の拡大」を重点分野と定めて取り組ん

でおられますが、国の動きにも呼応し、施策の

さらなる推進へスピードアップを図らなければ

なりません。そのためにも、県内企業などに対

して働きかけをすべきではないかと考えます

が、見解を伺いたいと思います。

また、行政サービスの受け手である県民の半

分は女性であります。女性の満足度アップのた

めにも、さまざまな政策決定の場面で女性の視

点、意見を反映させるのが重要であると考えま

すが、どのように取り組んでいかれるのか、あ

わせて伺います。

もう１点伺います。今月１日、若者支援の一

環として、みやざきＪＯＢパークプラスが開設

されました。ここでは、その位置づけと何を期

待するか、伺っておきます。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、女性の活躍の場についてであります。

御指摘がありましたように、今回行われた内閣

改造では５名の女性大臣が任命され、特に、全

ての女性がその生き方に自信と誇りを持ち、活

躍できる社会をつくるため、新たに女性活躍担

当大臣が設けられたところであります。

私としましても、女性が個性と能力を十分に

発揮できる社会の実現というものは、豊かで活

力ある県づくりを進める上で大変重要であると

考えております。このため、県におきまして

は、男女共同参画プランを策定するとともに、

宮崎県男女共同参画推進条例を制定し、県はも

とより、県民や市町村、民間企業、各種団体等

がそれぞれの立場からの取り組みを進めること

としているところであります。

特に、企業における女性の活躍を促進するた

めには、企業経営者の理解と自主的な取り組み

が重要でありますことから、今年度、国の交付

金を活用しまして、女性が出産・育児をしなが

ら就労継続できる環境整備を進めるための企業

向けのフォーラムや、女性自身の意識の醸成を

図るための女性向けセミナーを開催することと

しております。今後、女性が活躍できる社会の

実現に向けまして、このような取り組みを持続

的なものとしてまいりたいと考えているところ

であります。

次に、政策決定への女性の意見の反映につい

てであります。多様化する県民ニーズや県民目

線に立った施策を推進し、県政の諸課題に的確

に対応していくためには、女性の視点と能力を
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生かしていくことが極めて重要であると考えて

おります。このため県では、働きやすい環境の

整備などに取り組むことにより、意欲と能力の

ある女性職員の育成や配置に努めているところ

であります。

また、平成26年度までに審議会等における女

性委員の割合を50％とするという目標数値を掲

げまして取り組みを進めた結果、25年度末に

は47.3％となったところであります。これは全

国でもトップクラスの数字となっております。

現在、今後の県政運営の指針となる宮崎県総合

計画の改定を進めておりますが、これを審議す

る総合計画審議会におきましても、15名の委員

のうち７名が女性でありまして、積極的に御意

見をいただいているところであります。今後と

も、国の成長戦略の中核と位置づけられた女性

の活躍促進を追い風として、政策・方針決定過

程への女性の参画を進めるなど、一層の男女共

同参画社会づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

最後に、みやざきＪＯＢパークプラスについ

てであります。若者の雇用情勢につきまして

は、経済情勢の回復などによりまして、全体的

には改善傾向が続いているところであります

が、一方で、非正規雇用の正規雇用化、新規学

卒者の早期離職防止といった課題があると考え

ております。このような中、県と宮崎労働局が

連携をしまして、宮崎駅前のＫＩＴＥＮビルの

３階に、若者の就職相談、ＵＩターン相談、そ

して職業紹介までをワンストップで提供します

「みやざきＪＯＢパークプラス」を９月１日に

開所したところであります。国と県とが一体と

なりまして、就職相談から職業紹介までのサー

ビスをワンストップで提供できる拠点が整備さ

れたことによりまして、利用者の利便性が向上

することはもとより、きめ細やかな就職支援に

よりまして、就職率の向上や職場への定着促進

など、若者の雇用に係るさまざまな課題解決に

資するものと期待をしているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございました。若者の支援につ

いては、後ほど部長のほうに伺いたいと思いま

す。

次に、防災対策について２点伺いたいと思い

ます。

まず、１点目ですが、我が党の機関誌に先般

取り上げられていたものを紹介したいと思いま

す。兵庫県が本年４月、災害時の避難所などで

衛生的なトイレを確保するための手引を作成し

たというものであります。同県には、阪神・淡

路大震災を契機に策定していた「避難所運営の

ガイドライン」があったようですが、昨年６月

に東日本大震災の教訓を加味して改訂したそう

であります。約90ページに及ぶガイドラインの

中にはトイレ対策も盛り込まれていたようです

けれども、その記述はわずか数ページしかな

かったということでありました。それを見て知

事が、トイレ関連部分の深掘りを指示したとい

うふうにありました。その背景には、東日本大

震災の被災者支援から帰ってきた県の保健師や

看護師から、避難所の劣悪なトイレ環境につい

ての報告を受けており、混雑する、不衛生、狭

い、暗い、和式で使いづらい、段差があって使

いづらい、結果、使用するのが苦痛となって水

分や食事を控え、体調が悪化したケースなどが

あったということを認識しておられたというこ

とであります。ネットで見てみましたけれど

も、トイレだけで87ページ、本当に微に入り細

にわたった内容はお見事と言うしかありませ
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ん。既に目を通されたことと思いますが、この

手引に対する率直な感想を危機管理統括監に伺

いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 災害時にお

けるトイレの対策につきましては、食料の確

保、あるいは電気、水道などのライフラインと

並んで重要なものであると認識いたしておりま

すが、御質問のありましたトイレ対策の手引を

今回拝見して、これまで以上にその重要性を具

体的に実感したところでございます。

特に印象に残ったことを申し上げますと、第

１点目に、これは今、新見議員もおっしゃいま

したけれども、トイレを我慢したり水分や食事

を控えることによりまして健康状態が悪化し

て、場合によっては死亡に至る事例もあったと

いうことでございます。

２点目は、災害用のトイレには携帯のトイ

レ、組み立てトイレ、マンホールトイレなどさ

まざまな種類がありまして、災害のときのいろ

んな状況に応じまして、どのトイレを選択する

のかの判断が出てくるということ。

また、３点目は、障がい者、高齢者、女性、

幼児などに応じて、安全面や衛生面など配慮す

べききめ細かな内容がそれぞれ記述されている

ことでございます。

この手引は兵庫県が作成したものであります

けれども、災害時のトイレ対策といたしまし

て、そのままどこにでも通用するものでありま

すので、市町村や関係機関など多くの方に活用

していただきたいと考えております。

○新見昌安議員 食事あるいは暑さ寒さ、こう

いったものは何とか耐えられるとしても、事、

排せつという生理現象だけはいかんともしがた

い。老若男女関係なくその現象は訪れてきます

ので、避難所の中でも格段の配慮をすべき場所

じゃないかと思います。これについては大いに

参考にしてもらうよう、働きかけをよろしくお

願いいたします。

もう１点伺いたいと思います。昨年成立し、

本年４月１日に施行された改正災害対策基本法

に、新しい共助の一環として地区防災計画制度

が盛り込まれております。東日本大震災では、

行政機能が麻痺する事態も発生する中で、住民

による自助、地域コミュニティーなどによる共

助が、津波からの避難行動や避難所運営におい

て重要な役割を果たしたと言われております。

その経験から、今後発生が危惧されている大規

模広域災害に備え、自助・共助の役割の重要性

が高まってきておりますが、その一方で、地域

の防災力を担っている消防団などの自主防災組

織が、少子高齢化といった社会の変化に伴い、

活動が伸び悩むという状況も見られます。そう

いった中で、地域コミュニティーでの防災力強

化の必要性が高まっており、この地区防災計画

制度を活用することで、地域防災に大きな力に

なることが期待できます。各地での同計画策定

の推進に向け、県としても積極的にかかわるべ

きではないかと考えますが、同じく危機管理統

括監に見解を伺います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 今回、災害

対策基本法に新たに規定されました地区防災計

画につきましては、地区内の居住者や事業者が

防災訓練あるいは物資・資材の備蓄等の防災活

動を行うための計画でありまして、その内容を

市町村の地域防災計画に盛り込むことができる

こととされております。県内では、現時点にお

いて地区防災計画の策定された市町村はござい

ませんけれども、計画のひな形を作成して自治

会に検討を促すなど、積極的な動きの見られる

市町村もあるようでございます。計画の策定や
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防災活動の実践に当たりましては、地域住民み

ずからが主体的にかかわることになり、さらな

る地域防災力の底上げに資するものと考えられ

ますので、策定に向けた具体的な取り組みが進

められますよう、市町村に対しまして助言や情

報提供等を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 地区防災計画は、国民みずか

らが防災行政にかかわる国民参加型行政のきっ

かけになると期待もされているものでありま

す。よろしくお願いをしておきます。

次は、難病対策について伺います。

難病医療法、改正児童福祉法の難病関連２法

が本年５月23日に成立し、来年１月から施行さ

れることとなっております。スモン病やベー

チェット病、重症筋無力症などに苦しんでいた

患者やその家族の訴えで昭和47年10月に当時の

厚生省がつくったのが、いわゆる難病対策要綱

でありますが、難病対策はそれ以降40年以上に

わたって、法的な根拠を持たない政策的研究事

業としての支援にとどまっていました。

今回の難病関連２法は、社会保障と税の一体

改革の一環として、消費税の増収分を活用し、

法的根拠を持った公平で安定的な医療費の助成

制度を確立することを目指すとしております。

これにより、厚生労働省によれば、難病の医療

費助成の対象、現行56疾患、患者数約78万人

が、来年１月以降、一部は夏以降ですけれど

も、約300疾患、患者数約150万人に、また子供

の難病、すなわち小児慢性特定疾患治療研究事

業の対象、現行514疾患、患者数約11万人が、来

年の１月以降は小児慢性特定疾患医療費負担金

の対象、約700疾病、患者数約15万人まで拡大を

いたします。今回の法制化は、難病患者支援拡

大への大きな第一歩になると思います。

本日は、難病に絞って福祉保健部長に３点伺

いたいと思います。まず１点目は、施行に当

たっては都道府県で取り組まなければならない

幾つかの項目がございますが、これらに対し県

はどのように取り組んでいかれるのか、項目ご

とにお示しをいただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

の御紹介がありましたように、いわゆる難病医

療法が、ようやく来年の１月に施行されます。

施行に向けまして、県におきましては、難病指

定医、難病医療拠点病院及び指定医療機関の指

定に取り組むこととされております。

まず、難病指定医は、原則として学会が認定

する専門医資格を有すること、あるいは県が開

催する資格研修を修了していることが要件に

なっておりますので、県では、県内各地域の医

師に指定の申請に係る案内を早急に行うととも

に、資格研修を積極的に実施することにより、

指定医の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、難病医療拠点病院につきましては、中

核的な役割を担う総合型病院、及び特定の領域

で専門的な診断を行う領域型病院、並びに地域

において中心となる基幹病院の３種類を指定す

ることになりますので、国の方針に基づき、そ

れぞれの目的に応じた病院を指定してまいりま

す。また、指定医療機関は、患者が日常的に受

診される医療機関でありますが、今後、指定の

申請に係る案内を対象医療機関に早急に行い、

手続を進めてまいりたいと考えます。

○新見昌安議員 ２点目に、難病相談支援セン

ターの体制強化についてはどのように取り組ん

でいかれるのか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病相談支援

センターは、平成17年の設置以来、宮崎県難病
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団体連絡協議会に運営委託を行っているところ

ですが、難病患者の生活や療養上の相談に対応

すると同時に、医療や就労上の相談を専門機関

につなぐなど、患者の療養生活の質を維持向上

させるために重要な機関であると認識しており

ます。センターにおける相談件数は年々増加し

ておりますが、法施行に伴う医療費助成対象疾

患の拡大により、今後はさらに増加するものと

考えております。このため、県といたしまして

は、センターの相談体制の強化とともに、セン

ターが行う研修会や患者への情報提供等の各種

事業の充実を図るために、関係者の意見を聞き

ながら、保健所及び関係機関との連携の強化を

図るなど効果的な運営に努めてまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 ３点目ですが、難病医療法に

おいては、難病対策地域協議会の設置は都道府

県や保健所設置市の努力規定というふうになっ

ています。しかしながら、患者や医療・福祉関

係者等による情報の共有あるいは連携の緊密化

を進める上で、この存在は重要じゃないかと思

います。努力規定という位置づけではあります

が、これについては設置すべきと考えます。見

解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病患者への

支援につきましては、現在、保健所を中心とし

て、関係機関や患者及びその家族により構成さ

れる連絡会議やケース検討会などにおいて取り

組んでいるところであります。患者を支援する

立場にある関係者が、患者の抱える多岐にわた

る問題点について共通認識を持って取り組んで

いくことは、患者の療養生活の質を維持向上さ

せるために重要でありますので、今後、法の趣

旨を踏まえながら、現在の支援体制の活用を含

め、難病対策地域協議会の設置について検討し

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 難病に苦しむ患者、またその

家族が安心して医療を受けられるよう、受けさ

せられるよう、支援の輪の拡大に、県としても

しっかり取り組んでいただきたいと思います。

これは要望しておきます。

次に、ひきこもり対策について、引き続き福

祉保健部長に伺いたいと思います。

まずは、ひきこもり地域支援センターが設置

されて２カ月が経過したばかりではあります

が、この間のセンターにおける相談等の対応状

況はどうなっているのか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県では７月よ

り、ひきこもりに関する第一次相談窓口として

宮崎県子ども・若者総合相談センター「わか

ば」内にひきこもり相談センターを設置いたし

まして、これまで電話による相談を49件、メー

ルによる相談を11件受けたところです。また、

同じく７月から、面接相談や訪問支援を行う総

合的な支援機関として精神保健福祉センター内

にひきこもり地域支援センターを設置し、相談

センターから引き継いだ相談者などからの電話

相談に51件、来所による面接相談に23件対応し

ております。なお、現段階では訪問による支援

には至っておりませんが、必要に応じて適切に

対応してまいります。

○新見昌安議員 来所による面接相談が23件と

いうことでありました。電話だけでなく、つら

さや苦しさを直接会ってぶつけたいという思い

の方々が多いことの証左であるというふうに思

います。これからも、ひきこもり相談センター

と緊密に連携をとりながら、寄り添う支援を

しっかり推し進めていただきたいというふうに

思います。

ところで、厚生労働省が進めるひきこもりサ
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ポーター養成研修事業、ひきこもりサポーター

派遣事業というものがあります。これは、ひき

こもる本人や家族などが支援を希望した場合、

家庭を訪問し情報提供などの支援を継続的に行

うひきこもりサポーターの養成、派遣を行うた

めのものであります。そこで伺いますが、県内

における両事業の取り組み状況はどうなってい

るのか、お示しください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ひきこもりサ

ポーター養成研修事業等につきましては、平

成25年度から国の補助事業として行われている

ものでありますが、現在のところ本県では取り

組んでおりません。ひきこもりの状態にある御

本人や御家族に対しましては、保健師や臨床心

理士などの専門家だけではなく、地域における

支援者など、さまざまな立場から支援していく

ことが重要であると考えております。このた

め、ひきこもり地域支援センターが実施してい

る家族向け研修に、身近なサポーター的な存在

となることが期待される民生委員児童委員等に

も参加いただき、ひきこもりについて理解を深

めていただいているところであります。今後と

も、市町村や学校、家族会等の関係機関とも連

携しながら、より効果的な支援のあり方につい

て検討してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ひきこもりサポーター養成研

修事業の実施主体は都道府県と指定都市となっ

ており、国と都道府県及び指定都市が２分の１

ずつ費用を出すということになっております。

一方、ひきこもりサポーター派遣事業の実施主

体は特別区を含む市町村で、国と市町村が２分

の１ずつ費用を出すということになっておりま

す。スタートしたばかりであり、当面は家族向

け研修で対応するとしても、将来的にはひきこ

もりサポーターの養成に着手し、ひきこもりで

苦しんでいる本人の背中を押してあげられるよ

うな支援ができるよう、要望をしておきたいと

思います。

ところで、誰にも相談しないで、あるいは相

談できないまま苦しんでいるひきこもり当事

者、また家族は少なくありません。私も先日、

相談を受けたことがあります。県が実施してい

るこのようなひきこもり対策についてまだまだ

知らない当事者、家族も多いというふうに思い

ます。県としてどのように周知しておられるの

か、伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ひきこもりに

悩んでおられる御本人や御家族には、まずは相

談センターに御相談いただくことが次の一歩を

踏み出すきっかけになるものと考えておりま

す。このため、相談センターを紹介するリーフ

レットを市町村や学校、関係団体に配布すると

ともに、新聞やラジオ、ホームページ等を活用

した周知に積極的に取り組んでいるところであ

ります。今後とも、テレビの県政番組や新聞等

を活用した広報とともに、家族会の方々との連

携による周知や、地域の商店など身近なところ

でリーフレットを手にとっていただけるような

工夫をするなど、さまざまな機会を通じて粘り

強く繰り返し相談センターの周知を図ってまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 長年にわたってひきこもって

いる本人を抱えて、将来を悲観し、家族ごと地

域の中で埋もれてしまっている家庭もあるん

じゃないかと思います。より細やかな対応をよ

ろしくお願いしておきたいと思います。

次は、ＡＥＤ設置とその利活用について伺っ

ていきたいと思います。

我が党が全国で普及を推進してきた自動体外

式除細動器（ＡＥＤ）が一般市民も使えるよう
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になってから、ことしの７月で10年を経過しま

した。現在の普及台数は全国で45万台を超えて

いるとも言われており、ＮＰＯ法人ＡＥＤ普及

協会によれば、日本の人口１人当たりの普及率

は世界一だそうです。従来は医療従事者しか使

用が認められていなかったものが、平成15年に

救急救命士に使用が拡大され、翌年平成16年７

月に一般市民にも解禁をされております。

しかしながら、先般、心肺停止状態で救急搬

送された人に対する一般市民の使用率は、平

成24年度で3.7％と低調だったという報道があり

ました。総務省消防庁はこの７月、全国の消防

本部に対して、さらなる有効活用に向け、市民

が設置場所を知ることができるよう情報提供す

ることや、設置施設の従業員や周辺住民に対す

る応急手当ての普及促進などに取り組むよう求

めております。まずは、設置場所を知ってもら

うことが肝要ということであります。ＡＥＤの

設置場所検索システムへの県内の登録状況はど

のようなぐあいか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 検索システム

の登録状況ということでございますが、具体的

には、一般財団法人日本救急医療財団が運営し

ておりますＡＥＤの設置場所検索システムでご

ざいます。本年９月１日現在の本県の登録件数

は2,068件となっておりまして、平成23年の同時

期の846件と比較しますと、この３年間で約2.4

倍の増加となっております。

○新見昌安議員 確かに登録件数はふえている

ようですけれども、普及台数からすれば、まだ

まだ少ないようであります。設置者へ検索シス

テムへの登録を働きかけることが重要だと考え

ますが、県としてどのように取り組んでおられ

るのか、同じく福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ＡＥＤの設置

場所検索システムへの登録につきましては、Ａ

ＥＤの販売を行う医療機器販売業者が、設置者

から依頼を受け、登録申請を行うこととなって

おります。したがいまして、県といたしまして

は、今後とも、販売業者の団体である宮崎県医

療機器協会等を通じまして設置者に働きかける

ことにより、登録件数の拡大に努めてまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 平成23年９月議会において、

コンビニなど地域で誰でも知っている場所への

ＡＥＤ設置を推進するという観点から、民間へ

の働きかけを知事にお願いしたところでありま

すが、現在どのような状況か伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどより議論があり

ますが、ＡＥＤは、心肺停止の際に、救急隊が

到着する前の救命措置を行うための医療機器と

して有効でありまして、この普及は大変重要で

あると考えております。

先ほど部長が答えましたように、ＡＥＤの登

録件数がこの３年間で2.4倍にふえているところ

でありますが、その背景には、日本赤十字社宮

崎県支部や市町村などによります講習会、研修

会を初め、ＡＥＤにより実際に救命された事案

の報道などがされることによりまして、ＡＥＤ

に対する社会全体の理解が深まってきたことな

どがあると考えております。実際、昨年末の青

島太平洋マラソンにおきましても、ＡＥＤの活

用により事なきを得たという事例もあるところ

でございます。

県としましては、一層のＡＥＤの普及拡大を

図る観点から、昨年９月に国から示されました

「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン」を

踏まえまして、しっかりと情報提供するなどし

て、多数の人が集まる商業施設や高齢者が利用
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する介護・福祉施設、さらには24時間利用でき

るコンビニエンスストアなどへの効果的かつ効

率的な設置を進めますとともに、日ごろの適切

な維持管理の周知にも努めてまいりたいと考え

ております。

○新見昌安議員 前回も言いましたけれども、

コンビニは24時間営業、場所も目立ってよくわ

かります。全国的にもコンビニでの設置が進み

つつあります。ＡＥＤ設置場所としては理想的

であります。設置への働きかけをぜひともさら

に推進していただきたいと、強く要望いたしま

す。

もう１点、地域で誰でも知っている場所とし

ての交番・駐在所へのＡＥＤ設置状況はどう

なっているか、しつこいぐらいに聞いておりま

すが、警察本部長、よろしくお願いをいたしま

す。

○警察本部長（坂口拓也君） 自動体外式除細

動器、いわゆるＡＥＤの設置状況についてであ

りますが、本県警察では、警察本部庁舎、運転

免許センター、各警察署など、多くの方が来庁

される庁舎に22台のＡＥＤを設置しておりま

す。また、交番・駐在所の管内でＡＥＤの設置

が全くない西都警察署の上三財駐在所に１台設

置しております。交番・駐在所へのＡＥＤの設

置につきましては、近隣の設置状況等を勘案し

ながら、大変厳しい限られた警察予算の中でご

ざいますが、関係機関とも協議しながら、その

必要性等を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 交番にＡＥＤを設置している

他県警察もございます。ぜひとも前向きに取り

組んでいただきたいというふうに思います。

一般市民が心肺停止状態の人を発見し、その

場でＡＥＤを使用した場合の１カ月後の生存率

は、未使用の場合より約4.4倍も高いという分析

結果もございます。私たちも、いつ使用する側

になったり、使用してもらう側になったりする

かわかりません。救えるのに救えなかった。こ

れをなくすために、ＡＥＤにはこれからもしっ

かりかかわっていこうというふうに私は思って

おります。

次は、再生可能エネルギーについてでありま

すが、その一つ、地熱発電に絞って伺いたいと

思います。

昨年の６月定例県議会において、本県の地熱

発電の可能性について伺ったところであります

が、そのときの環境森林部長の答弁の中に、国

が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構に委託して、霧島地域と九重地域において空

中からの電磁探査などによる地熱資源ポテン

シャル調査を行うというふうにありました。ま

ずは、石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行っ

た霧島地区の地熱発電調査の状況について、環

境森林部長に伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 霧島地区につ

きましては、地熱発電の可能性調査といたしま

して、昨年度は地質構造把握のための空中探査

が行われ、今年度は８月に、地中の岩石の電気

抵抗や磁気的な性質を測定するための調査が行

われたと伺っております。これらの調査結果に

つきましては、今後、機構において解析が行わ

れ、今年度末までには報告書が取りまとめられ

ると聞いているところでございます。

○新見昌安議員 結果がわかるまではもう

ちょっとということでありますが、地熱発電普

及へ弾みがつくような結果が出ることを期待し

たいと思います。

地球の内部には膨大な熱エネルギーが蓄えら

れているというふうに言われております。地球
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の体積の99％は1000度以上で、100度以下の部分

はわずか0.1％だそうです。地球は、いわば巨大

な熱の塊ということであります。地熱発電は、

そのエネルギーの一部を活用するもので、深さ

１キロから３キロの地熱貯留層にたまった熱水

をくみ上げ、蒸気を取り出して発電機を動か

し、熱水を再び地下に戻すことで持続的な利用

を図る仕組みだそうです。太陽光や風力と比

べ、極めて安定した再生可能エネルギーが地熱

を使った発電であります。日本の利用可能な地

熱資源量は2,350万キロワットで、米国、インド

ネシアに次ぐ世界第３位の規模だそうです。ま

た、海外で導入されている地熱発電所のタービ

ンの７割程度が日本製だそうです。

従来、導入のネックとも言われていた発電コ

スト、国立公園、温泉、こういったものをめぐ

る問題も、現在は徐々にクリアされつつありま

す。井戸を掘るのに巨額な費用を要するという

ことも言われておりますが、40年で寿命を迎え

る原発よりも総合的なコストは安いという見方

が政府内にあるということも聞いたことがあり

ます。可能性を秘めた地熱発電は、本県として

も普及に向けての取り組みに着手すべきではな

いかと考えますが、同じく環境森林部長に見解

を伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 地熱発電につ

きましては、県の新エネルギービジョンの中

で、平成34年度までに1,000キロワットの導入を

目標としているところでございます。具体的な

取り組みといたしましては、昨年度、えびの市

が実施いたしました地熱発電の可能性調査に対

しまして支援を行ったところであり、今後、民

間企業との連携により事業化に向けた取り組み

が期待されているところでございます。また、

九州各県や大学、民間企業とともに地熱エネル

ギーの関連産業の拠点化を目指すワーキンググ

ループに本県も参加し、情報収集等に努めてい

るところでございます。今後とも、地熱発電を

含め、本県の地域特性を生かした新エネルギー

の導入促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 期待しております。よろしく

お願いします。

次は、若者支援について伺います。

先ほど壇上から、みやざきＪＯＢパークプラ

スについて知事に伺ったところであります。県

と宮崎労働局が連携し、若者の就職相談、ＵＩ

ターン相談、職業紹介までをワンストップで提

供するとのことで、有効に機能することが期待

できますが、みやざきＪＯＢパークプラスを統

括するのはどこなのか。また、いろんな相談を

受けることになる相談員の体制はどうなってい

るのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） みやざき

ＪＯＢパークプラスは、県が設置するヤングＪ

ＯＢサポートみやざき及びふるさと雇用情報セ

ンター、また国が新たに設置しました宮崎わか

もの応援ハローワーク宮崎駅前コーナーの３つ

の機関の総称でありまして、それぞれは独立し

て運営されますが、相互に緊密に連携すること

により一体的に若者の就職支援をすることとし

ております。相談体制としましては、ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきに４人、ふるさと雇用情

報センターに４人を配置しているのに加え、新

たにハローワーク宮崎駅前コーナーに５人が配

置され、みやざきＪＯＢパークプラス全体で

は13人の体制で就職支援に取り組むことといた

しております。

○新見昌安議員 次に、３つの機関の１つ、ヤ

ングＪＯＢサポートみやざきでは、従来から就
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職活動中の若者向けのさまざまなセミナーを開

催されていますが、その開催案内などの情報発

信はどのように行っておられるのか。ＳＮＳを

含めた情報発信にも取り組むべきと考えます

が、同じく商工観光労働部長の見解を伺いたい

と思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ヤングＪ

ＯＢサポートみやざきで実施しますセミナー等

につきましては、開催のたびにチラシを作成し

まして、ハローワークや大学のキャリアセン

ター等に配布しておりますほか、ホームページ

にセミナー告知専用コーナーを設け、その周知

に取り組んでいるところです。特にホームペー

ジにつきましては、近年、若者の携帯端末の利

用がふえておりますことから、昨年度、スマー

トフォン対応のページを設置しましたところ、

導入前と比べてアクセス数が約80％増加するな

ど、その効果があらわれたところです。今後と

も、就職支援を求める若者に必要な情報を提供

できますよう、ソーシャル・ネットワーキング

・サービス、いわゆるＳＮＳの活用等も含め、

情報発信の手法について研究してまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 スマホ対応のホームページを

設置してアクセス数が80％も増加するというこ

とは、パソコンは持たずにスマホのみで生活し

ている若者も多いということの証左ではないか

と思います。若者が得意とするＬＩＮＥからの

情報発信等も有効に機能するのではないか、一

考の余地ありだと思います。よろしくお願いを

しておきます。

次に、廃校の利活用について教育長に伺って

いきます。

私が現在住んでいるのはＪＲ南宮崎駅東側の

地域であります。私が小さいころ、近所には鬱

蒼とした木々に覆われた赤江古墳、また墓場が

あって、怖くて寂しいところでしたが、今は住

宅地になっております。我が家の隣には恒久小

学校があります。私の母校でもあります。我が

地域も御多分に漏れず、急速な高齢化とともに

少子化も進行しておりますが、小学校から今も

子供たちの元気な声が聞こえてきます。きのう

もけさも運動会の歌が聞こえてきました。もし

この学校がなくなったらなどとは想像もしたく

ありません。自分自身も、また私の子供たちも

お世話になった学校であります。私たちにとっ

て学校は地域のシンボル的な存在でもあるし、

そこから活力、元気をもらっているのではない

かというふうに思います。

しかしながら、県内には過疎化、少子化の波

にのみ込まれて、学校の統廃合、廃校を余儀な

くされる地域も存在しております。近くの学校

から子供たちの声が聞こえなくなる。本当に寂

しいことじゃないかと思いますが、手をこまね

いているわけにはいきません。地域のシンボ

ル、地域コミュニティーの拠点として、その後

の有効活用をしっかり考えていかなければなり

ません。この問題は都市部に住む者もしっかり

考えるべき問題であると思います。そこでま

ず、本県における廃校となった市町村立小中学

校の現在の利活用状況を伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 廃校となった学校施

設の利活用の状況については平成14年度から

データをとっているんですが、その14年度から

廃校となった市町村立小中学校は26年５月１日

現在で62校ありまして、そのうち建物が残って

おりますのが56校でございます。建物の残って

いる56校の約８割に当たる44校につきまして

は、地域の集会施設、食品加工施設、老人福祉

施設などとして利活用されております。
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○新見昌安議員 昨年５月１日現在では廃校

数55校でしたので、やはり少しふえているよう

な感じです。

ところで、県教育委員会としては市町村教育

委員会に対して情報提供などの支援を行ってい

るというふうに聞いておりますが、文部科学省

の「～未来につなごう～「みんなの廃校」プロ

ジェクト」への掲載、本県は利用が少ないよう

であります。このプロジェクトは、未活用の廃

校施設等の情報について「活用用途募集廃校施

設等一覧」に集約して公表するものでありま

す。より多くの民間企業、ＮＰＯ法人、社会福

祉法人、医療法人などに情報を提供し、廃校施

設などの情報と活用ニーズのマッチングの一助

になることが期待されております。これも積極

的に活用すべきだと考えますが、具体的な現在

の支援はどのように行われているのか伺いたい

と思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましては、廃校施設の利活用に当たって、市

町村への支援は大変重要であると考えておりま

す。このため、年２回、市町村の担当者会議等

を行っているんですが、先ほど御紹介いただい

た、文部科学省が実施している「～未来につな

ごう～「みんなの廃校」プロジェクト」を周知

するとともに、校舎の活用事例の紹介や、校舎

を転用して違う施設、例を申し上げますと保育

所とか福祉施設など別の用途で活用する場合に

はどんな補助金が使えますよというような御案

内をいたしているところです。

文部科学省の「～未来につなごう～「みんな

の廃校」プロジェクト」について紹介例が少な

いということですが、これは、用途が決まって

いない、もう使わないというものを民間に利用

していただいたり、あるいは団体に利用してい

ただくために掲載するということでありまし

て、調べてみますと、実は現在、県内で未利用

の小中学校の残っている施設というのは12あり

ますが、どういう方向でいくかということはま

だ結論が出ていない、そういう学校が多いみた

いですので、利用されていないという状況にご

ざいます。

○新見昌安議員 利活用については、今、答弁

にもありましたが、地域住民の声等もやはり大

事になってくるんじゃないかと思います。各市

町村では、廃校施設の利活用について地域住民

から意見聴取を行っているのかどうか、伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 廃校施設の利活用に

ついて市町村が中心となって、地域住民の方々

からの意見聴取や、協議等を行う委員会等を設

置し、検討が行われていると伺っております。

県教育委員会といたしましては、廃校施設が有

効に利活用されますよう、今後とも、情報提供

を初め、市町村に対する必要な支援に努めてま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 全国的には、住民が主体と

なって廃校を有効活用することで過疎集落が再

生し、地域に活力がよみがえった例もたくさん

ございます。そのような情報提供もよろしくお

願いをしておきたいと思います。

最後に、警察行政について警察本部長に何点

か伺います。

まず、特殊詐欺防止についてであります。こ

の問題については、代表質問でも取り上げられ

ておりましたが、予防策としての自動通話録音

機の貸し出し、水際対策として金融機関の窓口

にチェックシートを配布するなど、被害防止に

全力で取り組まれているようであります。

特に、今月３日から運用を開始された、金融
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機関窓口での高額現金払い戻し時チェックシー

トは、この２日後にはチェックシートによって

特殊詐欺の被害を防止したという報道もありま

した。早速、威力を発揮したようですけれど

も、私も元銀行員という立場からも、この

チェックシートは評価したいと思います。昔か

ら高額の現金を払い戻す預金者に対しては、そ

の理由を聞いておりました。ただ、正直言っ

て、それを嫌がるお客さんも結構いらっしゃる

んです。聞くことが心理的に負担になっている

窓口の担当者にとって、警察から要請されてい

るものですからという感じでこのチェックシー

トを示しながら確認できれば、行員の心理的な

負担はかなり軽減されるのではないかと思いま

す。今後も、このチェックシートが有効に機能

することを期待するものであります。

このように、金融機関窓口での払い戻しや、

同じく金融機関窓口での振り込みでは、行員や

職員による有効なチェックがありますけれど

も、一方で、払い戻した現金をレターパックあ

るいは宅配便で送金させることも防止しなけれ

ばなりません。この点についてはどのように取

り組まれているのか、伺いたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 現金をレター

パックや宅配便で送金させる手口は全国的に増

加しておりまして、本県におきましても、平

成25年中は19件の約１億3,300万円の被害であり

ましたが、本年は８月末で既に17件の約１

億9,900万円の被害に達しております。本来、現

金をレターパックや宅配便などで送ることはで

きませんが、このような実態を踏まえまして、

警察庁から日本郵便や大手宅配業者に対しまし

て、過去の特殊詐欺事件における現金送付先に

ついて情報を提供し、配達の差しとめや警察へ

の通報を依頼するとともに、エックス線検査な

どで内容物の確認をしていただいております。

本県におきましては、本年５月に警察と宅配

物取扱機関との連絡会議を開催しまして、レ

ターパックや宅配便などによる送金防止対策に

ついて協議を行っております。その結果、受付

担当者が声かけをしやすいように、警察で作成

したポスターやリーフレットを県内の郵便局や

宅配業者、コンビニエンスストアに配布して、

高齢者の方を中心に声かけの強化に努めていた

だいているところであります。今後も、関係機

関等との連携を強化し、特殊詐欺対策を強力に

推進してまいります。

○新見昌安議員 こちらのほうも万全な対策を

よろしくお願いしておきたいと思います。

次に、環状交差点（ラウンドアバウト）につ

いて伺いたいと思います。この件については昨

年の11月定例会の一般質問でも取り上げたとこ

ろでありますが、円形の交差点（ラウンドアバ

ウト）を環状交差点と名づけ、通行ルールを定

めた改正道路交通法が今月１日に施行されたと

の新聞報道が、先般なされておりました。それ

によると、１日に誕生した環状交差点は８都府

県の34カ所、そして今年度中に、何と宮崎県を

含む７県の15カ所が追加になる予定というふう

にありました。そこで、本県での導入時期、導

入場所、導入に至った経緯、県民への周知等々

についてお聞きしたいなと思ったところであり

ます。環状交差点の導入効果も含めて、警察本

部の考え方について伺いたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 環状交差点とは

ロータリー式の形状であって、道路標識等によ

り右回りに通行すべきことが指定されている交

差点であります。全国では、今月１日から本県

を除く７都府県15カ所で導入されております。

この効果といたしましては、既に導入済みの
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イギリスを初めとする諸外国では、必然的に速

度が低下して交通事故が大幅に減少したという

検証結果があり、交通事故の抑止が期待されま

す。また、信号機がありませんので、電気代等

の維持費がかからないほか、停電等の影響を受

けませんので、災害に強いという利点がありま

す。しかしながら、交通量が著しく多い場所に

導入しますと渋滞が起きやすくなると言われて

おり、交通状況を慎重に見きわめた上で判断す

る必要があります。

警察としましては、環状交差点の導入に関

し、交通の安全と円滑を最優先に、現場の交通

量、交差点の形状、住民の要望の有無及び導入

した他府県の状況等を踏まえまして、１カ所に

ついて道路管理者と検討をしているところでご

ざいます。

○新見昌安議員 今の答弁によれば、１日から

の導入状況に関する報道内容はちょっと違って

いるようでありますけれども、環状交差点は、

デメリット以上にメリットが多いのではないか

というふうに感じました。１カ所について検討

しているということですが、ぜひとも導入して

いただきたいというふうに思います。

最後に、交番・駐在所と地域住民との関係に

ついて伺いたいと思います。これも新聞報道で

ありますが、日本に交番が置かれてから140年を

迎えるのを機に、警視庁はことしから明治政府

が設置を決めた８月25日を「交番の日」と定め

たというふうにありました。また、警視庁によ

ると、明治７年１月の警視庁発足当時、３差路

などに警察官を配置する場所が設けられ、交代

で番をしたことから交番所と呼ばれ、後に建物

となったのが交番の起源ともありました。

ところで、ネットで「交番の日」を検索する

と、神奈川県警でも「交番の日」を設けている

ようであります。神奈川県では、11月27日が

「交番の日」制定記念日、毎月27日を「交番の

日」というふうにしているようであります。神

奈川県のそれは、明治４年11月27日に制定され

た県治条例により邏卒課が設置され、その後制

定された邏卒職務規則の中で交番という用語が

使われたことから、県治条例制定の27日にちな

んで、毎月27日を「交番の日」と定めたという

ふうにありました。

東京と神奈川、隣同士ですが、けんかせずに

やってもらいたいと思いますけれども、いずれ

にしても、地域住民との対話をふやし、安心し

て暮らせる地域づくりのために貢献するという

思いが込められているのではないかと思いま

す。そこで伺います。本県では「交番の日」は

定められておりませんけれども、交番・駐在所

と地域住民との関係を密にするため、どのよう

な取り組みをされているのか、伺いたいと思い

ます。

○警察本部長（坂口拓也君） 交番・駐在所と

地域住民との連携を図るための取り組みについ

てであります。現在、県下には交番・駐在所

が169施設ありますが、全ての施設を対象に交番

等連絡協議会が設置されております。この交番

等連絡協議会は地元自治会の役員等の方々で構

成されており、おおむね四半期に１回、会議を

開催し、交番・駐在所の勤務員がさまざまな意

見、要望等を広くお聞きするとともに、協議会

の会員の方々と一緒に地域の問題を解決するた

めの活動を行っております。また、交番・駐在

所を新築する際には、施設内にコミュニティー

スペースを設けるなど、地元住民の方々がいつ

でも気軽に交番・駐在所の勤務員と情報交換等

ができるような環境づくりにも配慮しておりま

す。このほか、巡回連絡やミニ広報紙の発行、

平成26年９月12日(金)
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公民館ごとの防犯講話など、さまざまな活動に

おいて地域の方々との連携を図っているところ

であります。今後とも、地域住民の方々と連携

を深めながら、安全・安心な地域づくりに努め

てまいります。

○新見昌安議員 交番は、地域住民に安心感を

与え犯罪も抑止できる、日本に根づいた独自の

システムであります。これからも、ＡＥＤも

しっかり配備して地域住民の安心・安全の灯台

としての存在であり続けていただけるようにお

願いを申し上げ、全ての質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

次の本会議は、16日午前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４時５分散会


