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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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。けさ早くから、都城からおいでいた

だきました。ありがとうございます。

それでは、通告に従い順次お伺いしてまいり

ます。

10月31日、日本銀行は、足元の物価上昇が鈍

化していることから、国内の資金供給量を拡大

するとともに、長期国債の買い入れ量も拡大す

るという異次元の金融政策第２弾を突然公表

し、デフレ脱却への強い意志を示しました。そ

の結果、日本の株価は、平成19年以来７年ぶり

に１万7,000円台を記録し、為替市場においても

円売りドル買いが進み、ニューヨーク市場の円

相場は、発表から数時間後には、平成17年以来

９年ぶりとなる112円台まで進んだということで

あります。短時間でこのように物価や為替が大

きく変動することはかつて経験したことがな

く、極めて異常な事態であると認識されており

ます。

このような中、知事は先日の定例記者会見の

中で、異常な株高、円安の感想を求められ、円

安の影響として、飼料価格や燃油高騰等への影

響を懸念されていたということであります。デ

フレ脱却を目指して、３本の矢を次々と放って

きた安倍内閣でありますが、大都市、大企業な

どにおいては、アベノミクス効果もあらわれて

きているようでありますが、我々地方の宮崎な

どには、まだその恩恵が十分におりてきていな

いのではと感じております。労働者の給与引き

上げもままならず、逆に消費税の引き上げや円

安による食料品や材料等の値上がり、輸入飼

料、燃油のさらなる値上がりなど、商工業関係

や農業の担い手の皆さんと毎日のように膝を突

き合わせて語っておりますが、なかなか元気の

ある話が聞こえてこないですし、また元気づけ

る話ができないのが現実であります。

そのような中で、知事は２期目に向けて、

「ともに築こう「みやざき新時代！」「くらし

の豊かさ日本一の宮崎」＝「いいね！宮崎」を

目指して」という政策提案を先日公表されまし

た。これまでの４年間の取り組みを総括された

上で、今後取り組んでいこうと考えておられる

ことを、３つの分野の重点政策と分野横断の４

つの政策にまとめておられました。そのいずれ

も、将来に向かって宮崎県を伸ばす、新たな時

代に飛躍させるために必要な取り組みである

と、私も同感いたしたところであります。知事

選に向けたマニフェストとして大変わかりやす

いものである一方、具体的に訴えているものが

少ないのではという声も耳にいたします。すな

わち、知事のカリスマ性に期待されるものであ

ります。知事は、産業・雇用づくりの分野で、

農林漁業や中小企業、観光の分野を挙げておら

れますが、具体的にはどのように所得を向上さ

せていこうとしておられるのか、お伺いいたし

ます。

以上、壇上からの質問を終わり、自席にて続

行いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

県民所得を向上させるためには、まずは何よ

平成26年11月19日(水)
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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・安定に

努めていくことが大変重要であると考えており

ます。このため、本県の産業振興、経済の活性

化につきまして、大きく２つの柱で取り組んで

まいりたいと考えております。１つは、本県の

強みであります農業やフードビジネスなどの成

長産業の育成を図りますとともに、県内の経済

を牽引するような中核企業を育成したいと考え

ておるところであります。そのためには、これ

らの産業や中核企業が国内外で展開することに

より、しっかりといわば外貨を稼げるようにな

るための育成策や事業展開のサポートを積極的

に行ってまいりたいと考えております。もう１

つは、ただいま申し上げました、成長産業や中

核企業が獲得した外貨を地域で循環させ活用し

ます地域経済循環システムの取り組みを推進す

ることによりまして、一部の地域や企業にとど

まることなく、県内経済全体の活性化を図って

まいりたい、そのように考えております。以上

であります。〔降壇〕

○山下博三議員 次に、地方創生について、同

じく知事にお伺いしてまいります。６月議会で

も質問をいたしましたが、日本創成会議では、

我が国の人口減少に伴い、最大で全国1,800の自

治体の半数に当たる896の自治体が消滅する可能

性があるという、衝撃的な試算を公表されまし

た。この公表を受け、国においてはその後、地

方を創生することで経済の好循環の波を全国に

広げ、若者が働き、子供を育て、次世代へと豊

かな暮らしをつないでいくことを目的に、「ま

ち・ひと・しごと創生法」を９月の臨時閣議で

決定し、地方の人口減少に歯どめをかけ、地方

の活性化に取り組むことといたしました。

地域の創意工夫に取り組む手法は、1988年の

竹下内閣における「ふるさと創生１億円事業」

が特に有名であります。当時１億円を交付され

た市町村では、温泉を掘ったり、名古屋市のよ

うに金のしゃちほこをつくって展示したり、緊

急性の低い箱物をつくったりと、どのような使

い方をすればよいのかわからない市町村も多

かったように記憶いたしております。今回の地

方創生がうまくいくか否かは、各地域が主体的

な取り組みをどこまで伸ばせるかにかかってお

ります。まさに、各地域、地方の知恵と取り組

み、行動力が試されるときを迎えたと思ってお

ります。

このような中、県では、先月の21日に県地方

創生本部会議を開催され、国の「まち・ひと・

しごと創生本部」が取りまとめる長期ビジョン

や総合戦略に本県の実情を反映させるための提

言を取りまとめることとされ、先月29日には

「真の地方創生を実現するみやざきモデルの提

言」を国の本部に対して提出されたということ

であります。そこで、これから地方創生を進め

る中で、どのようなものを真の地方創生と認識

しておられるのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

たように、これまでも、それぞれの地域におい

ては、地域の活性化、活力の向上に向けて、い

ろんな取り組みがなされてきたわけであります

が、私が考える真の地方創生というものは、長

年続いております東京一極集中の流れを大きく

転換し、地方が自立的に成長する活力を取り戻

し、そのことによって日本全体の人口減少を克

服していこうというものであります。そのため

には、何よりもそれぞれの地方の実情を十分踏

まえた上で、地方に魅力ある雇用の場をつくっ

ていくこと、そして、そこで人々が安心して暮

らし、希望どおり結婚し、子育てできるように
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することが大事であろうと考えております。

今回の地方創生に当たりましては、「過去の

延長線上に未来はない」と、そのような信念の

もとに、新しい豊かさの価値観を創造するとい

う気概を持って、地方の実情をしっかりと踏ま

えた上での長期的・持続的、そして何よりも大

事な自主的な施策展開をすることによりまし

て、この宮崎において真の地方創生を実現して

まいりたいと考えております。また、そのため

に必要な予算措置などにつきましても、しっか

りと国に訴えてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 真の地方創生を実現するため

に「みやざきモデル」を提言されております

が、「みやざきモデル」とは何を目指しておら

れるのか、同じく知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「みやざきモデル」で

ありますが、本県の「真の地方創生を実現する

みやざきモデル」につきましては、全国第２位

の高い合計特殊出生率という強みを生かしつ

つ、雇用の創出や移住などによる若年人口の増

加と一層の子育て支援策を組み合わせること

で、人口増加を図ろうとするものであります。

この「みやざきモデル」を推進するために、

次の５つの観点を示しているところでありま

す。第１「興す」という観点では、県外からの

外貨獲得と地域内循環により経済を拡大し、雇

用の創出を目指します。第２の「呼込む」とい

う観点からは、地域の魅力を向上・発信し、都

市から地方へ新たな人の流れの創出を目指して

まいりたいと考えております。第３の「叶え

る」という観点では、子供を生み育てる希望を

実現する魅力にあふれる環境の創出を目指して

まいりたいと考えております。第４の「磨く」

という観点からは、将来にわたって地域の個性

を発揮できる「まち」や「むら」の創出を目指

してまいりたいと考えております。第５の「繋

ぐ」という観点では、都市と地方の連携・交流

により、相互が理解・協力する関係の創出を目

指してまいりたいと考えております。これは先

日、川崎市との包括連携協定なども結んだとこ

ろでございます。これらの取り組みを通じまし

て、本県人口の社会増、自然増、さらには暮ら

しの維持・充実等につなげてまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 同じく創生についてお伺いし

てまいりますが、人口減少克服・地方創生に向

けた具体的な目的や理念を示した「まち・ひと

・しごと創生法案」など地方創生関連２法案

が、衆院本会議で与党など賛成多数で可決され

ました。その後、参院に送付され、今国会での

成立が確実となっております。創生法案は、１

つに、人口減少に歯どめをかける、２つに、東

京圏への人口集中の是正、３つ目に、地域で住

みやすい環境の確保を目的に、司令塔とする

「まち・ひと・しごと創生本部」や都道府県、

市町村の役割の明確化、具体的な施策や達成目

標を示す総合戦略の策定なども促進するという

ことであります。ただいま御答弁いただきまし

た「みやざきモデル」、地域の魅力発信、子育

て環境の整備や都市と地方の交流など、どの都

道府県にも言えることではないかと思います。

本県の目指す特徴ある方向性について、御所見

を同じく知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生に当たりまし

ては、国が一律の制度なり補助金をつくって、

それを全国同様にやっていくというようなもの

ではないと考えておるところでございまして、

それぞれの地方の実情を踏まえた上で、地域の

優位性と独自性を発揮していくことが大変重要

であろうかと考えております。本県におきまし
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ては、これまで培ってきました高い生産性やブ

ランドを保有する農林水産業、さらには、本県

が他地域に対して優位性と独自性を持つ成長産

業として取り組んでおりますフードビジネスと

いったものは、本県が生かすべき特徴の大きな

柱の一つと考えておるところであります。

今回の「みやざきモデル」におきましても、

農林水産業の生産性向上や高付加価値化、販売

・流通の強化、また、消費地から遠い本県の地

理的課題に対応します物流コストの縮減を含め

たインフラ整備の促進といった提案を行ってい

るところであります。今後、国の策定する長期

ビジョン・総合戦略を踏まえまして、本県版の

人口ビジョン・総合戦略を検討してまいります

が、本県らしさを十分に発揮し、全国の中でも

存在感を示せるような個性豊かで魅力ある地域

づくり、そうした「みやざきモデル」を示して

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 私は、地方創生の中で、宮崎

ならではの特徴というのは、モデルとすべきは

農業であると考えておるところです。このこと

は、全ての県民ひとしく御理解いただいている

ものと思っております。総合政策部を中心に、

議会に対してさまざまな資料が提示されます

が、そのいずれにも、６次産業化、農商工連

携、フードビジネスといった単語が躍っており

ます。これらの単語が躍るにつれ、現場での生

産力が減少していっているのはなぜでありま

しょうか。

和牛繁殖農家では、小規模の高齢農家を中心

にリタイアが進み、全共２連覇を果たした宮崎

県といえども、子牛の高値取引にもかかわら

ず、繁殖基盤は極めて弱体化いたしておりま

す。酪農経営も、乳価は安定しているものの、

これまでの国産原料乳の生産調整などにより経

営体力が弱まり、なかなか増頭できる状況にな

く、初期投資が大きいことから、新規参入も大

変困難な状況となっております。かつてピーマ

ン、キュウリ生産日本一だったハウス農家にお

いても、高齢化や燃油高騰、ハウス設備が高額

であることなど、なかなか生産力の維持も難し

い現状であります。

このような中で、農業分野における地方創生

を進めるに当たっては、大規模な農業生産法人

などに期待することも大変重要であると思われ

ますが、小規模、高齢、兼業、小農への対応も

重要であると思います。地方創生は農業・農村

の再生が原点であると思いますが、今日の現状

を踏まえ、どのように推進していかれるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 担い手や農村

集落人口の減少によりまして、本県農業を牽引

してきた畜産や施設園芸産地の生産基盤が、御

指摘のとおり弱体化しておりまして、地域経済

の原動力である農業生産力を維持していくため

には、産地の核となる経営体が規模拡大や施設

整備などの新たな投資に踏み出せる経営環境を

創出する必要がございます。このため県では、

契約取引を基本としたマーケットイン型の産地

経営への転換を加速させるとともに、繁殖セン

ターやコントラクター等の整備による畜産生産

基盤の再構築、次世代施設園芸団地の整備や農

地の集約化、機械化による加工業務用野菜等の

低コスト化など、産地単位での生産基盤の構造

改革に取り組むことにより、農業所得の向上と

雇用創出を図り、農業を核とした地方創生を推

進してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 例えば、100ヘクタールを有す

る地域が２つあったといたします。１つの地域

では、その農地を20ヘクタールの経営を行う５
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戸の農業生産法人が担っております。もう１つ

の地域では、１ヘクタールの経営を行う農家

や10ヘクタールを耕す農業法人、合わせて50戸

の農家で担っているといたします。どちらが集

落地域に活力があると思われますか。集落機能

や農地の保全機能を考えるとき、大規模農業生

産法人５戸では成り立たないと思います。多様

な経営体が集まって初めて活性化するのが集落

であります。今日、ＪＡ組織も改革が求められ

る時代となってまいりました。これから農村部

の地方創生を求められるときに、さらにＪＡの

合理化が加速していけば、農村の衰退に拍車が

かかるような気がしてなりません。今後、さら

に地元に密着が求められるＪＡとの連携をどの

ように期待されるのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業を基幹産

業とする本県において、農業協同組合は、地域

農業の生産基盤を維持する役割はもとより、地

域の生活を支える社会基盤として、大変重要な

役割を担っていると認識しております。特に、

人口減少が顕著な中山間地域では、働く場や住

民生活を支えるサービス産業等が減少してお

り、経済事業や信用・共済事業等を展開するＪ

Ａの役割は、ますます重要になっております。

このような中、本県農業の振興を図っていくた

めには、産地を形成するＪＡの品目部会の営業

力強化や担い手の規模拡大等を支援するサポー

ト組織等の整備、新規就農者の研修受け入れな

ど、ＪＡのさらなる機能強化が求められており

ます。このため、県といたしましては、今後と

もＪＡとの連携を一層密にし、それぞれの役割

分担のもと、新たな改革を進め、本県農業・農

村の活性化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 若い担い手づくりについて、

教育長に２問お伺いしてまいります。先日、文

教警察企業常任委員会で、高鍋農業高校フード

ビジネス科農場の敷地内にオープンした販売実

習棟を調査いたしました。農業高校が販売や流

通の実践的な手法を学ぶための施設を開設する

のは全国でも珍しく、宮崎県内初ということで

ありまして、就農や商品開発などに役立つ知識

や実践力を身につけることを目的とした施設で

あります。フードビジネス科は、農業科を希望

する生徒が少なくなり、名称を変えたところ、

定員40名になったそうであります。畜産学科で

は、３学年定員120名であるにもかかわらず、86

名しか在籍していないとのことで、大幅な定員

割れであります。これは他の学科についても同

様で、３学年で定員480名に対して在籍者は395

名ということであります。さらにショックだっ

たのは、その在籍者の中で農業大学校を希望す

る生徒が少なくなってきているということであ

ります。私は、農業に対しての魅力の発信の仕

方や、先生方の農業に対する情熱に大変期待を

したいと思うのでありますが、教育長の御見解

をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 農業に夢を託す生徒

をふやす、あるいは農業高校に進学したいとい

う生徒をふやすためには、その裾野を広げるこ

とが大事だと思っています。まず何より、あら

ゆることに興味を持っている小さい子供たち、

小学生ぐらいから情報をきちっと発信していく

ことが大切だと考えております。現在、農業高

校では、小学生を対象として、野菜の種まきか

ら収穫までを体験してもらったり、大豆の栽培

や豆腐づくりに挑戦してもらったりするなど、

学校の施設を活用し農業の魅力を発信する、そ

ういう取り組みをいたしております。また、具
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体的に進路を考える段階になった中学生に対し

ましては、出前授業やオープンスクールを行う

とともに、中学校を訪問して、高等学校、農業

高校での学びを中学生に直接説明することによ

り、農業高校への進学意欲と農業への興味・関

心を高めていく努力を重ねているところでござ

います。

○山下博三議員 農業高校の生徒が農業を志さ

ない、農業大学校を志望しなくなってきた理由

の一つとして考えられるのは、農業はもうから

ないと考えているからではないでしょうか。私

も、担い手の会議や学校関係の行事など、さま

ざまな会議やシンポジウムなどに出席する機会

がありますが、学校関係者や県幹部の方が述べ

られる祝辞や挨拶の中で、「農業をめぐる情勢

は高齢化や担い手の減少」や「大変厳しい」と

いったフレーズが必ずと言っていいほど使われ

ております。

確かに農業を取り巻く情勢は厳しいと思いま

すが、私は、先日15日に熊本県で開催された酪

農家の祭典、九州連合ホルスタイン共進会に

行ってまいりました。九州・沖縄から予選を勝

ち抜いた159頭が集結し、１部から12部に分類さ

れた中で、多くの人たちが見守る中、審査が行

われました。本県からも、酪農家の若い青年部

の皆さんや、高鍋、都城の両農業高校の生徒さ

んが、県の予選を勝ち抜いた24頭の牛とともに

参加してくれておりました。両農業高校から出

場した８頭のうち、２頭が優等の首席、１頭が

優等３席に入るなど、農業高校生のすばらしい

活躍に、将来酪農を目指す姿に大変期待をした

ところであります。

今日、県内において、農業法人を立ち上げ

て50名以上の雇用をされている経営者や、ＴＰ

Ｐに不安を感じながらも、必ず生き残ることを

念じながら、日々力強く、明るく楽しい農業経

営に取り組んでおられる方もたくさんいらっ

しゃいます。再度、教育長にお伺いいたしま

す。心豊かな、自然といそしむ農業を教育され

る先生方にも、機会あるごとに農業のすばらし

さを話していただきたいと考えますが、教育委

員会の取り組みをお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 生徒に農業の魅力を

実感させるためには、何よりも生徒が農業の営

みの奥深さ、すばらしさに直接触れて、触れな

がら実感する、そういうことが大切だと考えて

おります。このため、各農業高校では、魅力的

な農業経営者と連携して、農家の息遣いの伝わ

るインターンシップを実施したり、そういうす

ばらしい農家の方に直接学校に来ていただいて

農業のだいご味を語っていただく、そういうこ

とをして、生徒の農業への志を高める取り組み

を進めているところであります。また、指導者

である教師自身が、農業を深く理解し、農業に

夢を持つことが大切でありますので、県教育委

員会では、研究機関への派遣、長期にわたる実

践的な研修、知事部局のフードビジネス推進課

等との人事交流を行うなど、教員の専門性を高

める取り組みを行っております。

おっしゃっていただきました九州連合ホルス

タイン共進会には、本当に応援いただいてあり

がたかったんですが、首席をとりました指導者

からすぐ連絡をいただきました。こう私に言っ

てくれました。「来年の北海道全共を目指し、

生徒と精進したい」。こういう職員をふやして

いきたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。本

年10月に、農林水産省より、日本食・食文化の

魅力発信と輸出の促進について方針が示されま

した。それによりますと、現在340兆円の食の市
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場規模は、2020年東京オリンピックまでの間

に680兆円に倍増すると示されました。世界一安

全・安心な農産物を生産できるシステムが、我

が日本ではでき上がっております。世界の食料

事情が大きく変化していく中で、農業は大きな

ビジネスチャンスだと思っております。中学生

の進路を決める指導の中でも、このことをしっ

かりと話ができる体制を整えていただくようお

願いをしておきます。

次に入ります。６月議会でも質問いたしまし

たが、農業大学校のあり方やカリキュラムにつ

いては、事、農業大学校の問題だけでなく、卒

業後の受け皿となるＪＡや農業法人の農業研修

体系やニーズと密接に関係してくるのではない

かと思います。６次産業、フードビジネスを支

える１次産業の活力なくして、本県の新たなビ

ジネスチャンスはありません。そこで、農政水

産部長にお伺いいたしますが、農業県宮崎県と

して、農業大学校の役割は非常に期待されるも

のがあります。新たな方向性が議論されている

とはお聞きいたしておりますが、現状について

お伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業大学校

は、本県農業の中核機関として、「たくましい

実践力を備えた農業者の育成」を目標に掲げ、

先駆的な農業経営者による特別講義や、ホテル

・量販店と連携した農大ブランド農産物の販売

など、現場を重視したカリキュラムの充実強化

に努めているところでございます。さらに、今

後の農大校の役割としましては、法人経営や労

務管理などの経営管理能力と、高度な栽培・加

工技術の実践力、そして農業機械等の操作や整

備に係る機械管理力を備えた経営マネジメント

ができる人材育成が極めて重要であると考えて

おります。このため農大校では、第三者による

外部評価委員会を設置し、教育の質的向上につ

いて検討するとともに、農業法人との連携協定

締結により、学生が現場で栽培・管理方法や経

営姿勢・理念を学ぶプロジェクト学習の体系化

を図るなど、戦略的で魅力ある農業経営者育成

に全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 次に、物流対策についてお伺

いいたします。

さきの提言書の「地域の経済活動を支えるイ

ンフラ整備」の項目に、都市、地方を結ぶ交通

ネットワークを整備するために、海上航路の維

持・拡大が必要であると記載されております。

本県においては、昭和46年に当時の日本カー

フェリーが細島―川崎間に6,000トン級のカー

フェリーを就航させて以来、ピーク時には、宮

崎―大阪航路、宮崎―川崎航路など、４つの航

路で運航されておりました。これまで、平成16

年に当時のマリンエキスプレス社から経営を引

き継いだ宮崎カーフェリー株式会社が、宮崎―

大阪間に１万2,000トン級のフェリーを毎日運航

させておりました。ところが、本年９月30日に

は、航路を大阪南港から神戸港に変更したとい

うことであります。そこで、航路変更の理由

と、就航して１カ月過ぎましたが、この１カ月

間を振り返って、期待した効果が得られたと考

えておられるのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県と関西

圏を結ぶ長距離フェリー航路は、農業や工業、

観光等、本県の産業を支える重要な役割を担っ

ていると認識しております。宮崎カーフェリー

におかれましては、大阪南港から神戸港への航

路変更を10月に行われたわけですけれども、運

航会社といたしましては、航海時間の短縮が可
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能であること、また、繁華街に近く、公共交通

機関や高速道路等とのアクセスが向上し、旅客

と物流両面の利用促進及びコスト削減が期待さ

れることから、航路変更を決断されたというふ

うに伺っているところでございます。

足元、航路変更後の10月の状況につきまして

は、速報値でございますけれども、昨年同月と

の比較で、貨物につきましては、従来から非常

に多くの荷動きがあったということで、引き続

き満船に近い状態を維持しているという状況で

ございます。また、旅客につきましては、大口

の観光客とかがいらしたという効果もありまし

て、１便当たり164％と大きな伸びを見せている

ということで、足元においては期待された効果

が得られているものと認識しております。

○山下博三議員 現在就航しているフェリー

は、平成８年から９年にかけて新たに就航した

船でありますが、いずれも既に17年から18年の

船齢を迎えており、関係者によると、リプレー

ス、船の更新が必要な時期を迎えているという

ことであります。以前、宮崎カーフェリーの黒

木社長と意見交換した際にも、現在就航してい

る船は、バブル時期に建造した船で、燃費効率

もよくないため、近年の燃油価格高騰は非常に

厳しいという話をしておられました。本県の物

流の輸送のほとんどをトラック業界に依存して

おり、近年、労務管理の厳格化、若者ドライバ

ーの不足という問題を抱えている中で、長距離

輸送はフェリーに頼らずにはおられません。最

近はフェリーに乗れないトラックが増加してい

るとも聞いております。４～５年もすると本県

のトラック業界も大変な時期を迎えると、大変

心配されております。

県は、物流改革や海上航路の維持拡大につい

て、先ほどの地方創生に向けた提言の中でも位

置づけておられます。県内唯一の長距離フェリ

ーの輸送力を強化するために、大型船の導入を

早急に図る必要があると思います。導入に当

たっての課題も多々あると思いますが、総合政

策部長の見解をお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 長距離フェ

リーの船舶を更新するに当たりましては、デー

リーということになると２隻体制になります

が、２隻で120億円以上という多額の費用が見込

まれるところでございます。このような中で、

船舶の更新を行うためには、運航会社の経営の

安定化がまずは重要ということになりますの

で、県といたしましては、長距離フェリー航路

活性化緊急対策支援事業や物流効率化支援事業

などによりまして、航路の利用促進を行ってい

るところでございます。今後、御指摘がありま

した、大型化も含めた長距離フェリーの輸送力

強化に向けましては、モーダルシフトの観点も

含め、航路を守る意義、またそのあり方につき

まして、関係団体の意見を幅広く伺いながら、

よりよい方法を探り、国などに積極的に働きか

けを行ってまいりたいと考えております。

○山下博三議員 新造船の導入については、設

計で１年、発注して２年かかるということであ

ります。宮崎カーフェリーとしては検討に入っ

たということでありますので、より積極的な取

り組みを早急にお願いしておきたいと思いま

す。

次に、米政策について６問、農政水産部長に

お伺いしてまいります。

まず、ことしの米価についてであります。こ

としの米の作況は、全国的には作況指数が101と

いうことで、言葉の上では平年並みでありま

す。しかしながら、農水省の発表した予想収穫

量では全国で788万トンということでありまし
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て、これは国民の米離れがとまらない中で、本

年産の米の生産目標を20万トン以上も上回って

おります。その結果、14年産米の９月の相対取

引価格は、06年産以降初めて60キロ当たり１

万3,000円を割り込む水準でスタートしておりま

す。前年同月比で60キロ当たり2,390円も安く、

前年同月に取引のあった66銘柄全てで前年を下

回り、20銘柄は20％以上、下回っているそうで

あります。

本県の作況はと申しますと、私の地元都城で

は、ＪＡの概算金額が60キロ当たり１万200円と

いうことで、昨年よりも3,000円の減額となって

おります。ことしは夏場、雨が多かったこと、

病気や害虫の発生が例年より多く、10アール当

たりの収穫量も450キロほどしかないそうであり

ます。30キロ当たり5,100円で計算すると、10ア

ール当たり収入７万6,500円にしかなりません。

全く赤字であると思われますが、米販売農家の

現状と所得がどの程度になっているのか、お伺

いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 2010年農林業

センサスによりますと、県内で水稲を販売目的

で作付する農家は約２万1,000戸で、作付面積の

平均は約66アールとなっております。所得の状

況につきましては、過去５カ年間の平均で見ま

すと、10アール当たりの粗収入が12万4,000円程

度、このうち家族労働費等を除く直接経費は10

万1 , 0 0 0円程度となっており、差し引き２

万3,000円程度が米に係る所得となっておりま

す。このような中、本年度につきましては、御

指摘のとおり、近年、米の需要が減少傾向にあ

る中で、過去最大と言われる在庫を産地や流通

段階に抱えているため、全国的に米の販売価格

が下落しており、これに加えまして、普通期水

稲地帯を中心に収量が減少していることから、

米販売農家の経営は大変厳しい状況にあると認

識いたしております。

○山下博三議員 県内の水田面積３万6,000ヘク

タールの利用状況についてお伺いいたします。

本県ではこれまで、主食用の米と稲発酵粗飼

料、いわゆるＷＣＳを水田で主につくってきま

したが、本年から焼酎用原料の加工用米と畜産

向け飼料用米が新たに加わりました。特に加工

用米については、本年２月に、全国トップの霧

島酒造と県、経済連と生産・利用に関する協定

を結ばれ、私も当時、環境農林水産常任委員長

として立ち会いをした経緯もあり、その後の取

り組みを常々注視しているところであります。

今年度新たに加工用米に取り組み始めたため、

農家への周知も十分でなかったかと思います

が、加工用米の今年度の生産目標と現段階の生

産見込みはどうなっているのか、また、今年度

の取り組みを進める上で課題はなかったか、お

伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 加工用米につ

きましては、取り組みの初年度である今年度、

「取組の目安」として、680ヘクタールで3,200

トンを各市町村に提示しまして、関係機関・団

体と一体となって農業者への周知徹底を図りな

がら推進してきたところであります。その結

果、現在のところ、作付面積1,144ヘクタールで

生産量5,600トン程度と、「取組の目安」を大き

く上回ることが見込まれております。このよう

な中で、加工用米の生育に合った用水の確保の

ほか、安定多収のための栽培技術や適切な乾燥

調製体制の確立、さらには酒造メーカーからの

要望が強い専用品種の導入や、県産加工用米を

利用するメーカーのさらなる開拓などの課題が

明らかになったところでございます。

○山下博三議員 新たな取り組みを進めるとい
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うことで、さまざまな課題があるとは思ってお

りましたが、将来的にこの取り組みを定着させ

ることは大変重要であると思っております。改

めて、加工用米の取り組みを定着させていくた

めには、県では今後どのような取り組みを進め

ていこうと考えておられるのか、お伺いいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 加工用米の取

り組みを定着させるためには、酒造メーカー等

の求める品質の米を安定的に供給するととも

に、生産コストの低減を図ることが重要である

と考えております。このため、県といたしまし

ては、水利用や栽培管理の効率化を図るため、

作付の団地化や担い手への作業の集約化を進め

ますとともに、需要に応じた専用品種の導入に

向け、有望品種の選定と栽培マニュアルの整

備、さらには県内酒造メーカー等との新たな協

定の締結など、定着に向けた取り組みを、関係

機関・団体と十分連携しながら進めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 本県の焼酎の業界は、出荷額

で1,000億円、その80％以上を県外に出荷して外

貨を稼いでいただいております。まさにフード

ビジネスの象徴的な取り組みを進めている業界

であります。業界38社が会員となっておられる

県酒造組合からも、原料の安定供給が要望され

ております。加工用米については、今後、定着

に向けた取り組みが大いに期待されるところで

ありますが、地元の生産者の皆さんが気になっ

ているのは、飼料用米に取り組むかどうか悩ん

でいるということであります。国は昨年末に、

飼料用の利用可能量として全国で最大450万トン

が見込まれると公表し、生産調整の助成金を10

アール当たり最大10万5,000円も交付して、その

拡大を図ろうとしています。６月議会の質問で

も取り上げましたが、飼料用米の一番大きな課

題は、販売価格が極めて低いということであり

ます。本県では、飼料用米について現在どのよ

うな取り組みを進めておられるのか、また、今

後どのように進めていかれるのか、お伺いいた

します。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米につ

きましては、近年、県内で200ヘクタール程度栽

培され、800トン程度が生産されておりますが、

条件の悪い圃場への作付や必要な管理がなされ

ていないなどにより、収量が低い状況にござい

ます。しかしながら、今般の米政策の見直しに

よりまして、収量に応じて支援が充実される仕

組みとなったことから、制度を有効に活用し、

取り組み農家の所得を確保するため、県内８カ

所に実証展示圃を設置いたしまして、多収性品

種の選定を進めますとともに、その特性を最大

限に生かすための生産技術の確立に取り組んで

おります。また、飼料用米の利用につきまして

は、各畜種での給与実証試験や畜産農家への需

要量調査等を行っているところであります。県

といたしましては、飼料メーカーや畜産農家の

需要を踏まえながら、多収性品種の選定や安定

生産技術の確立に努めまして、飼料用米の生産

拡大の取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 過剰在庫や主食用米の消費減

退傾向から、11月末に決める15年度産米の生産

数量目標の大きな引き下げも避けられない状況

のようであります。供給改善のため、ＪＡ全農

は、15年度の飼料用米生産を14年度の約３倍に

当たる60万トンに引き上げる目標を掲げまし

た。生産者から直接買い取りを導入し、保管、

流通販売する全農スキームを創設される方針を

打ち出されております。鳥、豚、牛の畜種に給
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与可能と思いますが、県内でどれほどの飼料用

米の利用が可能なのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県は全国で

も有数の畜産県でありまして、肉用牛の飼養頭

数が約25万頭、豚が約84万頭、ブロイラーが

約2,800万羽となっており、年間約180万トンの

配合飼料が消費されております。このような

中、本県の飼料用米の利用可能量につきまして

は、農林水産省試算による配合飼料への飼料用

米の配合可能割合に基づき試算しますと、約49

万トンとなっております。なお、先月、県が実

施いたしました飼料用米の需要量調査によりま

すと、約２万トンの利用希望が上がってきたと

ころでございます。

○山下博三議員 最後の６番目になりますが、

畜種ごとの給与可能割合で一律に算定すると、

結構大量の飼料用米の確保が必要になるようで

あります。県内で生産した飼料用米を県内で活

用するということになりますと、収穫した米を

加工して、畜産飼料と混合して、各畜産農家へ

配送する仕組みが必要となってきますが、畜産

飼料として利用するための仕組みづくりについ

て、今後どのように進めていかれるのか、お伺

いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米の利

用促進に当たりましては、運搬や保管等を誰が

担うのかなどの課題がありますことから、現

在、配合飼料会社の全国団体である飼料工業会

等と意見交換を行っておりまして、今後、これ

らの課題解決に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。また、飼料用米の収量向上や

給与技術の確立に努めますとともに、地域内で

の利用促進も図るため、稲作農家と畜産農家と

のマッチングを行いながら、農家が安心して生

産・利用できる体制づくりを進めてまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 地域にある水田を有効に活用

して、確実に需要ある農産物を生産供給するこ

とは大変重要でありますし、ぜひとも飼料用に

ついても取り組みを進めていただきたいと思い

ます。農村集落の多くは稲作文化で成り立って

きました。今日、水田営農を基本に成り立って

おります。対応を誤れば、地域社会、経済のさ

らなる疲弊は避けられません。将来を展望でき

る水田農業政策を確立され、生産現場に示すこ

とが急務だと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

次に、人手不足と外国人労働者問題について

お伺いいたします。

政府は、2020年の東京オリンピック開催に伴

い、労働者の不足が懸念される建設業や福祉介

護分野など、外国人技能実習生の受け入れ拡大

について検討を開始されました。本年１月には

関係閣僚会議を開き、来年春をめどに時限的な

受け入れ拡大措置を実施することが確認された

ということであります。建設業に従事する労働

者の数は、現在約510万人となっており、ピーク

時の1997年と比較すると、約25％、数にして170

万人ほど減少していると言われておりまして、

震災復興特需や公共事業の積極的な実施によ

り、建設労働者の不足が深刻になっておりま

す。この状態でオリンピック特需が加わるわけ

ですから、人手不足はより深刻になっており、

政府は、技能労働者を中心に、外国人の受け入

れ拡大を進めようとしているところでありま

す。

一方、労働者が不足しているのは、建設業分

野だけの問題ではなく、例えば、福祉介護の分

野や農業分野、そして食品加工分野など多岐に

わたっております。このように、全国的に労働
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人口が不足している分野がふえている一方、技

能実習などを含め、いわゆる外国人労働者は多

くの分野で増加しているものと思われます。そ

こでお伺いいたします。外国人技能実習生は、

どこの国から、どれくらい居住しておられるの

か、全国と本県の状況について、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） 外国人技

能実習制度につきましては、開発途上国の人づ

くりに協力するため、技能移転の仕組みとして

創設されたもので、最長で３年間日本に滞在

し、技能習得を行うものであります。法務省の

在留外国人統計によりますと、技能実習生全体

の数につきましては、平成26年６月末現在で、

全国で16万2,154人、本県で1,360人となってお

ります。技能実習生の国別の内訳は、この統計

では公表されておりませんので、技能実習生の

受け入れを支援している国際研修協力機構によ

りますと、平成25年度に新たに受け入れた実習

生は、全国では、中国が70.6％、ベトナム15.2

％、フィリピン4.3％となっており、本県では、

中国が74.2％、インドネシア17.6％、ベトナ

ム4.5％となっております。実習生全体の内訳に

つきましても、全国、本県ともに、中国からの

受け入れが最多となっております。

○山下博三議員 本県においても、結構な人数

が研修も含め従事しているということでありま

すが、農業分野においては、法人を中心に、

もっと外国人技能実習生を確保したいという声

を多く聞いております。現在、本県の企業が外

国人技能実習生を確保しようとしたときに、ど

こが窓口になっているのか、また、どのような

手続が必要なのか、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） 外国人技

能実習生につきましては、日本の企業が窓口と

なり、海外の現地法人等の職員を受け入れる

「企業単独型」と、中小企業団体や農協、漁協

等の営利を目的としない団体が窓口となり、実

習生を受け入れる「団体監理型」の２つのタイ

プがあります。本県での実習生の受け入れは、

全て団体監理型で実施されているところであり

ます。受け入れを希望する企業や農家等の手続

といたしましては、まず、企業等が監理団体を

構成する会員となることが必要であります。そ

の後、監理団体に対して受け入れの希望を出

し、監理団体は、その希望をもとに相手国の実

習生送り出し機関との調整を行った上で、実習

生を受け入れることとなります。日本で受け入

れを行った後、監理団体で２カ月の日本語や労

働慣習の基礎等の座学を経て、受け入れ希望の

企業等で技能習得を行うこととされておりま

す。

○山下博三議員 11月10日の朝のＮＨＫニュー

スの中で、茨城県の事例が出ておりました。報

道によりますと、茨城県においても労働者の確

保が厳しい状況となっており、13年前から中国

人の技能実習生を受け入れていたレタス農家に

おいて、これまで技能実習とは言いつつも労働

力として見ていた側面もある中で、派遣元で賃

金が上がってきたことにより、派遣期間満了前

でも帰国する事例が多く出てきたとのことであ

りました。このような事態を踏まえ、茨城県中

央会においては、受け入れの窓口となり、まさ

に人材の争奪戦と化している実習生募集に乗り

出したということであります。

このようなＪＡ中央会の取り組みを受けて、

茨城県の橋本知事は、ベトナム国を訪問し、チ

ュオン・タン・サン国家主席と会談をし、研修

を終了しベトナムに帰国した後に農業発展に貢
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献できる農業研修プログラムの提供を約束し、

実習生派遣への協力を要請したということであ

ります。農業団体と県行政が、地域農業の最大

の課題である労働者不足の解決策として、外国

人技能実習生の確保に向けた取り組みの事例で

あります。本県での取り組みは考えられないの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 日本国内の現場で働き

ながら技術を習得する外国人技能実習生につき

ましては、農業法人やＪＡなど本県の農業現場

においても、年々増加の傾向にあるところであ

りまして、現在600人程度を受け入れているもの

と承知しておるところでございます。このよう

な中、今、茨城におけるベトナムとのという御

指摘がございましたが、本県におきましても、

７月にベトナム・ナムディン省の幹部が来県し

ております。これは南九州大学との交流の御縁

によるものでございますが、この幹部が本県農

業を視察するとともに、本県で習得した技術を

帰国後も生かすことのできる充実した研修カリ

キュラムの展開などの協力要請を受けたところ

でございます。

県としましては、今後、関係機関などととも

に、農業人材育成に係る協力や亜熱帯性作物の

共同研究などといった人的・経済的な交流の可

能性を検討することによりまして、単に労働力

として受け入れるということではなしに、しっ

かりとした技術研修等の機会を提供するという

ことで、技能実習生の安定した受け入れができ

る基盤を築いてまいりたい、そのように考えて

おります。

○山下博三議員 現在、交渉が進められており

ますＴＰＰ協定が、もし締結された場合、農産

物の輸入が自由化されるだけなく、製造業の分

野でも諸外国との競争がさらに激化すると考え

られております。そうなった場合、例えば、食

肉加工工場で伺った話でありますが、安い食肉

が国内に流通してきた場合、今までどおりでは

価格的に太刀打ちできないため、これまで年

間320日稼働だったところを、365日フル稼働に

しなければ採算がとれないということでありま

す。そこを補うためには、日本人労働者だけで

なく、外国人技能実習生で補うようにする必要

があると考えております。ＴＰＰ協定が締結さ

れた場合に備え、企業の競争力を維持するため

には、外国人技能実習制度の拡充を国に求めて

いくべきと考えますが、商工観光労働部長に見

解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 外国人技

能実習制度につきましては、先ほど申し上げま

したとおり、最長で３年間とされておりますけ

れども、本年６月に政府が改訂した「日本再興

戦略」において、技能実習制度の抜本的見直し

を行うこととされたところであります。具体的

には、対象職種の拡大や実習期間の３年から５

年への延長、実習生の受け入れ枠の拡大等の措

置が盛り込まれたところであります。県といた

しましても、少子高齢化の進展による生産年齢

人口が減少する中、労働力の確保は、産業振興

の上で大変重要な課題であると認識しておりま

すので、まずは今後の制度の具体的見直しの状

況を注視してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 以上で今回の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。県民連合宮崎の田口雄二で

す。それでなくても慌ただしい年の瀬、自分自

身の統一地方選の後援会活動、知事選挙、そこ

に激震の解散総選挙の話が突然降って湧いてき
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ました。そんな中、今年度３回目、そして３回

連続の質問となります。知事を初め当局の皆

様、アベノミクスのような見せかけだけではな

い確実な答弁をよろしくお願いいたします。

さて、９月議会の代表質問の最後に、大相撲

の延岡市出身の琴恵光関のことを紹介させてい

ただきました。当時、幕下３枚目、「９月秋場

所で頑張れば、本県から本当に久しぶりに関取

が誕生するかもしれない。県民を挙げて応援を

しましょう」と、この議場で申し上げました。

小兵ながら抜群の勝負勘で見事勝ち越し、つい

に念願の関取の座を獲得しました。横綱でさえ

一番うれしかったときは十両になったときと言

うほど、完全なる格差社会の角界では、十両と

幕下の待遇は天と地ほど違います。つまり本当

のプロの力士になったということです。知事

は、琴恵光後援会の名誉顧問に御就任いただき

ました。本当にありがとうございます。

端正なイケメン力士としても話題となった琴

恵光関の十両昇進祝賀会が延岡市内のホテルで

開催され、会場に入り切れないほど訪れた市民

に盛大に祝福されました。余りに多い市民の激

励に若干の戸惑いがあったかもしれませんが、

喜びと希望にあふれたいい顔をしていました。

現在行われている九州場所は、初めての15日間

連続の戦いで苦戦していますが、残る５日間、

恵まれ過ぎた体格にもかかわらず、こそくな引

きわざばかりをしている逸ノ城のようではな

く、目先の勝敗にこだわらず、将来につながる

取組で戦ってほしいものです。引き続き、知事

を初め県民の皆様の応援をよろしくお願いいた

します。

それでは質問に入ります。まず、知事の政治

姿勢についてお伺いします。

安倍総理は、デフレを脱却し、日本の経済は

確実に前進していると国内外で大きく発信して

いました。しかし、２日前の17日に公表された

７月から９月期までの国内総生産（ＧＤＰ）の

結果が、年率マイナス1.6％、２四半期連続マイ

ナス成長となり、アベノミクスがまやかしで

あったことが証明されました。アベノミクスの

行き詰まりを国民の目からそらすため、また、

沖縄県知事選の敗北、相次ぐ閣僚等の政治資金

に関連するスキャンダル等々を国民の目から一

時的にそらすため、まさに党利党略の解散総選

挙、国民の声を無視して強行するにほかなりま

せん。

安倍総理は政権に復帰して２年、衆参のねじ

れもなくなり、圧倒的な数の力で国民への十分

な説明もなく、右寄り路線を一気に進めてまい

りました。衆議院、参議院の両選挙の公約にも

一切触れていなかった特定秘密保護法の強行採

決、自民党の歴代総理が、日本国憲法のもとで

は集団的自衛権の行使は認められないとの見解

を示してきたにもかかわらず、憲法を変えるこ

ともなく、解釈の変更のみで集団的自衛権の行

使を認める閣議決定を行っています。

また、野田前総理時代に、日米安保問題に次

ぐ長時間にわたる審議時間をとり、税と社会保

障の一体改革を、民主党、自民党、公明党の３

党合意で消費税を上げることにしました。高齢

化などで膨らみ続ける社会保障を安定させるた

め、その負担をみんなで分かち合い、消費税の

増税分を全て社会保障に充て、税率を上げてい

くことで合意しました。消費税アップによって

得た税収は、社会保障の維持のためだけに使う

ことを国民と約束したにもかかわらず、実態

は、アベノミクス実現のため巨額を投入し、ま

た国土強靭化と称して公共事業をばらまいただ

けでした。その結果、年金受給額は引き下げら
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れ、高齢者の医療費は本人負担割合が上げられ

ています。また、円安が急速に進み、輸入品が

大幅に値上がりし、中小企業の経営を大きく狂

わせ、食料品や日用雑貨も値上がりし、各家庭

の家計を苦しめています。

また、国民に負担増となる消費税を上げる前

に、身を削る努力、議員定数の削減と選挙制度

の改正を、野田前首相との党首討論で、国民が

見る前で約束して解散しました。散々野田前総

理をうそつき呼ばわりしていたにもかかわら

ず、次の通常国会で必ず定数削減を実現すると

の約束が完全にほごにされ、一向に取り組みは

進んでいません。身内の自民党岐阜県連は、衆

院解散・総選挙の年内実施に反対する決議を採

択しています。景気回復に向けて全てを傾注し

なければならないときで、政治的空白をつくる

べきではなく、解散する大義はないと指摘して

います。そこで、今回の解散総選挙について、

知事は率直にどのようにお考えになっているの

かお伺いいたします。

次に、今回の総選挙、知事の選挙期間と大き

く重なりますが、予定では、総選挙投票の１週

間後が知事選の投票日です。気の抜けたビール

のようなもので、選挙疲れとさらなる政治不信

で、投票率も低下するのではないかと心配で

す。県内各自治体の職員も、年の瀬に２週続け

ての投開票作業で大変です。しかし、今回の知

事選は、口蹄疫からの復興はもちろんのこと、

多くの課題が山積している中、東九州自動車道

が今年度中に大分、福岡までつながる予定で、

本県は大きな転換期を迎えております。この

チャンスをしっかりと物にしていかなければな

りません。しっかりと果実をつかまなければな

りません。今回は我が党も河野知事を推薦させ

ていただき、各党の推薦が出そろいました。大

きな台風の目と見られていた方は本当に出馬し

ないのか定かではありませんが、知事選を間近

に控えての意気込みを知事にお伺いします。

以上で壇上からの質問は終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、総選挙についてであります。衆議院の

解散は、内閣総理大臣の専権事項でありますの

で、安倍総理が熟慮の上、決断されたものと考

えておるところでございます。総選挙に当たり

ましては、今回、消費増税の先送り、その信を

問うということを申されておるところでござい

ますが、我が国は、外交、防衛、社会保障、さ

まざまな課題があるわけでございます。こうし

た課題というものを、各政党がどのような公約

を示されるのか、どのような論戦が展開される

のか、その中身をしっかりと有権者の皆様には

見きわめていただき、自分自身の問題として捉

え、そして大事なことは、それぞれの思いを国

政に届けるために、ぜひとも投票所に足を運ん

でいただきたい、そのように考えているところ

でございます。

次に、知事選挙についてであります。私は４

年前、県民の皆様に、口蹄疫からの再生・復興

に全力で当たること、そして、あすの宮崎の礎

を築くことを約束して、第53代宮崎県知事に就

任させていただきました。口蹄疫からの再生・

復興については、まだまだ課題はありますもの

の、本県畜産の新生に向けて一定の道筋をつけ

ることができますとともに、復興から新たな成

長へと、いわばギアを入れかえて、フードビジ

ネスなどの成長産業の育成など、あすの礎づく

りに全力を挙げて取り組んでまいったところで

あります。
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次期知事選挙は、これまでの私の取り組みに

対する県民の皆様からの審判をいただき、次の

県政への御負託をいただけるかどうかを問われ

る大変重要な機会であると認識しておるところ

でございます。気の抜けたビールどころか、宮

崎の将来を占う大変重要な選挙であろうと考え

ておるところでございます。次期選挙に向けま

しては、日数が限られている中ではございます

が、私の宮崎に対する熱い思いというものを皆

様になるべく御理解いただき、引き続き、御協

力、御支援をいただけるよう、そして多くの皆

様に投票所に足を向けていただけますよう、全

身全霊を傾けて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〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。た

だ、今回の解散総選挙は全く腑に落ちません。

自民党岐阜県連の言うとおりです。野党の選挙

準備が整っていない今なら勝てるという思いで

しか見えません。その結果で国民の審判を得た

と、また失敗した政策を続けるつもりなのかと

思うと、ちょっとうんざりいたします。

一方、知事選は、沖縄の知事選同様、先ほど

気の抜けたビールと言いましたが、影が若干薄

くなったのは否めないと思います。しかし、111

万県民のリーダーを決める決戦です。政策を県

民に丁寧に訴えて選挙に臨まれますことを望み

ます。

知事にもう１点伺います。17日に内閣府の公

表したＧＤＰのマイナス成長の結果を受け、安

倍総理が自信満々に声高に咆哮していたアベノ

ミクスは一体何だったんだという思いでありま

すが、知事はアベノミクスをどう評価している

のか、答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） アベノミクスでありま

すが、大胆な金融政策、それから機動的な財政

政策、民間投資を喚起する成長戦略、この３本

の矢によりまして、デフレからの早期脱却と日

本経済の再生を目指すということで取り組まれ

ておるところであります。その結果、株価の上

昇、労働市場の活性化、円安による輸出産業の

収益増加など、我が国の経済の活性化に一定の

成果をもたらしたものと考えておりまして、本

県におきましても、有効求人倍率等の雇用情勢

に改善が見られたところであります。しかしな

がら、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の

反動減や、夏場の天候不順によります個人消費

の不振、企業在庫の調整などを要因としまし

て、７月から９月の四半期別ＧＤＰ速報値で

は、２期連続のマイナス成長との発表がされた

ところであります。

また、地方におきましては、景気回復の実感

が得られにくい状況にありまして、特に円安に

よる原料価格や燃油価格の上昇から、農林水産

業や中小企業での収益悪化が懸念されていると

ころでございます。私としましては、国が経済

の好循環を全国津々浦々にまで届けるとしてお

ります地方創生にしっかりと取り組むととも

に、地方の実情を踏まえた各種施策の展開によ

りまして、本県を含む地方の経済が浮揚するこ

とを求めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 いいところもあったかもしれ

ませんが、私は悪いところのほうが多かったん

じゃないかと。地方には全くアベノミクスの効

果は出ておりません。また、労働者に対して

も、非常に厳しい環境を押しつけようとしてお

りましたし、安倍さんの政策というか自民党の

政策は、強いもの、あるいは大きいものには非

常に手を差し伸べますが、逆に弱いものには、

それなりといいますか、放り出されているよう

な気がしてなりません。この政策がまだ続けら
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れると、私たちは非常に心配をしておるところ

であります。ただ、知事は、これ以上踏み込ん

だ話はなかなかできないと思いますので、これ

はここで終わらせていただきます。

次に、ふるさと納税についてお伺いいたしま

す。

ふるさと納税は、都道府県や市町村等に納税

することにより、国に納める所得税と住んでい

る地方自治体に支払う住民税が減額になる制度

です。構造改革により慢性的な財政赤字に悩む

地方は歓迎、多くの税収がある大都市部からは

反対や慎重な意見が出されましたが、2008年に

スタートしました。実際には、ふるさとに納税

するのではなく、自分の希望する自治体に納税

し、地方の活性化を進めることを目的としてい

ます。ちなみに、東日本大震災後、被災地を支

援するため一気に増大し、74万人が約650億円を

納税しています。

また、本県においても、口蹄疫発生後、多く

の皆さんより多額の納税をいただいておりま

す。納税を促すために地元の特産品をプレゼン

トするところもあり、その豪華な特産品がマス

コミで報道されることもよくあります。まるで

株主優待でいろいろなプレゼントをいただくの

と似ている状況もありますが、地元の特産品を

送るので、地域の活性化にもつながっていると

思います。そこで、本県のふるさと納税の現状

と、県と市町村のここ数年の実績を、総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） ふるさと納税制度

は、議員の御質問にもありましたように、県や

市町村に対しまして寄附（ふるさと納税）をい

たしますと、寄附金のうち2,000円を超える部分

について、一定の上限額まで所得税と個人住民

税から全額が控除されるものであります。な

お、控除を受けるためには、寄附をした翌年に

確定申告を行う必要がございます。お尋ねの本

県の過去３カ年の受け入れ件数及び金額でござ

いますが、平成23年度62件の約999万円、24年

度35件の約1,127万円、25年度は46件の約343万

円となっております。また、県内の市町村分の

受け入れ件数及び金額でございますが、平成23

年度1,147件の約5,171万円、24年度2,044件の

約6,139万円、25年度は１万7,964件の約３

億2,293万円となっております。

○田口雄二議員 先ほど、もらったお返しに特

産品を上げるというふうな話をしましたが、何

か話を聞いていましたら、都城は還元率が80％

だそうでございまして、多分ことしは飛躍的に

伸びるのではないかと思っております。

政府は、このふるさと納税がさらなる地方の

活性化につながると、制度の拡充が国において

検討されているようです。納税者の利便性を上

げるなどが予定されるようですが、県としてこ

の制度について今後どのように取り組んでいく

のか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） ふるさと応援寄附

金は、本来、自分を育んだふるさとや応援した

い自治体に対する思いを寄附という形であらわ

すものでありまして、寄附される方の自発的な

意思に基づくものでございますが、一方では、

自治体の歳入確保や寄附文化の醸成の面からも

意義深い制度であると考えております。このた

め県では、ホームページや県人会等を通じまし

て寄附の呼びかけを行うとともに、クレジット

カード等の活用などによりまして、寄附しやす

い環境づくりに努めているところでございま

す。現在、国において、お話にありました地方

創生の一環といたしまして、制度の拡充につい

て検討がなされているようでございますので、
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今後はその状況を注視しながら、他の自治体の

取り組みも参考にして、積極的な制度の活用に

ついて検討してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、医療福祉行政について質問しますが、

質問の前に、念願のドクターヘリが就航して２

年半が経過いたしました。県北地区に多大な貢

献をいただいております。県北地区への緊急出

動が一番多いのではないかと思いますが、最近

は本当に身近な人がドクターヘリにお世話にな

り、一命を取りとめた事例が相次いでおりま

す。ドクターヘリ就航のおかげで、大切な方の

助かった命を大変実感いたしております。本当

に、就航に御尽力いただいた関係各位にお礼を

申し上げたいと思っております。

それでは、医療福祉行政の質問に入らせてい

ただきます。

平成16年度より新医師研修制度がスタートし

ました。先月、平成27年度から臨床研修を開始

する医学生が研修病院を選択する「医師臨床研

修マッチング」の結果が発表されております

が、その結果をどのように分析しているのか、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 10月23日に発

表された平成27年度の医師臨床研修マッチング

数は55人で、昨年の45人と比較すると10人増加

し、平成16年度に新臨床研修制度が創設されて

以降、２番目に多い数字となりました。この要

因としては、宮崎大学医学部の卒業見込み学生

が例年100人程度であるのに対し、今年度は

約120人となることも一因ですが、何よりも大き

な要因は、県医師会、大学病院を初めとする研

修病院及び県で構成する臨床研修運営協議会の

総意のもと、近年、合同で東京や福岡で開催さ

れる病院説明会に参加するなど、県内の医療関

係者が一体となって研修医確保の取り組みを強

化していることに加え、受け入れた研修医を各

研修病院が熱心に指導してきたこと、さらに

は、関心を持った学生に対し、先輩の研修医が

それぞれの研修環境についてＰＲするなど、プ

レゼンテーションの工夫を行ってきたことなど

の取り組みが成果につながったのではないかと

考えております。もとより、これで油断するこ

となく、今後とも、関係者一体となった創意工

夫により、取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 今回、県立日南病院が、定数

いっぱいの５名がマッチングし、３年連続の

マッチングが実現しています。この県立日南病

院の大きな実績について、どのように分析して

いるのか、同じく福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県立日南病院

のことしのマッチングは、募集定員５人に対し

５人がマッチングするという、これ以上ない結

果となりました。これは、初期研修を担う県立

日南病院と、平成25年４月に同病院に設置され

後期研修を担う宮崎大学医学部の地域総合医育

成サテライトセンターの十分な連携により、初

期と後期の研修医を一体的に育成する体制が整

備され、充実した卒後教育が受けられるとの期

待が高まったことなどが大きな要因と考えてお

ります。

○田口雄二議員 県立延岡病院同様に医学生た

ちの研修病院の対象とならなかった県立日南病

院が、平成25年度よりマッチングが継続してお

り、来年度の定員を満たしているのは、県内で

唯一、日南病院だけです。この要因は、地域総

合医育成サテライトセンターが開設され、研修

医への指導育成体制が充実したことにほかなり
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ません。臨床研修医は研修先病院等にそのまま

継続して残り、定着していく傾向があります。

県北は、医師不足の上、医師の高齢化が進んで

おり、休日や夜間救急医療など何とかやりくり

しながら体制を維持している状況です。県北で

唯一の臨床研修病院であり、中核病院である県

立延岡病院において、マッチングが平成16年度

以来たった１人というのは深刻な状況です。県

立延岡病院において地域総合医育成サテライト

センターの開設はできないか、再度、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） サテライトセ

ンターの運営には、何よりも指導医の確保がポ

イントと考えております。御質問の趣旨は十分

理解できますが、まずは、県立日南病院のサテ

ライトセンターにおいて、しっかりとした実績

を上げていくことが重要であると考えておりま

す。その上で、中長期的な観点から、宮崎大学

等と相談していくことになるのではないかと考

えております。

○田口雄二議員 日南ではしっかりと実績が出

ているかと思いますので、ぜひ御検討をよろし

くお願いいたします。

次の産科医に関しましては、割愛させていた

だきます。

次に、県消防長会の平成26年度救急実務研修

会が先日、延岡市で行われました。県内10消防

本部や消防局の隊員の意見交換が行われ、救急

現場での深刻な現状が報告されています。特に

宮崎市などの都市部では、患者や家族からのク

レームや暴言・暴力が増加傾向にある。また、

暴言や暴力を受けたことにより、モラルが低下

したり救急隊をやめたいと思った隊員も少なく

ないようです。暴言や暴力は全国的にも増加傾

向のようです。教育現場を初め、多くのモンス

ターの存在が社会問題になっていますが、救急

現場での暴言・暴力に関して、県としての見解

を危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 救急隊員に

対する暴力・暴言がある、そういう実態につき

まして、残念なことだと感じております。暴力

行為の内容を確認いたしましたところ、一つに

は、傷病者の父親が酩酊状態にありまして、そ

の人から暴行を受けたというもの、もう一つ

は、病気が原因で興奮状態となった傷病者から

暴行を受けた、そういった事案でございまし

た。このような事案の対策といたしまして、例

えば、救急隊員に対する暴力行為が予見された

場合に、警察などとの連携を図るといった取り

扱いも必要じゃないかと考えております。ま

た、救急隊員は、住民の生命を守るため、必死

の思いで救急・救命活動をしており、このこと

を多くの方々に正しく理解していただくこと

が、このような事案の防止にもつながると考え

られますので、県民への啓発につきまして、各

消防本部に助言してまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 人命救助に高い意識を持ち、

また専門的な教育を受けた救急隊員が24時間体

制で身を粉にして頑張っていただいているの

に、モラルが下がらないように対策をしっかり

よろしくお願いいたします。まず自分の身に危

険が及ぶようでは、人助けなどできません。県

としても、救急隊の現状をしっかりと把握し、

先ほど言われましたように、県民への啓発活動

をよろしくお願いいたします。また、このモン

スターたちは、救急隊員が病院に搬送しますの

で、今度は医療現場でのトラブルも十分考えら

れます。この研修会で延岡病院の医師も、クレ

ームや暴力的な言動が増加していると報告して
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います。県立病院での医療スタッフの安心・安

全対策もよろしくお願いいたします。

次に、県産材の活用についてお伺いします。

これまでに２度ほどこの件で質問させていた

だいております。本県の杉を活用した木造園芸

ハウスについて、その後の進捗状況について伺

います。ある建設業の方が、本県の林業の厳し

い状況を何とか打開できないものかと、全国有

数の園芸ハウスに県産材の活用を考えていただ

き、試行錯誤の上、建設されています。被覆材

であるビニールシート以外は木材で、１反当た

りの使用量が約36立米ほどの使用量になりま

す。県産業支援財団の農商工連携ファンド助成

金の交付を受け、清武町にモデルハウスが平

成23年につくられました。木造住宅建築の技術

を使っており、台風に対しても強い構造で耐用

年数もあり、被覆材の洗浄が行えるので、被覆

材の張りかえ頻度が減り、生産コストが下がる

などの利点もあります。反面、温室内は高温多

湿のため、腐食が早くなるのではないか、コン

クリートの基礎工事が必要で、撤去の際、コス

トがかかる、パイプハウスと比較して部材断面

が大きくなり、日射量に若干の影響がある等々

のマイナス面もあります。

まだまだ課題は残されていますが、本県の２

～３割のハウスに使われるだけでも、県産材の

大きな活用になります。この県産材活用の質問

に対し、当時の担当部長からは、「農業が盛ん

な本県において、園芸ハウスの木造化が実用化

すれば、県産材需要拡大にとって非常に魅力的

である。今後、関係部局や関係団体と協議しな

がら、木造園芸ハウスの活用を検討してまいり

たい」との答弁をいただいております。園芸ハ

ウスの県産材利用に向けた取り組みの現状とそ

の後の取り組みについて、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 木造園芸ハウ

スにつきましては、これまでの取り組みにより

まして、御指摘のとおり、木材の影による作物

への影響など、幾つかの課題が明らかになった

ところであります。このため県では、平成25年

度に、森林整備加速化基金を活用いたしまし

て、改良型のハウスを実証事業として支援して

おり、先月、宮崎市内において完成し、キュウ

リの苗の作付が終了したところでございます。

今後は、宮崎大学農学部と共同で、作物の生育

調査や、ハウス内の温度、湿度、照度等の環境

調査を実施することとしております。県といた

しましては、この結果を踏まえまして、木造園

芸ハウスの実用化について検討を進めてまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 ２度ほど質問したんですが、

御報告がなかったものですから、このような実

証事業をやっていただいていることは今回初め

て知りました。答弁にありましたように、課題

がまだまだあることは理解しています。しか

し、県産材の活用にいい結果が出ることを期待

しています。前向きな取り組みに感謝しなが

ら、次の質問に移らせていただきます。

次に、東九州メディカルバレー構想の質問に

移ります。

県が進める東九州メディカルバレー構想は既

に４年目、また同様に渦中の延岡市が進めるメ

ディカルタウン構想は３年目を迎えておりま

す。地域活性化総合特区の指定も受け、医療産

業の研究開発が順調に進んでおり、国の総合特

区の評価も「著しく優れている」との最高のＡ

ランクに評価されています。このように高い評

価を受け、一定の成果を上げていますが、まさ

にこれからが正念場です。知事の政策提案「み
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やざき新時代！」にも、産業・雇用づくりのテ

ーマの中で力強く推進しますとうたっています

が、まずは、これまでの東九州メディカルバレ

ー構想の知事の評価についてお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 東九州メディカルバレ

ー構想でございますが、これまで順調に推進で

きているものと考えているところでございま

す。まず、具体的には、構想の策定後、医療機

器産業研究会の会員企業が、設立当初の32社か

ら65社に大幅に増加しております。そして、新

たに医療機器製造業許可を取得した企業も５社

に達するなど、医療機器産業への新規参入も進

んでいるところであります。また、特区調整費

を活用しました大型の研究開発資金が獲得でき

たことによりまして、現在、世界初となる自動

痰除去システムといった画期的な医療機器の開

発が進行中であります。また、宮崎大学に設置

した寄附講座を中心に、産学官での医療機器の

研究開発が活発化する中で、医療機器関連企業

の４社が新規立地するなど、産業集積も着実に

進みつつあるところであります。

さらに、ＪＩＣＡやＣＬＡＩＲなど国の関係

機関の支援を受けまして、海外からの医療技術

者研修を実施するなど、日本のすぐれた医療技

術を東九州からアジアに向けて展開させていく

という取り組みも具体的に進行中であります。

このようなもろもろ狙ったところにつきまし

て、動きが出ておるところでありまして、順調

に推進しているものと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。高い

評価を確認することができました。しかし、先

ほども申し上げましたが、これまでは種まきで

すね。これに水や肥料を提供し、いかに果実を

とっていくかが大事でありまして、まさにこれ

からが勝負だと思っております。県北の浮揚に

大きく寄与できる政策です。引き続き力強い御

支援をよろしくお願いいたします。

次に、東九州メディカルバレー構想の中で、

県と延岡市の共同寄附で実現した宮崎大学医学

部寄附講座について質問します。平成23年に開

設され、教授、助教授、事務補助の３名体制

で、助教授は県立延岡病院に常駐し、診療にも

当たっています。本講座は、東九州メディカル

バレー構想における医療機器の研究開発の拠点

として大きく位置づけられており、同構想を推

進する上で、産学官の連携によって、さらなる

充実を図っていく必要があると考えます。現

在、宮崎大学の動物実験施設を活用した産学連

携の取り組みも検討しているとお聞きしていま

す。そこで、これまでの宮崎大学寄附講座に対

する評価と今後の取り組みについて、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） 寄附講座

につきましては、これまで、企業との共同によ

る医療機器の研究開発や、アジアからの医療関

係者を対象とした研修事業などに取り組みます

とともに、県立延岡病院内に開設した県北拠点

におきましては、企業が気軽に相談できる談話

サロンの設置や痛みを軽減する注射針の開発へ

の協力など、活発に取り組まれております。さ

らに、医療機器開発において、今年度宮崎大学

に設置された産業動物教育センターの活用と

いった新たな動きも出てきておりまして、本寄

附講座は、構想推進の中核的存在として大きく

貢献していると認識いたしております。今後と

も、これらの取り組みをより加速させることに

よって、医療機器の研究開発、地場企業の医療

機器産業への参入支援、さらには、県民の健康

・福祉の向上などに寄与してまいりたいと考え
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ております。

○田口雄二議員 本講座は、医療機器の研究開

発の拠点です。九州保健福祉大学とともに、こ

の構想推進にはなくてはならないものです。寄

附講座の継続を含め、支援をよろしくお願いい

たします。

延岡市は、東九州メディカルバレー構想のメ

ーンステージとなることを目指して、延岡市メ

ディカルタウン構想を策定しています。また、

アジアの医療従事者を九州保健福祉大学が中心

となって受け入れるなど、同構想を延岡市は強

力に推進してきました。構想推進の主要なメン

バーである企業の集積もあり、高いポテンシャ

ルを有しています。構想の着実な推進を図るた

めに、県と延岡市のさらなる連携強化が必要と

思いますが、商工観光労働部長の見解をお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 延岡市に

おかれましては、県との共同による宮崎大学寄

附講座の設置を初め、日向市、門川町とともに

「宮崎県北部医療関連産業振興等協議会」を組

織され、その中心的な役割を果たしていただい

ているところであります。これまでに、関東圏

の医療関連機器展示会への出展を初め、病院見

学会、ものづくりセミナー等を共同で実施した

ほか、今月26日には、国、県、延岡市の共催に

よりまして、新規参入の機運を醸成するための

「医療機器・ヘルスケアサービス産業創出セミ

ナー」を開催することとしているなど、延岡市

との連携は年々強化され、効果を上げていると

ころであります。今後とも、延岡市との連携を

より一層強化し、ともに医療関連産業の集積な

ど、東九州メディカルバレー構想の取り組みを

加速させてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 「より」という言葉も追加さ

れたようでございまして、ありがとうございま

した。同構想に関しましては、知事、部長、と

もに非常に高い評価と力強い取り組みをお聞き

いたしました。医療産業は、国も成長産業とし

て大きな期待を寄せており、総合特区の指定も

受けています。大切に成長に結びつけたいもの

です。今後とも、よろしくお願いいたします。

次に、東九州自動車道の活用について質問し

ます。

３月16日、東九州道の宮崎―延岡間が開通

し、時間的に本県の南北間の距離が大きく短縮

されました。また、今年度中に大分―宮崎間の

未開通部分も開通予定で、大分県、そして福岡

県まで高速道路でつながります。アクセスの格

段の向上により、これまでスポーツキャンプ地

として対象外であったところも、候補地として

十分考えられるようになってきました。他チー

ムとの練習試合もやりやすい環境となり、2020

年の東京オリンピックのことも頭に入れなが

ら、キャンプ誘致を考えていかなければなりま

せん。そこで、東九州自動車道の開通により、

アクセスの向上で本県のスポーツキャンプの魅

力は一層高まってきましたが、県として誘致に

どのように取り組んでいるのか、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） 東九州自

動車道の開通は、特に、県北地域においてスポ

ーツキャンプを実施するチーム等のアクセス環

境が向上するものであり、スポーツキャンプの

全県化、多種目化、通年化を目指しております

スポーツランドみやざきの推進に弾みがつくも

のと期待しております。このため、本年度初め

て、四国地方において、フェリー会社、旅行会

社、大学等に誘致活動を行ったところであり、

また、高速道路やフェリーの活用がより期待さ
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れる福岡や大阪地区で、大学生を対象にしたス

ポーツキャンプの誘致セミナーも開催いたしま

した。今後とも、東九州自動車道の開通を契機

とした本県へのアクセス向上はもとより、これ

までの合宿実績やスポーツ環境の充実ぶりを、

市町村や関係団体と連携してＰＲし、さらなる

誘致促進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 本県はもともとスポーツキャ

ンプの多い県ですので、練習相手には困らない

と思います。しっかりとＰＲをお願いいたしま

す。

次に、川南パーキングエリアについて質問し

ます。東九州道の開通は本当にありがたく、私

の自宅から県議会まで101キロありますが、所要

時間がいつも大きく狂うことはありません。こ

れまでの大きな時間の余裕を持っての出発時間

がうそのようです。そんな中、開通したら開通

したで御不満も届いています。これは６月議会

でも質問しましたが、私自身もここに立ち寄る

たびになぜと思いますので、再度質問します。

宮崎―延岡間に１カ所しかないのに、しかも上

下線併用であるにもかかわらず、川南パーキン

グエリアはどうしてあんなにトイレが少ないの

か、女子トイレどころか、男子トイレまで並ん

でしまいます。

先日の地元紙に、カーフェリーでの来県者の

高千穂観光の記事が掲載されていました。高速

道路の開通で行動半径が大きく広がりました

が、川南パーキングエリアは混雑するので立ち

寄らず、延岡市北方町の道の駅「よっちみろ

屋」まで行き、トイレ休憩をするというもので

した。この間は恐らく30分以上かかるのではな

いでしょうか。延岡市民としては、延岡の道の

駅を御利用いただくのはありがたいのですが、

観光客や団体客、また一般の方々にしても、少

しでも快適なドライブをしていただきたいもの

です。来春の大分、福岡までの開通後は、今ま

で以上に利用客がふえるのは明白です。東九州

自動車道の川南パーキングエリアにあるトイレ

の増設について、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） 川南パーキ

ングエリアのトイレにつきましては、男性用６

基、女性用６基、多目的２基の計14基で、特に

男性用小便器は３基しかなく、私も少ないので

はないかと思っているところです。こうした

中、これまでにも県では、トイレの増設を含

め、川南パーキングエリアの施設充実について

お願いしてまいりました。今回改めて、現在の

状況を西日本高速道路株式会社に問い合わせま

したところ、トイレ増設については、「ゴール

デンウイーク、お盆、年末年始などに設置して

いる臨時トイレの利用状況などを踏まえ、今後

検討していきたい」との回答をいただいており

ます。県としましては、早期のトイレ増設を引

き続き要望してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 川南パーキングエリアは、宮

崎杉を使い、オストメイト対応の広々とした個

室のようなトイレもあり、小さいながらも結構

ぜいたくなつくりなのですが、なぜ設置トイレ

がこんなに少ないのか、理解に苦しみます。部

長は「少ないのではないかと思う」とお答えに

なりましたが、宮崎西インターチェンジと清武

インターチェンジ間の宮崎パーキングエリア

は、トイレと自販機だけがある、駐車台数も川

南よりもはるかに小さなパーキングエリアです

が、上下線それぞれにパーキングエリアがあ

り、ともに11基ずつ、合計22基もあります。ち

なみに川南は合計14基です。ＮＥＸＣＯの設置
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基準がよくわかりませんが、トイレを我慢しな

がら安全運転はできません。観光客の皆さんに

快適に宮崎の旅を楽しんでいただくためにも、

トイレの増設を強く要望します。引き続き、よ

ろしくお願いいたします。

これまで大分県と宮崎県は、隣同士でありな

がら、道路事情やＪＲともに非常に利便性が低

く、行き来に難儀していました。それでも、東

九州メディカルバレー構想や伊勢えび海道な

ど、両県をまたいでの交流が増大しています。

来年３月までに高速道路でつながります上に、

延岡市と佐伯間は無料の高速道路です。大分―

宮崎間の人や物の流れが一気に増大するものと

思われます。そこで、東九州自動車道の大分、

福岡までの全線開通を見据えて、新たな観光開

発や既存の観光地の磨き上げ等が大変重要に

なってきますが、県北地区の取り組みと県の支

援について、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県にお

きましても、特に県北地区は、スピリチュアル

ひむか観光協議会や日向・東臼杵広域観光推進

協議会など、市町村が広域に連携し、地域資源

を生かした観光への取り組みが活発に行われて

おります。その中でも、高速道路の北の入り口

となる延岡市では、大分県佐伯市と連携した

「東九州伊勢えび海道」の県境を越えた取り組

みに加えまして、さまざまなメニューを用意し

た「えんぱく」やマリンスポーツ等の体験型観

光の推進、また、花をテーマにした新たな周遊

イベントであります「延岡花物語」を展開され

ております。さらに、北浦・南浦・島野浦エリ

アを「ひむか遊パークうみウララ」と称し、食

や自然体験、民泊等を生かした滞在型の観光地

づくりにも新たに取り組まれていると伺ってお

ります。県といたしましても、高速道開通を絶

好の機会と考えておりまして、これを契機に、

県内外からの誘客に向けた魅力ある観光地づく

りに取り組む市町村を積極的に支援してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 無料の高速道路を活用して、

どんどん観光客が本県に流れてくれればありが

たいんですが、本県から大分方面に向けても無

料ですので、行きやすくなります。延岡を初め

県北一丸となって誘客に努めてまいりますの

で、県の後押し、支援をよろしくお願いいたし

ます。

次に、道路行政の質問を用意しております

が、ちょっと時間が足りないので、これは割愛

させていただきます。

次に、教育行政について伺います。

島原教育委員長、このたびの教育委員長への

御就任、まことにおめでとうございます。初め

ての議会ですが、質問初日は誰からも質問がな

されませんでした。少し拍子抜けされたのでは

ないでしょうか。経営者でありながら、さまざ

まな要職についており、お忙しいかとは存じま

すが、この宮崎県や日本を背負って立つ子供た

ちの教育・育成は大きなテーマです。しっかり

と取り組みをよろしくお願いいたします。そこ

で、次世代を担う子供たちの教育について、教

育委員長はどのようにお考えか、教育に対する

思いについてお伺いいたします。

○教育委員長（島原俊英君） 発言の機会を与

えていただきまして、ありがとうございます。

私はこれまで、ものづくり人材育成塾や企業説

明会、出前授業など、企業の立場から産業教育

にかかわってまいりました。２年間、教育委員

を務める中で、次代を担う子供たちには、夢や

志を持って、いかなる環境下にあってもそれを
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乗り切る力を身につけて、自己肯定感や誇りと

自信を持たせる教育が必要であるというふうに

感じています。そのためには、人づくりや教育

を学校の中だけで考えるのではなく、地域の大

人、全ての人々が、人材育成を担う学校の役割

を考えて、社会全体で教育にかかわるべきだと

いうふうに思っています。本県には、豊かな自

然や風土など、いい子が育つすばらしい誇れる

環境があります。教育は、社会の根幹をなすも

のであり、地方創生のための優先すべき最重要

課題だというふうに思っています。県民総ぐる

みの教育を推進して、宮崎の教育的風土のよさ

の磨き上げに力を尽くしていきたいというふう

に考えております。

○田口雄二議員 教育への熱い思いの一端を御

披露いただきまして、ありがとうございまし

た。前任の齊藤教育委員長にも私が最初の質問

をさせていただき、同様の教育に対する思いを

聞かせていただいております。子供たちは国や

地域の宝です。子供たちへ少しでもいい教育環

境を提供できるように、御尽力をよろしくお願

いいたします。

次に、国際的な調査で、日本の教育に関して

余りよろしくない報告がなされています。ＧＤ

Ｐに占める教育機関への公的支出の割合を調べ

たＯＥＣＤのことしの調査で、2010年より高校

授業料の無償化が進められたにもかかわらず、

加盟国の中で日本が５年連続で最下位であるこ

とが報告されました。全教育機関に対する公的

支出の割合は、日本が3.6％、加盟国31カ国の平

均は5.3％です。最も高いのはデンマークの7.5

％、次いでノルウェーの5.3％で、国が責任を

持って子供を育てるというあらわれでもありま

す。日本は、親の大きな負担で教育レベルの高

さが保たれているのが実態です。

また、６月に公表された国際教員指標環境調

査で、日本の中学校の教員の多忙ぶりが突出し

ており、「世界一忙しい日本の教員」の実態が

浮き彫りになりました。日本の教員の勤務時間

が最長の週53.9時間で、ＯＥＣＤ平均の1.4倍、

事務作業が平均の２倍の5.5時間、課外活動指導

は３倍の7.7時間でした。「生徒に勉強ができる

と自信を持たせることができるか」の問いに、

「非常に」と「かなり」を合わせて「できてい

る」としたのはわずか18％で、ＯＥＣＤ平均80

％の４分の１以下となり、日本の教員の自信の

なさが際立っていました。国や県からのいじめ

等の実態調査への回答等の事務作業も以前に比

べると多くなり、子供たちと接する時間やスキ

ルアップの時間等がなくなっていることが自信

喪失につながっているのかもしれません。

しかし、根本的な問題は、学校の先生が少な

過ぎることが一番の要因と言っても過言ではあ

りません。先ほどの教育機関への公的支出の比

率がＯＥＣＤ内で最下位という調査にもあらわ

れています。国の教育への予算増というのは、

安倍総理の頭には全くないでしょうから、すぐ

にはかないませんが、「日本の教員は世界一忙

しい」との報告がなされている中で、本県の現

状をどのように考えているのか、教員でもあり

ました教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県においても、教

職員は時間的に非常に厳しい状況にあると考え

ております。保護者や地域からの多様なニー

ズ、それから現場でのいじめとか不登校への対

応、いろんな課題がありますが、教育の情報

化、特別支援教育の充実等、複雑で多様な教育

課題への対応が求められておりまして、そうい

うことに真面目な先生は、真摯に対応すれば対

応するほど、時間的には非常に忙しい状況にあ



- 87 -

平成26年11月19日(水)

ると認識いたしております。そういう認識のも

とに、やれることはやりたいというような気持

ちから、平成24年７月に「教職員の働きやすい

環境づくりプログラム」を策定し、多忙感を軽

減し、やりがいや充実感を実感できる職場環境

とするために、無駄を省き、仕事に打ち込める

ように、調査・照会などの文書や会議の縮減な

どに取り組んでおります。私も校長会等で、機

会あるごとに、働きやすい職場づくり、そして

文書・会議はできるだけ縮小しようということ

を指導し続けております。今後も、県教委と市

町村教育委員会が連携を深めながら、働きやす

い環境づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 つい先日、財務省が35人学級

から40人学級に戻そうとしており、文科大臣が

反発しているとの報道がありました。財政が厳

しいから教育費を削るというのは愚の骨頂で、

国を滅ぼします。本県の教員の破廉恥な不祥事

が一向に減らないのは、忙し過ぎるのが原因で

はないとは思いますが、心の病に陥る教員が多

いのは、忙し過ぎることも要因の一つだと思い

ます。少しでも教育現場での教育以外の先生方

の負担を軽減していただき、本来の子供と先生

の向き合う時間を少しでも多くとれるよう、環

境改善をよろしくお願いいたします。

次に、警察行政についてお伺いいたします。

犯罪等の被害者支援の現状について質問しま

す。昨年度、私は、文教警察企業常任委員会の

委員長として、さまざまな警察関連の行事に参

加させていただきました。警察学校の卒業式や

警察署対抗の柔道大会、県警視閲式、防災訓練

等にも参加させていただきました。その中でも

印象的であったのが、岩手県で40年前に何の罪

もない両親を殺害された佐藤咲子さんの犯罪被

害者孤児として暮らした半生を語った講演をお

聞きしたことです。高校１年生のときに見舞わ

れた事件で、２歳上の兄とともに孤児となって

しまいました。精神的なショックは大き過ぎ、

成人後も事件の影響ですぐに涙を流すことか

ら、周りから奇異な目で見られ、自分自身を責

めたそうです。しかし、被害者遺族のフォーラ

ムで、遺族の一人として初めてマイクを持ち、

講演することが唯一の親孝行と考えるように

なったようです。

しかし、事件発生から40年以上経過していな

がら、今でも完全には癒えておりません。今で

も兄とは事件のことは話すことができない等

々、心の傷の大きさを改めて思い知らされまし

た。講演の途中からは、佐藤さん本人は涙声

で、聴講していた参加者の皆さんももらい泣き

をしていました。改めて、犯罪被害者の支援が

必要と考えさせられる講演でした。そこで、警

察における被害者支援の現状について、警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 警察では、殺人

や性犯罪、交通事故などの被害に遭われた方や

その御家族、御遺族に対し、精神的負担や経済

的負担の軽減を図るための支援を行っておりま

す。主な支援としましては、まず、指定被害者

支援要員制度として、支援を担当する警察職員

が被害者等に対し、捜査の状況や裁判に関する

情報の提供、病院への付き添いや心配事への相

談対応等を行っております。この制度は、本年

は10月末現在で193事件に対応しております。ま

た、病院の初診料や診断書料などの医療費や、

緊急に避難する必要がある場合の宿泊先の宿泊

費を公費で負担する等の支援を行っておりま

す。さらに、被害者支援団体であります「公益

社団法人 みやざき被害者支援センター」に、
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臨床心理士等によるカウンセリング事業を委託

し、心のケアを必要とする被害者等に対する支

援を行うなど、関係機関・団体との緊密な連携

のもと、被害者等のニーズに応じた支援を推進

しているところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。40年

以上も前の事件の被害者であるにもかかわら

ず、いつまでも心の傷を引きずるのは本当に気

の毒です。完全に癒えることは難しいでしょう

が、新たなスタートができるよう手厚い被害者

の支援をよろしくお願いいたします。

以上で用意した質問は終了いたします。どう

も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50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、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問を行います。

まず初めに、ブラジルとの交流についてお伺

いいたします。

昨年夏、谷ブラジル宮崎県人会前会長が来県

した際、ことし行われるブラジル県人会創立65

周年・移住100周年の記念式典を行うので、ぜひ

ブラジルに来てほしいという招待状をいただき

ました。招待状をいただいたとき、「来年は移

住が始まり100周年の大きな節目ですので、先人

の労をねぎらい、今後の宮崎とブラジルのきず

なを深めるためにも、宮崎の伝統芸能である神

楽を持ってきてほしい」という強い思いを聞く

ことができました。残念ながら、谷前会長はブ

ラジルに帰ってから不幸にも交通事故に遭い、

亡くなってしまいました。その知らせを受けた

ときは大変大きなショックを受けましたが、谷

前会長の思いを実現するために、宮崎・ブラジ

ル文化交流実行委員会を立ち上げることができ

ました。多くの方々に御協力いただき、高千穂

の夜神楽をブラジルに派遣することができまし

た。神楽が中南米で公演されるのは初めてとい

うことで、どのような反応があるのか心配でし

たが、大変好評で公演を終えることができ、ま

た、谷前会長の思いを実現したことは感慨深い

ものがあります。そこで、今回、ブラジル宮崎

県人会創立65周年・移住100周年の式典等に参加

された稲用副知事に、ブラジルを訪問された感

想をお伺いいたします。

また、同じくブラジルを訪問された総合政策

部長には、県人会からも継続要望のありました

県費留学生のことについて、これまでの成果と

今後の展開についてお伺いいたします。

また、同じくブラジルを訪問されました農政

水産部長には、農業青年ブラジル国派遣研修事

業の成果と今後の展開についてお伺いいたしま

す。

地方創生についてお伺いいたします。

人口減少が深刻になるのは10年以上前からわ

かっていたのに、日本創成会議・人口減少問題

検討分科会が発表した、全国約1,800市町村のう

ち523の自治体が消滅するおそれがあるという増

田レポートが、最近大きく取り上げられており

ます。また、第２次安倍内閣の目玉としても、

地方創生として人口減少・地域活性化策が大き

く取り上げられております。しかし、国のこれ

までの政策を見てみますと、地方拠点都市とか

中心市街地活性化などを推し進めると言ってお
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きながら、４～５年後にはいつの間にか薄ら

ぎ、最近は言葉すら聞かなくなっております。

安倍総理、石破地方創生担当大臣を信頼してお

りましたが、今週末の21日には衆議院が解散・

総選挙になるということで、地方創生は大丈夫

なのかと思ってしまいます。「地方創生」とい

う言葉のように、４～５年後に名実ともに地方

が創生できるためには、国が何をやってくれる

のかではなく、地方がしっかりと考え、政策を

とることが重要だと考えております。地方創生

に取り組む宮崎の本気度と明確なビジョンが重

要だと考えておりますけれども、知事の地方創

生に取り組む姿勢についてお伺いいたします。

また、先ほど質問しました地方創生に財源的

に大きな影響を与える社会保障制度について、

お伺いいたします。

国においては、「持続可能な社会保障制度の

確立を図るための改革の推進に関する法律」に

基づき、少子化対策、医療制度、介護保険制

度、公的年金制度の社会保障制度に関する改革

法律が続々成立しております。しかし、政令、

財政措置などの具体的な中身が示されておら

ず、来年度から新たな子育て支援制度に移る現

場などから心配する声を聞いております。社会

保障・税一体改革による社会保障の充実を目指

しているということですけれども、国の動きは

遅く感じております。そこで知事に、どのよう

な要望を行い、どのような議論を行ってきたの

かお伺いいたします。

また、福祉保健部長には、ことし６月18日に

成立した「地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律」に基づき、今議会に提案されている

地域医療介護総合確保基金について、目的と実

施する事業についてお伺いいたします。

次に、火山噴火対応についてお伺いいたしま

す。

火山噴火ですぐ頭に浮かぶのが、戦後最悪の

惨事となった御嶽山、次に、私の地元に大きな

影響を与えた新燃岳でした。10月24日に、えび

の高原の硫黄山で小規模な噴火が発生する可能

性があるということで、気象庁が硫黄山周辺お

おむね１キロの範囲で噴火に警戒してください

という火口周辺警報を出したことで、急に注目

されるようになりました。県とえびの市は、気

象庁などの関係機関と協議の結果、硫黄山周辺

おおむね１キロを入山規制することとし、登山

客、観光客の安全性を考慮し、県道１号や登山

道の一部を通行どめにしました。危険性を考え

ればある程度は理解できますけれども、地元か

らは、「紅葉シーズンに入り絶好の観光シーズ

ンを迎えたのに、観光産業に大きな影響が出る

のではないか」といった声を聞きます。また、

「約20年前までは県道沿いまでがんがん蒸気が

噴き出していたので、昔のえびの高原に戻るだ

けではないか」といった意見も聞きます。そこ

で、気象庁は噴火の可能性があると言っており

ますけれども、約20年前に水蒸気が出ていたと

きと比べ、どの程度危険度が高いと言っている

のか、危機管理統括監にお伺いいたします。

また、えびの高原を含め、霧島全体の観光に

大きな影響が出るのではないかと心配しており

ますけれども、現状と今後の対応について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

次に、土地行政についてお伺いいたします。

私の地元の国道221号並びに県道霧島公園小林

線沿いに、これまで通学路等の整備を行ってき

ましたけれども、共同墓地や不在地主所有の土

地ということで登記ができないため、数十メー

ターどうしても歩道が設置できない区間があり



- 90 -

平成26年11月19日(水)

ました。「地元では誰も反対する人はいないの

に、なぜ県はつくってくれないのか」「死亡事

故が起きないとだめなのか」といった悲鳴のよ

うな声があり、地元は土木事務所に10年近く早

期整備を要望しておりました。その要望に応え

るため、産業開発青年隊のＯＢである青友会小

林支部の皆様と地域の皆様が協力し合い、仮歩

道を設置することができました。小学生、高齢

者等が安心して通行できるようになり、地域か

ら大変喜んでいただいております。そこで、道

路工事を行う際、用地買収で、相続登記がされ

ておらず、行政手続が難航している事例はどの

ようなものがあるのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

壇上からの最後の質問として、包括外部監査

についてお伺いいたします。

包括外部監査制度は、外部の専門的な知識を

有する者との契約に基づき監査を導入すること

により、地方公共団体の監査機能の専門性・独

立性を強化し、地方公共団体の監査機能に対す

る住民の信頼を高める趣旨として、平成９年の

地方自治法改正により制定された制度でありま

す。外部監査の導入の目的は、「住民福祉の増

進に努め、最小の経費で最大の効果を上げる」

ことであり、また、「組織及び運営の合理化に

努めるとともに、規模の適正化を図る」ものと

地方自治法に規定されております。本県でも平

成11年度から導入されており、毎年、公認会計

士と契約し実施されております。そこで、どの

ような監査が行われ、どのような効果が出たの

か、具体的にお伺いいたします。答弁者は本

来、契約している知事が適切だと思いますけれ

ども、事務等に携わっています監査事務局の代

表である代表監査委員にお伺いし、壇上からの

質問を終わります。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、地方創生に取り組む姿勢についてであ

ります。地方創生につきましては、長年続きま

す東京一極集中の流れを大きく転換し、地方が

自律的に成長する活力を取り戻すことにより、

日本全体の人口減少を克服していこうとするも

のと認識をしております。既に本県では、４年

前に策定した県の総合計画におきまして、いち

早く人口減少を県政の最重要課題と捉え、これ

までも子育てなどの自然増対策、また雇用対策

などの社会増対策、そうした取り組みを進めて

きたところであります。これらの知見を生かし

て、先月、私を本部長とする宮崎県地方創生本

部を発足させまして、広く民間の意見等も取り

入れながら、「真の地方創生を実現するみやざ

きモデルの提言」を取りまとめまして、国の総

合戦略に反映してもらうべく、早速、国へ要望

を行ってきたところでございます。議員御指摘

のとおり、国が何をしてくれるかということで

はなく、地方が自主的に提言・提案をし、また

実践をしていく、そのような姿勢というものが

大変重要であろうかと考えておるところでござ

います。私としましては、今回の地方創生実現

への流れをまたとない好機、チャンスであると

捉え、本県の優位性と実情を国にしっかりアピ

ールするとともに、市町村とも一体となって地

方創生に取り組むことで、県勢の発展につなげ

てまいりたいと考えております。

次に、社会保障制度改革についてでありま

す。今回の社会保障制度改革は、急速に少子高

齢化が進む中、確かな社会保障制度を将来の世

代にしっかりと伝えていくため、取り組むべき
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喫緊の課題であると認識をしております。県の

財政におきましても、年々、社会保障関係費と

いうものが財政状況を圧迫している厳しい状況

にございまして、医療・介護・少子化対策など

について、必要な財源の確保や施策の充実等を

図るよう、これまでも、国に提案や要望を行う

とともに、全国知事会や九州地方知事会を通じ

まして、社会保障制度改革の具体化に当たって

は、地方との協議と、その意見の反映及び財源

の確保を図るよう、国との議論を進めてきたと

ころであります。今後とも、市町村等と連携を

図りながら、国に対し、地方の実情をしんしゃ

くした社会保障制度改革が進むよう、強く求め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

ブラジル訪問についてであります。今回のブ

ラジル訪問が、福田議長を初め、市町村長、関

係者の皆様の多数の御参加をいただき、成功裏

に終了したことにつきまして、厚くお礼を申し

上げます。

私自身、初めてブラジルを訪問させていただ

きましたが、ふるさと宮崎を遠く離れた移住者

の皆様の、これまでの大変な御苦労やブラジル

社会への大きな貢献に思いをはせる機会となり

ました。そして、今回の記念式典を通して、県

人会の皆様の結束力の強さと、ふるさと宮崎へ

の熱い思いを改めて実感したところでありま

す。また、谷前県人会会長の強い希望がきっか

けとなり実現した、中南米初となる高千穂の夜

神楽公演につきましても、移住者の皆様が感激

した面持ちで鑑賞されていた様子が、非常に印

象的でありました。さらに、モジ・ダス・クル

ーゼス市で開催された一般公演でも、多くの観

客が荘厳で迫力のある舞に見入り、惜しみない

拍手喝采を送られたと伺っており、神楽の持ち

ます普遍性・世界観というものを改めて確信し

たところであります。今後とも、県人会の皆様

とのきずなを大切にしながら、県内ブラジル関

係団体とともに友好親善に努めていきたいと考

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

答えいたします。

県費留学生についてであります。この事業に

つきましては、本県出身ブラジル移住者の子弟

に県内で就学の機会を提供することを目的とし

て、昭和41年度から毎年１～２名、累計で85名

を県内大学等に受け入れているところでありま

す。帰国後は、多くの留学生が日系企業や留学

中に学んだ分野で就職し、留学経験がその後の

仕事につながっていると伺っているところでご

ざいます。県人会活動においても中心となって

活躍しており、また、宮崎海外特派員として本

県とブラジルとの交流・親善に貢献していただ

いているところであります。県費留学生受入事

業につきましては、県人会の要望を踏まえなが

ら、今後とも、宮崎・ブラジル間の交流親善の

中核事業として、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○危機管理統括監（金丸政保君）〔登壇〕 お

答えいたします。

えびの高原の硫黄山についてでございます。

硫黄山周辺では、昨年12月以降、火山性地震が

発生しており、本年８月20日には、硫黄山付近

を震源とする約７分間の火山性微動が発生し、

また硫黄山の北西部が隆起したと考えられる地

殻変動が観測されるなど、火山活動が高まって

おります。気象庁では、これらのことから、今
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後の状況によっては小規模な噴火が発生する可

能性があると判断して、10月24日に火口周辺警

報を発表したところであります。宮崎地方気象

台によりますと、このような火山性地震、火山

性微動、地殻変動を観測するための機器が導入

されたのは約10年前でありまして、お尋ねの

あった約20年前の状況と比較するのは難しいと

のことでございました。以上でございます。

〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えします。

地域医療介護総合確保基金についてでありま

す。この基金は、後期高齢者の増加が見込まれ

る2025年に向けて、効率的かつ質の高い医療提

供体制の整備や地域包括ケアシステムの構築な

ど、地域における医療及び介護を総合的に確保

することを目的としております。本年度の具体

的な事業としましては、医師会、看護協会、市

町村等に属する多くの職種が協働して取り組

む、在宅医療・介護推進協議会の設置・運営、

地域周産期母子医療センターが２カ所から１カ

所に減少した県西地区の周産期医療体制の整備

に対する支援など、地域の事情を踏まえなが

ら、病床の機能分化・連携、在宅医療の充実、

医療従事者等の確保・養成に係る事業を実施す

ることとしておりまして、平成27年度からは、

これらに加え、介護に関する事業にも取り組む

こととなっております。以上であります。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（茂 雄二君）〔登壇〕

お答えいたします。

硫黄山付近の火口周辺警報に伴う観光への影

響と今後の対応についてであります。先月の警

報発表後、えびの高原荘では、年末年始までの

宿泊予約のうち約３分の１がキャンセルとなっ

たほか、足湯の駅を含めたえびの高原エリアへ

の日帰り客も激減するなど、大きな影響が出て

おります。また、白鳥温泉や生駒高原など周辺

地域におきましても、利用者が１割から３割程

度減っていると伺っております。えびの高原は

本県観光の重要な拠点の一つでありますので、

地元自治体や関係機関と連携し、規制の状況に

も十分留意しながら、今後とも、通行可能なル

ートや、アイススケート場のオープンなど観光

情報につきましても、正しい情報を広く積極的

に発信していきたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○農政水産部長（緒方文彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

農業青年ブラジル国派遣研修事業についてで

あります。本県では昭和57年度から、移住先と

しても交流の深いブラジル国に、県人会の協力

を得ながら、これまで55名の農業青年を派遣し

ております。これらの皆さんは、研修後、先進

的な経営を展開されるとともに、この中から集

落営農組織や普及指導協力委員会あるいはＳＡ

Ｐ等のリーダーを輩出するなど、本県農業の中

心的なメンバーとして御活躍いただいておりま

す。

先般、ブラジルで開催されました記念式典に

は、私も出席し、研修派遣先である県人会の方

が経営する６カ所の農場にも伺いましたが、大

規模な農業経営を展開されており、学び生かす

べきものが数多くあると実感したところでござ

います。今後とも、本県農業を担うリーダーを

育成するために、ブラジル宮崎県人会や派遣Ｏ

Ｂと連携を図りながら、国際感覚を持った人材

を育成するこの派遣研修を積極的に進めていき

たいと考えております。〔降壇〕

○県土整備部長（大田原宣治君）〔登壇〕 お
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答えいたします。

土地行政についてであります。道路事業を初

め公共事業に必要な用地を取得する際には、土

地所有者と売買契約を締結した上で所有権の移

転登記を行う必要がありますが、相続人多数の

土地につきましては、関係者の死亡や行方不明

などにより、その手続に多大な労力と時間を要

しているところであります。現在、道路事業に

おきまして、相続登記の未実施により用地取得

の手続が難航しているのは７件となっておりま

す。また、解決した案件としましては、登記名

義人約10名の共有地について、相続登記の未実

施により、延べ５カ年、約200回の交渉を経

て、100名近い相続人から関係書類を収集し、よ

うやく取得に至った事例がございます。以上で

あります。〔降壇〕

○代表監査委員（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、近年の包括外部監査の状況についてで

ありますが、平成23年度は「県税の賦課及び徴

収事務について」、24年度は「基金の管理及び

運用について」、25年度は「県出資団体の財務

状況について」というテーマで監査を行い、３

年間で29件の指摘と103件の意見が提出されてお

ります。監査の効果といたしましては、指摘等

に基づきまして、例えば、個人事業税の課税資

料収集のための統一的なマニュアルを作成した

事例、基金を運用益を含めて有効かつ効果的に

活用した事例、会計基準に沿ったより適正な財

務諸表へ改善された事例などがあり、公益法人

改革等、時宜を得たテーマ選定により県民の福

祉の増進につながったものと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 ブラジルとの交流について

再質問を行います。壇上からも言いましたとお

り、ことしはブラジル移住100周年・県人会65周

年という節目の年でした。置県100年のときに

は、大きな節目ということで、県庁前の庭園に

おきましてブラジルマツ等の記念植樹が実施さ

れ、もう30年以上たって大きく育っておりま

す。また、日南では、ブラジルから贈られた

ジャカランダが観光につながるぐらい大きく

育っております。今回、伝統芸能である神楽を

ブラジルに派遣できたわけですけれども、一過

性のものにするのではなく、他の伝統文化も含

め、ブラジルとの交流を図るべきだと考えてお

ります。特にブラジル・リオデジャネイロでは

オリンピックが２年後に開催され、６年後には

東京オリンピックが開催されますので、宮崎の

文化について世界へ情報発信をすべきと考えて

おりますけれども、総合政策部長の所見をお伺

いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 私もこの８

月、御一緒にブラジルを訪問させていただきま

したが、高千穂神楽を披露した記念式典や、サ

ンパウロ州郊外のモジ・ダス・クルーゼス市で

開催されました一般公演は大盛況であったとい

うことで、国内外における生の情報発信が大変

重要であると、改めて感じたところでございま

す。また、去る10月には、在京の駐日各国大使

を宮崎県に招待しまして、夜神楽を初めとする

本県のすぐれた観光資源や歴史・文化など、宮

崎の魅力を国際的にアピールしたところでござ

います。今後とも、こうした広報活動や「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」による国内外へのプロモーション活

動等によりまして、本県のすぐれた文化資源を

幅広く発信してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ効果的な情報発信をお

願いしたいと思っております。
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今回、ブラジルに神楽を派遣するために立ち

上げた、宮崎・ブラジル文化交流実行委員会の

委員長を務めていただきました米良商工会議所

会頭から、先日、「今度はブラジルのサンバを

宮崎に呼べば、本当の文化交流になるのではな

いか」という大変おもしろい発案をいただきま

した。そこで、ブラジルの現地でサンバを体験

された稲用副知事に、宮崎とブラジルの文化交

流について、今後の所見をお伺いいたします。

○副知事（稲用博美君） サンバ、十分に堪能

いたしました。文化というのは不思議な力を

持っているなというふうに感じました。一方

で、荘厳で神秘性を持っています神楽に引き込

まれる人がいる、他方では、情熱的なサンバの

リズムに酔いしれる人がいる、その両方を含め

て、何かしらの一体感というか感動を与えると

いうことであります。このような魅力のある宮

崎とブラジルの文化交流につきましては、今回

の高千穂の夜神楽の公演が成功をおさめたこと

も参考にしながら、多様な主体によります幅広

い交流が推進されることを期待しているところ

であります。

○丸山裕次郎議員 先ほども言いましたけれど

も、今回のブラジルとの文化交流を一過性のも

のに終わらせず、さらなるきずなを深めていた

だくことを要望しておきます。

次に、地方創生について再質問を行わせてい

ただきます。11月６日に、衆議院本会議におい

て地方創生２法案が通過いたしました。創生法

案は、人口減少の抑制や東京一極集中の是正な

どに向け、国が今後５年間の総合戦略を策定す

ると規定され、都道府県や市町村にも地方版総

合戦略を制定する努力義務も明記されておりま

す。そこで、法案のいう地方版総合戦略はどの

ようになるのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

また、その予算措置をどう考えているのかも

含めてお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地方版総合

戦略につきましては、国の定める総合戦略を勘

案し、地方公共団体が地域の実情に応じて定め

るものとされておりまして、「まち・ひと・し

ごと創生」に関する施策についての基本的な計

画になるものでございます。その内容は、地方

公共団体の人口動向を分析し、将来展望を示す

「地方人口ビジョン」と、それをもとに当該地

方公共団体における今後５カ年の目標、施策の

基本的方向性や施策を提示する「地方版総合戦

略」で構成されることになります。県が勘案す

べきとされる国の総合戦略は、12月中に策定予

定とされているため、現時点では具体的な内容

が不明確ではありますが、現在、改定作業を

行っております県の総合計画等とも整合性を図

りながら、本県が取り組むべき課題、またその

克服に向けた施策を踏まえまして、本県の人口

ビジョン及び総合戦略を策定してまいりたいと

考えております。また、総合戦略等を実行し、

その目的を果たすには、自由度の高い交付金等

の財政措置が必要でございますので、これを国

に強く求め、必要な予算の適切な確保に努めて

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 宮崎県の人口動態を見てみ

ますと、平成８年の118万人をピークに減少に

入っており、国立社会保障・人口問題研究所の

推計では、平成52年には90万人まで減少すると

いったデータもあります。人口ビジョン、総合

戦略が絵に描いた餅にならないように、最大限

の努力をお願いしておきます。

また、全国より少子高齢化が進んでいる本県

では、日本創成会議の推計によりますと、県
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内26市町村のうち15市町村が消滅可能性都市と

言われ、各市町村、危機感を感じております。

国においては、５万人未満の市町村に国の若手

職員を派遣する制度を考えているようでありま

すけれども、わずかな人数になりそうです。全

ての市町村を支援する観点からも、県に地方創

生を担当する部長級の職員を派遣してもらう考

えはないか、知事にお伺いいたします。

また、フードビジネス課を創設したように、

地方創生課といった課を新設する考えはない

か、あわせてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生を進めるに当

たっては、待ちの姿勢ではなく、自主的・主体

的な姿勢で取り組むことが地方公共団体にも求

められるわけでございまして、全部局を挙げ

て、全職員、全組織が目的を共有しつつ取り組

んでいくことが、何よりも肝要であろうかとい

うふうに思います。御提案のありました外部人

材の活用や推進体制の整備につきましては、地

方創生の施策の進展などさまざまな状況、要素

を勘案しながら、必要に応じて適切に対応して

まいりたいと考えておるところでございます。

既に今、この列にも内田副知事、橋本部長がお

るわけでございますが、もともと地方創生と言

われる前から、そのような問題意識をもとに、

国とのパイプを踏まえながら、さまざまな地方

創生にも資するような取り組みをしていただい

ているものというふうに考えておるところでご

ざいます。いずれにしても、私を本部長とする

宮崎県地方創生本部のもとで、職員一丸となっ

て今後とも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 知事からも今、宮崎県のほ

うに地方創生本部があるということでしたけれ

ども、それが本当に機能するような組織、形を

つくっていただくことを、まず要望しておきた

いというふうに思っております。

地方創生の国のやり方を見ると、先ほど言い

ましたけれども、５年間の国の総合戦略を策定

していくとのことであります。壇上からも言い

ましたけれども、これまでの地方拠点都市や中

心市街地活性化といったやり方と似ていて、行

政マンの得意な計画策定だけがあって、計画倒

れになってしまうのではと非常に心配しており

ます。計画倒れにならないためには、やはり人

が重要だと思っております。特に、さまざまな

情報をいち早くつかむ県職員一人一人のスキル

アップとやる気が、地方創生の鍵を握ると思っ

ております。そこで、地方創生実現のための県

職員の人材づくりをどのように考えているの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 人の力、大変重要であ

ろうというふうに思っておりますし、地方の自

主的・主体的な取り組みを求められる状況に

あっては、なおさらのことであろうかと考えて

おります。議員から先ほど、フードビジネス推

進課というようなことを挙げていただきました

が、フードビジネスという、本県にとって重要

な課題について、特別な組織を設け、組織横断

的なコントロールタワーとして設けたわけであ

ります。現在、庁内の状況を見ますと、ある意

味、うまく物事が回ってきている、そのような

仕組みであり、そのような人員の配置ができた

のかなというふうに考えておるところでござい

ます。この成功事例を一つのモデルとしながら

幅広く広げていって、地方創生という取り組み

につきましても、県職員の人材、スキルアップ

というものも―宮崎県人材育成基本方針とい

うものを昨年２月に改定して、さまざまな取り

組み、チャレンジ精神に富んだプロ意識の高い
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職員を育成していこうということで取り組んで

おるわけでございまして、これからも地方創生

の実現に向けて、こういう職員の育成に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 今、知事のほうから、チャ

レンジ精神に富んだプロ意識の高い職員の育成

に努めるということでありましたけれども、公

務員はどうしても、チャレンジ精神というの

は、年齢がかさむにつれ前例踏襲につながって

しまっているのが現状じゃないかと思います。

チャレンジ精神を保つためには、リーダーであ

る知事の、俺が責任をとるからやってくれとい

うようなリーダーシップが重要だと思っており

ます。何回も言いますけれども、地方創生は、

国が何をしているかではなく、地方がみずから

考え行動して、それを支えていくのが国だとい

うことで、これまでにない発想が必要だと思っ

ております。政治は結果責任であります。地方

創生が名実ともに、長年続く東京一極集中の流

れを大きく転換し、地方が自立できるような施

策を期待しております。

次に、社会保障制度改革について再質問を行

います。

国においては、持続可能な社会保障制度の確

保の一環として、これまで市町村が運営してい

た国民健康保険を県に移管するための関連法案

を、来年の通常国会に提案することとなってお

りますけれども、現在の国民健康保険は高齢者

が多く加入しており、１人当たりの医療費が高

く、赤字体質の市町村が多いのが現状です。県

に移管しても赤字状態は変わらないと考えてお

りますけれども、国保の移管による課題をどの

ように想定しているのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

また、現在、市町村が一般会計から国保に繰

り入れている総額はどれほどになるのか、あわ

せてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

が御指摘いただきましたとおり、県が国保の財

政運営を担うに当たりましては、財政上の構造

的な問題の解決が不可欠であると考えており、

追加国費を投入するなど抜本的な財政基盤強化

策を講じるよう、全国知事会を通じ、国に強く

求めているところであります。また、平成24年

度の一般会計から国保特別会計への繰り入れは

―法律で認められた繰り入れも含めた総額で

ありますが―119億8,000万円余、このうち決

算補塡等を目的とした法定外繰り入れは11市町

村で行われ、その総額は９億6,000万円余となっ

ております。

○丸山裕次郎議員 国保が本当に持続可能な制

度なのか心配でありますので、国としっかりと

議論を深めていただきたいというふうに思って

おります。

国においては、団塊の世代が75歳を超えると

言われる2025年にかけ、2012年と比較して、後

期高齢者医療給付費13.1兆円が２倍近くの25.7

兆円に、介護給付費の8.4兆円が２倍以上の19.8

兆円になる推計をしております。この２つの社

会保障費だけで、自然増が年平均5.9％になると

分析しております。これまでの本県の社会保障

費の県負担額の増加を見てみますと、毎年数十

億円増加しており、10年間で390億円から659億

円と２倍近くまで増加しております。また、平

成25年と26年の当初予算を比較しても、２％以

上伸びております。本県は高齢化が進んでおり

ますので、国が分析した以上に本県財政に大き

な影響を与えるのではと非常に心配しておりま

す。そこで、2025年にかけての本県の後期高齢

者医療・介護給付費の自然増加率をどのように
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推計しているのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の75歳以

上の高齢者人口は、平成24年の16万4,000人が、

平成37年には20万7,000人と約26％増加するもの

と推計されております。この人口の推計値と、

近年の１人当たり医療費及び介護給付費の伸び

をもとに、後期高齢者医療給付費及び介護給付

費について県独自で推計しますと、平成24年度

の2,246億円が年率４％程度で増加し、13年後

の37年度には約3,700億円と、６割以上増加する

ものと推計しております。

○丸山裕次郎議員 今、県独自の試算として、

後期高齢者医療・介護給付費が今後、年率４％

伸びるという極めて厳しい推計を出していただ

きました。国においても、医療費適正化計画の

前倒しや、先ほど質問しました国民健康保険運

営を県に移管するなどを考えているようであり

ます。全国より高齢化が進んでいる本県とし

て、2025年の問題に対し、今後どのように取り

組んでいくのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この推計の上で、数の

上で高齢者がふえていく、これはいたし方ない

部分があるわけでございますが、要はいかに元

気な高齢者をふやしていくか、そこが重要では

ないかというふうに考えておるところでござい

ます。県ではこれまで、県民の皆さんが心身と

もに健康な生活を送ることができるよう、健康

づくりや疾病予防、介護予防などに取り組んで

きたところでありますが、今後、高齢者が可能

な限り住みなれた地域で生活を営むことができ

るよう、医療、介護、予防、住まい、生活支

援、この５つのサービスを一体的に提供する地

域包括ケアシステムにつきまして、市町村や関

係者と連携を図りながら、その構築を図ってま

いりたいと考えております。

そして何よりも、県民一人一人がみずからの

健康について関心を持ち、生活習慣の改善や定

期的な健診受診に努めることが、大変重要であ

ると考えております。「健康寿命」という指標

がございます。日常生活に制限のない期間の平

均の数字でございますが、これは本県が男性で

全国11位、女性が８位となっているところでご

ざいます。これをもう少し頑張ることによっ

て、何とか健康寿命日本一を目指せないかとい

うようなことも考えておるところでございまし

て、こうした健康づくりの取り組みというのも

しっかり進めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 これまで質問しましたよう

に、今後、社会保障費は急速に伸びていくこと

が容易に推測されます。今でさえ２％の影響

で、やっと予算編成ができていると考えれ

ば、2025年前後には４％の伸びが推計されてお

り、予算編成ができなくなり、本県は行き詰

まってしまうのではないかと心配しておりま

す。今後とも宮崎県が発展していくためには、

具体的な社会保障費の伸びの抑制策が必要であ

ります。県民一人一人の生活習慣の改善や定期

的な健診を行い、健康寿命を延ばしていくこと

が、知事の言われたとおり大変重要だというふ

うに思っております。ぜひ知事には、健康立県

みやざき、健康寿命日本一に向けた積極的な施

策を強く要望しておきます。

ちなみに、私のことでありますけれども、私

の健康管理としては、毎朝10分間のテレビ体操

を行ったりスクワットをしたり、腕立て伏せを

しております。また、先月の定期検査でコレス

テロールが高いということを言われたものです

から、今は乾シイタケのだし汁を飲むようにし

ております。知事にもお伺いしたいんですが、
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知事自身の健康管理を披露していただいて、ぜ

ひ県民の皆様に健康管理へのメッセージをいた

だきたいと思っておりますので、お願いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 議員の健康法、大変参

考になったところであります。乾シイタケの消

費拡大にも通じるかなと、思いを受けとめたと

ころでございますが、健康管理、体の面も心の

面も非常に重要だというふうに考えて取り組ん

でおるところであります。私にとっては、体の

面で言うと、まずは動かすということで、朝１

時間程度のウオーキングをすることと、仕事が

終わった後、30分でも時間がとれた場合はプー

ルに行って泳ぐというのが、今体を動かすとい

うことで取り組んでおることでありますし、毎

朝、体重計に乗ってその成果をチェックするよ

うにしております。そういう面で体の面。心の

面では、気づかないままにいろんな負荷がかか

り、心が凝り固まるというようなところがあり

ますので、家族との時間、また自分の好きな音

楽等を聞くこと、そういったトータルでの心身

の健康づくりに取り組んでおるところでござい

ます。県民の皆さんお一人お一人の生活の充実

というところもございます。また、大局的な目

で見ての介護、医療等の財政負担の軽減という

ような大きな効果等もございますので、ぜひ、

健康寿命日本一を目指して、健康づくりにそれ

ぞれ取り組んでいただきたい、そのように考え

ております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、健康寿命日本一を目

指すように、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、火山噴火対応について再質問を行いま

す。

壇上から述べましたように、御嶽山での水蒸

気爆発による戦後最悪の被害が出てしまいまし

た。改めて、亡くなられた方々の御冥福と、ま

た被害に遭われた方々に対しましてお見舞い申

し上げたいというふうに思っております。

なぜ戦後最悪の被害を防げなかったのかとい

う調査が進むにつれ、気象庁が観測していた火

山性地震や傾斜計などの情報を、登山客に伝達

できる手段がなかったのが一因と言われており

ます。また、避難場所の整備が不十分だという

ことも挙げられております。観光地である阿蘇

山では、硫化水素濃度感知情報を観光客などに

伝える電光表示板も設置されております。そこ

で、えびの高原や霧島全体の情報伝達手段はど

のような状態にあるのか、お伺いいたします。

また、避難場所の設置はどの程度なのか、あ

わせて危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 霧島山周辺

の情報伝達状況につきまして、居住地域と登山

道に分けて申し上げますと、まず居住地域につ

いては、防災行政無線、サイレン、緊急速報メ

ール等による情報伝達が可能であります。一

方、登山道につきましては、情報伝達の困難な

場所がありまして、例えば緊急速報メールにつ

いては、硫黄山周辺では受信ができますが、高

千穂峰の一部では受信ができない状況にありま

す。

また、えびの高原付近の一時的な避難場所に

つきましては、この周辺には噴石等から身を守

る専用の避難シェルターはありませんが、「え

びの高原荘」や「足湯の駅えびの高原」などの

建物がありますので、噴火という事態が生じた

場合には、これらの施設が避難場所になるもの

と考えております。

○丸山裕次郎議員 率直に言って、現在の情報

伝達や避難場所は不十分だと思っております。
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そこで、えびの高原の火口周辺警報がいつ解除

になるかわかりませんけれども、登山客や観光

客への情報発信・伝達できる緊急警報システム

を早急に構築すべきと考えておりますが、危機

管理統括監にお伺いいたします。

また、避難場所の整備を促進すべきと考えて

おりますが、あわせてお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 先ほどお答

えいたしましたように、登山道の一部には情報

伝達の困難な場所がありますので、県では国に

対しまして、効果的に情報伝達のできる対策を

講じるよう要望しているところでございます。

対策の例といたしましては、防災行政無線の拡

声器の設置や、緊急速報メールの受信エリアの

拡大などが考えられます。

また、一時的な避難場所の設置につきまして

は、今回の硫黄山での警報発表を受け、えびの

市では緊急避難計画を策定することとしてお

り、この中で、一時的な避難場所としての指定

や、避難シェルターの整備の必要性についても

検討されると聞いておりますので、県といたし

ましても、必要な協力を行ってまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ整備促進をお願いしま

す。また、答弁にありました、特に、効果的に

情報伝達のできる対策に関しましては、えびの

高原への光ケーブルの設置を含め、国のほうに

強く要望していただきたいと思っております。

壇上からも述べましたように、えびの高原の

観光資源の一つである、県が管理しております

自然遊歩道の池めぐりコースというのがあるん

ですが、今回の火口周辺警報により通行どめに

なってしまいました。理由は、気象庁が示し

た、おおむね１キロ範囲内に入り口があり危険

だということでしたけれども、実際は入り口は

１キロ以上離れているということで、地元から

は「通行どめを解除してほしい」という声があ

ります。観光客などの安全性の確保を重視する

ことはある程度理解できますけれども、火山と

共生してきた地元としては、「通行どめが続け

ば、えびの高原の観光は死んでしまう」などと

いう不安な声を聞きます。そこで、火口周辺警

報の１キロ範囲以上離れている区間の通行規制

のあり方をどう考えているのか、環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 福岡管区気象

台の発表によりますと、おおむね１キロメート

ルの範囲では、飛散する大きな噴石に警戒する

とともに、風下側では、降灰及び風の影響を受

ける小さな噴石に注意をすることとされており

ますことから、１キロ以上離れている―これ

は１キロから約80メーターほど離れておるんで

すが―自然遊歩道についても、利用者の安全

を第一に考え、立ち入りを規制しているところ

でございます。現在、避難誘導、情報伝達など

の安全対策につきまして、えびの市と協議を進

めているところでありますので、今後の規制の

あり方については、安全対策を確認した上で、

関係部局も含めて検討してまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 今回のえびの高原の硫黄山

の火口周辺警報が出されたのは、御嶽山の大災

害の影響が大きいと感じております。硫黄山が

危険な状態だったのは、８月20日の火山性地震

が７分間続いたときではなかったのでしょう

か。なぜ10月24日になって火口周辺警報は出さ

れたのか、今でも疑問に思っております。警報

が出された以上は、行政として対応しなければ

いけませんけれども、国、県、関係市町村と連

携し万全の態勢をとりつつも、火山との共生に
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配慮した観光産業の地域振興にも全力で取り組

んでいただくことを強く要望しておきます。

次に、土地行政について再質問を行います。

県土整備部長から答弁がありましたとおり、土

地の未登記により、本来であれば１人の印鑑で

済むところを、何十もの同意の印鑑が必要とな

り、１人でも同意の印鑑がなければ登記ができ

ない状況であります。かなりの行政コストがか

かってしまっております。また、同意に必要な

方が見つからず、やむを得ず公共工事がストッ

プしてしまう事例もあるようであります。今

後、人口減少が進めば、土地登記の未登記がふ

え、いざ行政が何か起こそうとしても、ストッ

プしてしまう要因になるのではないかと懸念し

ております。ことしから始まりました、農地を

集約して担い手に貸し出す中間管理機構では、

相続未登記の農地でも、知事特認で担い手に貸

し出すことが可能になるようですけれども、具

体的にはどのような手続が必要なのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

事業における相続未登記の農地の取り扱いにつ

きましては、共有持ち分の２分の１を超える相

続人が同意すれば、農地中間管理機構が利用権

を取得できることとなっております。ただし、

遊休農地の場合には、共有持ち分の２分の１を

超える相続人が判明しない場合でも、市町村農

業委員会が所有者等を確認できない旨の公示を

行い、相続人が名乗り出なければ、知事の裁定

によって機構が利用権を取得できることとなっ

ております。いずれにいたしましても、相続人

が多岐にわたる場合や県外在住の場合等には大

変な労力を伴いますことから、市町村等の協力

を得ながら進めているところでございます。

○丸山裕次郎議員 県土整備部長、農政水産部

長からありましたとおり、相続未登記によりか

なりの行政コストがかかっております。そこ

で、現在の土地登記手続の法的な取り扱いはど

うなっているのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 不動産登記法によ

りますと、土地建物の相続があった場合には、

相続人はその登記を申請することができるとさ

れているところであります。したがいまして、

法的には相続人に登記申請の義務を課すものと

はなっていないところでございます。

○丸山裕次郎議員 総務部長の答弁にありまし

たとおり、相続登記は義務ではないため、今後

人口減少が進む地方において、土地の価値が下

がり、さらに登記に対する意識がなくなり、い

ざ何かを起こそうというときに行政コストがか

かってしまうのではないかと心配しておりま

す。地方創生でも、東京の一極集中是正という

ことで、移住促進として空き家の利用策とかを

進めようとしております。これまでの所有とい

う視点でなく、利用という視点で活性化を図る

べきだという考えが地方創生にあるようであり

ます。また、東日本大震災からの復興がおくれ

ている要因として、土地取引のおくれがあると

聞いております。そこで、土地行政に関する課

題について、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 土地行政ということで

あります。今、保有から利用という話がござい

ました。私は平成７年、８年に国土庁の土地政

策課で仕事をしまして、当時、地価バブル対策

というものが非常に問題になったときに、余り

にも私有権というもの、土地所有権というもの

を重視する―その資産価値に着目してという

ことから、もっともっと利用していこうという

取り組みを進める土地政策推進要綱などをまと
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めたところでありますが、まだまだ課題が残っ

ているということを実感しておるところでござ

います。

今議論がございました相続未登記の問題につ

きましては、今後、人口の減少や高齢化が進む

ことによって、土地利用施策上、ますます顕在

化してくるものと考えられます。また、この問

題は、御指摘のとおり、東日本大震災の復興事

業における用地買収においても顕在化するな

ど、幅広い分野に及ぶ全国的な問題であり、本

県としても、その実情、問題点について国に伝

えていく必要があると考えておるところでござ

います。憲法における私有財産の保障の取り扱

いにも留意する必要がありますことから、これ

については、まず国レベルでの十分な議論が必

要であると考えておるところであります。

○丸山裕次郎議員 知事のほうから言われまし

たとおり、土地には所有権という大きな壁があ

るということは、私も十二分にわかっておりま

すので、先ほど言いましたように、所有という

視点ではなく、利用という視点を重視した土地

行政としての法制度ができないかを含め、国と

議論を深めていただきたいということを要望し

ておきます。

最後に、包括外部監査について再質問を行い

ます。先ほど代表監査委員から答弁がありまし

たとおり、毎年、包括外部監査人から指摘・要

望事項等があります。決算のときに、これまで

通常監査で指摘事項があったものについて、県

当局では、対応状況について議会に報告してい

ただいておりますけれども、包括外部監査人か

らの指摘・要望については、県当局ではどのよ

うに対応してきたのか、総務部長にお伺いいた

します。

また、議会への報告についてもあわせてお伺

いいたします。

○総務部長（成合 修君） 包括外部監査人か

らの指摘・意見につきましても、監査委員から

の指摘・注意と同様に、再度指摘を受けること

のないように、速やかに改善を図っているとこ

ろであります。また、基本的な事務に関する指

摘も数多く見られることから、職員一人一人の

自覚を促すとともに、事務処理に当たって、入

念かつ複層的な確認に努めております。

次に、議会への報告についてであります。平

成25年度分につきましては、包括外部監査事項

に選定された県出資団体の財務状況に関して、

毎年度議会に報告しております県出資法人の経

営状況の中で、その指摘内容と対応状況を記載

したところでありますが、今後とも、監査事項

や指摘内容等に応じて、その報告のあり方につ

いて検討してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 包括外部監査の監査範囲

は、規定により財務に関する事務の執行が主に

なっております。本来の目的は、住民の福祉の

向上に努め、最小の経費で最大の効果を上げる

ことであり、また、組織及び運営の合理化に努

めるとともに、規模の適正化を図ることである

のに、監査できる範囲が余りにも限定的であり

ますので、本来の目的が達成できないのではな

いかと考えております。そこで、包括外部監査

ができる範囲の拡大ができないのか、代表監査

委員にお伺いいたします。

○代表監査委員（宮本 尊君） 包括外部監査

の範囲についてでありますが、現在、国におい

て、地方公共団体の監査制度全般について見直

しの議論が行われており、その中で、外部監査

制度については、監査委員と外部監査人との役

割分担や協力関係などが論点となっておりま

す。私どもといたしましては、引き続き国の動
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向を注視するとともに、さまざまな機会を捉

え、監査委員としての意見を国に対して述べて

いきたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 包括外部監査人と契約して

いる知事に要望しておきます。包括外部監査が

始まって15年余りになっておりますけれども、

一度も制度改正を行っておりません。ぜひ、監

査の目的が十分果たせるように、監査の範囲が

拡大できるよう、地方自治法改正の議論が進む

ように要望しておきます。

以上をもって私の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 初めに、知

事の政治姿勢に関し伺います。

県政の次期かじ取り役を選ぶ選挙まで残すと

ころもいよいよ１カ月となりました。口蹄疫か

らの再生、そして復興を初め、幾つもの大きな

課題を抱えた中での知事職への就任でありまし

た。自来４年間、東九州道を初めとするインフ

ラの整備や東アジア経済戦略等、幾つもの課題

へ、その努力を多としてまいられたところであ

ります。

ところで、知事は選挙に際してのマニフェス

トとも言える政策提案「ともに築こう 「みや

ざき新時代！」」を先般公表されましたが、そ

の中で御自分の政治姿勢について、知事に必要

とされる大きな役割は、ビジョンを明確に提示

できる「構想力」と、それを力強く推進する

「実行力」であるとし、「新たなテーマへの果

敢な挑戦」と「迅速な決断」を軸に県政を進め

るとしておられます。

さて、私ども自民党は、次期知事選挙におい

てはあなたを推薦することを決定し、既に投票

日に向けての動きの中にあります。ところが、

そのような動きの中で時折、周囲より大変気が

かりな声が寄せられます。それは、知事、あな

たのリーダーシップに対する懸念であります。

この懸念に対し、今、知事がとるべき行動はた

だ一つ、それは今回の提言にある力強い実行

力、そして果敢な挑戦、この実践にこそあると

考えますが、この４年間の実績を振り返られる

とき、このような声を含め、何を評価され、何

を積み残した課題として整理されるか、その総

括をお伺いいたします。

次に、地方創生についてであります。

地方の活性化政策としては、過去にも、田中

内閣時の日本列島改造計画や竹下内閣時におけ

るふるさと創生事業、さらに広義的には全国総

合開発計画や国土形成計画など、さまざまな取

り組みがなされてきております。そのような

中、今般、安倍内閣は、地方における人口減少

問題が深刻化する中、国民がこの問題への認識

を共有し、そしてこの困難な課題を克服してい

くべく、地方の人口減少問題に当たる長期ビ

ジョンと2020年までの総合戦略を策定するため

の組織として、地方創生本部を設置しました。

ところで、今回の地方振興政策の大きな特徴

は、経済財政諮問会議が、50年後に人口１億人

台と、我が国が維持すべき人口を、政治レベル

では初めて数値目標として明示したことであり

ます。そして、もう一点、人口問題は東京一極

集中問題と関連していると断言し、これを同時

に解決できる共通の答えを地方再生として、そ

の総合戦略を地方みずからの考えで策定させる

としたところにあると考えます。なお、本構想

に関しては、自民党としても次の総選挙におけ

る最優先の公約として掲げることになると思わ

れます。

ところで、これに関し地方が求めていた自由
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度の高い交付金制度については、地方が策定す

る総合戦略のできばえに応じて交付する制度を

導入するとの意向を、石破地方創生担当大臣が

去る12日に示しました。つまり、地方が策定す

る戦略等については、その質の高さが極めて重

要な意味を持つこととなります。また、これを

策定するのに残された時間についても、余裕豊

かなものではありません。市町村の総合戦略策

定への関与のあり方とあわせ、県の人口ビジョ

ン及び総合戦略についてはどのようになってい

るのか、知事にお尋ねいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は自席か

らいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、４年間の総括についてであります。知

事就任直後から任期の前半におきまして最も力

を入れてきましたのは、口蹄疫、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、我が国全体と

しては東日本大震災もあったわけであります。

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、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

全力を傾けてまいりました。まだ道半ばであ

り、課題は残されておりますものの、こうした

取り組みにより、宮崎牛の日本一連覇を経て、

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ます。今

後の発展に向けた礎を築くことができたものと

考えているところであります。その一方で、本

県の将来を担い、地域や産業を支える人材の育

成や、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

に、もっと力を注ぎたかったという思いもあり

ます。

これらにつきましては、県民の皆様に次期県

政への御負託をいただけますならば、今後とも

全身全霊を傾けて、本格的な人口減少社会の到

来の中にあっても、本県が将来に向けて発展し

続けていけるよう、私が先頭に立って、県民の

皆様とともに「くらしの豊かさ日本一の宮崎」

の実現を目指して邁進してまいりたいと考えて

おります。

次に、県版人口ビジョンと総合戦略について

であります。今回、国が人口減少や東京一極集

中の問題に正面から取り組むことは、大きな転

換点であると評価しており、県や市町村としま

しても、この機を捉え、地方創生に向けた取り

組みを自主的、積極的に進める必要があると考

えております。

本県では、現行の県総合計画において、人口

減少を県政の最重要課題として取り組んできた

ところでありまして、現在行っている総合計画

の改定作業におきましても、その成果や知見を

生かし、市町村と連携しながら作業を進めてい

るところであります。今後策定をします本県版

の人口ビジョン・総合戦略につきましても、国

の総合戦略や改定中の県総合計画と整合性をと

りながら、市町村の意見を反映し、本県の特性
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や課題を十分に踏まえたものとしてまいりたい

と考えております。

また、市町村におきましても、国及び県の総

合戦略等を勘案した人口ビジョン・総合戦略の

策定を進めていくこととなりますが、県内市町

村には、それぞれ置かれた状況や特性に違いが

ありますことから、県としても国と連携をしな

がら、実効性のある戦略となるよう、きめ細か

な情報提供や積極的な支援を行ってまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 口蹄疫からの復興に関してで

すけれども、県では復興方策の一つとしてファ

ンド事業に取り組んでこられたわけですが、こ

の事業については大変対象範囲が広いというこ

ととか小回りがきくということで、県民からも

大変人気のある、期待の大きい事業でありまし

た。しかし、これが来年度をもって終了、満期

となるわけであります。ただ、今の答弁で知事

は、口蹄疫からの再生・復興に一定の道筋をつ

けたと言われましたけれども、それは畜産のあ

したに明かりが見え始めたということで、もろ

もろの産業の立ち上げというのは、まだまだこ

れからだと思うんです。ですから、ぜひこの事

業については、引き続いてまた運用していくこ

とができるように、国に強く申し入れをやるべ

きと思うんですけれども、知事の考え方をお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、口蹄

疫からの再生・復興、宮崎牛の全共２連覇を初

め、一定の成果を上げてきたと考えております

が、再生・復興を確実なものとし、本県経済の

さらなる発展に結びつけていくためには、まだ

まだ多くの課題を抱えていると認識しておりま

す。現在、フードビジネスの推進や畜産新生な

ど、復興から新たな成長に向けた取り組みを、

関係団体と一体となって積極的に進めていると

ころであります。そのような中で、この口蹄疫

復興ファンドにつきましては、農業だけではな

く、商工・観光など、さまざまな分野の事業に

対して幅広い支援を行っておりまして、大きな

役割を果たしていると考えております。御指摘

のとおり、27年度で終了することとなっている

ところでありますが、28年度以降の対応につい

て、現在、同様のファンド等を持っております

他県の状況調査を行っておるところであり、延

長の可能性も含め、今後のファンドのあり方に

つきまして、しっかりと検討し、国とも協議を

してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひ、お願いしたいと思うん

です。中には10年という長いスパンのファンド

もありますし、また高い金利のときは1.2％ぐら

いの金利で運用しているところもあるんです。

本県は0.6％ぐらいだったんですかね。ぜひこれ

は力を入れていただきたいと思います。

地方創生についてお尋ねします。県の地方創

生本部は、全国トップクラスの本県の合計特殊

出生率、これをまずエンジンとして、人口の社

会増あるいは自然増対策を実現させるとして、

地方創生の「みやざきモデル」というのを策定

されました。その中で自然増対策として、今、

1.72、この出生率を５年後には0.1ポイント上げ

る、そして2030年にはこれを2.07に持っていく

という目標であります。何としてもこれは実現

させなければいけないんですけれども、それを

実現させるためには、今の1.72、これを支えて

いる背景をしっかり分析していくことが必要だ

と思うんです。それがないと、見通しというも

のがなかなか確定的なものにならないと思うん

ですけれども、どのように考えておられるの

か、福祉保健部にお伺いいたします。
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○福祉保健部長（佐藤健司君） 県におきまし

ては、これまで、家庭・地域・企業と行政が一

体となった「未来みやざき子育て県民運動」の

展開や、幼稚園や保育所の改築・耐震化等によ

る子育て環境の整備、さらには仕事と家庭の両

立支援などに取り組んでまいりました。このよ

うな取り組みによる保護者の子育てに対する不

安感、負担感の緩和や、待機児童ゼロの継続な

どが、合計特殊出生率の高い要因として挙げら

れるのではないかと考えております。今後、こ

れまでの取り組みの一層の充実はもとより、県

民の結婚、出産、子育てに関する意識や、温か

い県民性、地域のきずなが残る風土といった本

県の子育て環境の優位性についても、しっかり

と現状分析を行った上で、合計特殊出生率2.07

の達成に向けて、施策を推進してまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 まさしく今、県民性とかきず

なと言われたんですけれども、そこがやっぱり

ポイントになるんじゃないかと思っているんで

す。今回の人口ビジョンというのは、全ての自

治体が数値目標、出生率というのをそこにはめ

込んで策定するわけです。それを全国で競って

いく、そして宮崎の提案に軍配を上げさせると

いう作業なわけですから、そこのところの説得

力というのがすごく問われることになると思い

ます。

例えば全国で一番出生率の高い2.81、鹿児島

県の伊仙町、ここに自民党の地方創生本部の河

村建夫本部長一行が視察に行ったんですね。そ

の折、徳之島の若いお母さん、東京から移住し

てきているお母さんですけれども、その方が、

なぜここは高いんだろうという問いに率直な感

想を述べているんですけれども、ここは子は宝

という、そういった雰囲気というんですか、そ

ういうものが浸透している、だから安心して産

めて安心して育てることができる、それがやっ

ぱり出生率につながっているんじゃないかとい

うことを言っております。ほかにたくさん言っ

ているんですけれども、自民党の本部というの

は、これはまさしくそうだ、全国のモデルにす

べきことだということで、それを政府に提言す

る中に盛り込むということを伝えて、党本部へ

持ち帰ったんです。

ですから、宮崎県ですけれども、そこだと思

うんです。例えばお隣を見てみますと、九州で

一番高いのが宮崎県、次に高いのが熊本

県、1.65です。長崎県1.64、鹿児島県1.63、か

なりの差があります。同じ九州で、むしろ子育

て支援策は充実しているかもわからない。何が

違うのかというと、私はやはり宮崎の県民性だ

と思うんです。ちょっと表現は当たらないかも

わからないけれども、じゃがじゃが、てげて

げ、そっでいいがというようなところで、やは

り安心するんだと思うんです。宮崎の人は、例

えばよそから入り込めば、自分から標準語で話

そうとしますよ。よそはそれぞれの方言で、何

かそこに壁をつくる。そういったものは鳥の巣

をかけるのと一緒だと思うんです。そこのクス

ノキにも、見えないところにかけますよ。だか

ら、そういった県民性を徹底して解析してい

く。

例えば宮崎という一つのコミュニティーエリ

アを考えれば、熊本、鹿児島あたりと比べて、

宮崎県同士で結婚した夫婦の出生率、宮崎県と

他県からの夫婦の出生率、他県で結婚して宮崎

に来た人の出生率、それを各県で比べていった

ら、そこのところに一つ見えるものがあるかも

しれないわけであります。ぜひ、さまざまな方

向から今のきずなを分析していただきたいと思
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います。これは要望です。

移住促進策についてですけれども、同じく

「みやざきモデル」では、高齢者の移住受け入

れについても促進するとされておりますが、こ

れについては、介護保険費用の問題という一つ

の障壁が、市町村受け入れに際してあるんじゃ

ないかと心配しています。このことについての

考え方を福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現行の介護保

険制度では、住民が市町村の区域を越えて転居

された場合、自治体間で財政上の不均衡が生じ

ないように、転居後に直接、介護保険施設等へ

入所する場合には、前の所在地を保険者とする

住所地特例制度が設定されています。しかし、

この制度ですと、都市部から本県に転居され、

通常の生活を送られた後、介護保険施設等に入

所された場合は、県内自治体の負担となりま

す。このため、今回の提言では、現行の住所地

特例制度を拡充し、全国一律での保険料の支払

い期間である40歳から64歳までの間に最も長く

居住した自治体が介護費用を負担する仕組みと

したところであります。

○坂口博美議員 その考え方だと不公平が出る

と思うんですね。例えば、今、適用になる住所

地特例、これは、いろんなところに住んでい

て、宮崎に今回誘導する、そうすると、同じサ

ービスを同じところで受けながら、その方がそ

れまでに納めてきた保険料はすごく違うと思う

んです。県内でも宮崎市は月額5,450円です。一

番安い五ヶ瀬町3,650円です。1,800円差があ

る。それを１年にすると２万1,600円、10年にす

ると21万6,000円、その負担が違ってきて、なぜ

一緒なんだという疑問。それから、県を越しま

すと、一番高いのが沖縄県5,880円、一番安いの

が栃木県4,409円なんです。こういった、納めて

きたお金の長いスパンの中での不公平があっ

て、サービスが一緒という……。それからもう

一つ、宮崎県からの提言で新たに拡大させるん

だと、それにかからない人にもと言われるけれ

ども、今度はいろんな町を、さまざまな移動を

促進させるわけだから、生涯の中でいろんなと

ころを転々とする。その中で一番長く保険料を

納めたところが全てを払いなさいということで

す。そこが払ったら、ほかのところで収納した

ところは、その収納したものを出す機会を免除

されるわけですね。こんな不公平なのを―今

までなら例外的な措置として特例をやるならい

いと思うんです。今回はそれを政策として誘導

するから、やはり本則の中でそういうものに対

応できる―特例じゃだめだと思うんです。提

言ももう一回練り直して、本当にこれから制度

を変えるときにふさわしい提言かどうかという

のを検証していくことが必要だと思うんですけ

れども、これは政策的なことですから、考え方

を知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の提言は、今後、

急速に都市部で高齢化が進み、そこでは介護等

も含めて対応し切れない状況がある、それを国

全体でどう考えていくかという問題意識のもと

に、都市部から地方への移住を促進する上での

大きな課題の一つであります、地方側の財政負

担の増大をどう解決するかという観点から、介

護保険制度の見直しを国に求めたものでありま

す。議員御指摘のように、負担と給付の不公平

感などが生じる懸念もありますので、国全体と

してどのような制度設計を図るか、今後、国民

的な議論を深めていく必要があろうかと考えて

おります。

○坂口博美議員 そしてまた、大学の誘致とい

うのも盛り込んでおられますけれども、大学４
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年間通過していくだけじゃ、看護大と一緒と思

うんです。それ以前にやっぱり雇用の場の確保

と思うんですけれども、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） 県内に若

者などの働く場を確保し、都市部への人口流出

を食いとめるためには、地場企業の振興と企業

立地を車の両輪として、各種施策に取り組んで

いく必要があると考えております。このため、

地場企業の新技術や新商品の開発、販路拡大等

の取り組みや新規創業を支援するとともに、本

県ならではの資源やポテンシャルを生かすとい

う観点から、食品関連や医療機器関連産業の集

積促進、さらには東九州自動車道の全線開通を

見据えた自動車関連産業の振興により、新たな

成長産業の育成を図ってまいりたいと考えてお

ります。また、企業立地につきましては、企業

の地方移転を促進する税制措置を国へ働きかけ

るとともに、豊富な農林水産資源を生かした食

品関連産業や、多くの雇用が期待される情報サ

ービス産業などの分野について、積極的な立地

活動を展開してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 次は、農政問題について伺い

ます。

宮崎県は、以前は台風銀座と呼ばれるような

時期があったんです。本県の自然というのはそ

れぐらい厳しい。それを相手にやる宮崎の農業

というのは大変なわけですけれども、防災営農

計画に基づいて頑張ってきた。そして、たくさ

んのブランドというのを作出してきたわけです

けれども、こういったものをやり遂げたという

のは、一つには、宮崎の農家というのが、どん

な作目、品目にも即座にそれを自分らで栽培し

ていくことができるという高い技術を持ってい

たということ、もう一つには、例えばマンゴー

でありますとか地頭鶏というような、非常に付

加価値の高い品種の開発をやれる技術でありま

すとか、特に日本一と言っている残留農薬の判

定機、こういったものを開発するだけの試験研

究のレベルが高かったということ、これらが相

まっての今の産地づくりだと思うんです。た

だ、これからは、今、議論しておりますように

人口減少期という時期に入っていきます。結

局、消費パイというのが縮んでくる。その中で

宮崎の農業振興となると、今までどおりにはい

かないと思うんです。

申し上げましたように、宮崎の農業というの

は大変高い技術がある。マーケットが求めるも

のに即座に応え切れるだけの力を持っていると

思うんです。やっぱりここを売っていかなけれ

ばいけないと思うんです。相手が求める条件を

満たすものをまず提供して、そのかわり、宮崎

の生産者というのは、値段はこちらで決めるん

ですよと、こういった商談が成り立つような農

業というものを今後は成立させていかないとい

けないと考えるんですけれども、こういった時

代にあっての新たな農業振興方策を示すべきと

考えるのですが、知事の考え方をお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今、議員の御指摘があ

りましたように、本県の農業は、これまでもさ

まざまな困難、また厳しい課題に直面しながら

も、先人のたゆまぬ努力により、日本のモデル

となるような、ここまでの生産体制を築いてま

いったというふうに考えておるところでござい

ます。昨今、国際競争の激化や生産コストの上

昇、担い手の不足など、多くの課題に直面して

いる状況でありますが、先人の努力に学び、

しっかりと、農業というものをさらなる成長へ

結びつけていく努力が必要であろうと考えてお
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ります。

そして、このような課題を克服し、国の農業

政策の見直しにも対応しながら、本県農業が生

産者の所得をしっかり確保して日本をリードす

る成長産業になるためには、まずは１つとし

て、マーケットニーズに対応した競争力の高い

産地を形成していくこと、そしてＪＡや県内市

場、農業法人が連携した新たな販売システムを

構築していくこと、また大消費地から遠いとい

うハンディを克服する物流の改革、こういった

３つの柱を立てながら、新しい本県の農業の形

を築くのが極めて重要であろうかと考えており

ます。新しい総合計画や農業農村振興長期計画

などに反映させますとともに、地方創生に係る

「みやざきモデル」の柱として推進することに

よりまして、農業を核とした地域経済の活性化

に取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 やはり技術力というものに報

いる農政をやってほしいと思うんです。ただ、

そのときに問題なのが、営業力、販売力だと思

うんです。県内の農産物の営業となると、辛う

じてＪＡ経済連が中央市場を通しての営業活動

を行っている程度で、県内にある市場でありま

すとか、企業あるいは法人となると、マーケッ

トニーズを捉えるだけのアンテナすら持ってい

ないのが現状だと思います。そういった中で、

農産物の商流あるいは物流というのは、まず大

型量販店でありますとか、あるいは加工メーカ

ー、こういったところにだんだん収れんされて

いって、しかもロットもだんだん大きくなって

きていると思うんです。ですから、まず販売戦

略と思うんです。販売力強化あるいは産地構造

の改革は待ったなしだと思うんですけれども、

これに係る農政水産部長の御所見を伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農産物の流通

が多様化する中で、本県農業の生産力、競争力

を維持し、農業所得を向上させていくために

は、実需者と産地との契約取引により、生産・

流通・販売の各段階において、利益配分をしっ

かりと交渉できるマーケットイン型の産地経営

への転換を図る必要があると考えております。

このため県では、ＪＡや県内市場、農業法人等

と連携いたしまして、これらの組織が有するマ

ーケット情報を共有できる体制の構築、多様な

契約取引先に対応できる組織の育成や産地間の

連携促進、産地分析等に基づく経営ビジョンの

策定等の産地構造の改革に集中的に取り組むこ

とで、変革の時代に対応できる産地の育成を推

進してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 本県の販売農家戸数は３万958

戸ですけれども、その中の99.5％、３万813戸と

いうのは、家族労働力を主とする、いわゆる小

規模経営体なんですね。そこの年間出荷額とい

うのは、県全体の71.5％を占めている。ですか

ら、これは無視できない。まさに宮崎の農業振

興上ここが鍵を握っていると言ってもいいんで

す。この人らがいる地域、ここらの産地の組織

力をしっかり固めて、そして経営力をいかに強

化するか、これが大きいと思うんです。

県は、平成４年ですか、僕らの地元の児湯郡

地域を中心とするところをアグリトピア構想に

指定しました。ここをまず日本の農業のモデル

地帯にするんだということだったんですけれど

も、やったことは、まず農業大学校をつくった

こと、そして今、これは大きなお荷物と言わざ

るを得ないんですけれども、農業科学館をつ

くったこと、それで終わりなんですね。こう

いった政策性のなさ、それを批判されても仕方

がないような状況なんですけれども、今こそ、

この尻切れとんぼになった構想をいま一度復活
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して、特に人材づくり、今後の地域農業の推進

役となるこういった人材を育てていくことが不

可欠だと思うんです。部長の考え方をお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） これからの農

業人材育成におきましては、マーケット情報や

多様な技術革新情報等に高いアンテナを持ち、

戦略的な産地経営に取り組む農業経営者を育成

することが重要な課題となっております。この

ため、農業大学校や、来年度から指定管理の導

入を予定しております農業総合研修センターを

次世代農業の総合研修拠点と位置づけ、民間企

業や先駆的な農業経営者等と連携を図りなが

ら、先端技術や経営ノウハウを学び、実践でき

る場を提供することにより、次世代の本県農業

を担う人材の育成に取り組んでまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 次は、松くい虫について環境

森林部長に伺います。

県の推測なんですけれども、平成25年度の宮

崎県の国有林を除く森林の松の立木数は1,694万

本とされております。その中の松の被害木は２

万286本、全体の0.120％です。この推移を見て

みますと、平成14年度から平成23年度までは大

体、立木数が1,800万本前後で推移しておりま

す。平成14年度は１万8,368本、全体の0.102％

で、年々減ってきているんです。平成20年度、

１万2,719本で、全体の0.069％まで来ているん

ですね。効をなしてきているなと思ったら、こ

れを機にまた上がり始めて、平成23年度から24

年度に、立木数が100万本余り減って、1,800万

本から、さっき言いましたように、同じ

く24、25年度は1,694万本になっているんですけ

れども、その中の１万7,774本、0.105％が24年

度で、25年度についてはさっき申し上げました

とおりなんですけれども、２万286本。こういっ

た状態なんですけれども、県にはそれなりの考

え方があると思うんですが、例えば、僕らの町

に新富町富田浜公園という公園があります。そ

れから一ツ葉有料道路、この周りも相当目立つ

んですね。こういったことでいいのかと心配し

ているんですけれども、松くい虫の被害につい

てのこれまでの推移と現状について、そしてま

た松くい虫対策については、まず基本的にどん

な考え方を持ってどういう取り組み方をしてい

るのか、具体的な手法でありますとか、規模で

ありますとか、あるいは時期や効果などについ

てお伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君）まず、被害の推

移と現状でありますが、松くい虫による被害

は、被害の推定本数で見ますと、御指摘にあり

ましたとおり、平成14年度から減少しておりま

したが、21年度以降、増加傾向にあり、特に24

年度、25年度につきましては、前年に比べまし

てそれぞれ14％ずつ増加しているという状況に

ございます。特に昨年度は、夏の記録的な猛暑

・少雨によりまして、海岸沿いの松林を中心

に、まとまった被害が発生しておりまして、今

年度も継続的に被害が発生をしております。御

指摘の新富町富田浜公園周辺や宮崎市の一ツ葉

海岸周辺の松林につきましては、本年も被害が

激しく、その拡大が懸念されますことから、国

庫補助事業等を活用してできるだけ早く、来年

の５月までには全木伐倒駆除を重点的に実施し

てまいりたいというふうに考えております。

次に、対策の方針、取り組み等についてであ

りますが、松くい虫の被害対策の方針といたし

ましては、海岸松林を中心に、約1,200ヘクター

ルを保全すべき松林として位置づけをいたしま

して、薬剤散布による予防対策と、被害木につ
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いては伐倒した上で焼却、薬剤散布を行って、

予防と駆除という２つの対策をとっておりま

す。

まず、予防でございますが、薬剤散布は、い

わゆる松枯れの原因と言われるマツノザイセン

チュウの運び屋でありますマツノマダラカミキ

リが羽化する５月から６月にかけて、空中散布

を約520ヘクタール行っており、薬剤の効果が２

～３週間であることから、同じ場所を繰り返し

２回散布しております。また、畑の近くなど空

中散布では薬害があるところにつきましては、

薬効が８週間の薬剤を用いた地上からの散布を

６月に１回、約180ヘクタールを実施しておりま

す。さらに、薬剤散布が不可能な道路沿いの重

要な松につきましては、樹幹注入、これは薬効

が７カ月と聞いております。以上が予防対策と
※

して実施していることでございます。また、薬

剤散布を実施した後に被害が発生した場合に

は、秋口以降に被害木を伐採し、現場での焼却

処分や薬剤の散布を行っております。

このような一連の取り組みによりまして、

「日本の白砂青松100選」の一つであります本県

の海岸の維持保全に一定の効果があったものと

考えております。しかしながら、伐倒後の薬剤

処理につきましては、薬剤を均等に散布するこ

とが非常に難しく、翌年度の被害につながるこ

ともありますことから、今年度はバイオマス発

電施設等も稼働いたしますので、その施設と連

携しながら、伐倒後の全ての被害木を燃料とし

て有効活用していこうということで検討を進め

ているところでございます。以上でございま

す。

○坂口博美議員 これには力を入れてほしいと

思うんです。空中散布ですけれども、３週間効

果を見ましても、２回では６週間ですね。そう

なると、今、温暖化現象で、マツノマダラカミ

キリの羽化期間というのが５月から７月いっぱ

い、３カ月間ぐらいあるんです。そうなると、

やっぱり４回から５回散布しないと、その時

期、駆除することができない。１回飛び立ちま

すと―大体１万匹ぐらいセンチュウを持って

いると言われますね。センチュウが植えつくと

今度は爆発的にふえてくる。カミキリは15匹ぐ

らいしかふえない、卵でそれぐらいというんで

すけれども、飛び立つときは徹底してやるとい

うこと。その間にやられなかった焼却処分のも

のですけれども、マツノマダラカミキリが卵を

産みつける、それが７月ぐらいとしまして、枯

れ始めて、それから羽化が終わるのが、年越し

て脱出までがまた６月ぐらいだから、11カ月間

ぐらいは有効なんです。これはぜひ総力を挙げ

ていただきたい、これは要望にとめておきま

す。

それから、お礼も言うんですけれども、きょ

う、松くい虫の被害を本数で出していただきま

した。全て国の資料も立米数なんです。口蹄疫

だってそうですよ。どこで何匹発生した、発生

源がどれぐらいふえているか、実際は見当がつ

かないですよ。これを解析してみたらふえてき

ているということになったわけですね。だか

ら、ぜひ本数で明示するということも検討して

いただきたい、これも要望しておきます。

知事に、水産問題ですけれども、漁業センサ

スを見てみました。25年11月１日現在の本県の

漁業経営体数は1,153経営体であります。これは

前の調査、20年と比べると17.8％減で、昭和24

年に始まって以来、最大の減少なんですね。最

悪の事態だと思っています。売り上げを見てみ

たら、まず全体の28.3％が年間100万以下で

す。29.3％が100万から300万、こんな状況で

※ 115ページに訂正発言あり

平成27年11月19日(水)
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す。後継者を見てみたら、個人経営で―会社

経営は除くんですけれども―985経営体の中

の148経営体、15％が後継者がいる。残りは、な

しです。こういったセンサスの結果を見て、知

事はここから一体何を感じられるか、お聞かせ

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 漁業センサスの結果に

つきましては、御指摘のとおり、漁業経営体や

就業者が大幅に減少しており、大変重く受けと

めておるところでございます。中身を見てみま

すと、階層別でいいますと、10トン未満の沿岸

漁業層における減少が顕著となっているという

ことでありまして、資源の減少、魚価の低迷、

また近年の燃油高騰などが要因と考えておると

ころであります。いずれにしましても、後継者

や新規就業者の確保が困難な状況が続いており

ますことから、本県水産業の将来にとって、切

迫した極めて厳しい状況であると認識をしてい

るところでございます。

一方で、県内におきましては、漁業経営がう

まくいき、若い後継者がふえ、子供がふえ、そ

ういう地域もございますし、養殖も含めて輸出

等に取り組もうと意欲的な経営者もいらっしゃ

るところでございます。漁業というものは、県

民の食を支えるとともに、地域経済にとって重

要な産業であるという認識のもとに、私としま

しては、今後とも、水産業のポテンシャルを生

かし、フードビジネスの展開を図りながら、漁

業の再生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。

○坂口博美議員 よく油代の高騰で片づけるん

ですけれども、沿岸の小型船というのは、揚

がっても金額にしたらそんな大層なものじゃな

い。だから、やっぱり基本のところです。魚を

ふやす、高く売らせるということ、これは政策

的に進めなきゃだめだと思うんです。

今、水産物のポテンシャルと言われたんです

が、魚を食べてもらえる余力がまだまだあるよ

ということだろうけれども、そこに宮崎の魚を

載せ切れるかというと、今、センサスのような

状況でしょう。県外あるいは国外の魚が並ぶん

じゃないかなということで随分心配をしており

ます。これに今後どうやって取り組んでいかれ

るおつもりか、農政水産部長の見解をお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の水産振

興につきましては、漁港や漁場の整備を初め、

つくり育てる漁業や資源管理の推進など、漁業

生産の維持増大や漁業経営の安定に、これまで

努めてきたところであります。しかしながら、

御指摘のとおり、資源や藻場の減少、魚価の低

迷などにより、収入の減少に歯どめがかから

ず、近年の燃油高騰も相まって、収益性がより

一層低下している状況であります。このような

状況を克服するため、的確な資源評価と、これ

に基づく効果的な放流の実施による資源の維持

増大、地元での直販や県域的な系統組織による

販売力の強化、収益性の高い漁業モデルの構築

と漁業情報の充実による沿岸漁業の効率化など

を進め、これまで以上に、漁業者はもとより漁

協及び系統団体と一体となって、着実に漁業経

営の改善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。

○坂口博美議員 10年前と一緒なんですね。目

標を設定してでも―僕が議員になってから経

営体は半分どころか３分の１に減りましたよ。

何らかの工夫をしなきゃ、このままでは先が大

変思いやられるというか、心配になります。ぜ

ひ、総力を挙げていただきたい。

引き続いて、今度は川南なんですけれども、
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平田川淡水漁協の共同漁業権に関して、部長に

お伺いをします。ここの漁業権については、平

成25年９月の切りかえだったんですけれども、

当該漁協から組合員が減少したということ、そ

れから魚資源がなくなったということで、次の

権利は取らずに、免許は取らずに漁協を解散す

るという報告が、漁協長から県に上がったとい

うことですね。そしてまた、町長からもそうい

う旨の、それはやむなしという回答が上がって

きたということで、この免許の切りかえの前提

条件となる県の計画の中の漁場計画原案へ県が

盛り込まれなかったということです。

しかし、その後、ここは積極的に放流事業を

やって子供と触れ合ったり、ごみ片づけをやっ

たり、あるいは年末あたりの密漁の取り締まり

までやったりするしっかりした組合なんですけ

れども、そこがそのことを知って騒ぎ始めた。

組合員が足りないんだということで、今、80人

ぐらい集めています。それで、免許が欲しいと

いうことを県に申し入れたけれども、県として

は、トーン的には一旦喪失した免許というのは

まず与えない、国の技術的指導だよというよう

なことで、現地の理解というのは、これはもら

えないということになっているんです。そこの

ところについて詳しく教えていただきたいんで

すけれども、このてんまつについて、まず部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 共同漁業権に

つきましては、漁業者や遊漁者による採捕の実

態が継続している河川等に限って、県が、水産

資源とその採捕状況を確認した上で、地元の意

向も踏まえ、原則として10年ごとに免許してい

るところでございます。

平田川につきましては、免許の申請予定者で

ある地元漁協から、漁協を解散し、免許の申請

を行わないとの意向が示されたことを受けまし

て、免許申請の前提となる県の漁場計画から平

田川を除いて公示したところでございます。そ

の後、漁協事務局より意向撤回の申し入れがあ

りましたが、漁場計画公示後であるため、今回

は免許できないこと、また期間途中の免許は現

時点では非常に困難であるが、今後の漁協の状

況等により総合的に判断する必要があることを

回答したところであります。県といたしまして

は、現在も漁協が存続し、水産資源の増殖の意

思があることを踏まえまして、今後、地元との

意見交換を行うなど、平田川の漁業のあり方に

ついて適切に指導してまいりたいと考えており

ます。

○坂口博美議員 どういう説明をしたかわから

ないけれども、現地は、それはだめなんだとい

う受けとめ方なんです。

それから、漁業権をなぜ何の目的で与えるか

というと、魚をその人にとってもらうためだけ

じゃないんですね。それを与えることによっ

て、県の河川管理推進方策とか、そういう方向

に沿って自己完結で、入漁権を取ったりさまざ

まなことをやって運営しながら、しっかり河川

を守ろうという、大きな多面的な機能を守ると

いう役割が漁業免許権者には与えられているん

です。

そこで、本当にだめなら、では、今までやっ

ていた役割は、誰がどういう形で河川を守って

いくのか。県の河川管理の推進方策というの

が、県土整備部も含めてあると思うんです。そ

こらの裏もとらずに、上がってきたものを、こ

れだけの大切な免許なら本当にいいのかという

再度確認もやらずに、後は与えないぞというよ

うなトーンで物を言っているということは、大

きい問題と思うんですね。知事は免許権者なん
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ですけれども、不可になるんなら後をどうやろ

うということを考えておられるのか。そしてま

た、これは一般論としてでもいいんですけれど

も、内水面漁協の共同漁業権に対しては基本的

にどう考えておられるのかを知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 内水面の共同漁業権で

あります。御指摘のとおり、免許を受けた漁業

協同組合に採捕及び遊漁料徴収の権利が与えら

れる一方、放流等によります水産資源の増殖が

義務づけられておりまして、このような資源の

利用と保護の均衡を図るという重要な役割があ

るわけであります。そもそも内水面というもの

が、水産物の供給や自然に親しむ機会の提供な

ど、豊かな県民生活にとって重要な役割を果た

しているものでありまして、こうした内水面の

機能がしっかり維持できるように、この免許に

つきましては、期間の途中ということも含め、

適切に判断をしてまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 やはり総合的な判断で、県民

のためになる免許だったら積極的に考えるべき

だと思うんです。ぜひ、詳しく調べていただい

て善処をお願いしておきたいと思います。

次に、内田副知事に、いわゆる改正品確法に

関連してお伺いしたいんですけれども。公共事

業の競争が行き過ぎてしまった感があるとか、

あるいは担い手が不足してきたといったような

受注者側が抱えている問題、それから定数が

減ったことなどによる、そんな中で事務量が増

大したこと、こういった発注者側のマンパワー

の不足、担当職員の現場経験不足などから、受

注者からさまざまな質疑が上がってくる、これ

に対しての回答がおくれてしまう。あるいは、

不合理な説明をしてしまったり対応してしまっ

たり、こんなことに対しての不信や不満、こう

いったもの、さらには維持管理業務の様態とか

ニーズが随分変わってきた、これにも的確に応

えていけない。こういった背後の事情をもっ

て、５月だったですか、「公共工事の品質確保

の促進に関する法律」の一部改正がなされまし

た。

今回の改正のポイントですけれども、一つ

は、公共資本の品質の確保については、完成時

点だけではなく、将来の使用に係る長い期間に

ついて品質を保証していくことが求められるん

ですよということ。もう一つには、施工実態に

しっかり合ったように、先ほどの過当競争をや

らせるなとか、ダンピングをやらせるなという

こと、そして品質を確保しろということで、施

工実態に率直に従った予定価格、工期をしっか

り確保しなさいという、こういった内容。ある

いは入札制度にしても、随分時代が変わった、

多様な入札の中から適切な入札方法を選びなさ

いというような、大きい改革だと思います。

基本法ですから、この理念等を尊重しながら

運用指針、方針というのが今後策定されていく

ということになるんですけれども、地方がたく

さんの悩みを持っていました。まずは指針等の

策定に対して、問題点をしっかり抱えながら、

この際、これを解決するためにも、この作業に

関しての県の積極的な関与というのが求められ

ていると思うんです。この改正法に対しての評

価、これをどう思っておられるのかということ

を、まず内田副知事にお伺いいたしたいと思い

ます。

○副知事（内田欽也君） 今回、品確法、それ

から入契法、建設業法という３つの法律が改正

されたわけでございますが、今、議員から詳し

く御紹介いただきましたように、今回の法改正

というのは、インフラの品質確保あるいは品質
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を確保するための担い手の確保、こういう観点

からも大変画期的な改正が行われたのではない

かと考えているところでございます。

一方、主に理念を定める法律でありますの

で、やはり今後、この運用を具体的にどうして

いくのかということが大変大事になってくるわ

けであります。これについては、県といたしま

しても、例えばこれまで、私自身も含めて、実

態を把握すべく、建設業協会あるいは市町村か

らの意見も踏まえたりしまして、そういう意見

をきちんと国に伝えるという取り組みはしてき

ているところでございますが、この運用指針の

中で、地域の実情というのがきちんと反映され

ることが大事だと思っておりますので、きちん

と反映されますように、引き続き努力をしてま

いりたいと考えているところでございます。

○坂口博美議員 この基本理念の中に、一番の

本県の悩みとして、施工実態に即した予定価格

を設定するということを求めているんですけれ

ども、申すまでもないんですが、工事現場とい

うのは、施工性を含めてですけれども、一つと

して同じ条件の現場というのはないわけです

ね。この法律の求めに応えるためには、そう

いった状況を思うときに、設計の際にいかに正

確に施工現場の条件というものを設計書に盛り

込むことができるか、これにかかっていると思

うんです。

具体的には、工事の進捗というものの効率に

対して示される標準的な歩掛かり、その歩掛か

りを施工制約条件等を見ながらどれだけ補正し

ていくことができるか、これがなければ、幾ら

法律が変わっても、誰が積算しても、今のダン

ピング、過当競争のもとになる予定価格しか設

定できないですね。単価とかそういったもの

は、入って出ていくものですから、要は、施工

性を勘案したこの歩掛かり、そこだと思うんで

すけれども、国がまず標準歩掛かり、平均的な

歩掛かりをつくります。まず、これを補正しな

きゃならんのですけれども、これは勝手に県が

やったら、会計検査院への説明がつかないと思

うんですね。その参考というか、手引になるも

のが必要だと思うんです。そのためには、こう

いうときにはこういう補正をやるんだよという

条件と補正率をどこかの時点で明示させるこ

と、まずはその精神を運用指針に盛り込ませる

ということが絶対不可欠だと思うんですけれど

も、部長はこれにどう対応していかれるおつも

りか、お聞かせください。

○県土整備部長（大田原宣治君） 現在、工事

の発注に当たりましては、現場の諸条件を踏ま

えた積算を行い、必要に応じて設計変更も行っ

ているところですが、現場の状況によっては、

議員おっしゃいましたとおり、採算が厳しい工

事があるということも承知しているところでご

ざいます。

運用指針の骨子案では、「最新の施工実態や

地域特性等を踏まえて積算基準を見直す」とさ

れておりますが、予定価格の積算につきまして

は、国の標準歩掛かりを用いているところであ

りまして、工事規模や地形・地質などの現場条

件に応じた適用基準が、運用指針において明確

化されることが重要であると考えております。

このため、県や市町村が適用しやすい運用指針

等となりますよう、国に強く要望してまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 そうだと思います。例えばの

り面なんかは、高さで40メートルを超したら、

下がったら、歩掛かりが変わる。あるいは、率

直に参考にできるかどうかですけれども、コン

クリート打設とか、面積によって効率を考えた
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歩掛かりが変えられる。こういうものが示され

ないと、標準歩掛かりだけでは、それをばらし

て組むということは、地方自治体の裁量の限界

―標準歩掛かりにうたってあることなんかを

見ると裁量はあるんでしょうけれども。でも、

それをやり切れるということが難しいかなと思

うから、これは今回の改正の、県としては一番

重く受けとめて、何としても達成させるべき部

分だと思うんです。ぜひ、よろしくお願いしま

す。

それから、もう一つなんですけれども、県で

は、いよいよ来年度の４月から地域維持型の契

約を導入するということを公表されておりま

す。一般的に道路巡回業務のような維持管理業

務を受注すれば、一般的には業者の人は赤字よ

なということを(２回目ブザー)、全てのそう

いった受注に際して赤字だということが言われ

ます。その原因でありますが、県の維持管理型

業務については単価契約、だから単価と出来高

とを掛けて支払い精算していくという方式での

契約になっているんですけれども、問題は、そ

の単価の積算体系の中に、直接工事費、それか

ら共通仮設費、そしていきなり一般管理費と

なっているんです。現場管理費というのが抜け

ているんですね。だから、ここのところがおか

しいと思うんですけれども、そもそもこの現場

管理費というのは、その２つの共通仮設費と一

般管理費にはめ込まれていないけれども、工事

を進める上では必要なもの―例えば、そこで

使うトラックの税金でありますとか、保険であ

りますとか、それから県は総合評価なんかでも

厳しく言う夏の日射病、熱射病の防止のための

衛生管理、あるいは福利厚生、娯楽といったよ

うなもの、そういったもののもろもろの経費は

現場管理費でしか見るところがないんですね。

これが抜けている。だから赤字が出るはずです

よ。そこのところを今回見直されるときに―

そしてこのことは、やはり今回の改正品確法も

かぶるんですね―適切な、しっかり裏づけの

ある予定価格を構築しなさいということは、こ

こにも当然かぶってくるんですけれども。こう

いったことを踏まえた上で、今回の地域維持型

契約について、どういった視点から制度設計を

なされることになるのか、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） 地域維持型

契約につきましては、地域に根差す中小の建設

業者が雇用の受け皿となり、ひいては地域の災

害対応力の強化につながるよう、品確法の改正

後としましては、来年度から全国に先駆けて取

り組むこととしております。

具体的な制度設計につきましては、道路や河

川などの維持管理を包括して行うこととし、現

場等で必要となる諸経費を計上するなどの見直

しを行うほか、地域の建設業者で構成します事

業協同組合や共同企業体による共同受注が可能

なものとしております。また、年間を通じた維

持管理体制を評価する入札方式としまして、サ

ポート体制や過去の実績、建設機械の保有状況

などを評価項目とした総合評価落札方式を採用

することとしております。

○坂口博美議員 ぜひ、お願いします。これは

今回のチャンスを逃したら、ないと思うんです

ね。ここのところをしっかりお願いをしまし

て、時間でありますので、質問を終わります。

○環境森林部長（徳永三夫君） 坂口議員の松

くい虫の質問の中で、樹幹注入に使用する薬剤

の薬効が７年間のところを７カ月というふうに

答弁いたしましたので、訂正しておわびさせて

いただきます。
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○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会

平成26年11月19日(水)


