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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、前

屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。通告に従いまして一般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

まず最初は、川内原発再稼働問題における知

事の責任について伺いたいと思います。鹿児島

県の伊藤知事が、九州電力川内原発再稼働につ

いて同意されました。しかし、これで地元の同

意が得られたなどと到底言えるものではありま

せん。福島第一原発の現状と、原発事故からい

まだに12万5,000人もの方々が避難生活を余儀な

くされているこの苦しみを直視すれば、原発を

動かすなど到底考えられないものです。一旦事

故が起これば、その被害は必ず宮崎県民にも及

ぶことは明らかです。再稼働容認に係る地元の

判断、意見表明が原発立地自治体のみに委ねら

れていることについて、知事はどうお考えです

か。

安全な原発など存在せず、人類と共存できな

いという教訓をしっかり学んで、住民の苦しみ

や犠牲を無駄にすることなく、河野知事は、県

民の命と暮らしに責任を負う知事の責務とし

て、川内原発再稼働中止の立場を明確にし、原

発から直ちに撤退することを求めるべきではな

いでしょうか。知事の明確な見解を求めたいと

思います。

次に、日米共同訓練について伺います。秘密

保護法の強行、集団的自衛権行使容認閣議決

定、そして日米軍事協力指針、いわゆる日米ガ

イドラインの改定へと、戦争する国づくりが加

速する中、新田原基地で先月10月18日から31日

にかけて、日米共同軍事演習が実施されまし

た。今回のタイプⅡによる訓練は、米軍200名、

Ｆ15戦闘機12機と、航空自衛隊による過去最大

規模の訓練でした。地元住民がこうむる騒音と

危険性は甚大で、沖縄県民同様、負担軽減を求

める住民の声が寄せられました。知事は、この

日米共同訓練、軍事演習をどのように受けとめ

ておられるか、お伺いいたしたいと思います。

以上で壇上を終わりまして、後は質問者席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

原発再稼働に関する地元の判断についてであ

ります。川内原発につきましては、鹿児島県と

薩摩川内市の両方の立地自治体において、経済

産業大臣からの「川内原発の再稼働へ向けた政

府方針」の説明を受けて、「状況を総合的に勘

案し、再稼働はやむを得ない」と表明されます

とともに、九州電力との安全協定に基づく原子

炉設置変更許可申請に係る事前協議を了承され

たところであります。原発の再稼働に際して、

同意を必要とする自治体の範囲については、明

示されているものはありませんが、鹿児島県知

事の判断は、国の説明を受け、熟慮された上で

のものであり、非常に重たいものであると考え

ているところであります。

次に、原発再稼働に対する私の立場について

であります。川内原発に関しましては、県とし

て、県民の安全・安心の確保という観点から重

平成26年11月20日(木)



- 121 -

平成26年11月20日(木)

大な関心を持って対応し、これまでも、万一に

備えた情報連絡体制の整備等に取り組んできた

ところであります。また、県として、九州電力

に対し、安全性等の考え方について説明を求め

てきたところでありまして、九州電力からは、

原子力規制委員会が定めた厳しい新規制基準に

真摯に対応してきたこと、さらに、今後も引き

続き、安全性に係る努力を継続していくとの説

明を受けたところであります。私は、福島原発

事故の現状を踏まえますと、将来的には可能な

限り原発に頼らない社会の実現が重要と考えて

おりますが、一方で、安定的な電力供給やＣＯ２

排出等を考慮しますと、今すぐ原発をゼロにす

ることは現実的ではないと考えております。

なお、原子力規制委員会におきましては、工

事計画認可等の審査中でありますことから、引

き続き慎重な審査をお願いするとともに、再稼

働に関しては、最終的には国が責任を持って判

断するべきものと認識しておりますので、国

は、国民の不安の声を真摯に受けとめ、しっか

りとした説明責任を果たしていただきたいと考

えております。

最後に、今回実施された日米共同訓練につい

てであります。日米共同訓練につきましては、

日米両政府で合意された在日米軍再編計画に基

づき、沖縄県嘉手納基地等で実施していた訓練

の一部を、地元市町の了解を得て、平成19年か

ら新田原基地でも受け入れているところであり

ます。今回の日米共同訓練につきましては、国

と地元市町で締結した協定の範囲内で実施され

ておりますが、県としましては、事故防止や騒

音の軽減などについて万全を期すよう、九州防

衛局に対し、文書及び口頭で要請したところで

あります。外交・防衛の問題は、国の専管事項

であり、国の責任において処理されるものであ

りますが、私としましては、県民の安全・安心

を確保する観点から、今後とも、必要に応じ

て、しっかりと対処してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 では、先に原発の問題から

再質問させていただきたいと思います。今、知

事は、最終的には国の責任のものだというお話

でしたけれども、それ以前に県民に被害が及ぶ

ようでは、知事としての責任は全うされないと

いうふうに私は思います。安全な原発が存在し

ないという点では、国がどこまで責任を持てる

のかということも、今、全く不明であります。

国が示す放射能の影響基準30キロメートルです

が、これで宮崎県民の安全が守られると考えて

おられるのか。

そしてまた、県が県民の不安をもとに原子力

災害対策編に位置づけた、県の避難計画、住民

避難の具体的なものを示していただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 原子力災害に関する県

民の安全確保でありますが、原子力災害に関す

る国民の安全確保につきましては、原子力規制

委員会が、科学的・技術的知見に基づき、原子

力災害対策指針を定めているところでありま

す。この指針は、地方公共団体等による対策を

円滑に実施するために定められているものであ

りまして、原子力発電所からおおむね30キロ以

内の区域について、具体的な対策が規定されて

おります。本県は30キロメートル圏内に位置し

ておりませんが、万が一の場合に備えて、再稼

働の有無にかかわらず、本年３月に、宮崎県地

域防災計画の中に原子力災害対策編を新設した

ところであります。現在、原子力規制委員会で

は、30キロメートルを超える区域について検討

が行われているところでありますので、今後、
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この検討状況を見きわめながら、地域防災計画

のさらなる改正について検討してまいりたいと

考えております。

次に、住民の避難についてでありますが、国

が避難に関する計画を策定することを求めてい

るのは、原子力発電所から30キロメートル以内

の地方公共団体であります。現在、原子力規制

委員会では、30キロメートルを超える区域につ

いて、その具体的範囲、防護措置の考え方の検

討が行われているところでありますので、この

検討状況を見きわめながら、今後、県民の安全

・安心を確保する観点から、必要に応じた対応

を図ってまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 では、県が原子力災害対策

編に位置づけた県民の安全というものは、全く

具体化されていないと。県民の多くは、何らか

の形で、そういう避難計画、県民の安全を守る

ためのものができ上がっていくんだろうと認識

していると思っているところです。また、影響

基準の30キロですけれども、これは全く科学的

な根拠を持たないと言わなければなりません。

安全性の確立していない原発の事故を想定する

ことは、知事としては当然のことだと思いま

す。そうでなければ、知事としての責任は果た

せないというふうに思うんです。繰り返します

が、県民の安全を守る知事の責任として、やは

り再稼働は認められない、こういう立場を今、

明確にすることが、知事としての責務を果たす

ことになると思います。再度、御答弁いただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電に関しまし

ては、現在、科学的・技術的な知見に基づい

て、原子力規制委員会等において、さまざまな

チェックがなされているものと考えておるとこ

ろでございます。繰り返しになりますが、将来

的には、可能な限り原発に頼らない社会の実現

というものが重要であると考えておりますが、

たちまちゼロにするということは現実的ではな

いという認識のもとに、こうした我が国におけ

る最先端の科学的・技術的な知見に基づいて、

しっかりとした安全性をチェックしていただい

た上で、国においてしかるべき判断をしていた

だきたい、そのように考えておるところでござ

います。

○前屋敷恵美議員 極めて残念な御答弁だった

と思います。私は、将来に本当に禍根を残さな

いためにも―今、川内原発が突破口になろう

としているんです―川内原発の再稼働の中止

を求めることが、やはり知事としての責任だと

思いますので、このことを強く申し述べておき

たいと思います。

次に移ります。日米共同訓練についてです。

御存じかと思いますが、今、新田原基地は強化

が図られております。滑走路のかさ上げ、米軍

宿舎の建設―200名規模の―宿舎を使って、

今回も米軍の方々が訓練されました。米軍が常

駐できるという体制が今つくられてきている、

整えられてきているんです。新田原基地の米軍

基地化の方向が見えているというふうに私は思

いますけれども、知事はそのことをどう思われ

ますか。また、軍備の強化で、さまざまな紛争

や問題の解決が図られると思っておられるの

か、あわせて御答弁いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 日米共同訓練でありま

すが、国と地元２市３町で締結した協定の範囲

内で実施されているものであります。新田原基

地につきましては、米軍再編に伴う日米共同訓

練に対応するため、これまでに滑走路の補強工

事や、米軍が使用する宿舎の整備が行われてお

るところでありますが、国からは、米軍の常駐
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化はないという説明を受けておるところでござ

います。また、この共同訓練は、日米両政府で

合意された在日米軍再編計画に基づきまして、

沖縄の負担軽減等の観点も踏まえた、訓練の一

部の受け入れということで取り組んでおるとこ

ろでございまして、地元市町の理解を受けての

取り組みでございます。大局的な観点から、国

の外交・防衛の方針のもとに、地元の理解を得

て行われているものというふうに認識しておる

ものでございます。

○前屋敷恵美議員 普天間基地の負担軽減とい

うことが言われておりますけれども、実際のと

ころ、普天間での演習が全国各地に移転して、

負担軽減のように見えますけれども、そこにま

た新たにほかの基地から訓練機が来て、そこで

演習するという状況になっているというのが今

の実態で、全くそれは、負担軽減どころか、全

国にこういう訓練をまき散らす、そういうこと

になっているところは非常に問題だと思いま

す。今回の日米共同訓練も含めてですが、ます

ますふえる騒音と事故の危険性が、基地周辺、

地元住民を苦しめることになります。半世紀以

上にわたって被害をこうむってきた、この住民

の負担、苦しみを、知事はどのように受けとめ

ておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 新田原基地周辺の皆様

の騒音等に関する負担は、大変大きなものがあ

ると認識しております。私も、訓練が行われて

いるときに近くを通ると、大変大きな音である

ということを実感し、住民の皆さんの負担に思

いをはせておるところでございます。県としま

しては、安全対策や騒音の軽減等について、国

に対して申し入れを行っているところでありま

すが、今後とも、地元の要望に適切に対応して

いただけますよう、地元市町と連携しながら取

り組んでまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 半世紀以上にわたって騒音

と一緒に暮らさなければならない、この地元の

皆さん方の苦しみは、本当に大変なものだと思

うところです。ぜひそういう思いをしっかり受

けとめて、その軽減に努めていただきたい、こ

のように思うところです。知事は、軍事演習は

国の専権事項だ、どうしようもないんだという

ような立場での先ほどの御発言だったかと思い

ます。しかし、軍事演習は国の専決事項であっ

ても、その被害で苦しむ県民の負担は、国の専

決事項でも何でもないわけです。この苦難は取

り除いてこそ知事の役割だというふうに思いま

す。安全な暮らしを保障することは知事の責務

ですので、この認識をしっかり持って、知事の

任をこれからも全うしていただきたい、県民の

苦しみに心を寄せて、その解決のために尽力し

ていただきたいと強く申し上げておきたいと思

います。

次に移ります。次に、医療・介護総合確保推

進法の問題について伺います。

６月に成立しました医療・介護総合確保推進

法における県の対応について伺っていきたいと

思います。医療・介護総合確保推進法は、団塊

の世代が75歳以上になる2025年に向けて、入院

ベッドの削減や介護抑制を本格化させる内容を

含んでおります。今まで受けておられたサービ

スが受けられなくなる一方、保険料や利用料の

負担が増すことや、病院から施設へ、施設から

在宅へと流れをつくり、高齢者に在宅での自立

を求める内容になっているところです。現在、

さまざまな策定作業の途上にありますが、利用

者や事業者、市町村に先の見えない負担を強い

ています。

まず、介護保険の変更について伺います。要
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支援１・２の方の訪問介護、通所介護を、全国

一律の保険給付から外し、市町村の単独事業

（地域支援事業）に移すとしています。現在、

要支援１・２の方は約１万5,000人おられます

が、その受け皿はどうなるのか、市町村の受け

とめと準備について伺います。また、このこと

は、市町村でも違いが出てくることは歴然とし

ています。今、市町村がどういうふうに受けと

めて準備をしておられるのか、お伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県におきまし

ては、地域支援事業への移行に向けて、これま

で市町村に対し、制度改正の内容や先進事例等

についての情報提供、ヒアリング等を通じての

助言など、支援に努めてまいりました。これを

受けて、市町村においては、現在、関係機関を

交えた検討会やニーズ調査、既存のサービスの

担い手等の把握を行うとともに、国の示すガイ

ドラインを参考に、サービス量の目標や実施時

期等について検討するなど、移行に向けての準

備作業が進められているところであります。

○前屋敷恵美議員 事業所や施設から要支援１

・２の方が外されるということになりますと、

実質、事業所や施設での利用が減るということ

になって、事業所は経営的にも苦しい状況にな

り、県の指定する事業所の縮小、また閉鎖が出

る心配はないのか。また、要介護者の方で施設

を利用しておられる方に影響は出ないのか。さ

らには、予防給付のうち、訪問介護、通所介護

の費用は26億7,600万円ですが、市町村の単独事

業になると、財源の確保はどうなるのでしょう

か。市町村が多様なサービスに応えられなけれ

ば、地域での安全な、また安心な暮らしが保障

されないということになります。それでは全く

介護保険の意味はなくなってくるわけですか

ら、そういう心配の声にどう応えるというので

しょうか。その辺のところをお聞かせいただき

たいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今回のいわゆ

る地域支援事業への移行によりまして、現行の

全国一律のサービスではなく、市町村の判断

で、ＮＰＯやボランティアなどの多様な主体に

よる地域の実情に応じたサービスの提供が可能

となるものでございます。これによりまして、

サービスの利用者にとりましては、従来に増し

て選択の幅が広がることになります。また、既

存の介護事業者につきましては、現在と同様の

サービスの提供に加え、例えば、市町村の指定

を受けることで、調理や洗濯等の生活援助のみ

の提供も可能でありますが、何よりも、これま

で培っていただいた専門性や経験を生かして、

今後増加が見込まれる要介護の高齢者に対応す

ることが期待されるところであります。また、

財源につきましては、これまでの予防給付と同

じく、国、県、市町村による公費負担と保険料

となっております。

○前屋敷恵美議員 一律の介護保険の中から外

されるということで、今、部長は選択の幅が広

がるというお話だったんですけれども、私は、

決してそういうことにはならないと思うんで

す。ＮＰＯや地域包括支援センターなどといっ

たところに、これまで公的な支援でサービスが

受けられていた、そういうところが移行される

わけですから、不十分な形でのサービスになら

ざるを得ないと私は思うところです。ですか

ら、そうした実際受けられていたサービスが減

るということにならないように、そこのところ

はしっかり担保できる形での、まず市町村への

援助も含めて、進めていかなければならないと

思います。
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また、障がい福祉サービスを受けておられる

方が65歳になると、介護保険の利用が優先す

る、こういうことになって、サービスも制限さ

れ、また新たに１割の利用料負担が生じてくる

ようになります。まさにそういう負担がふえる

ということで、これまで十分なサービスを受け

て暮らしておられた、そこのところが崩される

ことになると思うんですが、こういう状況につ

いて、部長はどのように考えておられるかお伺

いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 障害者総合支

援法におきましては、障がいのある方が65歳以

上となられた場合、原則として、介護保険の適

用を優先的に受けることになります。しかしな

がら、介護保険で必要なサービス量が確保でき

ない場合や、介護保険に必要とするサービスが

ない場合など、市町村は、個々の利用者の状況

を踏まえて、適切に障がい福祉サービスの支給

決定を行うことになっております。県としまし

ては、市町村への実地指導等を通じて、制度の

適正な運用に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 障害者総合支援法そのもの

にもやはり問題があると思うんですが、さら

に、今回の法改定で、仮に要支援となって、サ

ービスが市町村事業に移されるということにな

れば、本当に必要なサービスが受けられずに、

これまでの安定した暮らしが保障されないとい

う現実が出てくると私は思うんです。本来、障

がいと高齢化による介護と福祉の両方が受けら

れてこそ、高齢の障がい者の方は生活の安定が

図られると思います。ですから、ここには県と

しての新たな改善策が求められていると、私は

思うんです。今度の障害者総合支援法、そして

また、今回の法改定の中で、十分なサービスが

受けられなくなるというところをなくしていく

ためにも、県の独自の新たな施策、そういった

改善策が必要だと思いますが、どのように考え

ておられるかお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今回の障害者

総合支援法あるいは介護保険法の改正、これは

国全体での大きな課題にいかに対処するかとい

うことで、いろんな改善がなされております。

県独自でというのは、なかなか財源的な確保も

難しゅうございますので、制度の利用者サイド

に立った適切な運用に、県としても取り組んで

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 そこのところは、十分注意

を払うといいますか、全体をしっかり見据えた

方向が必要だと思います。

次に、特別養護老人ホームについて伺います

が、今回の法改定では、特養ホームの入所を原

則要介護３以上にするとしました。現在、要介

護１・２で入所待機をされておられる方は、入

所資格そのものを失うということになります

が、これにどう対応するというのでしょうか。

現在の待機者の中で、要介護１・２の方は1,610

人おられます。また、特養ホームの入所待機者

全体では4,088人おられるという状況ですが、本

来ならば、こうした方々にしっかりと担保しな

ければならないことでもあります。

今回の法改定の中で、特養ホームの入所につ

いては、特例入所という位置づけがあると伺っ

たところなんですけれども、入所申請者、入所

を待っておられる方は、どなたも在宅では生活

が困難な特別な方なんです。ですから、市町村

とも協議を重ねて、県としての独自の支援を

行って、特例入所という考え方そのものを強く

打ち出して図っていく、施策に持っていく、そ

ういうことが必要だと思いますが、今後の介護
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施設の整備計画について伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 御参考までに

申し上げますが、今回の入所要件の改正に関し

ましては、国の入所指針案では、要介護１ある

いは２の方でも、認知症あるいは虐待が疑われ

るケースなど、やむを得ない事情がある場合に

は、市町村が関与することで特例的に入所でき

ることと示されておりますので、県としては、

この指針に沿って、事業所や市町村に周知徹底

を図るなど、適切に指導していくことが重要と

考えております。

また、特別養護老人ホームの整備につきまし

ては、現在、市町村と連携しながら、第７次の

高齢者保健福祉計画を策定しているところであ

りますので、その中で地域の実情を踏まえなが

ら、必要な整備を検討してまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 第７次計画の中で、本当に

必要な方が入所できるという方向で進めていた

だきたい。強く要望しておきたいと思います。

次に、地域医療について伺います。国民総医

療費削減のために、都道府県に病床機能報告制

度と地域医療構想が今回の法改定で義務づけら

れました。初めて医療機関に義務づけられた病

床機能報告制度とはどのような内容で、どのよ

うに地域医療構想に生かされていくのか、お聞

かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 病床機能報告

制度は、医療機関が、その有する病床において

担っている医療機能の現状と今後の方向性を、

高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４つの

機能に区分して、病棟単位で都道府県に報告す

る制度であります。その活用につきましては、

今後、国から示されますガイドラインの中で明

らかになると考えておりますが、地域の実情を

踏まえた医療機能の分化と連携を推進するた

め、平成27年度以降に策定する地域医療構想に

この報告を生かしていくことになると考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 政府は、看護師の配置が厚

い７対１看護の病床について、２年間で９万床

の入院病床の削減を打ち出しております。今回

の総合法で、都道府県に病床再編計画によっ

て、ベッド削減を推し進める仕組みが盛り込ま

れました。私は、国が言うこの方向で、県が病

床削減を行わないことを強く求めておきたいと

いうふうに思います。

また、今回の医療・介護総合確保推進法で、

介護保険料は２割負担の導入も盛り込まれまし

た。医療の窓口負担が増すこと、また年金の削

減、消費税増税などで、今、本当に高齢者の皆

さんの置かれている暮らしは大変な状況です。

こういうことで、必要なサービスの抑制を引き

起こすことにつながっていくのではないかと、

私は懸念するところです。2025年の高齢化のピ

ークに備えるというのであれば、公的保険によ

る介護・医療は、抑制ではなく充実こそ求めら

れているのではないかと思います。今後、介護

難民、また医療難民の問題は、一層深刻化が懸

念されるところです。こうした高齢者の生活実

態を見ない制度に対して、本来の介護保険、医

療制度に戻すべきだ、公的保険制度の精神を生

かすべきだと思いますし、このことを国にも、

しっかりと県民の暮らしを踏まえた上で意見を

言う、要求していくことが大事だと私は思いま

すが、知事の御見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな制度が見直

しをされる、変更されるときには、いろんな不

安も広がるわけでありますが、情勢変化に対応

して、機敏に、機動的に制度の見直しをしてい
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くことは、大変重要な取り組みであろうかと考

えております。医療・介護を取り巻く環境とい

うものが、急速な高齢化による医療・介護費用

の増加や、高齢者のみの世帯等の増加に伴う家

庭の介護機能の低下などによりまして、今後、

大きく変化することが予測されているわけであ

ります。今回の改正というものが、こうした状

況の変化に備えまして、地域医療介護総合確保

基金の創設、地域における効率的かつ効果的な

医療提供体制の確保、及び地域包括ケアシステ

ムの構築と費用負担の公平化等に取り組むもの

でありまして、団塊の世代が75歳以上とな

る2025年に向け、持続可能な社会保障制度を確

立するために必要な改革であると考えておると

ころであります。

○前屋敷恵美議員 高齢者の老後を安心できる

ものにすることは、国の責務でもありますし、

また、県の責務でもあると思うところです。高

齢化社会の中で、こういう状態はとうから予想

されたわけですから、予算の位置づけをはっき

りされることが大事だと私は思います。そう

いった中で、国民の支援も得て、介護保険制度

など公的な保険ができたわけですから、その精

神がしっかりと生かされる、そういう方向が望

ましい―望ましいというより、そうしなけれ

ばならないと思います。知事も、高齢者の皆さ

んの老後の暮らしをしっかり守るという立場で

の自治体の役割をしっかり果たしていくこと

を、強く求めておきたいと思います。

次に、県内における雇用の状況、雇用の問題

に移りたいと思います。

労働者の平均賃金が今、1997年のピーク時か

ら年間約70万円も減っております。労働者の３

人に１人、若者や女性では２人に１人が非正規

労働者です。そのほとんどが年収200万円以下の

ワーキングプア（働く貧困層）です。国民の所

得が長期にわたり減り続けていることが、日本

経済がデフレ不況に陥った最大の要因です。賃

上げと安定した雇用を実現して、労働者、国民

の所得をふやし、暮らしと経済の再建を図るこ

とが求められております。このことは、まさに

この宮崎県で実現していかなければならない課

題でもあります。そこでまず、県内の雇用の実

態、正規や非正規の状況について伺いたいと思

います。まず、県の職員の中での状況、県の誘

致企業、指定管理事業所、また民間企業におけ

る正規・非正規雇用の実態をお伺いしたいと思

います。総務部長、そして商工観光労働部長に

御答弁いただきます。

○総務部長（成合 修君） まず、知事部局に

おける職員の状況についてでありますが、職員

数につきましては、平成26年４月１日現在

で3,772人となっております。また、臨時・非常

勤職員につきましては、例えば、職員の育児休

業時の代替や事務補助などの業務に従事いただ

いておりますが、平成25年度の任用実績で見る

と、勤務日数や時間数が極めて少ない県営林監

視人や統計調査員を含め、非常勤職員は1,548

人、臨時的任用職員は、月によって変動がござ

いますが、平均すると211人となっております。

次に、指定管理者における雇用者数は、平

成26年４月１日現在、23の指定管理者におい

て585人が雇用されており、そのうち、正規雇用

が400人、非正規雇用が185人となっておりま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県内の正

規・非正規雇用の実態につきましては、国の

「平成24年就業構造基本調査」によりますと、

役員などを除く雇用者44万1,100人のうち、「正

規の職員・従業員」が26万9,200人で61％、パー
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ト、アルバイトや契約社員などの「非正規労働

者」が17万1,900人で39％となっております。な

お、立地企業につきましては、平成21年度か

ら25年度の過去５年間に立地認定した149の会社

を対象に聞き取りした本年４月１日現在の状況

では、約5,600人が雇用されており、そのうち正

規雇用の割合は、推計値で申し上げますと、約

６割となっております。

○前屋敷恵美議員 県内においても、非正規雇

用、そういう状況が明らかに示されておりま

す。今、就業構造基本調査の結果を御答弁いた

だきましたが、これは５年ごとの調査ですけれ

ども、その数字から見ても、５年前と比べて、

非正規の割合が5.９％増加している。前の５年

間を見ても、それはより顕著にあらわれている

という数字が示されているところです。非正規

雇用は、いわゆるパートやアルバイト、派遣社

員、契約社員といった、まさに不安定雇用その

ものです。低賃金で社会保障も十分ではなく、

経済的な困難を抱え、暮らしは安定しません。

こうした非正規労働者の増加についての見解と

対策について、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） 就業構造

基本調査によりますと、県内の非正規労働者

は、平成19年の14万3,700人から平成24年には17

万1,900人と、２万8,200人の増加となっており

ます。非正規労働者につきましては、雇用が不

安定で賃金が低く、能力開発の機会が乏しいな

どの課題があると認識しております。このため

県では、若者が最初の職を離職すると、非正規

労働者に転じることが多いと考えられますこと

から、まずは若者の離職防止対策に取り組む必

要があると考えておりまして、新卒者のマッチ

ング支援を行うほか、若年労働者や使用者に対

する広報・啓発に取り組んでおります。また、

国におきましては、非正規労働者から正規労働

者へ転換を促す助成金などの支援を行っている

ところであります。今後とも、労働局と連携し

ながら、対策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 いろいろ対策も講じておら

れるというお話でしたけれども、非正規雇用が

ふえる一方で、確実に正規雇用の割合も減って

いるということですので、ぜひ、そこのところ

はしっかりと安心できる雇用体系が図られるよ

うに、これは国の課題でもありますが、県とし

ても、そういう指導も含めて図っていかなけれ

ばならないと思っています。

また、国会でも問題となりましたブラック企

業の問題ですけれども、全国で調査も行われま

した。本県でも調査がなされたということです

ので、その結果、どういう状況だったのかお聞

かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎労働

局によりますと、昨年度実施した過重労働重点

監督で、苦情や通報等をきっかけに、若者の使

い捨てが疑われる県内67事業所を対象に重点的

に監督指導を実施し、このうち53事業所で何ら

かの労働基準法違反があり、是正を指導したと

のことでありました。違反の内訳としまして

は、労働時間に関するものが36事業所、賃金不

払いの残業に関するものが18事業所であり、重

大・悪質な違反は確認されなかったと聞いてお

ります。

○前屋敷恵美議員 政府は今、地方創生という

ことで、地方に仕事をつくり、地方への人の流

れをつくるとして、地方、各県に再生・創生の

ためのプランを求めております。しかし、なぜ

都市部・首都圏への一極集中が起きて地方が衰

退してきたのか、その反省が根底になければな
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らないというふうに思います。そして何より、

地元で働き、暮らすためには、安定した所得が

不可欠です。非正規や生涯派遣労働を認めるよ

うな政府の姿勢を改めない限り、暮らしは守れ

ません。県もその認識をしっかりと持って、仕

事起こしや若い世代の暮らしや子育ての希望が

かなえられる地元・宮崎にするために力を尽く

していただきたい、このように思うところで

す。よろしくお願いいたします。

次に、放課後児童クラブ待機児の解消につい

て伺います。

共働き家庭やひとり親家庭などの子供たちの

放課後や夏休みなどの生活の場である放課後児

童クラブ、いわゆる学童保育ですが、この県内

の待機児童は現在327名。これはことし５月１日

現在の数字ですが、この数は東京や大阪などに

次ぐ全国10番目の多さとなっています。子供た

ちの安全のためにも、待機児童の解消を図るこ

とは不可欠ですが、現状と対策について伺いた

いと思います。福祉保健部長、お願いいたしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 放課後児童ク

ラブの利用希望は増加傾向にあるため、各市町

村は受け入れ体制の充実に努めてきたところで

ありまして、利用児童数は、平成21年度の6,342

人から平成26年度には8,152人となりましたが、

利用を希望する全ての児童の受け入れには至っ

ていないところであります。こうした中で、平

成27年度からスタートする予定の「子ども・子

育て支援新制度」の円滑な運用に向け、各市町

村では、現在、住民のニーズを踏まえながら、

「子ども・子育て支援事業計画」を策定中であ

りまして、その中で、放課後児童クラブの受け

入れ体制の充実策についても盛り込むこととさ

れております。県としましては、事業実施主体

である市町村と協議しながら、必要な支援に努

めてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 市町村が主体で計画をつ

くって、県も援助していくというお話でしたけ

れども、国は来年度から、受け入れ対象を６年

生まで、全学年に広げるという方向を示してお

ります。こういうことで対応ができるのか、伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 先ほども申し

上げましたとおり、現在、市町村でニーズの調

査をしていただいております。今後、27年度か

ら５カ年間の計画の中で、そのニーズにいかに

対応するかということで、今、市町村で知恵を

絞っていただいておりますので、その結果を踏

まえながら、県としても適切な支援に努めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、必要な児童が、希望

する児童が、放課後児童クラブで安全・安心な

毎日の生活が送れるように、しっかり対応して

いただきたいと思います。

また今回、待機児童の解消とあわせて、子供

たちに、安全な施設で安全な生活を保障してい

く、そういう意味では、運営費の助成だとか、

また施設整備の助成だとか、こういう経費を、

多くの運営しておられる方々が求めておられ

る、こういうお話を私は伺っているところなん

です。ですから、県もそういったところを把握

していると思いますけれども、ぜひこういった

声にも応えていただきたいということで、お話

をさせていただきたいと思います。

運営費補助金を増額してほしい、こういう要

望が寄せられておりますが、これは、県が予算

を組んで国に申請すれば、放課後児童健全育成

事業というので、国の助成もあわせて受けられ

る仕組みになっています。しかし今、県は国の
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基準額を運営費約３割程度減額して支給してい

るということを聞いていますが、せめて国の基

準額どおり支給すべきではないかと思うところ

です。本県同様に子育て同盟に加盟する佐賀県

や広島県は、国の基準額どおりの補助にとどま

らずに、国の補助対象外の小規模クラブにも県

単独での補助をしている、こういう状況を伺っ

ているところです。

また、施設整備の補助金についてですが、

今、県内でも、施設の老朽化や安全面から移転

建設をしたいと要望も出されております。築47

年、床の傷みによる子供たちのけがや、いまだ

にくみ取りトイレが残っているという衛生面で

の問題、それから、施設が狭くなって、利用し

ている子供たちが１日平均で何と53名もいて、

室内は子供たちであふれ返る、こういう状況の

中で子供たちが放課後を過ごす、こういう状況

が報告されております。さっきも申しました

が、県がこうした要望をしっかりと認めて補助

予算を組まないと、国の補助は出ないというこ

とになっておりますので、ぜひそういった点も

認識していただいて、期待に応えられるように

していただきたいと思います。

厚労省によりますと、過去３年間で施設整備

費の補助金を活用していない県は、宮崎県と神

奈川県だということも聞いておりますけれど

も、ぜひ、子供たちに寄り添った施策を遂行し

ていただきたい、県の努力を惜しまないように

していただきたいと思います。何より子供たち

のことを考えて、早急に待機児童の解消を図る

と同時に、こうした設備も十分に整えていく、

その役割を県が果たすことが大事だと思ってい

るところです。宮崎県が「子育て日本一」を掲

げておられるならば、その目的達成に値する取

り組みだと思いますが、知事の御見解を賜りた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県民を挙げて子育てに

取り組んでいこうと、「未来みやざき子育て県

民運動」に取り組んでおるところでございま

す。財政的な制約、厳しい状況がある中で、今

後とも、可能な限りの工夫を、国のいろんな制

度も活用しながら取り組んでまいりたい、その

ように考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ努力していただきた

い、そういうふうに思います。

最後になりますが、特別支援教育の充実につ

いて伺いたいと思います。

現在、市町村で行っている特別支援教育事業

は、特別支援講師派遣事業や特別支援学級ティ

ーチングスタッフ派遣事業など、さまざま取り

組まれているところです。障がいを抱える本当

に援助が必要な子供たちをしっかりと育ててい

こう、教育していこうという立場で、市町村は

頑張っておられるわけです。特別支援学級の在

籍児が増加している傾向にありますし、また、

障がいの多様化に見合った条件整備はどうして

も今求められているところです。こうした状況

に今、県の支援が強く要望されているんですけ

れども、この点について、なかなか県からいい

回答は返ってこないということも聞いておりま

すが、教育長は、その辺をどのように受けとめ

ておられるか、お伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援教育支援員

についてということですが、市町村立小中学校

において、障がいのある児童生徒に対し、学校

生活上の介助や学習活動上の支援などを行う特

別支援教育支援員につきましては、平成19年度

から、国において所要の地方財政措置が講じら

れているところであります。この支援員の方々

につきましては、県内の市町村でも年々増加し
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ているという状況にございます。県教育委員会

といたしましても、市町村立小中学校に在籍す

る障がいのある児童生徒の支援というのは、非

常に大切なことだと考えておりまして、実は国

に対しまして、この支援員に係る予算の拡充は

もとより、特別な支援を要する児童生徒のため

の予算確保について、繰り返し繰り返し要望さ

せていただいているところであります。

○前屋敷恵美議員 県にも、また市町村にも、

地方交付税措置がされているという中身ではあ

りますけれども、いわゆるひもつきという形で

はないので、そこは各市町村の裁量に委ねられ

るという状況があろうかと思います。そういっ

た意味では、特別支援教育に専門性のある教員

の方、支援員の方の配置や研修を保障するとい

うことも必要で、まさに財政負担を伴うわけで

すね。そういった点では、県の支援というのは

本当に不可欠だと私は思うんです。各市町村が

独自に取り組む事業だということではあります

けれども、そこに、県民、県の子供たち全体に

責任を負うという県の役割をここで果たしてい

ただきたいと私は思うんです。全ての子供の教

育を受ける権利を保障する上で、障がいのある

子供たちの成長を丁寧に支える体制づくりや教

育条件を改善するためにも、今言ったように、

国の支援はもちろんのことですけれども、県の

支援を求めたいというふうに思います。もう一

度、教育長に、前向きな方向で御回答いただき

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 特別な支援を要する

子供たちの状況というのは、さまざまでありま

して、本当に一人一人の子供たちを大切にした

いという思いです。財政的な措置は、簡単にで

きるかというと、なかなかできる状況ではあり

ませんが、県としても、例えば、国の事業を

使ってエリアコーディネーターを設けるとか、

いろんな努力に今取り組んでいるところであり

ます。それから、こういう支援を要するような

子供たちについては、高等学校でも事業化でき

たのは、まだ数年しかたっておりません。ま

た、大学についても、こういう思いを持ってい

る子供がおるということを、機会があるごとに

私もお伝えしているところですが、いろんな発

信をしながら、やれることをやっていきたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 全ての子供たちに寄り添っ

た形で、教育が十分に受けられるように配慮し

ていくことは大事だと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

今回の質問も、全て県民の皆さんの暮らしに

直接かかわる問題を取り上げさせていただきま

した。原発の問題もそうですし、医療・介護の

問題もそうですし、子供たちの教育の問題もそ

うです。県政運営のかなめというのは、いかに

県民の皆さんの暮らしに寄り添った形で、施策

を、行財政運営をしていくかということだと思

うところです。いよいよ総選挙、知事選挙、そ

して来年、我々も一斉選挙と、県民の皆さん、

国民の皆さんから審判されるという選挙がやっ

てまいりますけれども、本当に国民誰もが、県

民誰もが安心して暮らせる、そういう社会を、

県政をつくっていく上では、重要な役割を担わ

せていただくものというふうに思います。あく

までも県民の立場に立った県政運営、しっかり

と位置づけていただきますよう、重ねて強く要

求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）

○福田作弥議長 次は、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党県議団の内村仁子でござ
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います。寒い中、本日は、私の地元から、そし

て友達、たくさんの方が傍聴においでいただき

ました。ありがとうございます。皆様の力をい

ただきながら、通告に従い質問をしてまいりま

す。

東日本大震災から３年８カ月がたちました。

私は、８月４日から県議会自民党部会で、気仙

沼での宮崎県漁業関係水揚げの状況や東日本大

震災の復興の様子、一関市の木造建築物の様子

など、調査に行きました。なかなか復興の見え

ない中、気仙沼漁港では、日南漁港所属の船か

ら生きのいいカツオの水揚げがされ、４キロ近

くする大きなカツオもあり、活気を感じました

が、燃油の高騰で経営は厳しいとの話も伺いま

した。また、被災地では、今までに経験したこ

とのない区画整理、高台への集団移転、これか

らのまちづくりについて、工事が始まった箇所

も見受けられましたが、津波で流された住居跡

地の基礎部分だけが残されている悲惨な状態が

続いております。

自然災害を含む大きな災害も発生し、広島で

の土砂災害、御嶽山での噴火等による災害等、

被災された方々に心からのお見舞いを申し上げ

ますとともに、救助に当たられた自衛隊、警

察、消防、ボランティア等、従事された皆様に

感謝申し上げます。

しかし、暗いニュースが続く中、県内では、

国民体育大会の天皇杯19位、全日本剣道大会で

は高岡町出身の方が優勝され、また国内では、

ノーベル賞の物理学賞を３人の日本人研究者が

受賞されるなど、温かいニュースにも浴するこ

とができました。そこで、今議会でも、私の定

番である「女性の立場から、小さな声も届け

る」ために質問してまいります。

いよいよあす衆議院が解散されると報道され

ております。安倍総理は、日本の未来のため

に、デフレ脱却に向けた経済政策、アベノミク

スの信任を問う考えも出されました。今議会で

は、８人から地方創生事業についての質問が出

されております。私は、やっと地方の時代が来

るのかなと期待しました。今後の地方創生に向

け、さらなる地方の声を届けたいと思っており

ます。

知事は、この４年間、口蹄疫等多くの困難を

克服、県民の幸福を願い、生活向上に懸命に努

力してこられました。今月９日にアズムホール

で開催されました食育・地産地消フェスタで

は、出店の若い高校生に「知事、知事」と囲ま

れ、知事へのフィーバーぶりを感じました。そ

こで、今期締めの議会として、「平成27年度事

業を検討するに当たっての視点」の４つの項目

について、知事の見解を伺います。

次に、教育長にお尋ねします。真の地方創生

を実現する「みやざきモデル」の提言では、東

京一極集中の解消とあります。しかし、私たち

は、県のスポーツ施設が宮崎一極集中と感じて

います。今、都城市では、大型アリーナ建設の

要望が出ておりますが、この大型アリーナを都

城市に建設できないか伺います。

次に、県内には、難病で苦しんでおられる患

者さんがたくさんおられます。私は以前、難病

の方を支援するボランティアグループで支援を

し、その苦労を肌で感じてきました。現在の難

病医療助成の受給者数と、来年１月には難病医

療法の施行に伴う新制度となりますが、その新

制度について、県の対応状況を福祉保健部長に

伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま
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す。

「平成27年度事業を検討するに当たっての視

点」についてであります。厳しい財政状況の中

で、特に優先すべき取り組みとして４つの項目

を掲げております。１点目は、「人口減少問題

の克服」、２点目として、「将来の発展と地域

を支える人財づくり」、３点目、「本県の更な

る発展に向けた長期的・継続的取組」、４点

目、「「宮崎のおもてなし」の磨き上げと魅力

の発信」、この４つの項目を掲げたところであ

ります。

まず、最重要課題である「人口減少問題」で

ありますが、国の地方創生の取り組みも活用し

ながら、本県ならではの提案、また独自の取り

組みを進めることにより、その克服に真正面か

ら取り組んでまいりたいと考えております。

次に、「人財づくり」につきましては、人口

減少社会にありまして、人こそが何よりも重要

であり、本県の将来を左右するものと考えてお

ります。そして、地域の持つ特性や可能性が

しっかりと発揮されますよう、「人財づくり」

に加えまして、地域に根差した成長産業づくり

や安全・安心で魅力ある地域づくりなど、「長

期的・継続的に取り組むべき課題」を柱とした

ところでございます。

先ほど、食育のイベントでの高校生の話を御

紹介いただいたところでございますし、大震災

の被災地の訪問の話がございました。先日、産

業教育フェアにおきまして、宮崎海洋高校の生

徒が気仙沼を訪れたその様子の発表を聞いたと

ころでございますが、子供たちがしっかりと被

災地にさまざまな激励を届けるとともに、海洋

高校の子供たちもいろんなことを学んでいる

と、大変心強い思いがいたしたところでござい

ます。このような「人財づくり」、また「長期

的・継続的に取り組むべき課題」ということで

の産業振興なども、しっかりと図ってまいりた

いと考えております。

さらに、４点目の関係では、オリンピック・

パラリンピック東京大会の開催等2020年を見据

え、スポーツ人財の育成や、訪日外国人などに

対する取り組みにつきましては、「宮崎のおも

てなし」で、時機を失することなく取り組みを

進めてまいりたいと考えております。これらの

点は、いずれも本県が将来にわたり発展してい

くために欠かせない視点でありまして、今後と

も「豊かさを実感できる宮崎」の実現に向け

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。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。

難病医療法についてであります。県内におい

て、難病医療費助成を受けている患者数は、平

成26年３月末で9,248人となっておりますが、難

病医療法の施行により、対象疾患が56から約300

に拡大することから、平成27年度末には約１

万5,000人程度になると見込んでおります。県の

対応状況ですが、法施行により、診断書に当た

る個人調査票の作成は、都道府県が指定する難

病指定医のみができることになりますので、患

者の方々が、より身近な医療機関で受診できる

よう、現在、難病指定医の指定作業を進めてい

るところであります。また、医療費の患者負担

額等も変更になりますので、新制度の概要につ

いて、新しい受給者証の交付にあわせて、年内

には全ての受給者に文書で案内を行うこととし

ております。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。

大型アリーナの整備についてであります。県
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有スポーツ施設のほとんどは、昭和54年の宮崎

国体前に、県体育館や県総合運動公園など、宮

崎市に整備いたしております。また、県大会や

全国あるいは国際レベルの大会におきまして

は、交通の利便性がより高いことや、施設が集

中して運営しやすいことが求められております

ので、その後も県総合運動公園を中心に整備し

てきているところであります。スポーツに関す

る多くの施設が30年以上を経過いたしておりま

すが、厳しい財政状況の中、新たな施設の整備

は難しく、定期的な改修等により維持管理に努

めてきているところであります。

一方、各市町村におきましては、国体後に多

くのスポーツ施設が整備されており、新たな整

備予定についても伺っているところでありま

す。今後の本県スポーツ施設の整備のあり方の

検討に当たっては、既存施設の状況や市町村の

整備計画など、十分に調査していく必要がある

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○内村仁子議員 福祉保健部長に再度お尋ねい

たします。難病医療費助成の対象が、現在の56

疾患から約300疾患にふえる見込みということで

今、答弁いただきました。患者の方々は、医師

も減少しており、適切な医療を受けられるか、

心配しておられます。このことへの対応につい

て、再度お尋ねいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 患者の方々が

適切な医療を受けられるようにするためには、

法施行に伴う制度改正と対象疾患の拡大にしっ

かりと対応していくことが大切であると考えて

おります。このため現在、難病指定医の指定と

あわせて、難病指定医療機関の申請受け付けを

行っているところであり、現行制度の56疾患に

つきましては、患者の方々がこれまで受診され

ていた医師及び医療機関を、制度改正後も指定

できるめどがついたところであります。県とい

たしましては、今後、新たに対象となる疾患に

対応するために、指定医や指定医療機関の一層

の拡充に努めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 難病に対しては、これからも

どうぞよろしくお願いしたいと思います。

次に、感染症対策について福祉保健部長にお

尋ねいたします。３月にギニアで集団発生し、

世界中で恐怖を感じたエボラ出血熱について、

お尋ねします。欧米にも飛び火、日本でも水際

対策が重要度を増しておりますが、宮崎県で

も、海外からの観光客や帰国者など国際化して

おります。県内でもしエボラ出血熱患者が発生

した場合の対応はどのようになっているのか、

伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国内あるいは

県内でエボラ出血熱患者が発生した場合の対応

についてでありますが、事前の対策として、患

者等との接触に備え、保健所や医療機関におけ

る防護服の着脱訓練を行うとともに、搬送等の

実地訓練を計画しているところであります。ま

た、エボラ出血熱の発生地域からの入国者・帰

国者で、発熱等の症状がある疑い患者が発生し

た場合は、国と協議し、県外の第一種感染症指

定医療機関に搬送することになりますので、現

在、熊本県や佐賀県、大分県と調整を行ってい

るところです。さらに、疑い患者が発生した際

は、接触者調査を行い、感染が拡大しないよ

う、接触後21日間、健康観察を行うこととして

おります。また、県民への適切な情報提供を行

うとともに、発生国から入国し、１カ月以内に

発熱等の症状が出た場合は、まずは保健所に連

絡するよう周知徹底を図っているところであり

ます。
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○内村仁子議員 エボラ出血熱について再度伺

います。先日の報道では、全国にこのエボラ出

血熱患者を受け入れる第一種感染症指定医療機

関が設置されていない県が８県あると報道され

ました。その中に宮崎県も入っていると、赤い

地図で示されました。この未設置となってい

る、今後に向けた取り組みについてお尋ねしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 第一種感染症

指定医療機関につきましては、厚生労働省から

未指定の都道府県に対して、早急な指定を強く

求められているところであります。このため、

本県といたしましても、万一の患者発生に備

え、早期に当該施設の整備及び指定を行う方法

がないか、検討を進めているところでありま

す。

○内村仁子議員 国内では、流行国から帰国後

に発熱症状を訴えた患者が、渡航歴を伏せて一

般の医療機関を受診した例が報告されておりま

す。いかに検疫を強化しても―「すり抜け」

という言葉が使われておりますが―すり抜け

に懸念が広がっております。21日間の潜伏期間

に、風邪の症状として一般の医療機関に行か

ず、保健所に必ず届けることを徹底して、これ

はいろんなメディアを通じて報道していただき

たいと思っております。最初は風邪の症状と間

違った例が多いということですから、１カ月以

内にということを今答弁いただきましたけれど

も、その間に広がるおそれもあるということを

一応頭に入れておいていただけたら、ありがた

いと思います。

続きまして、今、県では、妊娠・出産啓発事

業として、約325万円の事業について協議してお

られます。この事業の内容はどのようなものか

伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまお尋

ねの妊娠・出産啓発事業でありますが、思春期

や若い世代を対象に、命の大切さや妊娠・出産

に関する正しい知識を啓発することを目的に実

施するものであります。具体的には、啓発パン

フレットを作成し、助産師等が講師となって、

中学生や高校生、大学生、さらに企業等に勤め

る若い世代を対象にした出前講座において活用

することにしております。また、ことし12月

に、若者の性に造詣の深い県外の産婦人科医を

お呼びして講演会を開催し、若い世代に、自分

の体を知ることや命の大切さを踏まえながら、

妊娠・出産について、わかりやすくお話をいた

だく予定であります。

○内村仁子議員 啓発パンフレットについてで

すが、私はその案を見せていただきました。確

かに、今、部長は命の大切さとおっしゃいまし

たが、この内容を見ますと、命の大切さが欠如

していると感じております。避妊についての内

容が過激で、疑問視する声も聞いております。

これまで出版されている「ハッピーファミリー

プラン」が、昨年12月改訂で出版されておりま

す。これは19年に発行されてから、７年間に５

回改訂されております。それと全く同じ内容で

はないかと。内容の記事を見てみますと、こち

らからこちらに移った、縦書きの書類が横書き

に移った、それぐらいとしか考えられないよう

な内容に感じております。今回のパンフレット

の内容はどのようになっているのか、避妊のた

めだけのパンフレットとしか受けとめられませ

ん。

また、避妊用ピルについては、死亡者等も出

ており、削除してほしいと話をしましたが、掲

載の方針は変わりそうにありません。このピル

をどのように認識しておられるのかも、あわせ
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てお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 啓発パンフ

レットの内容でありますが、命の大切さや妊娠

・出産に適した年齢、避妊方法、女性専門相談

窓口等について紹介する予定としておりまし

て、この作成に当たっては、これまで２回開催

し、今月末にもまた開催いたしますが、若者に

も十分伝わるように、産婦人科医や養護教諭等

の専門家あるいは関係者に加え、高校生や大学

生にも参画いただき、皆様からの意見を集約

し、より効果的でわかりやすいパンフレットを

作成することとしております。

次に、ピルについてのお尋ねですが、現在使

用されている低用量ピルは、医師の処方、指導

を受けた上で使用するものであり、避妊や治療

に用いられているものであります。いずれにし

ましても、本人の正しい理解のもと、その判断

により使用していただくことが重要であると考

えております。

○内村仁子議員 命の大切さを若い人にとにか

く伝えてほしい。このパンフレットは２万部つ

くって、中学生などの若い方に配るという予定

になっております。そして、11月末には、３回

目の協議でこれが決定しようとしております。

公的なものを出す機関が、このような過激なも

のをつくられていいものか、私は疑問に感じて

おります。授かる喜び、産む喜び、そして育て

る喜び、これが女性としての、男性にはない喜

びを感じるものだとも思っております。

私は、市役所勤務時代、「広報都城」の発行

に携わっていました。公共での出版物として、

このパンフレットがふさわしいのか、どうして

こんな過激な記載をしなければならないのか、

疑問を感じ、今回、県内の高校に行きました。

保健室を見せてもらいました。ある高校では、

目を覆いたくなるような過激なポスターが、保

健室の真ん中にどーんと２枚張ってありまし

た。内容は口では申し上げられません。そし

て、また別な高校では、全然そういうのは見当

たりませんでした。学校にばらつきがある、そ

して指導者に、保健の先生によって違いがある

んじゃないかなと思いました。以前、国会の場

でも、山谷えり子先生が、人形を使った過激

な、過度な性教育がされていると述べられてお

りました。保健室のあり方と、学校における性

に関する指導はどうあるべきか、教育長の見解

を伺います。

○教育長（飛田 洋君） 学校の保健室は、子

供たちの健康づくりの中心的な役割でありまし

て、学校の保健指導で、言うならば、子供たち

にとってはオアシスみたいなところだと思って

おります。そのため、子供たちが気軽に相談に

来られるよう、温かい雰囲気づくりや、子供た

ちそれぞれの発達の段階に応じた指導・啓発資

料を掲示するなどの配慮が必要であると考えて

おります。また、学校における性に関する指導

は、このような保健室の取り組みを初め、学校

のあらゆる教育活動の中で、生命のとうとさを

基盤として行っていくことが大切であると考え

ております。今後とも、子供たちが、自分や周

りのかけがえのない命を大切にすることができ

るよう、心に響く保健指導の充実に努めてまい

りたいと考えております。

保健室の掲示物とか、学校にはいろんな掲示

物がありますが、掲示物をどこに掲示するのが

ふさわしいのか、事前にどういう指導をするの

がふさわしいのか。同じ資料を授業の中で使う

のか、保健室で使うのか。例えば授業の中だっ

たら、事前に十分指導して、資料を見せた後も

十分指導する。本県の若い世代のいろんな状況
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も加味しながら、どの場が指導するのに一番ふ

さわしいか、そういうことを考えながら、また

現場の指導をしていきたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。教育

長、教育委員長おそろいで、県内の高校、まず

県立ですけれども、ぜひ一回、保健室を見てほ

しいと思っております。年代の違いと言われれ

ばそれまでですが、私たちの年代でとても見ら

れるようなポスターではありません。それが正

面、真ん中に張ってあるということ自体が―

私は女性ですから男性の気持ちはわかりません

けれども―かえってあおるようなポスターに

なるんじゃないかなと思っております。そうい

うものが張っていなかった高校の先生は、「そ

のようなポスターがどこから来たんでしょうか

ね」という表現もされました。そのように違い

があるということで、これからぜひ、学校を、

生徒をあおるようなポスターは避けてほしいと

思っております。よろしくお願いします。中に

は、中学校でも張ってあるところがあるそうで

す。とてもまともには見られません。そこだけ

は、はっきり申し上げておきたいと思っており

ます。

続いて、福祉保健部長にお尋ねいたします。

県内でのあんまマッサージ指圧師等の国家資格

の有資格者が開設の事業所数、カイロプラク

ティック等の無資格者が開設の事業所数を伺い

ます。また、ある週刊誌では、無資格者が起こ

した事故も報道されています。赤ちゃんの死亡

事故とかも出ておりますが、事故の報告がされ

ているのか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） あんまマッサ

ージ指圧師等の有資格者が開設している施術所

につきましては、平成24年12月末現在が最新の

データでありますが、848施設となっておりま

す。国家資格を有していない者が開設している

事業所数及び事故の状況につきましては、開設

者に届け出や報告の義務がありませんので、把

握できておりません。

○内村仁子議員 鳥取県の例を申し上げます

が、鳥取県では、このあんまマッサージ指圧師

等の施術所に対して、木製看板による証明書が

発行されております。あんまマッサージ指圧

師、鍼灸師の資格者には、視覚に障がいのある

方が多く、生活が圧迫されるおそれがあること

への支援ということや、国家資格の有資格者の

施術所と無資格者による施術所との区別を明ら

かにするためとなっています。本県でもそのよ

うな取り組みを行う考えはないか、お尋ねいた

します。

○福祉保健部長（佐藤健司君） あんまマッサ

ージ指圧師等の施術所に対する届け出事実の証

明につきましては、本県では現在、開設の届け

出を受理した時点で、全施設に届出済証を交付

しているところです。御質問の看板等による別

途の証明書の発行につきましては、今後、その

効果を含め、他県の状況等を研究してまいりた

いと考えております。

○内村仁子議員 鳥取県の例をもう一つ申し上

げますと、「正確な情報を県民に提供するとと

もに、無資格者の医業類似行為による公衆衛生

上の健康被害を防止することを目的とする」と

いうことも目的の中に含まれ、これはもちろん

有料ではありますが、このような制度をとって

おられるということも紹介しておきたいと思い

ます。御検討のほどよろしくお願いいたしま

す。

次に、介護保険についてお尋ねいたします。

今、介護保険において、これからの制度改正に

ついて出されております。介護保険料の見直し
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は、３年ごとにされるようになっております。

今、すごく高い地域とそうでもない地域とがい

ろいろ分かれております。今回、介護報酬改定

の議論の中で、特別養護老人ホームの報酬引き

下げが出ていますが、これを引き下げることに

よって、職員や利用者への影響が懸念されてい

ます。県としてどのように考えておられるか、

お尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 特別養護老人

ホームの介護報酬につきましては、本年６月24

日に閣議決定されました「経済財政運営と改革

の基本方針」の中でも、介護保険サービス事業

者の経営状況等を勘案して見直すこととされて

おりますので、その方針に基づき、現在、議論

が進められているものと理解しております。改

定の具体的な内容は、これから明らかになると

思いますので、県としましても、国の動向等を

注視してまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 特別養護老人ホームは、なか

なかあきがありません。受け入れ先を探すの

に、私も大変苦労しております。病院から養護

老人ホームに行くときに、なかなかあきがな

く、目的は在宅介護に進むものと思っておりま

す。しかし、在宅介護には限界があります。私

も４年間、母をきょうだいで在宅介護いたしま

した。認知症であったためにどうすることもで

きなくて、施設にやっと入れてもらいました。

このようにして、特別養護老人ホーム、そして

認知症についても、家族には限界があるという

ことも申し上げておきたいと思います。介護と

いうものは、やった者にしかわからない大変な

苦労があると思います。また、職員の労働は大

変な状態です。しっかりこの動向に対応してい

ただくよう、お願いしておきたいと思います。

次に、都城・西諸地方では医師不足が懸念さ

れ、私は、これまでにも２回、議会で一般質問

をしております。医師確保について質問してお

ります。来年の春には、都城インターの近くに

市郡医師会が新しく移転いたしますが、大分完

成に近いような状態の建物が見受けられます。

しかし、県西地区の医師不足は大変苦慮すると

ころでありますが、医師不足に対して、その後

どのように取り組んでいただいたか、お尋ねい

たします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 医師確保につ

きましては、県西地区はもとよりでございます

が、県全域にわたる大変重要な課題でございま

す。いろんな対策をこれまでもとっておりま

す。例えば、宮崎大学医学部への地域枠等の設

置や医師修学資金の貸与、地域医療・総合診療

医学講座への支援を行っております。また、若

手医師等の確保・育成を図るため、県内の臨床

研修病院が合同で病院説明会に参加するなど、

臨床研修医の確保に取り組むとともに、地域総

合医育成サテライトセンターの運営や県内で働

く医師のキャリア形成支援を行うなど、さまざ

まな取り組みを推進しているところでありま

す。

○内村仁子議員 さっきのスポーツ施設と同じ

でありますが、宮崎には県病院もありますし大

学病院もあります。しかし、都城には、都城病

院は以前の国立病院として残っておりますが、

県のこういう病院、医療関係がありませんの

で、ぜひ医師の確保だけでも、これから先、頑

張っていただきたいと思っております。

続きまして、学校での伝統芸能について、教

育長にお尋ねいたします。県内の小中学校で

は、日本の伝統芸能をどのように学習してい

らっしゃるのか、人材づくりとして重要なこと

であると思いますので、答弁をお願いいたしま
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す。

○教育長（飛田 洋君） 日本の伝統芸能を子

供たちが学び継承していくということは、日本

の心を学ぶことにもつながると思いますし、日

本人としての自覚を育成する上で、大変意義の

深いことだと考えております。日本の伝統芸能

につきましては、小中学校では、音楽科の授業

で、和楽器（日本の楽器）を演奏したり、民謡

を歌ったり、映像を使って古典芸能の能や歌舞

伎などを鑑賞したりする学習を行っておりま

す。また、総合的な学習の時間などにおいて、

地域に伝わる伝統芸能、例えば神楽あるいは棒

踊りなどについて調べたり、運動会や敬老会な

ど、学校や地域の行事の機会を捉えて、伝統芸

能を発表したりいたしております。これらの学

習を通じて、伝統芸能への興味・関心を高める

こともできると同時に、ふるさとへの愛着も育

んでくれているものと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。棒踊

りとか、地域に伝わる郷土芸能、こういうもの

も非常に大事なことであります。私の地域の大

王小学校では、毎年、運動会のときに俵踊りを

地域の人が教えて、５年生が運動会で踊ってお

ります。先般も地域のふれあいまつりのほう

で、親子４代にわたって出ていらっしゃるとこ

ろが、小さい子供さんまでも練習をしていらっ

しゃるということで、こういう地域のもの、伝

統的なものを残すということは、大変重要な人

材づくりにつながっていきますので、これから

も、そこのところを学習の中でしていただけた

らありがたいと思っております。

私は、11月11日、都城市立笛水小中学校に

行ってまいりました。ここは小中一貫校で、全

校生徒22人の小さい学校ですが、ここで観世流

による家元の指導がなされました。それを鑑賞

に行きました。前日の10日には、家元と、中に

入っていらっしゃる方と私と、市長のところに

面会に行き、これからの伝統文化についてのお

願いということで話してきました。私はざっと

して行きましたけれども、その方たちはちゃん

と紋付はかまで来られて、びっくりしたところ

でした。申しわけない感じもしたんですが…

…。指導された家元から、笛水小中学校の子供

さんがすばらしい生徒であったと絶賛の言葉を

いただきました。日本一じゃないかという言葉

もいただきました。

というのは、中学１年生も一緒に舞ったわけ

ですが、その中学生がぴしゃっと正座して話を

聞く、今度は周りの下級生もぴしゃっと正座し

て話を聞く、そして練習に入る、大きな声で能

の謡をしながら踊っていくという、すばらしい

情景を私は拝見いたしました。児童生徒22人の

小さな学校ですけれども、10人の児童生徒と先

生が１人入られて、はかまを着て堂々と舞台で

舞われました。そして、私たちが学校から帰る

ときは、全員が整列して「ありがとうございま

した」と頭を下げて、元気よくお礼の言葉を

言ってくださいました。そのときの子供たちの

目の輝き、笑顔はすばらしいものでした。古典

芸能の本物のよさに直接触れる機会があった子

供たちは幸せだったなと私は感じたんですが、

もっと多くの学校でもこういう事業ができない

か。これは文化庁からの事業で、自治体の持ち

出しはゼロということでしたので、教育長の答

弁をお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 古典芸能である能や

歌舞伎などに直接触れたり、家元など一流の方

々に教えていただいたりする生の触れる体験と

いうのは、子供たちにとって、古典芸能のすば

らしさを十分に味わい、大きな感動につながる
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本当に貴重な機会となっていると思います。そ

ういう思いを持って、県教育委員会では、先ほ

ど紹介がございましたが、古典芸能などすぐれ

た文化芸術を子供たちに届ける文化庁主催の事

業に、学校から希望をとりまして、それをもと

に文化庁に申請し、演奏会とか公演を行ってお

ります。

また、教職員とそのＯＢで組織する宮崎県教

職員互助会の協力を得て、子供たちが古典芸能

に触れる機会となるスクールコンサートも実施

いたしております。これまで多くの学校の子供

たちが、これらの事業によって、本物のよさに

直接触れる体験をしてきているところでありま

す。今後も、このような事業をうまく活用させ

ていただきながら、古典芸能の本物のよさに直

接触れる機会ができるよう努めてまいりたいと

考えております。

○内村仁子議員 次は、農政問題に移らせてい

ただきます。高齢化、過疎化により、農家の減

少が進む中、農地中間管理事業の現状につい

て、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

事業につきましては、旧市町村単位を基本に63

のモデル地区を設定しまして、地区での話し合

い活動を通じた「人・農地プラン」の作成・見

直しとあわせ、制度の周知と事業の推進を図っ

ているところであります。本事業では、農地の

出し手と受け手の掘り起こしが必要であります

が、受け手につきましては、７月と10月に借り

受け希望者を公募し、10月分については精査中

でありますけれども、合わせて約7 0 0名か

ら、4,000ヘクタールほどの応募があったところ

でございます。また、農地の出し手につきまし

ては、現在、モデル地区を中心に掘り起こしを

進めますとともに、受け手とのマッチングを

行っているところでございます。農地中間管理

事業の最初の認定は、年内を予定しており、ま

た、12月には３回目の公募を行う計画であるな

ど、順次手続を進めているところでございま

す。

○内村仁子議員 ことしの稲作についても、食

用米、飼料米、加工米と、私のうちの田んぼの

周りでは、いろいろな米がつくられました。用

途によって早く刈り取ったり、遅くまで田に稲

が残ったりと、防虫にも大変苦慮しました。何

よりも一番困ったのは、ジャンボタニシでし

た。この繁殖にはすごいものがあって、私は大

きいタンクで持ち出しました。飼料米は早く刈

り取られます。残ったところに虫がついたら、

これがわっと広がる。今度はそれで、防虫、駆

除ができないということも実際に出ておりま

す。今後、農地中間管理事業についてどのよう

に進められていくのか、お尋ねします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

事業の推進に当たりまして、生産の効率化や所

得の向上といった農地の集積・集約化の効果を

最大限に引き出すためには、経営力のある担い

手の確保といった担い手対策や、生産振興品目

ごとのゾーニング等による生産対策、さらに

は、基盤整備事業等を一体的に取り組む必要が

あります。このため、モデル地区における取り

組みを十分検証し、担い手対策、生産対策と結

びついた優良事例の研修会や、事業推進マニュ

アルの作成・配布等を行うことによりまして、

県全域での機運づくりを進め、来年度からの本

格実施につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 今、ゾーニングという言葉を

言っていただきました。これは大変ありがたい

ことだと思います。つくる作物を決めていくと
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いうことで、これにより防虫もできますし、そ

ういうふうに進んでいけたらありがたいなと

思っております。

続いて、畜産についてお尋ねします。全共２

連覇をなし得た宮崎牛の認知度向上や販路拡大

に向け、どのように取り組んでいかれるのか伺

います。先般、東京在住の方から、「宮崎牛を

食べたいが、どこに行けばいいのかわからな

い」と言われました。これは宣伝が足りないの

ではないかと思いますが、このことについて答

弁をお願いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、全共２

連覇により得られました「日本一」の称号を活

用しながら、関係機関と一体となり、国内外

で、宮崎牛の販路拡大に向けたさまざまなプロ

モーション活動を実施しているところでござい

ます。また、大消費地である東京、大阪、福岡

において、ＰＲイベント等を開催いたしますと

ともに、テレビＣＭ等の広告媒体を活用した認

知度向上に取り組んでおります。特に、25年度

から東京食肉市場への生体出荷を本格的に実施

しておりますが、継続した取り組みによりまし

て、関東の卸売業者からの宮崎牛の評価も高

まってきており、取扱店の増加にもつながって

きておりますので、東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据え、引き続き、首都圏での販路

拡大等に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 先月、高千穂町で開催されま

した県畜産共進会は、屋外でのすばらしいロケ

ーションでの開催をされました。私も前日から

行き、出品者の皆さんや関係者の方々との交流

も深めることができました。皆さんの意気込み

も大変感じましたが、この結果について、県と

して、今後どのようにしていかれるのか、どう

捉えられたか伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 先月の県畜産

共進会は、平成29年開催の第11回全国和牛能力

共進会を見据え、肉用種種牛の部が昨年度に引

き続き開催されたところであります。今回は、

高千穂町で初めての開催でありましたが、県内

各地から多くの方々が来場され、また、地元自

治体やＪＡ等の御協力もあり、大いに盛り上

がったところであります。共進会では、開催地

である高千穂地区の出品牛がグランドチャンピ

オンに輝きましたが、他の地域からの出品牛も

甲乙つけがたいすばらしい仕上がりであり、各

地域の出品に対する取り組み意識の高さと団結

力を強く感じますとともに、第11回全国和牛能

力共進会に向けた関係者の機運がさらに高まっ

たものと考えております。

○内村仁子議員 では、平成29年に開催される

第11回全国和牛能力共進会に向けて、今後どの

ような取り組みをされるのか伺います。前回の

長崎での共進会には、私は電車を乗り継いで行

きました。あの感動を県を挙げて味わうために

も、取り組みをお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 第11回全国和

牛能力共進会に向けましては、県、全国和牛登

録協会宮崎県支部及び関係団体で構成いたしま

す推進協議会を設立し、関係機関が一体となっ

て、出品対策を進めているところであります。

このうち、今年度は、枝肉を審査します肉牛の

部に出品する候補牛を作出するため、口蹄疫後

に造成した若い種雄牛の中から指定交配する種

雄牛を選定し、今月末からは、県内各地の産肉

能力のすぐれた繁殖雌牛に指定種雄牛を交配す

ることとしておりまして、出品対策にとって大

変重要な年となっております。今後とも、推進

協議会を中心に、生産農家を含めたチーム宮崎
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に、しっかりと出品対策を行ってまいりたいと

考えております。

○内村仁子議員 私は今回、環境農林水産常任

委員長として、高千穂の県共進会にも行かせて

もらいました。今月の子牛の競り市では高い値

がついたと、私の近くの生産農家では大変喜ん

でおられます。そこで、知事に、全国和牛能力

共進会３連覇―15年になるところですが―

に向けた意気込みについて伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） ５年に一度の全国和牛

能力共進会でありますが、特に３年前の長崎で
※

の全共で２連覇を達成できたということは、口

蹄疫で大変な思いをした直後だけに、和牛の

チャンピオンを決めるということだけにとどま

らず、県民に大きな感動と元気を与えてもらっ

たのではないかという思いがしております。そ

れに対して県民栄誉賞の贈呈もあったわけでご

ざいますが、そういう口蹄疫から立ち上がる大

きな力となったということ、さらには、「全共

２連覇」という称号を前面に出すことによりま

して、大都市や海外でのトップセールス、さま

ざまなプロモーション活動において、宮崎牛の

認知度向上、さらには輸出量の増加―昨年

は122トンで過去最高の輸出の増加があったわけ

であります―このような実績に結びついてい

るところでございます。

宮崎牛が今後とも日本一―日本一の和牛と

いうことは世界一であるということを今言い

張っておるところでありますが―こういう

チャンピオンブランドとして確固たる地位を築

き、特に６年後の東京オリンピック・パラリン

ピックを考えまして、「日本一」の称号を活用

していく上では、全共３連覇を何としてもかち

取らなければならない、そのような強い覚悟で

あります。

ただ、今回の宮城県で行われます全共という

ものが、口蹄疫後の種牛を使わなければならな

い、大変厳しい条件がありますとともに、長崎

と比べても遠距離での開催ということでありま

すので、大変厳しい戦いになるのではないかと

いう思いがございます。そういった状況をしっ

かり関係者と分析した上で、日本一を目指すべ

く、日本一の準備をしてこれに臨み、３連覇

を、総力を結集することによってかち取ってま

いりたい、そのような決意でございます。

○内村仁子議員 今、ありがたい言葉をいただ

きました。前の長崎での大会、日本一のときの

パレードに私も参加させていただき、ここの橘

通りをずっと黄色いジャンパーを着て歩きまし

た。沿道にいらっしゃる方から、私たち歩く者

に対して「ありがとう」という言葉をいただい

たんです。それぐらいみんな宮崎県の方が一緒

に喜んでもらえたということですので、この感

動をまた味わえるように、次の第11回に向けて

も、ぜひ一致して皆さんで頑張っていただきた

いと思っております。

最後になりましたが、都城志布志道路の県施

工区間の進捗状況についてお尋ねいたします。

この道路については、議会の一般質問のたびに

お尋ねしておりますが、どうぞよろしくお願い

いたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 都城志布志

道路の県施工区間につきましては、全体延長

約8.6キロメートルのうち、五十町インターチェ

ンジから梅北インターチェンジ間約3.2キロメー

トルを供用しておりまして、残る約5.4キロメー

トルの区間を、現在、梅北工区、金御岳工区と

して、整備を進めているところであります。梅

※ 144ページに訂正発言あり

平成27年11月20日(木)
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北工区につきましては、地元の皆様の御協力を

いただき、集団調印で用地取得が進められたこ

となどによりまして、平成29年度の供用を目標

に、現在、橋梁工事や道路改良工事などを実施

しているところであります。また、金御岳工区

につきましても、先月、集団調印を実施するな

ど、順調に用地取得を進めており、今後は、埋

蔵文化財調査等を順次実施してまいりまして、

早期の工事着手に向け、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。都城

志布志道路について、中郷地区の皆さんが集団

調印に携わってくださったということには、大

変ありがたいと感謝したいと思っています。な

かなか集団調印ということは厳しい現状だと思

います。しかし、これは中郷地区の皆様のまと

まりのよさ、この道路に対する思いが大きいと

思っております。

今回、都城、曽於市、志布志市の女性で、道

づくりを考える都城広域女性の会を立ち上げま

した。医師会関係、薬剤関係、そして商工会関

係、ＪＡ関係、多くの女性が集まって、一般の

主婦も入りながら、県境を越えての女性の会は

初めてであります。一緒に九州地方整備局や国

土交通省への陳情を行っております。今回、都

城志布志道路早期完成促進民間協議会、これは

商工会議所の岡崎会頭が会長になっておられま

すが、そちらのほうと一緒に、１カ月間で30万

人もの署名を集め、陳情いたしております。一

年でも早く、一日でも早く、前倒し前倒しで全

線開通に向けて、私どもも取り組んでおりま

す。今回、平塚と南横市インターのところが30

年完成ということで、ある程度のめどはつけて

いただきました。あとは直轄の部分が残ってお

りますけれども、始まってから20年たっており

ます。「生きているうちに」というのが、みん

なの要望で、合い言葉でありますので、全線開

通に向けた知事の元気ある、ばしっとした意気

込みを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 元気よく頑張ります。

都城志布志道路の重要性について、これまでも

事あるごとに、国、また関係者に要望を重ねて

きたところでございます。先月、今御紹介があ

りましたような、早期の全線開通を求める30万

人を超える署名を非常に短期間で集めていただ

いた、地元の皆さんの強い思いと熱い思いを、

私も受けとめたところであります。先日も、太

田国交大臣、また国土交通省道路局長のところ

に要望に参りまして、整備に向けて、強くお願

いをしてきたところでございます。何として

も、「防災の道」「医療の道」、また「経済の

道」という意味で、非常に重要な道路であろう

かと考えておるところでございますので、引き

続き、全体的な公共事業予算の確保をお願いし

ながら、その中でも優先的な配分を声を上げて

まいりたいと考えております。

これまでも、県議会を初め、商工関係団体、

その上に道づくりを考える女性の会の皆さんの

力強い応援をいただいておるところでございま

す。女性の会の皆さんは、本当に、大臣室に入

りましても全く遠慮されない、女性パワーで押

しまくっていただきますので、大変ありがたい

ところでございます。先日も、高速道路の開通

効果をアピールするということで、日向市でつ

くられました、黄色いハンカチを持って喜んで

いますというポスターを、女性の会の皆さんが

大臣にお見せし、道路局長にお見せして、高速

道路の開通をこれだけ喜んでいるんだ、そして

我々はそれを待ち望んでいるんだということ

を、強くアピールしていただいたところでござ
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います。今後とも、そういう県民の総力を結集

して、この道路の早期整備に努めてまいりたい

と考えております。

それから、先ほどの答弁で１点修正させてい

ただきます。長崎での和牛能力共進会、３年前

というふうに言ってしまいましたが、２年前の

誤りでありました。おわびして訂正させていた

だきます。

○内村仁子議員 今の知事の言葉、大変力強く

感じました。都城志布志道路は、南海トラフ巨

大地震が起きたときの後方支援として、都城は

位置づけられております。志布志から、そして

宮崎から、いろんな物資を運ぶ、その後方支援

としても位置づけられておりますので、ぜひ何

としても一日も早く完成するということで、お

力添えを賜りたいと思っております。私も何回

となく国交省に行って、技監のところなどに行

くんですが、私たちが行くと、「宮崎の女性で

すね」と言ってもらえるぐらいに顔を覚えてい

ただく、ありがたいところになっておりますの

で、これからも、私たちも心して頑張っていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

地方創生事業では、人口減少が大変心配であ

り、いかにして人口をふやすかが課題であると

いうことになっております。しかし、片方で

は、子供を産まない施策も進められている。望

まない妊娠のために、中高校生、若い人向け

に、避妊のためのパンフレットを２万部つくろ

うとしておられます。これは、もっと命の大切

さを教える教育も必要であり、もっと検討して

ほしいと思っております。出版することには、

それぞれの意味があっての事業だと思います

が、公的機関で、これほど過激な言葉を使っ

て、これほど過激な写真を載せて、これほど反

対があるものをつくっていいものか、そこを、

これからもぜひ検討していただきたいと思って

おります。11月30日に決定するわけですから、

まだその期間はあると思います。委員の方の話

を聞きながら、ぜひこの内容について検討をお

願いしたいと思います。

また、人口減少・中山間地域の「宝」の情報

発信というのが、地方創生の中で出されており

ます。空き家、耕作放棄地等の利用等が掲げら

れております。しかし、過疎化の原因の一つに

は、高齢化が進み、近隣の樹木の成長により、

それを伐採できない、そして住む人がそこにい

なくてよそにいらっしゃれば、その木の陰で生

活できない人が周りにいらっしゃるということ

もわからない。そういうことで、今まで生まれ

た土地に住んできた中山間部では、住めない状

態が進んでおります。人口増―誰もが住みな

れた地域で生活できる環境を整備していきたい

というのも、きのうからも、おとといからも

ずっと出されておりますが、この環境整備は創

生事業の一つと思っています。これからも、こ

のような声に寄り添う、そして真の地方創生を

実現する「みやざき」を目指していただきたい

と思います。

寒くて木が生い茂って家に住めない、ガス・

灯油代も物すごくかかる、こういう高齢者が宮

崎県の山間地域には多いということも考えてい

ただいて、伐採については、民間の問題ではあ

りますが、そういうことへの指導が何かでき

て、みんなが明るいところでの生活ができない

か、これも宮崎県の課題かなと感じておりま

す。また、これから先、委員会でもこういうも

のも検討できたらと思っております。

今回もたくさんの質問項目となりました。以

上で、私の今議会での一般質問を終わります。
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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51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、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の松村悟郎でございます。

一般質問も10名の方が登壇され、折り返し点

を過ぎたところでございます。皆さんもお疲れ

のことと思いますが、おつき合いをよろしくお

願い申し上げます。

宮崎市のデパートでは、もう50回になるそう

ですが、北海道物産展が開かれています。サケ

やカニ、イクラなど北海道ならではの食材が販

売され、大変な人気で、連日たくさんのお客様

でにぎわっております。デパートによります

と、一年中で一番、来客数の多いイベントとい

うことで、ブランド力の持つ力を改めて強く感

じさせられました。

また、きょうはダンロップフェニックストー

ナメントの開会日であります。ゴルフマンスも

いよいよスタートいたします。世界で活躍する

松山英樹選手、石川遼選手など、国内外の一流

プレーヤーがこの宮崎に集い、日本中に宮崎で

のプレーが発信されます。読売巨人軍などのプ

ロ野球の春のキャンプと並んで、スポーツラン

ドみやざきを強くアピールしてくれるものと思

います。冬場でも温暖な気候の宮崎に、ことし

もたくさんのゴルフプレーヤーが来県されるこ

とを期待しております。

それでは、質問に入ります。

知事の政治姿勢についてであります。

まず、真の地方創生を実現する「みやざきモ

デル」について質問いたします。人口減少社会

の課題や、東京一極集中にあらわれるような都

市と地方との格差が著しくなってきました。早

急に地方の活力を取り戻す必要があります。そ

ういう意味でも私は、今回提言された地方創生

の総合戦略に大いに期待をしているところであ

ります。全国知事会のアンケートによります

と、自治体が柔軟に使える新たな交付金創設を

求める意見が多いなど、財源の裏づけ等の今後

の制度設計に不安はあるものの、大方は期待を

寄せているようです。知事も、人口減少は地方

にとって待ったなしの課題として大いに期待す

ると回答されています。

今回提言された「みやざきモデル」の中で特

に私が注目したのは、「地方創生を支えるシス

テムづくり」に挙げられた、「地域と地域が連

携・協力するシステムづくり」であります。都

市部、海外の自治体との連携による産業・文化

・教育の交流や、都市部の企業と中山間地域と

のパートナーシップの推進など、一極集中の東

京を飛び越して、地域と地域が連携・協力した

活力ある地方づくりが期待できるのではないで

しょうか。そこで、今回、タイムリーにも本県

は、川崎市と包括的な基本協定を締結しました

が、今後どのような展開を図っていこうとして

いるのか、知事にお伺いいたします。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

川崎市との協定につきましては、川崎市が公

共施設等へ木材利用を推進していきたい、その

ような取り組みを考えておられるということを
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きっかけとしまして、さまざまな協議を重ね、

先般、福田市長にも本県にお越しいただきまし

て、基本協定を締結したところであります。本

県に来ていただきましたときに、福田市長に

は、木の花ドームや綾中学校などを視察してい

ただいたところでありますが、本県の木材利用

技術を、世界に誇る最先端技術であると大変高

く評価をしていただいたところであります。ま

た、思ったほど建設コストもかからないという

ようなコメントももらえたところでありまし

て、積極的な今後の利用を期待しておるところ

でございます。この協定の内容としましては、

木材の利用技術や県産材の活用促進にとどまら

ず、産業や人づくりの面まで含めた幅広い連携

を構築する包括的なものとしたところでござい

ます。

現在、地方創生というものが大きな課題とな

り、東京一極集中の是正などが叫ばれるところ

でございますが、私は、都市と地方というもの

を対立の構図で捉えるのではなく、都市と地方

の共生として捉えまして、互いの持つ資源や強

みを生かした連携によりまして、新たな相乗効

果を発揮できるものと考えております。この川

崎市との連携は、宮崎、川崎ということで「崎

崎（さきさき）コンビ」、一歩先を行く「先先

（さきさき）コンビ」ということを申しており

ますが、全国に先駆けた地方創生のモデルとな

るよう発展充実をさせてまいりたい、そのよう

に考えております。以上であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 川崎市長に本県の木材利用を

高く評価していただいたということで、大変う

れしく思っております。これからの連携、どう

ぞよろしくお願い申し上げたいと思います。

さて、11月16日の宮崎日日新聞には、「木で

宮崎の未来をつくろう」という全面広告が出て

おりました。住宅や家具などの材料として古く

から親しまれた木材、特に本県は23年連続日本

一の杉素材生産量があり、県産材のさまざまな

取り組みが紹介されたものでありました。中で

も、大規模建築物への利用など、今後の県産材

の新たな活用について期待が膨らむ内容でし

た。そこで、今回の本県と川崎市との基本協定

の中に、「国産木材等を活用した豊かなまちづ

くり」が掲げられていますが、県としてどのよ

うなことを期待しているのか、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） 本県では１日

大体12軒ぐらいの木造住宅が建築されておりま

すが、一方で、本県の山の杉は１日に80軒分成

長、太っております。このような森林資源が充

実する中で、県内需要には限りがありますこと

から、県では、首都圏等大消費地での需要開拓

に重点的に取り組んでいるところであります。

このような中で、今回、首都圏にあって木材

利用に関心の高い川崎市と本県が、行政間での

連携協定を締結し、川崎市からは、大都市にお

ける建築ニーズや課題を収集し、本県からは、

すぐれた木材利用技術と県産材をセットにして

販路の拡大につなげていくこととしておりま

す。このことによりまして、今後、民間企業や

団体等の相互の連携へと波及し、大都市におけ

る木材利用モデルの創出と、県産材の需要拡大

が図られるとともに、川崎市の企業と本県中山

間地域との間で、森づくりを通じた人的交流等

が促進されることを期待しているところでござ

います。

○松村悟郎議員 木材利用に関しては、地方創

生「みやざきモデル」の中で、成長産業の育成

としてＣＬＴ導入の促進が掲げられています。

直交集成板、いわゆるＣＬＴは、欧州を中心
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に、一般住宅から大規模施設、また10階建てま

での中層集合住宅に利用が急増しているという

ことであります。我が国でも、ことし、ＣＬＴ

のＪＡＳ規格が施行され、製造業者へのＪＡＳ

認定が進められようとしています。ＣＬＴを活

用した中層木造建築の法整備も近々なされると

聞いております。

そこで、在来工法の建築材として活用されて

きた本県の杉材も需要に限界がありましたが、

ここに来て、ＣＬＴを活用した枠組みパネル工

法による木造住宅が普及することで、本県杉材

の飛躍的な需要が期待されます。さらに、プレ

カットやパネルユニット製造など、大きな産業

が生まれるものと思います。大径集成材技術な

ど木材技術先進県の宮崎から、ＣＬＴ産業を発

信していただきたい。そして、川崎市から首都

圏に販売される日が来ることを大いに期待して

おります。

次に、地域と地域を連携する取り組みとし

て、姉妹都市交流があります。例えば、昭和41

年に締結された宮崎市と奈良県の橿原市など、

定期的な交流がなされていると聞いています。

そこで、県内市町村の姉妹都市提携の状況につ

いて、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県内市町村の姉妹

都市提携につきましては、総務省の調査により

ますと、本年４月１日現在、県内の17市町村

が、国内、国外合わせまして39の都市などと姉

妹都市提携をしております。

○松村悟郎議員 県内17市町村が姉妹都市提携

ということでございます。姉妹都市提携により

交流を推進することは、行政間の相互訪問や教

育交流、それぞれの地場産品の販売など、地域

が元気になるための一つの方法と考えられます

が、県としては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） まさにそのとおりであ

りまして、今、県内で行われている姉妹都市提

携におきます交流というのは、これまでの歴史

ですとか、文化、自然、さまざまなつながり、

御縁から、双方の自治体の合意に基づいて自主

的に取り組まれているものであります。姉妹都

市の提携をきっかけに、例えば、東日本大震災

の被災地へ職員を派遣したり、児童生徒が相互

訪問したり、相互にお祭り、イベント等に参加

をする、また特産品のＰＲをするというような

ことで、それぞれの相乗効果を発揮しながら、

活性化に資しているものというふうに考えてお

るところであります。

○松村悟郎議員 姉妹都市交流は、取り組みへ

の温度差は市町村で多少ありますが、それぞれ

よく取り組まれていると思います。

私の地元高鍋町は、串間市、山形県米沢市、

福岡県朝倉市と提携しており、それぞれ学校間

交流や文化祭、産業祭など、人、物の交流を続

けています。中でも米沢市とは、ロータリーク

ラブや商工会議所、あるいは民間企業などとも

姉妹盟約を締結しています。例えばある畜産企

業は、それまでは南九州一円で子牛を購買して

いましたが、姉妹都市交流をきっかけとして、

既に７～８年になりますが、毎年約300頭の子牛

を児湯畜連で購入し、米沢牛とは別の、上杉鷹

山公にちなんだ「鷹山牛」のブランドを立ち上

げておられます。また、それぞれの藩校の歴史

を感じさせる、高鍋高校と米沢興譲館高校との

学校間交流も始まっています。都農町の産業ま

つりや道の駅には、沖縄県糸満市や北海道佐呂

間町の物産が並んでいます。県内市町村の取り

組みにさらに磨きをかけることは、地域と地域

の連携で活力を生み出します。県も、このよう
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な取り組みの後押しをすることで、県が目指す

地方創生の推進になると思いますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

地方創生に関して、もう一問、知事に質問い

たします。この「みやざきモデル」の中で、海

外と地方を結ぶ交通ネットワークの整備につい

て提言されています。先般、宮崎―香港間の国

際定期便が、早ければことしの12月下旬、また

は来年の２月に就航するということを聞いてお

りますが、今後の就航の見通しについて知事に

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 香港線の就航でありま

すが、「東アジアに開かれ、東アジアとともに

成長するみやざき」を目指す本県にとって、大

きな前進となるものでありまして、現在就航し

ておりますソウル線、台北線とあわせ、アジア

のハブ空港である香港国際空港を通じて、東ア

ジアのみならず、世界に向けた航空ネットワー

クが一層充実することになると、大変期待をし

ておるところでございます。この香港線につき

ましては、本年12月もしくは来年２月の就航を

目指していたところでありますが、ライセンス

取得時期との関係もありまして、同路線に就航

する香港航空から、就航日を来年の３月28日で

調整しているとの連絡を受けているところであ

ります。

県では、香港線の就航に当たりまして、香港

におきます本県の知名度の向上や香港線の就航

に向けた機運の醸成を図るため、来月、現地で

のプロモーション活動を行う予定としておると

ころでございます。この就航が効果を最大限発

揮できるよう、関係機関と連携して取り組んで

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ３月28日、ようやくめどが

立ったようでございます。就航に向けて準備が

円滑に進むよう、よろしくお願いしておきま

す。また、関係者の皆様にもしっかり対応して

いただきますよう、要望をしておきたいと思い

ます。

次に、農政問題についてお伺いいたします。

昨年12月、国は、今後の我が国の農林水産政

策の基本構想となる「農林水産業・地域の活力

創造プラン」を公表して、輸出の促進や地産地

消の推進などによる国内外の需要拡大、６次産

業化の推進による農林水産物の付加価値向上、

農地中間管理機構の創設や米政策の見直しなど

による生産現場の強化、日本型直接支払い制度

の創設などによる農業の多面的機能の維持・発

揮の４つの方向性を示したところであります。

この動きに合わせて県も、農業の成長産業化を

図る趣旨で「宮崎県農業成長産業化推進会議」

を設置し、８回にわたる協議を経て、先日、推

進会議から「農業の成長産業化に向けた提言」

を受け取ったと伺っております。

私は、地元で、畜産や園芸で規模拡大を進め

ている農業者の皆さんと接する機会が多いので

すが、彼らは、農業技術に加え、企業経営者に

通じるような経営者マインドや社会性を持って

いるように感じております。このようなことか

ら、県が進めようとしている農業を成長産業化

していくポイントは、人材であると考えます。

そして、第一に、農業経営者一人一人のマネジ

メント能力の向上を図ること、すぐれた農業経

営者を質、量ともにふやさなければならないと

思います。また、９月定例議会の環境農林水産

常任委員会における委員長報告にも、この点に

ついて、「儲かる農業を実現するためには、よ

いものをつくると同時に、どのように売るかと

いう経営者の感覚を持つことが大変重要である

ため、そのような視点に立った担い手の育成を
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丁寧にやっていただきたい」との要望もなされ

ているところであります。

そこでまず、農業成長産業化推進会議の提言

を受けて、本県農業の成長産業化をどのように

進めようとしているのか、またどのように担い

手を育成していくのか、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） 本県農業の成

長産業化を図っていくためには、ＪＡの品目別

部会や農業法人等が組織する産地の生産力や競

争力の一層の強化を図る必要があります。この

ため、ＪＡや法人の垣根を越えて多様なマー

ケット情報を共有できる仕組みづくりや、契約

取引先に対応できる産地組織の強化、産地間の

連携の促進等により、マーケットイン型の産地

づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

また、これらの取り組みを進める上では、御

指摘のとおり、担い手の育成が大変重要であ

り、県としましては、産地の核となる担い手

が、みずからの経営や産地を分析し、強みや弱

み、改善点を把握しながら、それぞれの発展ス

テージに応じて必要なスキルを習得できるよう

な環境を整備することにより、次世代の農業を

担うトップリーダーの育成はもとより、新規就

農者の確保に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 次に、成長産業化というイメ

ージや現在の農業経営者の年齢構造などからし

ても、これからの農業を担う経営体は、大幅な

規模拡大と生産性の向上を図る必要があり、そ

の経営をつかさどる農業経営者のマネジメント

能力は、従来の生産技術の教育に加え、資金や

会計への知識、社会での多くのステークホルダ

ーとのつき合い方など、社会性を持った経営者

教育が必要であると考えます。また、このよう

な農業経営者のマネジメント能力の取得につい

ては、これまでのような農業教育や営農指導で

は対応が難しくなっているのではと思います。

そこで、担い手育成の中でも経営感覚を持った

経営者を育成することが重要であると思われま

すが、その育成の考え方について農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 経営感覚を

持った担い手の育成につきましては、それぞれ

が目指す経営計画や達成すべき戦略を明確に

し、実践できるよう、ニーズや付加価値を踏ま

えた生産・販売、財務分析による的確な投資や

資金運用、雇用者の適正配置や、やる気を引き

出す労務管理など、いわゆる経営マネジメント

能力を高める必要があります。このため、第一

線で活躍する実務経験者等から経営者精神やそ

の経営事例について学び、民間企業や金融機関

等のノウハウも活用しながら、実践的な研修を

展開していくこととしております。また、普及

・営農の指導者側につきましても、同様に研修

機能を強化し、スキルアップと、より効率的か

つ高度な指導体制の整備に努めてまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 人材育成について続けさせて

いただきます。全国に先駆けて農業経営者育成

校の指定を受けた高鍋農業高校に、本年度、農

産物の生産から加工・流通・販売・消費に至る

まで総合的に学び、農業の６次産業化に向けた

人材を育成するフードビジネス科が新設され、

先般、待望の販売実習棟が完成いたしました。

私もオープン式に参加させていただきました

が、地域の消費者の方もたくさん来店され、私

同様、期待されていることを実感いたしまし

た。そこで、この販売実習棟を今後どのように
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活用しようとしているのか、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 高鍋農業高等学校の

販売実習棟は、去る10月28日にオープニングを

迎え、当日、初めての生産物即売会を行い、地

元の方々を中心に、県民の皆様方に施設を披露

させていただいたところであります。この販売

実習活動は、エンドユーザーと生徒が直接接触

し、消費者の潜在的なニーズは何かなどをつか

む力等を培うことのできる絶好の機会であり、

今後も随時実施してまいりたいと考えておりま

す。また、日常の学習では、この施設において

消費者の購買意欲を高めるような商品のレイア

ウトのあり方やラッピングの方法、効果的な店

内表示のあり方などの学習を行ってまいりま

す。商品の販売に関連する幅広い知識や技術を

習得するために、このような販売会や日ごろの

学習活動を有機的に組み合わせた指導を行うな

ど、フードビジネスの担い手の育成のために、

この販売実習棟を有効に活用していきたいと考

えております。

○松村悟郎議員 地元住民も本当に期待をして

おります。また、あわせて、この施設を活用し

て有効な指導をよろしくお願いしておきます。

フードビジネス科は、本県の農業や地域産業

に従事する人材、特に、フードビジネスの展開

や、６次産業化を担う人材育成を目的としてお

りますが、高等学校３年間で、農業の担い手と

して必要な資質やキャリアをどのようにして高

めていくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） フードビジネス科で

は、生産から加工・流通・販売までの一貫した

経営を行う攻めの農業について体系的に学ぶこ

とができるよう、従来の農業高等学校で勉強し

ておりました農業に関する知識・技術の習得に

加え、商業分野の科目である「マーケティン

グ」や「商品開発」などの学習を２年生から、

さらに家庭分野の郷土料理や地域の農産物の活

用に関する科目である「フードデザイン」の学

習を３年生から取り入れることにしておりま

す。また、販売実習棟での実習に加え、学校外

の店舗等での販売実習、関連企業や施設等への

実践的な就業体験を行うことにより、消費者ニ

ーズを先取りするマーケットインの感覚や付加

価値を生み出す力を身につけた、経営感覚にす

ぐれた農業の担い手を育成していくことを目指

しております。

○松村悟郎議員 農業高校は、地域農業の生産

を担う即戦力として、長年にわたり人材を輩出

してきましたが、就学人口が年々少なくなって

きていることや、時代とともに農業を目指す子

供たちが減少していることなど、農業高校も学

校・学科変更を余儀なくされ、単独校としては

現在３校という状況にあります。環境保全型農

業などの高度な生産技術や加工・販売力など、

儲かる農業を担ってもらう人材づくりには、多

くの知識や技術の習得が必要であります。基礎

的な総合力を身につける高校３年間だけで十分

な技術力は発揮できるのでしょうか。農業を生

涯の職業として起業していくというマインドを

育てる教育機関として、さらにレベルアップす

るときが来ていると思います。そこで、農業経

営者のプロフェッショナルを育成するために

は、農業大学校の役割が大事になってきます。

高鍋農業高校と農業大学校が今後どのように連

携していくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 現在のように産地間

競争の激しい中にあって、儲かる農業の担い手

を育成するためには、先ほど御指摘がありまし

たように、高校の学習の上にさらに専門性や実
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践力を高める必要があり、農業高校と農業大学

校の連携は極めて有効であると考えておりま

す。そのようなことを踏まえながら、高鍋農業

高校と農業大学校両校は、教員の指導力向上や

生徒実習の専門性の向上を図ることを目的とし

て連携協定を締結し、実習指導について教員の

相互交流を現在行っております。また、両校の

教員で組織する「高大連携推進委員会」では、

５年間を見通した、より効果的なカリキュラム

の作成や、進路指導のあり方などの検討を進め

ているところでもあります。今後とも、農政水

産部と連携を図りながら、両校のこのような取

り組みを他の農業高校にも広げていけないかと

考えているところであります。

○松村悟郎議員 農業高校と農大校５年間の連

携プログラム、教育委員会と農政水産部が連携

して、プロフェッショナルな人材を育成してい

ただきたいと思います。

さて、先週の土曜日には高鍋農業高校で、毎

年恒例の生産物販売を中心とした「島田祭」が

開催されました。10時開場にもかかわらず、食

品加工ブースなどでは朝の６時半から並ばれる

など、たくさんの来場者でにぎわうイベントと

なりました。私も毎年楽しみにしており、生徒

さんたちが一生懸命販売されており、思わずた

くさん買ってしまったところでございます。農

業高校の生産するジャム、ケチャップなど農産

加工品は、地元では大変人気があり、また牛乳

は「農高牛乳」として大変親しまれておりまし

た。また、畜産においては、県の和牛能力共進

会でグランドチャンピオンをとるなど、競り市

場で高い値段で購買されております。

昨日の山下議員の質問の際にも話題に上りま

したが、先日開催された、乳牛の質を争うホル

スタイン共進会の九州大会に、生産農家にま

じって、都城農業高校、高鍋農業高校の２校か

ら８頭が、宮崎県代表として出場しておりま

す。都城農業高校が第３部、第５部の２つの部

門で１位となる「名誉賞」、そして高鍋農業高

校も第４部の３位となる「優秀賞２席」を獲得

するなど、大変優秀な成績をおさめておりま

す。このように農業高校はすばらしい製品を出

しております。今こそ打って出る農業高校、ブ

ランド力は確かなものがあると思います。本当

に感心したところであります。

最近、完全養殖マグロの商品化の取り組み

で、近畿大学が話題をひとり占めしております

が、大学ブランドの農水産加工品がデパートの

専用売り場で販売され、大変な人気を得ている

と聞いています。養殖技術や機能性食品など、

本来の学術研究の場から、研究の成果を社会に

直接フィードバックする取り組みとして、流通

から販売まで手がけるようになってきていま

す。また、話題とともに社会からの高い評価も

あり、大学の人気度ランキングも上がっていま

す。消費者ニーズをも考えた大学教育の取り組

みにもつながり、フードビジネスを担う起業家

も多く誕生するのではないでしょうか。そこ

で、農業高校で生産される加工品を農業高校ブ

ランドとして全国に向け販売してはどうかと思

いますが、教育長の考えをお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 各農業高校では、そ

れぞれの学校が特性を生かした加工品の販売の

実習に取り組んでおります。今お話のありまし

たブランドとしては、例えば高鍋農業高校では

酸乳飲料「ラクミ」というのがあり、地域に親

しまれております。それぞれ、そういう高校が

つくったものは、即売会などで地元の方々に好

評をいただいているという状況にあります。ま

た、全国に向けた販売ということでは、昨年度
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の例を申し上げますと、東京にある新宿みやざ

き館ＫＯＮＮＥや福岡のデパートにおいて生徒

が直接、県外の消費者に生産物を販売するな

ど、より多くの方々に農業高校の加工品を知っ

ていただく取り組みを行っております。生徒に

とりまして、みずからが生産にかかわった製品

を全国の方々に販売し、喜んでいただくという

経験は、学習意欲を高め、経営感覚を備えた担

い手育成につながるものでありますので、例え

ばいろんなことを考えてみたい―現在、県内

の高校では、業者と一緒になって商品を全国

ネットに載せるというような取り組みをしてい

る学校もあります。したがって、農業高校でつ

くった製品を同じように全国へネット販売がで

きないか、そういう可能性などさまざまな工夫

をしていけないか、研究してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 ネット販売というのは大変お

もしろい取り組みだと思いますので、実現に向

けてぜひ頑張っていただきたいと思います。生

産から販売まで、農業高校は学ぶ場でもありま

すけれども、実際に企業として農業高校がどれ

だけもうかるかというような視点でも販売し

て、お客様の信頼を得るような教育をするのも

一つだと思いますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

次に、環境保全型農業についてお伺いいたし

ます。９月15日の宮崎日日新聞に、県において

は、化学農薬だけに頼らないで天敵などの利用

を組み合わせた病害虫防除技術に、適正な施肥

やかん水などの健全な作物をつくるための技術

を体系化した総合的な作物管理技術、いわゆる

「宮崎方式ＩＣＭ」を確立し、施設園芸を中心

に普及が進んだことで経営が向上する効果が出

ているという記事が出ていました。

私は、先般の６月議会の一般質問においても

質問しましたが、農業は環境と一体の産業であ

り、国民や県民の環境に対する関心が高まる

中、環境への負荷を低減する農業を確立するこ

とが、将来の環境保全への貢献にもつながると

ともに、ひいては、食料供給県としての地位を

確固たるものにすると考えております。この県

が推進する「宮崎方式ＩＣＭ技術」について、

これまでの取り組みと今後の方向性について農

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） 「宮崎方式Ｉ

ＣＭ」につきましては、環境の保全や安全・安

心な農産物の生産につながる本県オリジナルの

重要な基本技術として、県内全体に広く普及を

図っているところであります。このことにより

現在は、キュウリ、ピーマン及びトマトにおい

て技術の確立が図られるとともに、生産現場へ

の普及が進みつつあり、化学農薬使用量の低減

や、例えばキュウリでは収量が約30％増加する

など、経営の向上につながる事例が見られるよ

うになっております。今後は、コスト低減等の

さらなる技術開発に取り組むとともに、露地品

目や果樹、花卉等に対象を拡大してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 新聞記事においては、鹿児島

県や高知県では、同様の技術を展開しながら、

天敵を利用した防除などの環境保全型農業の取

り組みを販売面で生かそうという事例が紹介さ

れております。一方、本県では、産地での技術

普及に当たって、農家間の取り組みに差がある

ことや、ＪＡ系統外の農家への技術普及が進め

にくいといった問題も起こっております。この

ような環境保全型農業の取り組みは、一部の限

られた取り組みではなく、本県産農産物におい

て広く普及することでイメージアップにつなが
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り、さらにそのことを販売面において消費者へ

強くアピールを促すことが大事だと思います。

そこで、本県が先進的に確立と導入を進めてい

る「宮崎方式ＩＣＭ技術」を農産物の販売面に

利用できないか、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） 本県におきま

しては、本年度からみやざきブランド産地で導

入が進みつつあります農業生産工程の記録、点

検、評価を行います「宮崎県版ＧＡＰ」ととも

に、「宮崎方式ＩＣＭ」を産地全体へ確実に普

及し、生産拡大を図ることとしております。こ

の２つを組み合わせた取り組みによりまして、

宮崎県で安全・安心な農産物が生産されている

ことを流通業者や消費者に広くＰＲしていくこ

とで―そのＰＲ方法につきましては今後検討

してまいりますけれども―将来的には本県農

産物の有利販売につながるよう努めてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 このＩＣＭ技術は、宮崎県は

全国より一歩も二歩も先に進んでいる技術を

持っている県だというふうにお伺いしておりま

す。これをどうやって消費者に意識づけしてい

くか、それがどうやって農家にフィードバック

できるかということでございますので、どうぞ

ＰＲのほうをよろしくお願い申し上げたいと思

います。

次に、観光農園についてであります。観光農

園の取り組みは、私が子供のころにも体験して

おりますので、随分歴史があるものと思いま

す。生産される農家が直接、農場で収穫を体験

してもらい、販売するフードビジネスの先駆け

とも言える取り組みです。県内では、小林や児

湯地域などで、ナシやブドウなどの観光農園が

盛んだと思いますが、フードビジネスの中で、

農家所得のアップにも貢献すると思われるこの

取り組みについて、本県での広がりはどのよう

になっているのか、その現状について農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 観光農園は、

生産から販売、場合によっては加工まで総合的

に取り組む、まさに６次産業化の取り組みであ

り、御質問にありましたとおり、農家所得の向

上はもとより、観光など他産業への波及効果や

地域の雇用拡大につながることから、フードビ

ジネスを推進する上でも大変重要な取り組みで

あると考えております。本県の観光農園の状況

につきましては、西諸県地域や児湯地域を中心

に、ナシやブドウ、イチゴやブルーベリーと

いった品目で80経営体ほどが取り組みを行って

おりまして、その販売額は平成24年度で３

億3,600万円と徐々に増加しております。

○松村悟郎議員 数年前からライチの栽培を始

めた地元の農家から相談を受けました。栽培も

軌道に乗り、県内のスーパーや一部通信販売に

よる取引も広がってきており、次は観光農園と

してフードビジネスを拡大したいとのことであ

りました。そこで、儲かる農業の一つとしてこ

の観光農園を広げてもらいたいと私は思ってお

りますが、今後、県としてはどのような取り組

みを行っていくのか、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） 観光農園につ

きましては、そのメリットとして、生産者と消

費者がじかに接することにより的確に消費者ニ

ーズが把握できること、みずから価格設定が可

能であること、さらには収穫の手間や出荷経費

の一部が軽減できることなどがございます。し

かしながら一方で、多角経営に対応できる管理

能力が求められることに加えまして、栽培管理
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と接客が重なる繁忙期の労働力確保、集客対策

といった観光農園ならではの課題もございま

す。

県といたしましては、農業改良普及センター

や６次産業化サポートセンターを中心に、観光

農園に取り組む、あるいは取り組もうとする農

業者に対しまして、経営管理能力の向上やＰＲ

の手法について研修やアドバイスを行うととも

に、農産物の直売や加工販売等の取り組みとあ

わせて、６次産業化に向けた支援を実施してま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、高騰が続く重油価格に

左右されない農業経営を目指す施設園芸農家の

木質ペレット暖房機の導入についてでありま

す。燃料費高騰対策の一つとして、県も導入時

の農家負担を３分の１にする補助事業を開始

し、日本一となる500台の導入を目指しています

が、さらに導入を促進するためには、高価な木

質ペレット暖房機に課題があると思います。そ

こで、県内の幾つかのメーカーで開発が進めら

れていると聞いておりますが、木質ペレット暖

房機の低価格化への取り組みについて、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） 木質ペレット

暖房機につきましては、その価格が10アール規

模のもので重油暖房機の約３倍の360万円程度と

なっており、低価格化が今後普及を図っていく

上での課題であると認識しております。このた

め県では、県内の暖房機開発企業で構成されて

いる「宮崎県木質バイオマス暖房機普及促進協

議会」に対し、暖房効率が高く、より低価格な

暖房機の開発を依頼したところであります。当

協議会を構成する３社におきましては、本体価

格200万円台を目標に開発を進めておりまして、

現在、施設園芸の現場において実証試験が行わ

れているところであります。

○松村悟郎議員 県の事業を活用して木質ペ

レット暖房機を導入した、都農町のトマト農家

を訪ねました。燃料代が明らかに安くなり、価

格に振り回される重油と違い、ペレット代は年

間を通して変わらず、経営を組み立てやすいこ

と、また灰出し等の暖房機の管理もさほど手間

がかからないことなど、導入の効果について話

を伺いました。一方、あるトマト農家では、木

質ペレット暖房機は高価で手間がかかるものと

思い込み、取りかえ時期に来た暖房機を使いな

れた重油暖房機にする予定との話も聞きまし

た。その農家に初期導入の補助制度やランニン

グコストのことなどを話すと、ペレット暖房機

に興味を持っていただきました。暖房機の更新

期を迎えた農家はたくさんいらっしゃいます。

積極的にペレット暖房機導入による燃油対策を

勉強している農家は別として、ほとんどの農家

は、導入のメリットを深く理解されていないの

ではないかと感じました。そこで、施設園芸農

家にどのようにきめ細やかな周知を行っていく

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） 木質ペレット

暖房機の導入を促進するため、県ではこれま

で、各種研修会や現地検討会等を行うととも

に、先日、宮崎市で開催された日本施設園芸協

会主催の「施設園芸新技術セミナー」におい

て、木質ペレット暖房機を導入している生産者

の事例発表や、開発された低価格暖房機の展示

を行うなど、周知に努めてきたところでありま

す。今後、導入を一層促進するために、市町

村、ＪＡ等の広報紙を活用して情報提供を行う

とともに、地域の生産者部会等が現地実証中の

低価格暖房機を見学する研修会などを開催し、

これらの機会を捉えて、補助事業などのきめ細
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やかな情報を的確に提供してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 同じく都農町で建設が進む木

質ペレット燃料製造工場は、来年の２月ぐらい

には試験生産ができる予定です。ただ、同時期

に、地域内にバイオマス発電施設も稼働するこ

とから、ペレット製造メーカーでも、原材料の

確保や価格の上昇を大変心配されています。農

家でも、今後、ペレット価格の値上げを心配さ

れ、ペレットを少しでも安く使える環境を整え

てほしいと話をしておられました。そこで、木

質バイオマス発電の進出などにより未利用材の

需要が高まる中、農業用暖房機向けの木質ペ

レット原料の安定供給に向けた取り組みについ

て、県の考えを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） 木質ペレット

の原料につきましては、木質バイオマス発電の

燃料とのすみ分けをしながら、安価な原料を安

定的に供給していくことが必要であり、具体的

には、高い売電価格が見込めない木材や製材工

場のおが粉や製材端材などが原料として使える

ものと考えております。このため県では、ペ

レット製造業者と製材工場の間で安定供給協定

を締結させるなど、その連携を進めるととも

に、ペレット製造業者などが直接、林地残材を

集荷する取り組みに対しまして、支援を行って

いるところであります。今後とも、地域地域の

原木供給体制の実情を踏まえながら、個別具体

的な対策を講じ、農家の方々が安心してペレッ

ト暖房機の導入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。

○松村悟郎議員 木質ペレット暖房機の普及に

当たっては、施設園芸農家に本当に理解してい

ただくということがまず第一でございます。そ

して、何よりも長く安く安定した供給をしてい

くことが大事だと思いますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

次に、土砂災害についてお伺いいたします。

今月の９日、地元高鍋町の水除地区で、日南

市鵜戸に次いで夜間津波訓練が行われました。

日曜日の夕方から訓練に参加していただきまし

た稲用副知事には感謝申し上げます。ありがと

うございました。一般質問初日に河野議員から

質問がございましたので、副知事への答弁は求

めておりません。

この夜間訓練は、防災士ネットワークなどボ

ランティアの皆さんの協力もあり、大変有意義

な訓練ができたと思います。真っ暗な夜道を懐

中電灯の明かりのみで避難する難しさを体験

し、いろいろな課題を確認することができたの

ではないでしょうか。私も20分かけて、最も近

い海抜40メートルの高台まで避難をいたしまし

た。道の狭さや障害物の多さ、路肩、斜面の崖

崩れの危険など、豪雨災害だけではなくて、地

震による土砂災害の危険性を改めて感じたとこ

ろであります。

さて、ことし８月、広島で発生した土砂災害

により甚大な被害が出たことは、記憶に新しい

ところであります。全国的に、これまで経験し

たことがないような集中豪雨が発生する中、本

県においても同様の災害が起こるおそれもあり

ます。そこで、特に急傾斜地崩壊危険箇所の整

備は大変重要だと思いますが、その整備状況に

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） 土砂災害危

険箇所には、土石流危険渓流、地すべり危険箇

所、急傾斜地崩壊危険箇所の３種類がございま

して、このうち急傾斜地崩壊危険箇所の整備率

は、平成26年３月末現在で28.7％であります。
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○松村悟郎議員 「急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律」ができたのは昭和44年、

既に45年が経過しようとしております。崩壊を

防止するため、擁壁や排水施設などの崩壊防止

施設の整備というのが求められています。今お

聞きした答弁によりますと、整備率はまだ３割

未満ということでございますけれども、このよ

うな長期間、なぜ整備がおくれているのか、今

後の取り組み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） 急傾斜地の

崩壊から住民の生命を守るためには、施設の整

備を着実に進めていくことが重要でございま

す。このため、今回、土砂災害防止法が改正さ

れたわけでございますが、今回の改正によりま

して、住民が危険な箇所をより早く知ることが

でき、土砂災害に対する住民の危険意識が高ま

り、土砂災害の区域指定が加速するものと考え

ております。県としましては、法改正の趣旨を

住民に十分周知しまして、理解を得ながら、市

町村、国ともさらに連携を図り、ハード・ソフ

ト両面から、総合的な土砂災害対策を積極的に

推進してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、先般の広島の土砂災害

は、土砂災害防止法に基づく区域指定がおくれ

ていたことが、被害を大きくした原因の一つで

あると言われています。改めて、土砂災害防止

法による土砂災害警戒区域等の指定の目的につ

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） 土砂災害の

区域指定は、土砂災害から住民の生命を守るこ

とを目的として、県が行っております。具体的

には、まず土砂災害のおそれのある区域につき

まして、土砂災害警戒区域、いわゆるイエロー

ゾーンに指定することにより、市町村は早期避

難のための体制を整備することになります。さ

らに、土砂災害警戒区域のうち、住民の生命に

危害が生じるおそれのある区域につきまして

は、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾ

ーンに指定し、住宅等の立地を目的とした開発

行為等は制限されることになります。

○松村悟郎議員 広島の災害では、転居して数

日という方も犠牲になっておられます。また、

自分の住んでいるところが土砂災害が起こるよ

うな危険な箇所とは知らなかったという住民も

いたと聞いております。土砂災害警戒区域等の

指定は、住民の円滑な避難に有効な手段である

ということでございますが、その情報をどう

やって周知するのか、土地、建物など不動産取

引の際に重要事項として明記し、説明していく

ことも重要だと考えます。本県における土砂災

害警戒区域の指定状況について、またどのよう

に住民に周知していくのか、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） 本県には、

土砂災害危険箇所は１万1,826カ所ありまして、

このうち土砂災害警戒区域につきましては、平

成26年８月末現在で2,876カ所を指定しており、

その指定率は24.3％、全国で39番目となってお

ります。また、指定された区域につきまして

は、県庁のホームページで公開しておりまし

て、市町村や土木事務所などにおいても図面等

で確認することができます。なお、不動産業者

は、宅地または建物の売買等に当たって、物件

が区域内にある場合には説明を行うことが義務

づけられております。

○松村悟郎議員 時間も来たようでございます

ので、飛ばして最後に、このような状況を踏ま

えて、警戒区域の指定を促進するために改正土

砂災害防止法が成立いたしました。本県も急傾
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斜地崩壊危険箇所のハード整備とあわせて、警

戒区域の指定についても急がなければなりませ

ん。「災害は待ったなし」とよく言われます

が、まさにハード、ソフト両面から備えが重要

であります。知事の言われる常在危機でありま

す。法改正を機にさらに対策を徹底していただ

きますようお願いして、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、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。

知事選挙まで２週間となりました。この間

の10日前の日曜日は、知事と自民党国会議員で

山形屋前で街頭演説会を行い、私もお手伝いい

たしましたが、そばを行き交う人々に対して、

知事が恥じらいながら小さく手を振っておられ

た姿がとても印象的でした。街宣車の上に立つ

のは初めてだとおっしゃっていましたが、この

４年に一度の選挙というのは、直接、大勢の県

民の皆さんと触れ合うことのできる貴重な機会

だと思います。ぜひ、どんどん表に出ていっ

て、大勢の県民の皆さんが今どう感じておられ

るのか、広く酌み取っていただきたいと思って

おります。

知事は２期目に向けて政策提案というものを

示しました。その中で、「くらしの豊かさ日本

一」を築いていくとし、お金にかえられないも

のを大切にする、宮崎らしい真に豊かな暮らし

を実現すると書いてあります。対外的に県のよ

いところをとりわけ発信していくのはよいこと

だと思うのですが、一方で、知事がよしとする

豊かさをどうしても感じることができない県民

も大勢いらっしゃることは、忘れてはならない

と思います。

例えば県内での生活保護者の世帯数は、平

成20年度１万75世帯から平成25年度は１万3,482

世帯、高齢者世帯と、働くことのできるその他

世帯の増加傾向が見てとれるんですけれども。

ほか、県内の身体障がい者の数は、平成18年度

５万9,715人から平成25年度６万5,848人、特別

支援や通級指導を要する何らかの障がい、いろ

んなものを背負った子供の数というのは、平

成18年2,209人から平成26年には3,877人と、少

子化にもかかわらず1,500人以上ふえておりま

す。いずれも、新しい豊かさの前に、さまざま

な課題に直面している県民の姿を示しておられ

ます。しかしながら、知事は政策提案の中で、

こういった高齢者介護、障がい者福祉、児童福

祉という面では、ほかの分野と比較して、ほん

の少ししか触れられていないように見受けられ

ます。また、目新しい施策も特に拝見すること

はできません。新しい豊かさを唱える前に、こ

うした切実な課題に直面している県民の皆様の

ために、こういった分野においてどういう施策

に取り組んでいかれるのかお伺いし、以下、質

問者席よりお伺いいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

政策提案についてでありますが、先日の街頭

演説に関しましては、いろんな御指導をありが

とうございました。後で写真を見てみました

ら、清山県議の手の挙げ方と私の手の挙げ方が

全然違うことに気がついて、一政治家として、

またさまざまなことを勉強しておるわけでござ

います。この政策提案は、政治家河野俊嗣とし

て、県民の皆様と一緒にどのような宮崎を目指

していこうかといった、私が思い描く政治理念

や県政運営の基本姿勢、そして今後取り組むべ

き政策など、私の考えを広く知っていただくた
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めに作成したものであります。限られたページ

数の中で、総花的にならず、いかにめり張りを

つけるかに腐心したところであります。御指摘

のありました高齢者介護、障がい者福祉等につ

きましては、改めて申し上げるまでもなく、い

ずれも重要な課題というふうに考えておるとこ

ろでございます。

政策提案におきまして、宮崎の目指すべき社

会像として示しました「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」を築くためにも、女性や高齢者、障が

い者の方を含め、あらゆる方が生き生きと生活

し、活動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、引き続き、高齢者福

祉計画や障がい者計画に基づく施策をしっかり

推進するとともに、子供の貧困問題に対しまし

ては、国の「子供の貧困対策に関する大綱」を

踏まえ、新たに県の計画を策定し、総合的に施

策を展開してまいりたいというふうに考えてお

りますし、産業振興策全般はこういった貧困問

題についても資するものというふうに考えて、

取り組んでまいりたいと考えているところでご

ざいます。以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 ちょっと厳しいことを申し上

げるかもしれませんが、介護や福祉という分野

では、知事の行動からも姿勢がなかなか見えて

こない部分があります。例えば、知事は４年間

の任期中、海外も含めて本当にさまざまなとこ

ろにお出かけになられたと思いますけれども、

こういう介護や福祉の分野でどれほど見ておら

れるかというと、平成23年と25年に福祉施設を

訪問されておりますけれども、大体それぐらい

で、ほかは、放課後児童クラブを１日訪問され

ておりますけれども、やはり知事が呼ばれると

ころは、式典とかいろいろ物事がうまく回って

いるところが中心になりがちです。ぜひ、知事

みずからが強い問題意識を持って、見に行かれ

ては困るようなところも積極的に、知事からこ

ういうところを見ていきたいというようなこと

で、病や障がいや生活苦を抱えた方々の姿も見

ていただきたいと思うのですが、その点につい

て一つ確認をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

のは、恐らく公務として整理された訪問の状況

かというふうに思っております。政務の活動の

中でも、さまざまな福祉施設等の訪問も行い、

また個別に意見交換なども行っておるところで

ございますが、御指摘も踏まえ、しっかりとそ

の辺についても、現場主義というものが私の基

本姿勢でありますので、徹底をしてまいりたい

と考えております。

○清山知憲議員 よろしくお願いします。

次に、政策提案の中で新しい施策を打ち出し

ておられるので、ちょっと触れたいと思うんで

す。人財育成の中で、海外留学制度を創設して

グローバル人財を育成していくなどと書いてあ

ります。隣の熊本県でも、海外チャレンジ塾と

いうようなことをやっておりますが、知事はど

ういう具体的な像を描いておられるのか、教え

てください。

○知事（河野俊嗣君） 具体的な制度設計はこ

れからということでございますが、人づくりと

いうものが、地域づくり、県づくりに極めて重

要なものということで、これまでも人財づくり

を掲げて取り組んできたところでございます。

特に、今、グローバル人財ということに関しま

しては、置県130年の記念式典のときに、高校生

にプレゼンをしていただきましたが、外務省の

井ノ上さんの例を引きながら、海外に飛躍して

いく、そのような県民を支援する県政に対する

要望もあったところでございます。これまでの
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先人のそういったいろんな活動を考えるに当た

り、本県は伊東マンショという例もあるわけで

ございます。海外に開かれた人財、グローバル

人財を築いていくこと、育てていくことは大変

重要ではないかという思いのもとに掲げておる

ところでございまして、英語を中心とした会話

力の強化や国際的なセンスを磨くということ

で、県内大学との連携ということも考えられま

すし、海外留学制度の創設といったところも今

後検討してまいりたい、そのように考えており

ます。

○清山知憲議員 続いて、産業人財の育成とい

うことで、みやざきビジネスアカデミーを創設

したいと書いてありますけれども、これも高知

県なんかは土佐ＭＢＡ、土佐まるごとビジネス

アカデミーというような取り組みがあります

が、具体的に教えていただければと思います。

○知事（河野俊嗣君） 高知のそういう事例も

参考にさせていただいたところでございます

が、本県の場合はフードビジネスを現在取り組

んでいる中で、多くの企業や事業家の方々か

ら、中小企業において経営戦略を練る人材であ

りますとか、企業創業をする人材、また新たな

販路開拓を行う人材を育成する必要があるとい

う現場の声をいただいたところであります。こ

れを生かしながら、現在、フードビジネスの分

野におきまして、経営の初心者や若手経営者の

スキルアップ、事業承継など、企業の成長段階

などに応じた経営マネジメントでありますと

か、国内外の大規模市場をターゲットとした実

践的な販路開拓、また商品やおもてなしのブ

ラッシュアップという３つの分野で構成する人

材育成プログラムに取り組んでいるところであ

りまして、こういったプログラムを拡大発展さ

せていくことにより、全般的なビジネスアカデ

ミーということでの展開を図ることができない

か、そのような思いで提案したところでありま

す。

○清山知憲議員 我が県は経済学部を持つ大学

もないし、もちろん、社会人が経営学を学ぶよ

うな経営大学院のようなところもありませんか

ら、ぜひ、フードビジネスに限らず、本格的な

ＭＢＡコースに迫るような人材育成の場にして

いただきたいと、期待を込めてお願い申し上げ

ます。

次に、知事の政治姿勢として、一昨日、追加

で提案された議案についてお伺いします。実

は、人事委員会委員長にもお伺いしたかったん

ですけれども、これは通告締め切り後に追加提

案された議案でしたので、質問することができ

ませんでした。総務部長にお伺いしますが、今

回の議案は、職員の給与改定に伴う補正予算案

と関係条例の改正ということですが、給与改定

の内容について教えてください。

○総務部長（成合 修君） 今回の給与改定の

内容についてでありますが、一般職につきまし

ては、ことしの人事委員会勧告等を踏まえまし

て、給与等の月例給を平均0.24％、特別給

を0.15月、ことしの４月にさかのぼって引き上

げるものであります。具体的には、給料表につ

いて、若年層に重点を置いた引き上げを行うと

ともに、医師及び歯科医師に支給されます初任

給調整手当及び交通用具使用者に係る通勤手当

について、それぞれ引き上げ改定をするもので

あります。また、勤勉手当の支給月数につきま

して、0.15月引き上げるものであります。

次に、特別職につきましては、国の指定職や

特別職の改定状況を踏まえまして、期末手当の

支給月数を、一般職と同様に0.15月引き上げる

ものであります。
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○清山知憲議員 知事へお伺いしますが、この

２年間、株高や円安といった恩恵は、主に大き

な企業とか都市部においてはありましたけれど

も、地方においては、物価高なんかもあって、

なかなか厳しい状況が続いています。また一方

で、我が県の財政課からも毎年口酸っぱく、我

が県の財政は厳しいというメッセージが発せら

れている中で、今回、我々議員も含めた公務員

の給与や期末手当を引き上げるに当たって、

「人事委員会勧告がございましたので」の一言

では、説明としては不十分かなと感じるんです

けれども、知事としての今回の思いをお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 国も地方の職員の給与

にしても、恣意的に上げ下げするというもので

はございませんで、制度的な説明になります

が、県職員の給与については、地方公務員法に

よりまして、県内の民間給与の状況や、国、他

の地方公共団体の状況等を考慮して定めること

となっております。

このたび人事委員会が、ことし４月の県内民

間給与の実態について調査を行いました結果、

県職員の給与が民間の給与を下回っていること

から、この較差を解消するために４月にさかの

ぼって引き上げ改定を行う、こういう人事委員

会の勧告が出されたところであります。私とし

ましては、この勧告を受け、国の改定や他県の

状況、給与改定による影響なども総合的に考慮

しまして、勧告どおり県職員の給与を引き上げ

ることを判断したところでございます。

また、今回の給与改定に当たりまして、議会

や県民の皆様に、どの程度の予算が必要なのか

ということを明らかにする観点から、条例の改

正案とあわせて、補正予算案についてもお諮り

をしているところであります。今後とも、県職

員の給与につきましては、県民の皆様の理解と

納得が得られるよう、適切に対応してまいりた

いと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。この

議案に関しては、後にも総務政策常任委員会等

で審議がされることと思いますので、次に地方

創生のことについてお伺いいたします。

地方創生の主眼は、人口減少社会、東京一極

集中という極点社会を是正することにあると思

いますけれども、今回、宮崎が提案した「みや

ざきモデル」においても、県内の出生率を上げ

る自然増対策と、人口流出を食いとめる社会増

対策の２つが大きく挙げられると思うんです。

社会増対策のメーンである、今回示されている

県内の農林水産業を核とした成長産業の育成、

中小企業の育成、観光産業の再生といった５本

の柱による産業政策が示されております。いず

れも、従来の政策の中で社会増対策になるよう

なものをまとめたような印象が否めないんです

けれども、今回、こういう政策をつくるに当

たっての根拠について、できるだけ詳しく総合

政策部長にお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県は、若

年層の県外流出が顕著でございまして、大学等

への進学というのが一つの要因ですけれども、

もう一つは、高校卒業時の就職に伴う流出が特

に大きな要因になっているというふうに考えて

おります。すなわち進学と、その先にある就

職、やはり雇用の確保というのが大事だという

認識が大前提でございます。

平成25年度の学校基本調査によりますと、本

県の高校卒業生の就職者は3,356名いらっしゃい

ますが、その約４割に当たる1,351人が県外に就

職しているという状況でございます。県外就職

先の産業別の内訳を見ますと、さまざまでござ
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いまして、製造業が35％で最も多く、宿泊・飲

料サービス業、また公務員というのが10％台、

以下、建設業、卸売・小売業等というような形

で、この仕事というような特化した形は、特に

見受けられないところでございます。

一方で、こうした若年層の流出を抑えるため

には、雇用の場の創出が不可欠という観点に立

ちまして、本県が他地域に対して強みを持つ食

品加工業を含むフードビジネス等の成長産業

化、また企業立地の推進、観光の振興に従来か

ら努めてきたところでございます。今後とも、

魅力ある雇用の場を創出するため、県外在住の

本県出身者や関係者等から広く意見をいただき

ながら、産業振興策に反映させてまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 なかなか答弁では言い尽くせ

ないかもしれませんけれども、もうちょっとい

ろいろ根拠とかデータというものが欲しいとこ

ろです。今お示しになったのは、とりあえず高

卒で県外に就職された方々の動向ということで

すけれども、大学を卒業してＵターンしてく

る20代の若者というものも大きなボリュームと

して存在している。

まずは、社会増対策として雇用をつくること

の根拠としては、東京と各地域での有効求人倍

率の差が、今まで歴史的に各地域での若者の人

口流出と高い相関関係を示していたので、やは

り有効求人倍率を高めていく、雇用をつくって

いくことが大事だろうということは、大体コン

センサスがあると思うんです。では、雇用だっ

たら何でもいいのかという点で、やはりもう

ちょっと詰めていかなければいけない点がある

と思うんですね。例えば、県内では各地域に

よって、小林市の場合は有効求人倍率が1.33、

都城市は1.27と高くて、宮崎市は0.86と比較的

低いんですけれども、実際に若年層の人口動態

は求人倍率に引きつけられて動いているかとい

うと、必ずしもそうではないところがあると思

います。

また、日本経済研究所というところが2011年

に作成したレポートによると、宮崎や延岡、都

城といった各都市、ダムとなるような中枢拠点

都市、そうしたところの産業構造というのは結

構違っていて、宮崎市の場合は、サービス業や

運輸・通信業、販売・小売業に特化係数が高く

て、それらのシェアも高い。都城市では、農業

や製造業への特化係数が高いけれども、シェア

としてはサービス業が断トツ。延岡市は、水

産、製造、建設、エネルギー関連の特化係数が

高いというふうに、それぞれ特徴があります。

結局、それぞれの地域で適切な産業政策が必

要でしょうし、また、どういった産業を伸ばす

必要があるか、どういった雇用を用意すれば若

者の人口流出を食いとめるのに最適なものなの

かということを、戦略的に細かく詰めていく必

要があると思うんです。そう考えると、「みや

ざきモデル」で本当に適切に対処できるのか、

疑問を感じるところがあるんですけれども、こ

の点について知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎県内だけをとって

みましても、今言われたように、３大都市で、

それぞれ産業構造なり得意分野といいますか、

特徴が違うというのは御指摘のとおりでありま

して、まさにその特性を生かして、それぞれの

地域ごとに地方創生の取り組みを進めていこう

というのが、今の課題であろうかというふうに

考えております。

本県におきましては、平成23年に人口減少と

いうものを大きな問題と捉えて総合計画を定

め、さまざまな取り組みを進めてきたわけでご
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ざいますが、今、新たな成長に向けてのフード

ビジネスでありますとか東九州メディカルバレ

ー構想は、やはりそれぞれの地域の産業集積な

り得意分野を生かして、雇用なり産業集積を

図っていこうという取り組みであるというふう

に考えておるところでございます。こうした各

地域の特色と強みを生かした産業振興に、これ

からも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 知事にもう一つ確認させてい

ただきますけれども、私が疑問を抱くのは、施

策の根拠がいま一つ曖昧なところがあるから

で、まとまりとしてはきれいに見えるんですけ

れども、本当にこれで強い説得力を持って政府

の心をつかむことができるかというと、そこは

どうだろうかと。先ほど総合政策部長も、若い

人たちの意見をいろいろと聞いていくというふ

うに言われましたが、その点についてちょっと

確認したいんですけれども、知事も今おっ

しゃったように、強みを生かして、特性を生か

してそこを伸ばしていくのが本当に必要な戦略

なのか、それとも流出している若年層の人たち

のデータをとって、それを根拠として産業政策

をつくっていくのか、それは結構発想が違うと

思うんですね。そもそも社会増対策として、若

年層が流出超過になっているような原因とし

て、雇用情勢面で、しっかりとした事実と明確

な論理によって、その原因はこれだからこうい

う解決策があるということが示されるのであっ

て、病気の診断も正しくなされなければ治療法

が生まれないように、そこをもっと詰めていく

必要があると思うんです。

宮崎の場合は、県外に出ようとしている若者

がどういう雇用を求めているのか、もしくは県

外に一旦出ていって東京にいる若者が、どうい

う雇用、そして雇用環境を求めているのかとい

うニーズをきちんと把握しなければいけない

し、そこの把握なしで県側から一方的に、こう

いった雇用がいいだろう、こういう産業がいい

だろうというふうに伸ばしていくというので

は、ともすると、非常にこちら側のエゴという

か、マーケティングで言えばプロダクトアウト

な発想に陥りがちだと感じるんですね。

例えば新潟県の場合は、Ｕターン、Ｉターン

する人たちの、彼らが好む雇用環境というもの

を綿密に調査していますし、東京にいてＵター

ン、Ｉターンを検討している人たちが何を考え

ているのかということを、結構大規模に調査さ

れているんです。その中のたった１つですが、

細かく挙げると、例えばＩターンをする人たち

はその多くが、44％が農林水産業といった産業

に就業されていく。しかし、若者を中心とした

Ｕターン者は、農林水産業は低くて8.8％ぐら

い、そのかわり、小売販売業とか情報通信業、

金融・保険業といったほかの業種が上位に上

がってくる。

我が県においても昨年11月に、「みやざきわ

けもんフォーラム」というところで、Ｕター

ン、Ｉターンをしてきた若者40人程度にアンケ

ートをとって、そこでどういうことを考えてき

たのか、そしてどう感じているのかというのを

まとめたものがあります。私も、そういうとこ

ろが参考になることがあったんですが、やはり

机上でいろいろあれこれ論じるんじゃなくて、

論より証拠で、今後施策を考えるのであれば、

そういう動いている層の、若年層の考えという

ものを定性的、定量的にきちんと把握していく

ことが必要なんじゃないかと思うんです。知事

の考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 何をもってそういう調
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査を県がやっていないというふうにおっしゃる

のかというのはわかりませんが、県におきまし

て、今、Ｉターン、Ｕターン等で帰ってこられ

る移住者などは、例えば本県であれば他県と違

う特徴としては、サーフィンですとか、炭焼き

だとか、農林業、そういったものを志向して来

られている方が多いというところは把握する中

で、そういった魅力をアピールしていくことは

重要ではないかということを、移住政策の中で

は力を入れていこうかというふうに考えておる

ところでございます。

また、産業政策を行うに当たりましても、確

かに、都市部の方々は何を求めて出て行かれる

のか、その意向調査は大変重要であろうかとい

うふうに考えております。この地方創生という

取り組み、もしくは人口減少対策というのは、

決してミニ東京とかミニ都市を地方につくって

いくものではないのではないかというふうに思

う中で、我々としては、自分たちの強みを生か

していくことが、地域の地域間競争力をつける

ことという思いのもとに、本県の強みである農

林水産業を生かしたフードビジネスであります

とか、医療機器、また研究機関の集積を生かし

たメディカルバレー、さらにはバイオマスとか

太陽光を生かした再生可能エネルギーの取り組

みなどに力を入れておるところでございます。

御指摘も踏まえて、さまざまな形でのマーケ

ティング調査といいますか、そういう意識調査

も大変重要なことだろうというふうに考えてお

りますので、私どものそういう思いというもの

をしっかりぶつける一方で、またそういう声に

も耳を傾けてまいりたい、そのように考えてお

ります。

○清山知憲議員 全然、ミニ東京を目指せと

言っているわけじゃないんですよ。もし、実際

に動いている若年層の人たちの状況を定性的、

定量的に把握している資料が宮崎県でもあれ

ば、後でお見せいただきたいと思うんですけれ

ども。ぜひ、その点の取り組みも、今後、地方

創生の取り組みはまだまだこれからだと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次の質問は、直接的に社会増対策になるかわ

かりませんけれども、宮崎県のオリジナリティ

ーを出して今後経済成長を考える上でも、国際

戦略というのは私は重要じゃないかと考えます

ので、お尋ねいたします。現在の東アジア経済

交流戦略というのは、主にアジアでいかに宮崎

県のものを売っていくか、そしてアジアから宮

崎に来る人たちが一時的にどうお金を落として

いくかという発想が主なものですけれども、そ

うではなくて、外国人の方々が実際に県内で定

住して生活して働いて、しかも個人の観光客の

方でも自由に動いていただいて、不便なく宮崎

でおもてなしを受けるといった県内環境の整備

というのも、非常に重要じゃないかと考えてお

ります。

細かい話、県内を見て回っても、多言語表記

が進んでいるのは観光スポットだけであって、

もし日本語が全くできない外国人が来て、こう

いう県庁みたいな役所とか、飲食店、ホテル・

旅館、公共交通機関、医療機関、いろんなとこ

ろを回って対応ができるかというと、なかなか

難しいと思うんです。また、引っ込み思案な県

民性もあるのか、日本語が全くしゃべれない外

国人に対して、きちんとおもてなしができてい

るのかというところにも、私はやや不安を感じ

るところでありますけれども、外国人を呼び込

んで一緒に暮らすなり、仕事をするなり、もし

くは投資を呼び込むなり、そうした面での国際

戦略を打ち立てるべきではないかと考えます
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が、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） まさに御指摘のとおり

であるというふうに思っております。そのよう

な思いで取り組んでまいりたいというふうに考

えておりますが、私が宮崎に来て感じましたの

は、外国人の姿が少ないということでありま

す。留学生にしても、企業で働く人にしても、

九州全体の中で見てみましても、少ない状況が

あろうかというふうに考えておるところでござ

います。昨日発表されましたが、海外からの観

光客が、この時点でことしは1,000万人を超えた

というような状況で、６年後の東京オリンピッ

ク・パラリンピック等を見据えながら、さらな

る観光誘客に取り組む中で、本県としてもしっ

かりそれに取り組んでまいりたいということ

で、おもてなしプロジェクトの中に、今御指摘

がありましたが、多言語表記でありますとか、

外国語でのおもてなしの体制、さらには外国人

の方が必要とされているＷｉ－Ｆｉ環境の整

備、そういったものに力を入れてまいりたいと

考えておるところであります。

また、今御指摘がありましたように、当面、

本県がいろんな事務所を置いている東アジア等

を念頭に、国際戦略というものを進めてきたと

ころでございますが、今後は、東アジアに限る

ことなく、ＡＳＥＡＮ、さらにはイスラム圏、

ＥＵ等も含めて広い視野で捉えるべきではない

かという認識のもとに、「みやざきグローバル

戦略」を策定し、世界を視野に―あっちにも

こっちにもということではないんですが―重

点的な戦略をもって、幅広く国際交流または海

外からの観光客の受け入れ等に取り組んでまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 今、商工観光が先んじていま

すけれども、ぜひグローバル戦略を、県内環境

の整備という視点でも進めていただきたいと考

えております。

次に、自然増対策として、福祉保健部長へお

伺いいたします。元総務大臣の増田氏はその著

書、「地方消滅」という本の中で、正確な妊娠

に関する知識の定着というものは絶対に必要だ

というふうに述べておられますが、まさにその

とおりだと思います。年齢を重ねるほどに妊娠

可能性が徐々に低くなることや、中絶や性感染

症を繰り返すことによって妊娠できない体に

なってしまうということを、きちんと理解して

おく必要がありますが、残念ながら、日本の男

女の妊娠に関する知識水準というのは極めて低

いというのが現状です。

平成23年にイギリスのカーディフ大学という

ところが実施した、国際的な妊娠に関する知識

水準をはかる調査によると、18カ国中、日本人

の男性は下から３番目の16位、女性は最下位の

トルコに次いで17位だったということです。こ

の調査を受けて、不妊女性の意識に詳しい聖路

加看護大学の森教授という方は、「日本では、

生殖の仕組みや女性の加齢に伴う体の変化につ

いて、学校ではほとんど教えていない。それら

の知識は、自分の健康を守り、人生を設計して

いく上で不可欠だ」と述べておられますが、我

が県として、妊娠に関する正確な知識の定着に

どのように取り組んでおられるでしょうか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

から御指摘いただきましたように、妊娠につい

ての正しい知識を身につけますことは、将来の

ライフプランを考える上でも大変重要であると

考えております。このため県では、これまでも

中学校や高校の生徒を対象に、助産師や思春期

ピアカウンセラーの大学生による心と体の発

達、命の大切さ、妊娠の仕組みや加齢に伴う体
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の変化等の健康教育を行うとともに、妊娠・出

産に関する相談窓口を設置し、さまざまな相談

に対応しているところであります。また、今年

度は、高校生や大学生などの意見も取り入れた

妊娠・出産に関するパンフレットの作成、若い

世代を対象とした講演会など、妊娠に関する正

しい知識のより一層の普及啓発を図ることとし

ております。

○清山知憲議員 この質問は内村議員と重複し

ておりましたが、内村議員の指摘がありました

ので、表現には配慮しながらも、決して知識や

理解が欠落することがないように取り組みをお

願いしたいと思うんです。こういった不妊に悩

む女性や、子供を産めない体になってしまった

女性、もしくは中絶せざるを得なくて涙を流す

女性というのは、産婦人科の現場では壮絶なも

のがあって、彼らの声というのは決して表には

出てきませんので、ぜひそうした点も踏まえな

がら、子供を産みたい女性が安心して子供を産

めるように、教育委員会もぜひ協力していただ

いて、取り組んでいただきたいと思います。表

現は配慮をいただきたいとは思いますけれど

も。

次に、話題を地方創生から教育の話へ移した

いと思います。私は15年前に県立高校を卒業し

ましたので、恐らくこの議場の中では一番記憶

が新しいかもしれませんが、私が高校生のとき

は、大体朝７時25分に朝課外のために登校し

て、高校３年生の総体が過ぎると夕課外も加

わって、夕方６時まで10時間半学校におりまし

た。それに加えて、各教科の日々課題という形

で課題にも取り組みながら、中にはなかなか消

化できずに自分のやりたいこともできないとい

うような学生もおりました。こういうことを大

学に進学してから、関東の別の地域の人たち、

同級生に話すと、それはすごいね、ちょっとや

り過ぎなんじゃないのというぐらい驚かれるこ

ともありました。恐らくそういう経験があられ

る県民も少なくはないと思いますけれども。先

日、母校を訪問すると、昔よりは生徒の自主性

を尊重したり、進学希望別に授業を選択すると

いうようなことも取り入れられていたので、変

化してきているなとは感じましたけれども、や

はり課外や課題のあり方というのは、そこまで

は変わっていないのかという印象も受けまし

た。

県の高校教育の方針というのは、教育整備計

画に、知識や技能を生かして課題解決型の学習

を図っていくというようなことが書かれていま

したけれども、いまだに我が県の高校教育の現

実というのは、量や知識重視の習得型学習が中

心となっているのではないでしょうか。ここに

持ってきたんですけれども、大宮高校を取り上

げたベネッセの雑誌の２年前の記事があります

が、この中では、「宮崎県では伝統的に圧倒的

な量を課して生徒の学力を伸ばしてきました。

朝課外や日々課題はもちろん、徹底的に量を与

えることが、教科担任の力量であるという雰囲

気さえありました」というような記述もあるん

です。現状をどういうふうに認識されているの

か、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 知識習得を中心とす

る授業が行われているという点は、御指摘のと

おり否定できない面があると認識をしておりま

す。例えば、掛け算九九を徹底して覚えると

か、アルファベットを覚えるとか、漢字を覚え

るとか、そういう部分の基礎・基本は、学びの

基盤であって、どの生徒にもしっかり教え込ま

なければならないということは、揺るぎないこ

とだと思っています。
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ただ、問題は、教師主導による知識の習得の

みで指導が終始するならば、それは改善すべき

だと考えておりまして、先の読めないこれから

の時代において、学習指導の究極の狙い、学校

で教えることの究極の狙いというのは、自分で

学べる生徒をつくるということだろうと思いま

す。生徒みずからが習得した知識を活用し、み

ずから学ぶレベルまで、生徒の学びとか意欲を

高めるような授業にすることこそ必要であると

考えております。今後、生徒の自主的な学びや

課題解決型の授業の一層の推進を図るように、

そういう方針も出しているところで、そういう

ことに努めてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 教育長は前、大宮高校の校長

先生もされておりましたが、この雑誌の特集で

は、大宮高校では、それまでの量に頼る指導か

ら授業の質を重視するような教育方針へ転換し

たというふうに紹介されているんですけれど

も、教育長はどういうふうにこの取り組みを捉

えておられるのか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県の教育委員会とし

て、６年前になりますが、平成20年度から大宮

高校を教育課程に関する研究指定校として指定

いたしました。いわゆる課題を解決するような

探求的な学びをさせるにはどうしたらいいかと

いうことを研究したい、そういう一連の実践の

中で、一律の課題の与え方や補習授業のスタイ

ルを変更して、予習を前提にした授業を実施し

たり、生徒が自分に合った補習授業を選択でき

るようにしたりしながら、授業の質を高め、み

ずから学んでいく、みずから進んで学ぶ、そう

いう指導の充実に取り組んできたところであり

ます。

県教育委員会といたしましては、基礎・基本

はしっかりと身につけさせながらも、生徒の自

主的な学びを尊重し、思考力、判断力、表現力

を高めていくための学習、すなわち習得した知

識を活用した課題解決型の学習等が重要だと考

えておりまして、宮崎大宮高等学校の取り組み

を検証しながら、主体的に学ぶ生徒の育成に一

層取り組んでいきたいと思いますし、検証した

結果をいろんな形で普及してまいりたいと考え

ております。

○清山知憲議員 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。私としては、課題解決型の先に

は、与えられた課題をただ解決するだけじゃな

くて、自分で問いを立てていく力も必要だと思

うんですね。これを探求型と呼ぶかもしれませ

んけれども、普通に大学に進学して、その後一

般企業に就職して、終身雇用で人生を終えると

いうモデルはもう破綻していて、自分で社会に

出ていって、今までの前提を疑って主体的に価

値を生んでいくような人材というものが今後生

き残っていくと思います。まさにそうした意味

では、教育委員会自体も、今までの教育のあり

方をアプリオリに正しいというふうに捉えない

で、そこに疑問や問いを立てていく形で検証を

続けていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

続いて、総務部長へ質問を変えて、県内の自

治体病院についてお伺いしたいと思います。市

町村立の病院というのは、役場の職員が病院経

営という非常になれない業務を担っている上

に、医師確保という難題を背負っておりまし

て、結局、各地の院長や首長さん方がそれぞれ

で、大学の医局や県に足を運んで苦労されてい

る現状があります。ここでは、まず端的に、県

内の市町村立病院が抱える累積剰余金・欠損金

の状況についてお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県内には13の市町
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村立病院がございますが、平成26年３月31日現

在、累積剰余金がございますのは５病院で、そ

の剰余金の合計は９億2,349万円余となっており

ます。一方、累積欠損金があるのは８病院で、

同じく合計で47億1,834万円余となってございま

す。なお、13病院の合計で申し上げますと、こ

の累積剰余金と欠損金をプラスマイナスします

と37億9,485万円余のマイナスとなってございま

す。

○清山知憲議員 経営がまだいいところもあり

ますけれども、やはり医師不足で厳しいところ

は医業収益に大きく影響を与えますから、経営

状況も厳しいというのがよくわかります。我が

県では、延岡、宮崎、日南というところに県立

病院がそれぞれあってやっているんですけれど

も、こうした県病院のないところは市町村が頑

張っている状況で、今までもずっと、同じ県内

なのにそれは不公平じゃないかという議論があ

りましたし、多分、今後もずっと続いていくと

思うんです。

ほかの県の状況を見てみると、鹿児島県の場

合は県立病院が５つ、長崎県は11、沖縄県

は22、岩手県は20を超える県立病院がありま

す。一方で、大分県みたいに１つしかないとこ

ろもありまして、県内の公的医療機関の経営主

体が市町村であるか県であるかというのは、必

ずしも今の状態が合理性があるというよりも、

今までの歴史的な経緯で今の状態があるという

部分がほとんどの地域で多いんです。ただ、最

初に申し上げたように、病院経営というところ

は、小さな市町村がそれぞれで担っていると、

例えば、医師確保上も非常に効率が悪いとか、

後は医療資材、薬剤を買う上でも売り手に対す

る購買力を強く持つことができないとか、もし

くは医療に対する理解の難しさ、それぞれの市

町村はそうした難しい課題を抱えております。

もし、そうした小さな公立病院が県のような

１つの経営主体のもとで運営されれば、そうし

た規模のメリットや経営効率の向上も見込まれ

ますし、医師確保もそれぞれで融通し合えると

いうようなこともできます。実際に長崎県で

は、長崎県と５つの市、１つの町で構成する特

別地方公共団体である長崎県病院企業団という

のを平成21年に組織して、11の施設を運営して

おりますし、奈良県では、奈良県と１つの市、

３つの町、８つの村が一緒になって南和広域医

療組合というものをつくって、効率的に公的病

院を運営していこうということで、３つの公立

病院を経営しております。我が宮崎県でも、県

が中心となって、そういう自治体が抱える公立

病院の一体的運営、ネットワーク化を模索する

つもりはないか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方財政が大変厳しさ

を増している中で、地域に必要な医療サービス

を提供していくには、今御指摘のような、病院

の経営力強化という観点から公立病院のネット

ワーク化を図っていく、これも一つの有効な手

段であろうかというふうに考えております。た

だ一方で、今御指摘がありましたように、それ

ぞれの県も、やはり歴史的な成り立ち、経緯、

また地理的な状況、さらには各公立病院が置か

れた規模や位置づけ、住民の意向、さまざまで

あろうかというふうに考えております。医師確

保という意味では、今、同じネットワークでは

ないにしても、県とさまざまな自治体病院が一

緒になって、例えば東京や福岡での説明会を

行ったり、いろんな共通の場を設定したり、そ

ういう連携のやり方もしておるところでござい

ますが、まずは医療機関相互の機能分担や連携

などについて関係者で意見交換や協議を行うな
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ど、さまざまな角度からの検討というものがで

きるのではないかと考えております。

○清山知憲議員 すぐに方向性を出せる話では

ないと思いますけれども、そこまで大局的に県

内の医療提供体制をどうしていくのかというの

は、引き続き検討していっていただきたいと

思っております。

次に質問を移しまして、警察本部長へお伺い

いたします。あんま、マッサージ、指圧という

のは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律」、いわゆるあはき法

と言うんですけれども、あはき法によって国家

資格を有する者しか業として行うことができな

いと定められております。しかし、この法律に

違反して、そうしたマッサージといった業を無

資格で営んだ業者が摘発された事例というの

は、全国、そして宮崎県では今までどれぐらい

あるのか、お伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 「あん摩マッサ

ージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律」違反の検挙状況ですが、全国では平成21年

に10件、22年４件、23年６件、24年５件、25年

２件を検挙しております。本県では、平成16年

に４件、平成17年に１件の検挙がありますが、

平成18年以降の検挙はございません。

○清山知憲議員 そうやって摘発されている背

景には、国家資格を有していないにもかかわら

ず、即席の研修等で従業員を育て、実質的には

マッサージをやっている、しかし業者さんとし

ては、これはマッサージではない、ボディーケ

アだと言い張っても、そこで当局が、いや、そ

こで行われていることはマッサージだと認識す

れば、違法だとして摘発されるわけです。過去

に摘発された事例の場合、厚労省はどういった

見解をもって何をマッサージとみなしてきたの

か、お伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 「あん摩マッサ

ージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律」違反の捜査を行うに当たりましては、事案

ごとに施術の内容等を厚生労働省に照会した上

で、違法性についての擬律判断を行っておりま

す。

平成16年に本県警察で検挙した事件における

厚生労働省からの回答の内容は、「特定の揉

む、叩く等の行為が、「あん摩マッサージ指圧

師、はり師、きゅう師等に関する法律」第１条

のあん摩、マッサージ又は指圧に該当するかに

ついては、当該行為の具体的な態様から総合的

に判断されるものである」とした上で、「本件

は、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じ

るほどの相当程度の強さをもって行うものであ

ること等から、あん摩マッサージ師が行わなけ

れば人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれが

ある行為であり、あん摩、マッサージ又は指圧

に該当すると判断される。したがって、無資格

者がこれを業として行った場合には、同条に違

反するものと思料する」というものでございま

した。

○清山知憲議員 体重をかけて痛みを感じる程

度のものをマッサージとみなすと。参考になり

ましたが、我が県では平成18年度以降摘発事例

は特にないようですけれども、今後も適正な取

り締まりが行われるようお願いいたします。

続けて、福祉保健部長へお伺いしますが、国

からは、あはき法で定められているマッサージ

が行われていない施設では、マッサージ等と

いった文言を使わないよう指導することを要請

されております。こういった指導を行っておら

れるかどうか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま御指

平成26年11月20日(木)
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摘の国の指導の要請は、マッサージ等の広告を

することで、あたかもその施設で法により認め

られたあんま、マッサージ、指圧が行われてい

ると一般の方が誤認するおそれがあり、公衆衛

生上も看過できないという場合は指導すべきで

あるとの趣旨であります。しかしながら、あん

ま、マッサージ、指圧以外の、いわゆる民間療

法につきましては、届け出等の義務がないこ

と、また例えば、足つぼマッサージ、耳つぼ

マッサージなどのような、さまざまなマッサー

ジの形態が多々見られますことから、その対応

が難しいというのが実情であります。これまで

も、広告違反と思われる事例があった場合に

は、各保健所により事実確認や指導を行ってい

るところでありますが、今後とも適切に対応し

てまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、適切にお願いしたいと

思うんです。アロマやエステやボディーケアと

いったものは、医業類似行為と正式には呼ばれ

ておりますけれども、そうした医業類似行為で

も人体に危害を及ぼすおそれがあるものは禁止

処罰の対象となるということが、昭和35年の最

高裁の判決によって示されていて、実際にその

事例は有罪になっております。あらゆる薬に副

作用があるように、あらゆる物理的な刺激とい

うものは人体に危害性を及ぼす可能性があると

思うんですけれども、例えば、神経損傷とか、

骨折、ねんざ、大動脈瘤破裂等、そういう可能

性がゼロ％かというと非常に難しいところだと

思うんです。実際、我が県においては、どのよ

うにそれぞれの医業類似行為が人体への危害性

があるかどうか判断されているのか、お伺いい

たします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 医業類似行為

の危害性の有無の確認につきましては、具体的

事例で申し上げますと、匿名で、施術を受けた

翌日に相談があり、保健所が事業所を訪問し

て、施術内容等について聞き取りを行ったとこ

ろ、「リラックスが目的のサービスである」と

の回答があり、保健所としては、人体に危害を

及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象になると

の注意喚起を行ったところです。今後とも引き

続き、健康被害等の具体的な相談があった場合

は、各保健所がその事業所を訪問し、事実確認

や指導等を行ってまいります。

なお、医業類似行為の危害性につきまして

は、その立証が難しく、事前の確認ができてお

りませんが、人体に危害を及ぼすおそれがあれ

ば禁止処罰の対象になることを、さまざまな機

会を通じて周知してまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 相談があったときということ

ですけれども、本当はこうした医業類似行為も

きちんと行政がチェックしなければいけないこ

とだと思うんです。今、こういう施術所が物す

ごい数にふえているんですけれども、普通に県

民から考えて、どこが国家資格を有している人

がやっているマッサージなのか、そしてどこが

そうではないのか、全く区別が難しい状況に

なっております。そういう有資格者が行うとこ

ろに関しては、きちんと県民にとってわかりや

すいように広報に努める必要があると思います

が、県としての取り組み、考えをお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） あんま、マッ

サージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施

術につきましては、今後、御指摘もありました

ように、県のホームページ等を活用いたしまし

て、国家資格が必要である旨の県民への注意喚

起や、有資格者が開設している施術所の一覧を
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掲示するなど、広報に取り組んでまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 資格を持った鍼灸マッサージ

師は、３年間の時間をかけて学科や実習を履修

して国家資格を得ます。そうした専門職が不当

な不利益を得ないように、また患者さんが不利

益をこうむらないような適切な行政のあり方と

いうのを考えていっていただきたいと思いま

す。

続けて、福祉保健部長へ伺います。宮崎大学

医学部の地域枠の出願要件についてお尋ねいた

します。

今、出願要件としては、県内の高等学校を卒

業するということが入っておりますけれども、

これに加える形で、本人または保護者が県内に

居住することといったことを要件に加えてはい

かがでしょうか。というのも、れっきとした県

の出身者でも、小学校、中学校を卒業して、意

欲的に県外のラサールとか青雲とか、県外の高

校に進学した学生にとっては、宮崎に帰ってき

て宮大の地域枠に出願したいと思っても、現在

の出願要件ではできない。実際、岡山県などで

は、そういう形で広く出願要件を設定しており

ますけれども、この点についていかがでしょう

か。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 地域枠推薦入

試制度は、本県の地域医療を担う医師を確保す

ることを目的に、宮崎大学に要望し、創設され

たところであります。現在の対象は、議員が今

お話しのように、県内高校出身者となっている

ところでありますが、その要件に該当しなくて

も、県内出身者であれば地元に定着し、地域医

療への貢献が期待できますので、御指摘の応募

要件の緩和も含め、本県の医師の確保につなが

るような制度運営について、関係部局や宮崎大

学と協議してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。

質問の項目としては最後にいたしますけれど

も、オープンデータの取り組みについて、総合

政策部長に伺ってまいります。

今、先進各国、そして総務省が推進している

取り組みにオープンデータというものがありま

す。これは、行政が持つ膨大な公共データ、例

えばさまざまな分野の統計データ、失業率と

か、先ほど挙げた有効求人倍率もそうでしょう

し、もしくは気象データもそうでしょう。もっ

と身近なことで言えば、地域の公共トイレ、避

難所、消火栓の場所、ＡＥＤの場所、あらゆる

公共が有するデータというものがその対象にな

るわけで、こうしたデータを広く公開して、し

かも機械判読可能な形で、そして著作権も行使

しないと宣言することで、広く民間の事業者

が、そういったデータを活用してビジネスに生

かすことができるという取り組みであります。

静岡県では、防災や観光に関するデータを「ふ

じのくにオープンデータカタログ」という形で

公開する取り組みをしておりますが、我が県に

おける取り組み状況を教えてください。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） オープンデ

ータにつきましては、まず県で保有するデータ

を把握するという段階から始める必要がありま

して、現在、各部局に対し、保有データの調査

を実施しているというのが現状でございます。

この調査をもとに、公開に向けた課題、例えば

データ加工の必要性や法令による制限等を整理

しながら、可能なものから順次公開を進めてい

きたいと考えております。あわせて、地域振興

につながるデータの活用のあり方を研究するた

め、県内ＩＴ企業を中心とする利活用検討委員
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会を立ち上げて、検討を始めたところでござい

ます。

○清山知憲議員 宮崎県自身が、県が持ってい

るデータをまずは把握するということで、まだ

まだこれからじゃないかなと思うんです。オー

プンデータとは、開放性の度合いによって５段

階に分かれると一般的に言われたりするんです

ね。機械判読可能な公開データであるほど開放

性の度合いが強いんですけれども、まずその

ファーストステップ、第１段階として、オープ

ンライセンスのもとでＪＰＥＧとかＰＤＦと

か、まずは機械の前に、人間が理解可能な形の

データ形式で情報を公開するということがあり

ます。しかし、我が県の場合は、オープンデー

タ５段階に行くどころか、第１段階目の情報公

開すらなかなか心もとない状況です。今、部長

がおっしゃったように、まずは県が、県は何を

持っているのか把握するということもそうです

し、地域振興もそうですが、我々議員も、質問

を考えたり県の議案を審議するときに、さまざ

まなデータを利用するんですけれども、例えば

「みやざきモデル」の提言のファイルにして

も、興味・関心の高い県民はたくさんいるんで

すが、これも今、ウエブ上では手に入らないん

です。ほかにも細かく言えば切りがないんです

けれども、ウエブ上で公開されているもの、公

開されていないもの、非常にまちまちで、中に

は電子化すらされていない、文書でしか存在し

ない資料なんかもあるわけです。こういった県

の持つデータや資料について、今の段階でも可

能な情報公開や情報発信を進めていくつもりは

ないか、最後にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 御指摘があ

りましたように、県が持つデータというのは非

常に多種多様でございまして、それを出せるか

出せないか、いわば情報の棚卸しをする作業か

ら始めなければいけないという状況ではござい

ます。その上で、議員御指摘のとおり、いかに

使っていただくかという観点で今、この委員会

を開始しておりますので、その考えに立って推

進してまいりたいと思っております。

その中では、一つ、使い勝手という面では、

どのように使うかの入り口になりますけれど

も、例えば県のホームページの見え方、今、ど

んどん階層が非常に奥に入ってしまうというよ

うな問題もありますので、いかに使っていただ

けるかという観点から取り組みをしてまいりた

いというふうに考えます。

○清山知憲議員 これで質問を終わります。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。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会


