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午前 時０分開議10

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

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 松 村 悟 郎 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同

（ ）24番 中 野 明 同

（ ）25番 宮 原 義 久 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 十 屋 幸 平 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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一般質問◎

ただいまの出席議員37名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、岩

下斌彦議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○岩下斌彦議員

の岩下斌彦でございます。

本日もお忙しい中、傍聴席においでいただき

ました。中には24年前から、落選に次ぐ落選に

もかかわらず、毎回応援していただいた方もお

いでのようでございます。５回目、６回目で

やっと当選させていただき、この壇上に立たせ

ていただいております。大変ありがたく、心よ

り感謝申し上げます。

さて、私にとりまして、県議としての最後の

一般質問であります。今回も、「市民の声、県

民の声を県政に生かす」を念頭に置きまして、

質問させていただきます。よろしくお願いを申

し上げます。

河野知事におかれましては、総務部長、副知

事、そして知事を経験されました。１期目は、

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、そ

して東日本大震災と、大変な時期ではありまし

たが、大いにリーダーシップを発揮され、今日

に至っておられます。本来、知事として宮崎県

政に描いておられた状況とは大きな違いがあっ

たのではないかと推察をいたします。今回、２

期目がスタートいたしました。県民からは、２

期目を迎えられた河野知事に対して、大きな期

待が寄せられております。そこで、どんな宮崎

県にしたいのか、２期目に対する思いについ

て、知事にお伺いをいたします。

次に、地方創生についてであります。昨日の

宮崎日日新聞によりますと、県内26市町村のう

ち、大半が消滅危機感を抱いており、「強く抱

いておる」「ある程度抱いておる」とした市町

村が22市町村でございます。人口維持・増加の

ため力を入れる施策としては、「移住の促進」

を挙げた市町村が18市町村、「雇用の確保」

が17市町村、「居住支援」が10市町村とのこと

であります。地方創生事業に期待する市町村が

ほとんどであると思いますが、宮崎県知事とし

て、地方創生関係交付金を活用した事業のうち

特に力を入れていく事業は何か、お伺いいたし

ます。

さて、次に、東九州自動車道日南―串間―志

布志間についてであります。本日も、「串間の

みちを考える女性の会」の齊藤会長を初め、皆

様がおいででございます。そこで質問をさせて

いただきますが、昨年７月にルート帯案、１キ

ロメートルの幅でルートが国土交通省より公表

されましたが、詳細なルート案、インターチェ

ンジの位置が公表されれば、企業誘致あるいは

不動産取引などの経済効果があらわれてくると

思います。そこで、概略ルートが示されている

東九州自動車道日南―串間―志布志間につい

て、詳細なルート案やインターチェンジの位置

を早く公表すべきであると考えますが、知事の

考えを伺います。

次に、内田副知事にお伺いします。内田副知

事は、国土交通省より出向しておられます。国

土交通省において、全国の高速道路の事業化に

向けたいろいろなケースあるいは事例、取り組

みを見てこられたことと思います。そこで、東

九州自動車道日南―串間―志布志間の新規事業

化の見通しについて、内田副知事にお伺いをい

たします。

平成27年３月２日(月)
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後の質問につきましては、質問者席から行い

ます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

初めに、２期目の思いについてであります。

私は、今回の選挙で、「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」の実現を目指すことを県民の皆様にお

約束したところであります。宮崎に住んでいる

我々が実感する、宮崎は本当に暮らしやすいと

ころだ、いいところだ、それを県民の間にしっ

かりと共有しながら、県外に向けても発信をし

ていく。そういう「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」を目指していく取り組みを、しっかりと進

めてまいりたいと考えております。

具体的な政策につきましては、選挙の際にお

示しをしました政策提案の中で、分野横断した

４つの重点政策と、分野ごとの３つの重点政策

を掲げておるところであります。その中でもと

りわけ、この宮崎の地域の活力、そして魅力を

今後とも維持していくという観点からは、人口

減少に正面から向き合う上で、まずは産業の振

興を通じた地域経済・雇用の底上げを図ってま

いりたいと考えております。

また、少子化対策にも取り組む中で、子供た

ちがたくましく心豊かに育ち、産業や地域を支

え、宮崎の将来を担っていく、そのような人財

づくりにも力を入れてまいりたいと考えており

ます。

また、常在危機の意識を基本としながら、県

民の皆様の安全・安心な暮らしを確保する、防

災・危機管理対策を進めてまいりたいと考えて

おるところであります。

また、昨日、いよいよ福岡県豊前市と大分県

宇佐市、東九州道が開通したところでありま

す。３月21日の佐伯―蒲江間の開通も待望され

るところでありますし、県内区間の整備も加速

をさせるわけでありますが、こういう高速道路

の整備、さらには大型クルーズ船の受け入れ体

制の強化、そして新たな国際定期便の開設な

ど、陸・海・空の交通インフラの整備が進むこ

のタイミングを捉えて、改めて宮崎の観光とい

うものにより力を入れて、観光の再興にも努め

てまいりたい、そのように考えておるところで

ございます。

次に、いわゆる地方創生交付金についてであ

ります。地方創生は、人口減少という大きな課

題に対しまして、国と地方が一体となって取り

組み、各地域がそれぞれの個性や特徴を生かし

た自律的で持続的な社会を創生し、日本に活力

を取り戻すことが大きな目的であるわけであり

ます。今回の追加補正では、仕事と人の好循環

を生み出し、県内全域の景気浮揚につなげるた

めの地方創生交付金を活用したさまざまな事業

を提案したところであります。このうち特徴あ

るものを挙げるとしますれば、農林水産業を核

とした成長産業や中核的企業の育成、移住・Ｕ

ＩＪターンの情報発信・相談拠点の設置、結婚

サポートを核とする少子化総合対策などがある

わけであります。いずれの事業にも全力を挙げ

てしっかり取り組んでまいりたいと考えており

ます。

最後に、東九州自動車道日南―串間―志布志

間についてであります。この区間につきまして

は、昨年７月、全線バイパスとして整備する概

略ルートが示され、現在、国土交通省におきま

して詳細ルートの検討が順調に進められている

と伺っております。県におきましては、この区

間について都市計画決定の手続が必要と考えて

おりまして、詳細ルートやインターチェンジ位

置の案は、ルート確定の後、その手続の中でお
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示しできるものと考えております。県としまし

ては、これまでも機会あるごとに、国に対して

詳細ルートの早期確定を要望してきたところで

あります。この県南区間の整備も含めて、年明

けから国交省には３回要望に参り、また先週、

九州地方整備局に参りまして、金尾局長、また

喜安道路部長とも、この県南区間のルート等を

めぐり意見交換させていただいたところでござ

いますが、今後とも県を挙げて、しっかりとこ

の早期整備に向けて要望してまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（内田欽也君）

します。

東九州自動車道日南―串間―志布志間の新規

事業化の見通しについてであります。この区間

については、都市計画決定と新規事業採択とい

う２つの手続が必要であると考えております。

都市計画決定につきましては、国が詳細なルー

ト案を確定した時点で速やかに対応できるよう

に、県でも鋭意準備を進めておりますが、今

後、地域の皆様方の御理解を得ていくことが重

要であります。また、新規事業採択につきまし

ては、公共事業予算などさまざまな状況が関係

いたしますことから、現時点で、新規事業化の

見通しを申し上げるのは難しい状況でございま

す。この区間は、全線バイパスとして整備する

概略ルートが示されるなど、着実に手続が進ん

でいると認識しております。私といたしまして

は、詳細ルートの早期確定、さらには一日でも

早い新規事業化を、引き続き国に対して強く要

望してまいります。以上であります。〔降壇〕

どうもありがとうございまし○岩下斌彦議員

た。高速道路も毎回、お願いのしっ放しでござ

いました。２月１日現在で串間の人口１万9,118

人という状況です。今度は１万8,000台に入ると

いう状況でございます。先日、限界集落と言わ

れる状況のところを訪問いたしました。ちょう

どお会いしたのが60歳ぐらいの方でございまし

たけれども、「どっか仕事はねえじゃろかい。

いろいろ探すけれども、なかなか自分に仕事が

わたらない。だから、今、空き缶を集めたり鉄

くずを拾って何とか生活しているんだ。おたく

と話すのは、こうやって地域に住んでて人と話

をするのは何日ぶりかな」、そういった状況で

もございます。先ほど知事のお話の中でも、雇

用の場の創出という形でお話をいただきまし

た。何としてでも串間を飛躍させるためには高

速道路が必要でございますし、ぜひともお力を

入れていただきますよう、また、国会議員もお

られることでございますので、その皆様方にも

お力を出していただくように、知事、副知事か

らもどうぞよろしくお願いをいたしたいと思っ

ております。

次に、平成23年から25年の３カ年事業で串間

市が認定を受けました地域創造計画でありま

す。串間市民は、串間市の観光振興が大きく動

き出すと期待をしたプロジェクトではありまし

たが、ハード面、ソフト面、両面あったと思い

ます。３カ年事業として実施された「南国みや

ざき最南端！くしま跳ね駒プロジェクト」に対

する県の支援実績について、総合政策部長に伺

います。

ただいま御○総合政策部長（橋本憲次郎君）

紹介いただきました「くしま跳ね駒プロジェク

ト」は、串間市内全域を対象とする分野横断的

な地域計画として串間市において策定され、平

成23年度から25年度までの３カ年事業として実

施されました。県といたしましても、各部局が

連携して総合的な支援を行う地域創造計画に認

定しまして、当初の予定であった事業総額約６
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億3,000万円が、最終的には約３億6,000万円と

なりましたが、このうち約２億2,000万円の支援

を行ったところでございます。具体的には、ふ

るさと雇用再生特別基金を活用して「岬の駅」

の継続運営を支援したほか、地域力磨き上げ応

援事業により、市内や夫婦浦等観光地への案内

板等の設置、また、エコツーリズムガイド養成

等に対して支援を行っております。さらに、ま

ちなか商業再生支援事業により、旧吉松家住宅

周辺を含む中心市街地の計画策定の支援を行う

などしたところでございます。

跳ね駒プロジェクトの支援終○岩下斌彦議員

了後の状況について、総合政策部長に伺いま

す。

観光関連に○総合政策部長（橋本憲次郎君）

つきましては、プロジェクト期間中に養成した

ガイドを活用しました都井岬ビジターセンター

でのガイド事業が好評を博しており、今年度の

ビジターセンターの利用者数は、支援前の倍以

上の約１万人に上る見込みでございます。加え

まして、昨年４月に串間市エコツーリズム推進

協議会が発足し、地域資源を生かした体験メニ

ューの実施やガイド養成講座の継続など、エコ

ツーリズムのさらなる推進が図られているとこ

ろでございます。また、中心市街地の活性化に

つきましては、「道の駅」の建設や旧吉松家住

宅周辺の開発を盛り込んだ中心市街地まちづく

り基本計画の素案が今年度策定され、現在、市

民からの意見募集が実施されるなど、３年間の

プロジェクトの成果を生かして、さらなる取り

組みが始まっていると伺っているところでござ

います。

都井岬の観光でございますけ○岩下斌彦議員

れども、昨年は「うま年」ということで、幾ら

か観光客もおったわけでございますが、大変

今、疲弊しているような状況でございます。現

場を見ると、ちょっとがっくりするような、ホ

テルの廃墟２つ、そしてまた観光ホテル、なか

なか取得が困難な状況でございまして、あのす

ばらしい景観が何かそこで消えてしまうような

感じがしているわけでございます。何とかなら

ないか、こういった思いもかなり強いところで

ございますが、都井岬の観光振興について、県

としてこれまでどのような支援を行ってきたの

か、商工観光労働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（茂 雄二君）

都井岬の環境整備や魅力向上の取り組みに対し

て、補助事業を活用した支援を行ってまいりま

した。例えば、平成21年度から23年度におきま

しては、小松ヶ丘展望広場の整備や岬馬の啓発

看板の設置等について約1,200万円を、また、平

成25年度から今年度にかけては、観光パンフ

レットの作成やモニターツアーの実施について

約350万円を、それぞれ助成しているところであ

ります。さらに、雇用創出を目的とした事業を

活用しまして、「岬の駅 都井岬」の運営及び

観光案内所の設置等について、平成22年度、23

年度の総額で約２億6,800万円を助成しておりま

す。なお、国の天然記念物である岬馬の保護育

成に関しましても、継続して支援してきている

ところであります。

22年度、23年度の総額で２○岩下斌彦議員

億6,800万円。こういった大きな支援をいただい

たにもかかわらず、なかなかそれを生かし切っ

ていないというのが本当に残念であります。し

かし、悔やんでばかりもおられません。何とか

串間市民、頑張っていきたいという思いもござ

います。今後とも、県のほうに積極的にかか

わってほしいと考えますが、商工観光労働部長

の所見をお伺いします。
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都井岬に○商工観光労働部長（茂 雄二君）

つきましては、岬馬の姿と雄大な景観が美し

く、自然の魅力にあふれた、本県の貴重な観光

資源の一つであると考えております。議員御指

摘のとおり、都井岬の観光は、現在大変厳しい

状況ではありますが、串間市におかれまして

は、都井岬や恋ヶ浦での自然体験メニューの開

発やガイドの育成に取り組まれるなど、地域資

源を生かしたエコツーリズムの推進による新た

な魅力の創出に努められているところでありま

す。都井岬をどのように再生していくかにつき

ましては、串間市において検討されております

が、県では、市の意向を伺いながら、できる限

りの支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。今後とも、都井岬の魅力発信を積極的に行

いますとともに、地元とも連携しながら、都井

岬を含めた県南地域の観光振興に努めてまいり

たいと考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

次に、環境農林水産行政についてお伺いをい

たしたいと思います。私の少年時代というと、

もう50年ぐらい前になるんでしょうか。地元の

福島漁港でございますが、志布志湾でとれたア

ジとかサバとかタイ、ヒラメ、こういったもの

が大量に市場のほうに水揚げをされまして、魚

市場にはトロ箱が山積みされておりました。ま

た、漁師や仲買人、そしてまた、かごを担いで

列車に乗って都城まで販売に行くおばちゃんた

ちの姿も大変活気のあるもので、港全体、市場

全体が活気に満ちておりました。しかし、今日

では水揚げも少なく、見る影もありません。か

えって市場では魚の数よりも箱の数のほうが多

いみたいな状況でございます。都井岬と大隅半

島に囲まれた志布志湾の漁場再生復活はできな

いものか願っているところでございますが、志

布志湾における漁場の再生に向け、県はどのよ

うに取り組むのか、農政水産部長に伺います。

志布志湾を含○農政水産部長（緒方文彦君）

む本県沿岸における漁場の再生につきまして

は、資源管理による資源の維持・回復と漁場整

備による生産力の向上が重要と考えておりま

す。このため、ヒラメなどの19魚種について資

源評価を行い、種苗放流や禁漁期などの設定に

よる資源管理を推進しておりまして、カサゴに

ついては一定の効果が認められております。ま

た、沖合では浮き魚礁の設置、沿岸では都井沖

のマウンド礁を初めとする増殖場の整備を進め

ているところであります。県といたしまして

は、今後このような取り組みの効果を志布志湾

へ波及させていくとともに、今般開発したアマ

ダイの種苗生産などの新たな技術も活用して、

漁場再生につなげてまいりたいと考えておりま

す。

志布志湾の再生復活、何とか○岩下斌彦議員

ぜひ知恵を出していただければというぐあいに

思っております。

次に、今まで一般質問で何回も取り上げてき

ております藻場の造成についてお聞きいたしま

すが、東漁協沿岸では何ら進展が見られませ

ん。せめて下草でも広く造成していただきたい

と思います。例えば、杉でしたら苗場で杉を挿

して移植します。稲は種苗センターで種をまい

て、田んぼのほうに移動します。花の苗もそう

でございますが、藻にしても、どこか湾内に仕

切りをつくって育てて、沿岸に移す、こういっ

た工夫はできないものかと思うんですが、ぜひ

試みをお願いしたい。これは要望でございます

が、お聞き願いたいというふうに思っておりま

す。
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それで、藻場の拡大について、県はどのよう

に取り組んでいくのか、農政水産部長に伺いま

す。

藻場の造成に○農政水産部長（緒方文彦君）

つきましては、海藻を食べる魚介類の量を適正

に保つことが重要であるため、県におきまして

は現在、漁業者が行うウニの密度管理による藻

場の回復・保全活動を支援しているところであ

ります。この結果、継続した取り組みが行われ

た地区では、藻場が回復し餌がふえたことで、

ウニの実入り改善による一定の経済効果も見込

まれる一方、ウニを採捕する漁業者が少なく、

管理が不十分な地区では、回復が進まない状況

も見られます。このため県といたしましては、

管理を徹底するために、ウニの侵入防止柵の改

良等を進めますとともに、活動グループの育成

やグループ間の連携強化などにより、藻場の拡

大を図ってまいりたいと考えております。

今、部長の答弁の中で、ウニ○岩下斌彦議員

侵入防止柵というものが出てきておりますが、

それでしたら随分効果が上がるのではないかな

と思います。ぜひ進めていただきたいと思うと

ころでございます。

次に、広域農道・黒潮ロードの日南市の区間

において、段差のある危険な箇所があり、その

まま放置されているような状況にもあります。

看板は立っているんですが、「段差あり」とい

うことで、そのまま過ぎているようでございま

すが、車で通りますと、車が上下左右に揺れま

す。これがバイク走行ですと、かなり危険では

ないだろうか、また大事故につながるのではな

いかなと心配をいたします。県として何らかの

対応はできないのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

串間市から日○農政水産部長（緒方文彦君）

南市を結ぶ黒潮ロードにつきましては、広域営

農団地農道整備事業により、昭和55年度に着手

後、平成21年度に完成いたしまして、日南市及

び串間市に譲与しており、現在は全線が市道と

して両市において管理されているところでござ

います。黒潮ロードは、県南地域の農畜産物の

流通の合理化を図るとともに、地域の生活道路

としても重要な路線であると考えておりまし

て、御質問の箇所については、日南市において

補修工事の検討を進められていると伺っており

ますが、県としましても、改めて日南市に対し

て対応をお願いしたいと考えております。

次に、串間市において、木質○岩下斌彦議員

バイオマスのガス化発電が計画をされておりま

す。楽しみに予定現場を見に行くんでございま

すけれども、なかなか進んでいないような状況

でございます。その進捗状況について、環境森

林部長に伺います。

串間市の木質○環境森林部長（徳永三夫君）

バイオマス発電施設は、株式会社サンシャイン

ブルータワーが計画しているもので、県では昨

年８月に、事業計画の承認を行ったところであ

ります。その後、同年９月に系統連系に係る接

続保留がなされたこと等から、接続保留の解除

や国への協議、承認などの手続が進められてき

たところでございます。なお、現在は、事業計

画の内容が大きく異なっていることから、事業

主体において、補助金の交付申請に向け、事業

計画の変更手続に必要な書類の整備など準備を

行っているところでございます。

なかなか企業進出のない串間○岩下斌彦議員

市でございますが、18人の雇用を予定しておる

ような事業でございますけれども、できました

ら、バックアップをお願いしたいというぐあい

に思っております。
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次に、本県のメガソーラーの稼働状況と太陽

光発電の今後の導入の見通しについて、環境森

林部長に伺います。

本県のメガ○環境森林部長（徳永三夫君）

ソーラーの稼働状況は、経済産業省によります

と、昨年11月末現在で55件、出力約８万6,000キ

ロワットとなっております。また、太陽光発電

の今後の見通しにつきましては、買い取り価格

が下がっていることに加え、出力抑制への協力

も求められておりますことから、計画の見直し

など、導入に慎重になる事業者もふえてくるも

のと考えております。

太陽光発電は、地球環境への負荷が少なく、

全国トップクラスの日照時間に恵まれた本県の

地域特性を生かせるエネルギーでありますの

で、導入への影響が最小限にとどまる対策が講

じられますよう、今後とも国等に対して要望し

てまいりたいと考えております。

串間のほうで３反歩の土地で○岩下斌彦議員

太陽光発電所を経営している方から相談を受け

ました。ことしから発電事業に対する税金を納

めなくちゃならなくなってきたということでご

ざいますけれども、その評価について大変疑問

を持っているということでございます。１反歩

５万円だった土地が、太陽光を設置したことに

より300万円に評価が上がったと。３反歩ですか

ら、一挙に、15万円の土地が900万円になったと

いうような状況で、本人もびっくりしておるよ

うでございますし、「これから施設設備関係に

ついても税金もかかり、また売電についても税

金を納めることになる。なかなか税額がわかり

にくい。いろいろ担当に聞くけれども、わかり

にくい」ということでした。そこで、お聞きい

たします。太陽光発電事業に係る法人の場合の

税の仕組みについて、総務部長に伺います。

太陽光発電事業に○総務部長（成合 修君）

は、国税の法人税、地方税として固定資産税や

法人事業税などが課税されます。地方税につい

てお答えいたしますと、まず、固定資産税につ

きましては、事業に係る土地及び機械設備に対

し市町村が課税することとなります。その評価

額に対する税率は、1.4％から1.7％の範囲内

で、各市町村が条例により定めております。御

質問にございました、固定資産税の評価上の地

目でございますが、登記上の地目にかかわらず

現況及び土地の利用目的により判断されること

から、土地につきましては、多くの場合、雑種

地として評価を行い課税しております。また、

機械設備につきましては、取得価格を基礎とい

たしまして、経過年数を考慮の上、課税するこ

ととなります。

次に、法人事業税につきましては、太陽光発

電事業は、地方税法上、電気供給業となります

ので、収益額、いわゆる所得への課税ではな

く、売上額に0.9％の税率で課税する仕組みと

なってございます。なお、発電事業を副業とし

て行っている一定規模以下の事業の場合は、発

電事業と本業を合わせて収益を算出し、収益額

に応じた税率で課税することとなっておりま

す。

ことしの場合は、課税対象は○岩下斌彦議員

まだ少ないんでしょうけれども、来年からは一

挙にそういった課税がふえるのではないかと思

いますが、何とかトラブルのないような状況で

お願いしたいというぐあいに思っておるところ

でございます。

次に、国道448号の名谷地区から石波地区間の

バイパス計画について、今後どのように取り組

んでいただけるのか、県土整備部長にお伺いい

たします。
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国道448号の○県土整備部長（大田原宣治君）

名谷地区から石波地区間のバイパス計画につき

ましては、地質が脆弱であり、想定されるトン

ネル延長も長く、大規模な事業となりますの

で、地すべり観測や地質調査等を実施し、現

在、地質やトンネルの専門家の意見も聞きなが

ら、坑口を含めまして最終的なルート選定を

行っているところです。今後は、早急に整備に

必要な事業費や費用対効果等を算出し、本年中

に宮崎県公共事業評価委員会へ諮問することと

しておりまして、新規事業化に向けた必要な手

続を順次進めてまいります。

ありがとうございます。本年○岩下斌彦議員

度中に宮崎県公共事業評価委員会へ諮問すると

いうことでございます。一歩前に進んだかなと

いうふうに思いますが、感謝を申し上げます。

よろしくお願いをいたします。

次に、串間市は平成29年度から中学校６校を

１校に統合するという状況が今進められており

ます。そこで、串間市の中学校再編を踏まえた

国道448号の蔵元橋の側道橋整備について、県土

整備部長にお伺いいたします。

串間市の中○県土整備部長（大田原宣治君）

学校再編計画では、国道448号の蔵元橋が新たに

通学路となる可能性が高いことから、昨年８月

に、学校関係者や県、市、警察署などと合同点

検を実施したところです。この結果、橋梁の前

後に、暫定的な安全対策としまして減速マーキ

ングを設置したところでありますが、蔵元橋は

路肩が狭く、さらに交通量も多いことから、現

状のままでは通学路としての安全確保の面で支

障があると考えております。県としましては、

抜本的な整備にはまだ時間を要しますので、当

面、安全な別ルートを通学路とするよう学校関

係者などと調整を行いまして、将来的には、本

橋を通学路とするために側道橋の整備に向けた

検討を行ってまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

ふだんでも、通学路にかかわらず、狭い橋を

渡っておられる方も、大変怖い思いをしながら

渡っているんだという話を聞いておりますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、本年度の県内港湾におけるしゅんせつ

工事の箇所数と工事費はどのようになっている

のか。また、福島港のしゅんせつ土量と工事費

はどのようになっているのか、県土整備部長に

伺います。

本年度は県○県土整備部長（大田原宣治君）

内６港湾でしゅんせつ工事を実施しておりまし

て、工事費は合計で約１億2,000万円でございま

す。また、福島港につきましては、現在施工中

でありまして、しゅんせつ土量は約4,800立方

メートル、工事費は約4,300万円を見込んでおり

ます。

福島港は、今、4,800立方メー○岩下斌彦議員

トルということでございますが、大体５年に１

度しゅんせつをやっていただいているという状

況で、船のモーターがつかえてしまうので、何

とかやってほしいということでございました

が、県のほうで実施していただいておるようで

ございます。

そこで、私も福島港を見に行かせていただき

ました。福島港のしゅんせつ土砂は、なぜ沖捨

てせずに陸揚げしているのか。また、陸揚げし

た土砂はどのように処分しているのか、県土整

備部長に伺います。

しゅんせつ○県土整備部長（大田原宣治君）

土砂の処分につきましては、海洋汚染の防止を

図るロンドン条約におきまして規制が強化され
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たことにより、平成19年に「海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律」が改正され、海洋

投入、いわゆる沖捨てが原則禁止となったとこ

ろであります。現在、福島港でしゅんせつして

いる土砂はヘドロ状でありまして、ほかの利用

もできないことから、陸揚げを行いまして一定

期間乾燥させた後に、受け入れ可能な処分場に

搬入しているところです。

今お聞きいたしましたが、ヘ○岩下斌彦議員

ドロがたまっているというような状況も伺いま

した。もともと河口にある土ですから、それが

水の中にあるとすれば、雑菌とかそういったの

は余りないような気もいたしますけれども、例

えばそれを志布志湾などに沖捨てして、ある意

味では漁場の造成、こういったのも何かできな

いのかなと思っております。しゅんせつした土

砂を陸揚げして処分するのではなく、他の事業

に活用するなど有効活用は図れないのか、県土

整備部長に伺います。

しゅんせつ○県土整備部長（大田原宣治君）

土砂につきましては、資源の有効利用の観点か

ら、これまで、品質等を確認の上、再利用でき

る土砂につきましては、他事業とも調整を行い

ながら、海岸侵食対策のための養浜材料や埋め

立ての材料などとして利用してきているところ

です。今後とも、しゅんせつ土砂につきまして

は、関係機関とも十分連携を図りながら、有効

利用に努めてまいりたいと考えております。

次に、串間市北方の地区でご○岩下斌彦議員

ざいますが、大雨のときに現場を見られた方が

おられまして、相談を受けました。福島川と大

平川という川が合流している地点でございます

けれども、そこに中州ができておりまして、福

島川からの流れが非常に勢いが強くなって、堤

防を越えるのではないか、壊れるのではない

か、その堤防の横には保育園などもあって大変

危険ではないか、怖いというふうな話でござい

ましたけれども、その中州の堆積土砂を危険防

止のために除去することはできないのか、県土

整備部長に伺います。

御指摘の箇○県土整備部長（大田原宣治君）

所につきましては、河川の合流部で地形的に土

砂が堆積しやすいところでありまして、昨年の

台風などのたび重なる出水によりまして、さら

に堆積が進んだことから、土砂除去の必要性は

高いと認識しております。このため県としまし

ては、河川環境への影響等を十分に考慮した上

で、施工方法や実施時期を検討し、早急に対応

してまいりたいと考えております。

次に、串間市の都市計画にも○岩下斌彦議員

関係することでございますが、天神川河川改修

事業の進捗状況について、県土整備部長に伺い

ます。

天神川の河○県土整備部長（大田原宣治君）

川改修事業につきましては、浸水被害が著しく

緊急度の高い、ＪＲ橋から県道今別府串間線の

平橋までの区間を重点的に整備しているところ

です。これまでに大部分の用地取得が完了し、

下流から約40メートル区間の河川の拡幅や、市

道ひきじ橋のかけかえを実施してきたところで

ありまして、現在、国道220号の松清橋のかけか

えを、道路の管理者であります国に実施してい

ただいております。県としましては、今後の事

業進捗を図る上で、残りの用地取得が非常に難

航していますことから、引き続き粘り強く交渉

を続けるなど、早期整備が図られますよう努め

てまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

ことし４月からの「子ども・子育て支援新制
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度」の施行に伴う、私立幼稚園から認定こども

園への移行予定について、福祉保健部長に伺い

ます。

昨年11月に実○福祉保健部長（佐藤健司君）

施した施設の意向調査によりますと、私立幼稚

園73施設のうち、ことし４月から認定こども園

に移行する予定の施設は18ございまして、その

内訳は、幼保連携型認定こども園が10施設、幼

稚園型認定こども園が８施設となっておりま

す。県といたしましては、スムーズな移行が図

られますよう、今後とも施設等に対し、適切な

指導・助言を行ってまいりたいと考えておりま

す。

新制度における施設の運営に○岩下斌彦議員

対する補助の仕組みと平成27年度当初予算額に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。

認定こども○福祉保健部長（佐藤健司君）

園、幼稚園、保育所の運営に対する補助につき

ましては、従来、別々の助成制度に基づき行わ

れておりましたが、新制度では、負担割合等が

一本化され、共通の財政支援の仕組みとして

「施設型給付」が創設されます。県の平成27年

度当初予算では、施設型給付費として約75億円

を計上しており、その内訳は、認定こども園

が18億円、幼稚園が２億円、保育所が55億円と

なっております。

認定こども園と保育所におけ○岩下斌彦議員

る保育料の徴収方法について、福祉保健部長に

伺います。

利用者の負担○福祉保健部長（佐藤健司君）

額の徴収方法についてでありますが、まず、認

定こども園における保育は、施設と利用者の直

接契約に基づき実施されますので、その徴収は

施設が行うことになります。一方、保育所にお

ける保育につきましては、市町村からの委託を

受け実施されますことから、その徴収は市町村

が行うことになります。

ちょっと徴収方法が違うよう○岩下斌彦議員

に思いますけれども。やっと認定こども園、幼

保連携型という保育所としての認可をいただく

ということでございます。徴収を、保育園は市

町村が行うということで、何かちょっと矛盾を

感じているんですが、またこれから、認定こど

も園の進捗等について御指導をいただければと

思っております。

それでは、利用者負担の考え方について、福

祉保健部長に伺います。

新制度におけ○福祉保健部長（佐藤健司君）

る利用者負担額につきましては、子供の認定区

分と世帯の所得状況等に応じて、国が基準額を

設定しております。例えば、年収360万円の世帯

の３歳以上の子供が幼保連携型認定こども園を

利用した場合、利用者負担額は、４時間利用が

基本の幼稚園部分につきましては月額１万6,100

円、８時間利用が基本の保育所部分につきまし

ては月額２万7,000円となります。なお、実際に

は、県内全ての市町村が、子育て支援の取り組

みとして保護者の負担軽減を図る観点から、国

の基準額よりも低い、独自の利用者負担額を設

定されている状況にございます。

どうも丁寧な説明、ありがと○岩下斌彦議員

うございました。

次に、教育行政について教育長に伺います

が、平成27年度に、宮崎県立高等学校教育整備

計画の中期実施計画が発表されることになって

おります。県教育委員会として、福島高校の存

続についてどのように考えておられるのか、教

育長にお伺いいたします。

高校整備計画中期実○教育長（飛田 洋君）

施計画策定に当たりましては、各高校の現状等
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を踏まえるとともに、学校教育改革推進協議会

や地区別協議会等、複数の場で県民の皆さんか

ら御意見をいただきながら、検討を進めてきて

おります。福島高校は、少人数指導や多様な選

択科目を設けるなどの取り組みを行うととも

に、串間市からも部活動や各種検定試験への御

支援をいただくことで、進学や就職、部活動等

で安定した実績を上げてきております。また、

今年度より、連携型中高一貫教育校の調査研究

モデル校として、今まで以上に中高の連携を深

めた取り組みを行ってきているところでありま

す。今後の福島高校のあり方につきましては、

このような取り組みと入学志願者の推移等を勘

案しながら、慎重に対応してまいりたいと考え

ております。

地元でも福島高校存続につい○岩下斌彦議員

て熱心に協議なされ、協力体制ができておりま

す。何とか福島高校を残していただくよう、ま

た調査研究モデル校にも指定をしていただい

て、その研究が進展しますことを願っておると

ころでございます。どうぞ存続をよろしくお願

いいたします。

次に、東京・有楽町のふるさと回帰支援セン

ターには、私どもも調査に伺ったことがありま

した。いろいろなデータが出る中で、問い合わ

せ件数は、例えば山梨県がトップで、次が、と

いうぐあいに、相談件数で物事が評価されてい

るような状況もありましたけれども、ふるさと

回帰支援センターを通じてどれぐらいの人が宮

崎に来ているのかというのが、なかなかわかり

にくいような状況でございました。そこで、ふ

るさと回帰支援センターにおいて現在行ってい

る本県の事業内容はどのようなものか、総合政

策部長に伺います。

ふるさと回○総合政策部長（橋本憲次郎君）

帰支援センターにおいて現在行っている事業内

容についてでございますが、豊かな自然環境や

温暖な気候など本県の魅力をＰＲし、首都圏か

らの移住の促進を図るという目的で、平成19年

度より本県専用ブースを設け、ポスターを掲示

するとともに、移住ガイドブックや関連イベン

トのパンフレット等を常備し、本県への移住希

望者への情報提供を行っているところでござい

ます。また、移住に関する相談があった場合

は、ふるさと回帰支援センターの職員が、本県

の移住に関する情報提供を行っている状況でご

ざいます。

知事からも、移住促進という○岩下斌彦議員

お話が先ほどありましたけれども、今後、宮崎

県は移住促進に積極的に取り組む必要があると

思いますが、ふるさと回帰支援センターを今後

どのように活用するのか、総合政策部長に伺い

ます。

地域間競争○総合政策部長（橋本憲次郎君）

が激化する中、都市部の移住希望者を本県に呼

び込むため、ふるさと回帰支援センターを活用

した移住・ＵＩＪターン促進の大幅な強化策を

追加補正議案に盛り込み、お願いしているとこ

ろでございます。具体的には、このセンターに

本県専属の相談員を配置したワンストップ窓口

を設け、住まいや仕事等に関する相談や情報発

信を行うとともに、大学等に出向き、本県出身

者などに対しての積極的な働きかけを行いたい

と考えております。また、宮崎での暮らしをよ

り身近に考えていただくために、移住・ＵＩＪ

ターンに関するセミナーを定期的に開催するな

どしてまいりたいと考えております。これらの

取り組みにより得られた移住希望者の情報を、

宮崎に新たに設置する相談拠点につなぐこと

で、宮崎への人材の還流を促進することを目指
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してまいりたいと考えております。

いろいろ地域を回る中で、限○岩下斌彦議員

界集落、これは串間にとってはもう始まってい

るという感じがいたします。数年前に地域を訪

問して、地区の公民館で山の神みたいな行事を

やるのに、地域の皆さんが集まって、酒を酌み

交わしながら楽しんでおられた風景があったん

ですけれども、先日お邪魔をいたしますと、も

うほとんどの方がそこにはおられない。まして

公民館で何かをやるにしても、それができない

ような状況。これは１カ所に限らず、いろんな

ところで、ここ５年、10年、あるいは15年の間

で本当に消滅してしまうのではないかなという

気がいたしておりますし、そこで暮らしている

ひとり暮らしの老人の方は本当に大変だなと。

恵まれた方は、デイサービスに行ったり老人

ホームに行ったりということで過ごされておる

んでしょうけれども、人となかなか会う機会の

ない方々というのは大変だなというふうに思っ

ております。そこで、中山間地域で高齢者が安

心して生活できるために、地域の方々が気軽に

集う居場所が必要だと思いますが、県としての

考えを総合政策部長に伺います。

中山間地域○総合政策部長（橋本憲次郎君）

におきましては、少子高齢化等により、集落機

能のさらなる低下が懸念されているところでご

ざいます。高齢者の方々が気兼ねなく集える居

場所は、地域コミュニティーの維持・確保を図

る上でも重要であると考えているところでござ

います。このような中、例えば都農町や日之影

町では、空き店舗を活用した居場所を開設し、

地域のきずなの再構築を図る取り組みが行われ

ているというような事例もございます。県とい

たしましては、現在改定を進めております「宮

崎県中山間地域振興計画」におきまして、集落

の維持・活性化と安全・安心な暮らしの確保を

大きな柱として考えているところでございま

す。中山間地域で安心して生活していけるよ

う、市町村や関係部局と連携を図りながら、さ

まざまな施策に幅広く取り組んでまいりたいと

考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

先ほども申し上げましたように、地域によっ

ては、特に県の中央部から離れている地域にお

きましては、働く場、仕事の場というのはなか

なか恵まれないような状況でございます。知事

も、働く場の創設、雇用の場の創設ということ

で取り組むというふうに先ほど申されましたけ

れども、地域によってその構成、雇用状況とい

うのは随分違うと思いますので、地域に応じた

形の中で仕事をつくり、働く場をつくっていた

だければありがたいと思っております。もちろ

ん地元も頑張る必要はあると思っております。

いよいよ私の県議会議員としての最後の一般

質問が終わります。そこで、御挨拶を申し上げ

たいと思います。

河野知事を初め執行部の皆様方、そして県議

会事務局の皆様方、今、４年７カ月でございま

すけれども、この若輩者に懇切丁寧に対応して

いただき、大変ありがたく感謝を申し上げま

す。

また、県議会議員の皆様方、すばらしい個性

と能力をお持ちの皆様方でございます。皆様方

と同席できたことを心より感謝申し上げます。

以上で一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

次は、中野 明議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 壇上から知○中野 明議員

事に３問、質問をいたします。
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まず、災害対策についてであります。つい最

近テレビを見ておりました。その番組は、20年

前の、死者6,434人、行方不明３人の阪神・淡路

大震災、そして同じく４年前の、死者１万9,074

人、行方不明2,633人の東日本大震災で家族、親

戚などを亡くした人の終わることなく続く悲し

みとの葛藤のドキュメンタリーでありました。

東日本大震災も３月11日で丸４年目になるわけ

であります。本当に最近、いろんな災害等々

きのうもありました 見ていますと、本― ―

当に他人ごととは言えないような思いに駆ら

れ、熱い思いになります。今、本県も南海トラ

フ巨大地震のいろいろな災害予想が出されてい

ます。本県の津波発生時の避難計画と、地震に

よる家屋倒壊現場の人命救助と火災対策計画は

どのようになっているのか、知事にお尋ねいた

します。

次に、林業公社であります。林業公社のこれ

までの計画は順調に進んできたのか。また、公

社は現状維持での存続になったということであ

りますが、その理由はどのようなことか、知事

にお尋ねいたします。

３番目、本県畜産についてでありますけど、

畜産振興、フードビジネス振興の究極の目的は

どのようなことか、知事にお尋ねいたします。

以下、質問者席から質問をいたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、南海トラフ巨大地震に対する対応であ

ります。津波避難対策につきまして、住民避難

の基本となる避難計画につきましては、市町村

が策定することとされておりまして、県では、

避難場所や避難の方法、避難訓練の実施方法な

ど、計画に盛り込むべき事項や、盛り込むに当

たっての留意事項を示した指針を平成26年３月

に示したところであります。また、沿岸の10の

市や町が行う避難場所や避難路の整備につきま

しては、平成25年度から財政支援を行っており

まして、この２カ年で57カ所の整備が行われて

おります。さらに、県民一人一人が迅速な避難

行動を行うことが重要でありますことから、防

災フェアなどで啓発を行いますとともに、総合

防災訓練は多くの県民の皆様に参加をいただい

ているところであります。

次に、火災対策につきましては、地震の際の

消火用水を確保するため、市町村において耐震

性貯水槽の整備を進めております。また、瓦れ

きからの人命救助につきましては、東日本大震

災を踏まえ、県外からも自衛隊や警察、消防の

応援を受けた上で訓練を実施しているところで

あります。今後とも、市町村や関係機関とさら

に連携を深め、防災体制の強化に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、林業公社についてであります。林業公

社は、平成16年度当時、厳しい経営状況にあっ

たため、県が策定しました公社の抜本的改革方

針を受けて、長伐期施業への移行など、３年間

の集中的な改革に取り組むとともに、平成19年

度に第３期経営計画を策定して、経営改善に取

り組んでまいりました。このような中で、私が

理事長に就任をした平成23年当時、木材価格の

低迷等により資金不足が見込まれたことから、

１年前倒しで経営計画を改定し、現在、コスト

削減や利息の軽減などの経営改善に取り組んで

いるところであります。

なお、県では今年度、改めて公社の今後のあ

り方について検討を行い、経営改善がおおむね

順調に進んでいることや、県民の負担が最も少

ないこと、さらには森林整備及び林業生産活動
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において公益性の面で高い役割が期待されるこ

となどを総合的に判断し、存続という方針を決

定したところであります。

最後に、畜産振興、フードビジネス振興の目

的についてであります。畜産振興につきまして

は、生産基盤の強化を図るとともに、生産性の

向上や生産コストの低減、さらにはブランド化

の推進等による畜産物の取引価格向上や消費拡

大などの取り組みを進めることで、生産者の所

得向上を図ることを目的としております。ま

た、フードビジネス振興につきましては、マー

ケットが求める安全・安心な農畜水産物の安定

した生産・供給や、県内素材を中心とした多様

な加工・食品製造による高付加価値化などの取

り組みを進め、農林水産業はもとより、裾野の

広い食関連産業の成長産業化を図ることで、雇

用の創出と地域の活性化を促進し、ひいては県

民所得の向上を図ることを目的としているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

私、きのうもまだ議会の原稿○中野 明議員

ができ上がっていなかったのですが、９時のＮ

ＨＫを、ちょっとテレビのスイッチを入れたら

最後まで見てしまいました。本当に今の災害関

連、きのうは、今まで公開されていない写真等

が出てきましたけど、消防、警察、みんな命を

賭して頑張っておるわけです。あの順序を見ま

すと、津波が来た、その後の対応なんです。ま

だその前に大事なのは、津波が来るまでにいか

に逃げるか、ここも私は一番大事な部分だと

思っているんです。

それで、また知事に聞きますけれども、現

在、市町村が57カ所の避難場所を建設、耐震性

貯水槽を建設しているということであります。

つまり、県は避難計画等の指針を作成し、その

指針によって市町村が独自に計画を策定し、そ

の実施に対して県は支援をするというスタンス

なんです。だから、この指針について、市町村

がみんなやるかどうかということは定かじゃな

いですね。県も5,000万円をかけ「新・宮崎県地

震減災計画」を策定し、建物被害は最大で約８

万9, 0 0 0棟、人的被害は、死者数最大で３

万5,000人と想定しているわけです。今のような

県のスタンスでありますと、せっかくこういう

死者数も出しました、県が被害想定を出しまし

た、防災対策は市町村独自でやってくださいと

いうことになると思うんです。行政の役割はよ

く理解できます。ただし、この津波は 宮崎―

県、400キロメートルの海岸線があるわけです

来たときにはどこに来たか仕切りも境界線―

もわからんぐらいの津波が予想されていると思

うんです。この津波の避難計画はゼロ予算でも

できると思っている。もう少し県も積極的に市

町村と連携し、まずは想定される死者の数を

せっかく出したんですから いかに減ら― ―

すかということが大前提で防災計画やられるべ

きだと思うんですけど、再度、知事の所見をお

伺いいたします。

南海トラフ巨大地震対○知事（河野俊嗣君）

策につきましては、今、議員からも御指摘があ

りましたように、国、県、市町村のしっかりと

した役割分担のもとに、スピード感を持って取

り組んでまいりたい、そのように仕事を進めて

おるところでありますが、平成25年12月に策定

しました「新・宮崎県地震減災計画」におい

て、建物の耐震化を進め、多くの方の早期避難

を実現していくことで、最大で約３万5,000人と

想定される死者数を約8,600人に軽減することが

できるとしております。さらに、この計画にお

いては、高速道路等の重要インフラの整備や土

砂災害対策の充実、自衛隊等の救助関係機関と
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の連携強化、防災士等の地域リーダーの育成等

による県民防災力の向上などに取り組むことに

より、さらなる被害の軽減を目指しているとこ

ろであります。このような取り組みを通じまし

て、県民の命を守るために全力を尽くしてまい

りたいと考えております。

先日、西村議員のこのような○中野 明議員

質問を聞いていました。

「最初は、県は金がないから金銭的支援はで

きなかった。国がそういう制度をつくったか

ら、それから出す」、私はそんな聞き方したん

ですけど、57カ所つくったと言っていますけ

ど、県は1,200～1,300万円出している。金額は

どうでもいいんです。だったら、避難どうする

か。本当にいい教訓が残っているじゃないです

か。今、避難タワーつくった｡これで地区の避難

できる人が何割おるのか、大体、全体網羅でき

るのか、そういう検討もしながら 今、防災―

関係のテレビを見ますと、どこそこと協定結ん

だ。その前に、避難。防波堤つくる。インフラ

整備もあるでしょう。東北なんかを見ています

と、防波堤があったために、安心・安全で逃げ

おくれたということもあるわけです。私は、ま

ず避難対策をしっかり、もうちょっと積極的に

やるべきだと思うんですけど、よかったら再

度、知事、決意のほど。

「積極的に関係機関と○知事（河野俊嗣君）

連携をしながら取り組んでおります」という答

弁を申し上げておるところでございます。今御

指摘がありましたように、防波堤、防潮堤等の

ハードに幾らお金をかけようとも、それを防ぎ

切ることができない、ハードに依存してはいけ

ない。早期避難が何よりも重要だというところ

が非常に大きな教訓であろうかと思いますし、

さらには、東日本大震災がどうしても我々は念

頭にあるわけですが、20年を迎えました阪神・

淡路大震災を考えますと、建物の耐震化という

のも、まずは命を救う上で非常に重要なことで

あろうかと思っております。そのような耐震

化、さらには早期避難ということ、これをしっ

かりと、県民の皆様の意識を高めることによ

り、またさまざまな施策で取り組んでまいりた

いと考えております。

知事がよく使う「常在危○中野 明議員

機」、私は余りよくわからんのです。私の常在

危機というのは、「いろんな危険、災害が予想

されています。県民の皆さん、常時そういう危

険、いかに避難するか、念頭に置きながら日常

気をつけてください」というようなことかなと

思うんですけど、知事の常在危機というのはど

ういう意味か、教えてください。

この「常在危機」とい○知事（河野俊嗣君）

う言葉は、長岡藩の「常在戦場」という言葉を

参考にした私の造語でありますが、平成23年１

月、知事に就任したときに、幹部職員に対する

訓辞の中で、「常に危機に直面している。そう

いう危機感を持って仕事に取り組んでほし

い」、そのような思いで訓示した言葉でありま

す。口蹄疫や新燃岳噴火、高病原性鳥インフル

エンザ、さまざまな危機を経験した、もちろん

台風災害等もございますが、そういう本県にと

りまして危機意識というのを常に持っている、

大変重要なことであろうかと考えております。

御指摘のありました南海トラフの巨大地震を初

めあらゆる危機事象に対して、しっかりと常在

危機という意識を、県庁職員のみならず県民も

共有することにより、安全・安心に向けての防

災力の強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

今回も危機管理局といろいろ○中野 明議員
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議論しました。知事が言われるような危機感が

全然感じられなかった。ただ黙々と計画つくっ

て そんな話なのかなと思いました。それで―

はしようがない。今後幾らやっても、このこと

についての執行部とのやりとりは一緒ですか

ら、私としては税金の無駄遣いかなと思います

ので、今後はブログ等をつくって県がやってい

ることを一部始終県民に出すのが、私にとって

は一番いいかなと。ひきょうなやり方かなと思

いますけど、何万人という命がかかっているこ

とですから、そういうことに私は切りかえよう

かなと思っております。

次に、２番目の質問でありますけど、今、公

社の存続について聞きました。公社を廃止した

ところの意見は、「これ以上の県の債務増加が

懸念される。債務がふえてもしようがないとい

うことで、そこで県の債務は打ち切りにしま

しょうよ」ということで終わっておるわけで

す。県のメリットは、分収林の管理の継続、森

林の公益的機能の継続、中山間地域の雇用の確

保、県の無利子貸し付けに対する特別交付税の

補塡、県内唯一の森林整備法人の高率補助活用

等々というふうに書いてある。私はこの理由を

見て、例えば県民から、「中野議員はこんなの

で納得しているんですか」と言われたら、はた

と困るんです。林業公社に対する特別交付税、

かなり寄与しているようですが、総務部長に交

付税の実態はどのようになっているのかお尋ね

いたします。

県では、林業公社○総務部長（成合 修君）

の運営支援のために無利子貸し付けを行ってお

りまして、この貸付金が特別交付税の対象と

なっております。具体的には、県からの貸付金

の貸付残高に長期プライムレート等を乗じて算

出される、有利子で貸し付けた場合の利息相当

額の２分の１が特別交付税で措置されておりま

す。平成26年度の交付実績は約１億2,700万円と

なっております。

利子補給というのは全額じゃ○中野 明議員

ないんです。２分の１。それで仮に、林務公

債、長いスパンですから、40年、国債で今1.4％

ぐらい。これで運用した場合にどれぐらいにな

るかといいますと、３億4,700万円になるんで

す。ですから、いろいろ考えようですけど、県

が無利子貸し付けしても、実は相当分の半分し

かいっていないということです。それがどれだ

け林業公社にメリットかという理由は、私は全

然意味不明ですね。もう答弁はいいですけど。

それから次、林業公社の公益性とはどのよう

なことかということが盛んに書いてある。環境

森林部長、この公益性についてお聞かせくださ

い。

林業公社は、○環境森林部長（徳永三夫君）

土地所有者の負担が少ない国の高率補助事業を

活用できる県内唯一の森林整備法人として認定

されておりまして、森林所有者からの施業の受

託により、放置林の整備や植栽未済地への造

林、さらには木材市場への安定供給など、公益

性の面での役割が期待されるとともに、社営林

と周辺民有林との集約化等を通じまして、水源

の涵養や自然災害の防止など、森林が有する公

益的機能の発揮にも寄与するものであります。

県といたしましては、林業公社がこれらの役割

を果たしながら、今後ともさらなる経営努力、

改善に取り組み、県民の負担が少しでも軽減で

きるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

林業公社が設立されたのが大○中野 明議員

体40年代前半、これは高度経済成長です、50年

ぐらいまでね。私は、そのとき公益性を目的に
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林業公社なんかつくったんじゃ全くないと思い

ます。やはり高度経済成長によって、杉を育林

することによって地域の経済活性化を狙ったも

のだと思っているんです。それが途中、公益性

に変わってきたんです。何か都合が悪くなると

こんな言い方してくる。私は、次の公益……。

ちょっと話が変わりますけど、台風14号、いろ

んな現場を見に行きました。私がそこではっと

思ったのは、「何やこれは。ほとんど杉を植え

たところが壊れているじゃないか」と。そんな

思いがしたわけです。そんなことを話していた

ら、ＮＨＫスペシャルでそういうのをやったと

いうことを聞きました。私と同じ考えの人がお

るのかなということでありますけど、とにかく

私は、340億円をどうするかについては違う次元

の理由だと思っているんです。

いずれにしても、公社廃止・存続、こんなの

検討するときは最初から結論ありきなんです。

公社を廃止した県は現時点の債務で打ちどめに

した。県は計画どおり、事業終了年度 平―

成80年度、53年先ですよ。私も部長もいない。

まで継続。継続、廃止、いずれにしても、―

この340億円というのは県の債務として残るわけ

です。ちょっと腹が立つのは、この340億円、み

んな銀行利息の積み上げなんです。これが中山

間部に行っておれば、まだそれぞれ考えが出て

きますけど 利息。いずれにしても、53年先―

のことを議論しても意味がない。若い議員も53

年たちますと80歳以上です。今の負債340億円が

これ以上に増加するかもしれないということ

は、甚だ議員として無責任だと思っておりま

す。そういうことで、公社は、「分収林は主伐

期にあり、保育経費が不必要、計画的収入の確

保が可能」と明記しているわけですから、知事

は理事長ですけれども、これ以上貸し付けをし

ないというような決断をすべきだと思うんです

けど、知事にお尋ねいたします。

林業公社では、改訂計○知事（河野俊嗣君）

画に基づきまして、利率の高い市中銀行の借入

金を、日本政策金融公庫の低利の資金で借りか

えを行い、利息の軽減に取り組んでいるところ

であります。この借り入れに対し、県は損失補

償を行っておりますが、平成16年度に県が策定

した公社の抜本的改革方針により、借入金の償

還に必要な資金以外の新たな貸し付けは、原則

として行わないこととしているところでありま

す。

大変いい答弁ですけれども、○中野 明議員

その答えは私も初めて聞いたんです。議員の中

でそれを聞いて知った人が幾らおるかなと思う

んです。そういう取り決めがあったということ

は、それでいいと思っているんです。ただ、そ

れはあくまでも内部の取り決めかなと。新しい

「宮崎県林業公社の今後のあり方に関する県方

針」、これは２～３回読んだけど、そんなこと

は出てきていないんです。この前かもわかりま

せん。そういうことであれば、私はそれでいい

と思っています。内部の取り決めでは意味がな

いので、再度この議会で、今後、県は公社に対

し貸し付けは行わないということを、知事、こ

の公の場で明言してください。

先ほども申し上げまし○知事（河野俊嗣君）

たとおり、借入金の償還に必要な資金以外の新

たな貸し付けは、今後とも原則として行わない

こととしております。

よくわかりました。そういう○中野 明議員

ことで、ぜひ部長、債務をいかに減らすかとい

うのを目標に、宮崎県林業株式会社になったつ

もりで頑張ってください。知事は社長ですか

ら。
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次に、畜産についてお尋ねします。

畜産振興の目的となると、生産者の所得向上

を図ることが目的となっているんです。じゃ、

畜産とは何ぞや。牛の子を育て、肥育牛を育

て、売ればそこで終わりかということです。畜

産振興というのは、いかに付加価値を上げて県

内経済に波及させるかということです。そうい

うことを言いますと、子牛、肉用牛を販売する

ところまでが範疇であって、屠畜、加工という

一番付加価値の高いところの部分が抜けてい

る。私は、このことが畜産の一番大きな問題、

課題であると思っております。それからフード

ビジネス、県民所得の向上を図ることが目的、

そういうことかな。ただし、フードビジネス振

興計画では、食品製造による付加価値の向上、

やはりここら辺が出てくる話かなと思います。

それで、前回、私はこの表をつくってきたん

ですけれども、この表の半分は９月に口頭で説

明した数字です。わかりにくいので表にしまし

た。

この表で見ますと、まず類似県、県を比較す

るために挙げております。宮崎、鹿児島、佐

賀、熊本、米沢牛の山形、飛騨牛の岐阜、松阪

牛の三重。

まず、農業産出額、農家の皆様が売った販売

額の合計ということで、産出額を見ますと、付

加価値が32％あるんです。結構あります。宮崎

は産出額全国７位、3,036億円。口蹄疫になった

とき減りましたけど、大分挽回した。それから

鹿児島が４位で4,054億円。農業産出額では鹿児

島と比較すると1,000億円しかついていないんで

す。ぜひこの1,000億円というのを覚えておって

いただきたい。

それから、その中の肉用牛・豚産出額を見ま

すと、宮崎は8 9 1億円で全国３位、鹿児島

が1,464億円で１位になっている。確かに産出額

については宮崎県もトップクラス。ただし、そ

れから肥育、屠畜して製品化する肉・豚製品出

荷額になりますと、付加価値が25％ぐらいあり

ます。これを見ますと、宮崎は669億円、鹿児島

が1,777億円、ここで３倍ぐらいの差がついてい

ます。

それから食料品製造品出荷額、これが35％あ

るわけですけど、トータル、牛、豚、野菜も含

めた出荷額を見ますと、宮崎は2,861億円で、こ

こら辺になると全国で下のほう、28位なんで

す。鹿児島は14位、5, 7 8 4億円。大体２倍

の3,000億円ぐらいの差がついている。

それから付加価値、これが一番大事なところ

ですけど、付加価値が大体25％ぐらいありま

す。宮崎の食品付加価値額は744億円、全国で34

番目です。鹿児島は1,557億円で20番目、この辺

になると700億円からの差がついている。

原材料使用額、製品出荷額に対して地元から

どれぐらい原材料を調達したかということです

けど、宮崎は2,0 4 3億円、22番目、鹿児島

が4,074億円で12番目、これで2,000億円違う。

それから、１つ飛ばして事業所数、これが宮

崎は415事業所、全国33番目、鹿児島が12番目

の783事業所。この事業所が昔から問題なんです

けれども、フードビジネスやるにしても、事業

所が多くあったほうが効率が上がると思う。農

家自身がするより、やっぱりこういうところが

やる。

それから従業者数、これも、宮崎は１万4,129

人、全国31番目、それから鹿児島は２万5,704人

の13番目、こんな数です。ちょっと話違います

けど、今、24年度の工業統計いろいろ出ていま

す。平成24年度の経済センサスを見ておりまし

たら、全国で従業員数の対前年度減少率の高い
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ところ、まず宮城県、宮崎県、福島県、北海

道、山梨県、大体みんな貧乏県です。本当に頑

張らんと、従業員数まで減っているということ

です。

そしてまた、一番大事な現金給与総額、宮崎

が317億9,000万円、これだけ取っても全国で

は33番目です。鹿児島は616億円、全国16番目、

倍近くあります。今後何をどうするかというこ

とです。

ちょっと簡単に下の表もですけど、肉用牛の

生産・流通状況、宮崎の出荷頭数８万5,000頭あ

りますけど、県内出荷は４万8,000頭、56％、そ

れから県外出荷が３万7,000頭の44％、ここら辺

をどうするか。それから、鹿児島を参考に書き

ましたけど、鹿児島は10万6,000頭で、県内出荷

が73％の７万8,000頭、県外出荷が２万9,000頭

ということです。

肉豚の生産・流通状況を見てみますと、肉用

牛と同じように、県内が56.4％、県外が43.6

％。いろいろ聞きますと、豚なんか鹿児島に

持っていったほうが１頭2,000～3,000円違うと

いう話なんです。それは鹿児島に行きますよ

ね。それから農業産出額、食料品製造出荷額を

見ますと、宮崎だけが、農業産出額と食料品製

造出荷額を比べますと食料品製造出荷額が少な

いんです。これはやっぱり頑張らんといかん

な。

それから肉用牛・豚産出額を見ても同じよう

なことです。あと肉牛の流通状況。県外に行っ

ている状況は今始まった話じゃない。データは

平成16年からです。そういう状況になっている

ということであります。

以上、説明しました。知事は資料がなかった

かどうかわかりませんけど、一応感想をお聞か

せください。

５年前に口蹄疫を経験○知事（河野俊嗣君）

した我々は、それを契機に、改めて本県の畜産

を取り巻くさまざまな課題、今御指摘がありま

したような内容というものが浮き彫りになりま

して、平成25年３月には畜産新生プランを取り

まとめ、より付加価値の高い畜産経営を目指し

ていこうと。さらには、フードビジネスとして

裾野の広い食関連産業というものに２年前から

取り組んでおるところでございまして、これを

しっかり前に進めていくことが大事だというこ

とを改めて感じたところでございます。

淡々と知事の答弁 要はそ○中野 明議員 ―

ういう考えはみんな計画書には盛ってあるんで

す。要はそこから何をするかというのが大事な

ことで、抜けてるんです。だから、知事として

は、今のような計画をつくるんだったら、

じゃ、どこをピンポイントでやっていけばとい

うことを考えないですか。

今、畜産関連事業所の○知事（河野俊嗣君）

というような御指摘をいただいたところでござ

いますが、畜産新生プランでそういうような畜

産関連産業の集積に取り組むということを掲げ

て、フードビジネス推進に当たっても、宮崎の

畜産を一つの重要なプロジェクトとして位置づ

けて取り組んできたところであります。そうい

う中で、先日、高原町に食肉カット場が新設さ
※

れたところでございます。それに対する支援を

行っておりますし、食肉加工メーカーの新商品

の開発、販路の拡大への取り組みなどを行って

いるところでございまして、今後とも食肉加工

場など畜産関連事業所の誘致や育成に、しっか

り取り組んでまいりたいと考えております。

私にしてみれば、それではチ○中野 明議員

ュンともいわん話です。知事の話されること

は、大体そういう計画に書いてあるような話で

※ 223ページに訂正発言あり

平成27年３月２日(月)



- 221 -

※ 223ページに訂正発言あり

平成27年３月２日(月)

す。もうちょっとしっかり自分の考えを、この

問題については持ってもらいたいなと思いま

す。

これ、私は自分の考え方だけかなと思った

ら、フードビジネス振興計画、食品製造による

付加価値の向上、ここで平成32年までに食品関

連産業生産額を１兆3,194億円までが目標、そう

いうことが書いてある。要はそこから何をピン

ポイントでやるかというのがみんな抜けてい

る。

もう一つ、いいことが書いてあった。第七次

宮崎県農業・農村振興長期計画、「県産農畜産

物の利活用促進による経済波及効果」と書いて

ある。この中に「県外へ移出している県産農畜

産物のうち100億円分を県内食品製造業で利用し

た場合には、380億円の経済波及効果と約2,000

人の雇用創出ができる」と書いてある。ここま

ではいい。では、ここから先何をするかという

こと。私の今の考え方では、農畜産物の100億円

分をということは、肥育牛、100万円じゃ安いけ

ど、３万7,000頭、県外に肥育売り上げ出てます

よといううちの１万頭を県内に持ってくれば、

１頭100万円で計算したら100億円が出てくるん

です。宮崎でやれば、県外に行っている380億円

の経済波及効果と2,000人の雇用創出ができると

いうことです。これはピンポイントでやれば本

当にやりがいのあることだと思います。

それで、表でいろいろ説明いたしました。肉

・豚の算出額は日本で３位、しかし肉用牛・豚

の屠畜・加工になると、がた落ちであります。

つまり、宮崎県の経済に一番波及効果の大きい

ところの付加価値が県外に逃げている。牛も鹿

児島並みの屠畜率で製品化すれば約400億円ぐら

い出るのかなと。今、全国的に子牛、肥育牛が

減少しています。これは小規模畜産農家の高齢

化による廃業も大きな原因であり、この減少を

畜産の新規就農で補うのは大変難しい。そして

今、子牛、肥育牛の購入競争が始まっている。

今後は、畜産関連事業者は材料獲得のために生

産地に何らかの事業所を構えると思うんです。

今後、畜産の大きな変化、私は今こそ大きなイ

ノベーションだと思っている。牛・豚の県外流

出をとめるためには、県内に畜産関連事業所を

ふやすことも大きな手段だと思っています。検

討チームをつくるとか、今後、県は積極的に畜

産関連事業所の誘致を進めるというようなこと

を知事がアナウンスすれば、かなり状況は自然

と変わってくると思うんですけど、知事の考え

方をお聞かせください。

先ほども答弁をさせて○知事（河野俊嗣君）

いただいたところでございますが、そういう畜

産関連産業の集積に取り組むということで、

高原町に食肉カット場が新設をされたというと
※

ころがあります。そのオープンのときに私も参

りまして、関連企業の社長さんも来られたとこ

ろでありまして、宮崎でのさらなる事業展開な

ども要望させていただいたところであります。

今後とも、さまざまな形でのそういう働きか

け、また積極的な誘致活動に取り組んでまいり

たいと考えております。

私、９月同じような質問しま○中野 明議員

した。企業誘致に積極的に取り組むということ

ですから、私はこれでかなり流れが変わると

思っています。

そこで、誘致になると商工観光労働部長の管

轄になりますけど、部長の意気込みを聞かせて

ください。

畜産関連○商工観光労働部長（茂 雄二君）

事業を初めとするフードビジネスの関連産業に

つきましては、本県の豊富な農林水産資源を生
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かしながら、雇用の確保とか地域経済の活性化

が図られますことから、企業立地における重点

分野の一つとして位置づけ、力を入れて取り組

んでいるところであります。今後も引き続き、

関係部局や市町村と連携しながら、積極的に立

地活動を展開してまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 今、本当に農業問題、畜産問

題、大変です。やっぱり足元に、わかっている

問題点を―県庁で言うと宝の磨き上げ、そん

なことをぜひ全員一丸となって頑張るべきだと

思っておりますので、頑張ってください。

それから、畜産の新規参入の支援策はどのよ

うになっているか、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） 新規就農者へ

の支援策といたしましては、畜産に限らず、認

定就農者として認定された場合には、最長５年

間にわたり、年間最大150万円が給付される青年

就農給付金のほかに、農業経営開始に必要な施

設・機械の取得や、家畜や飼料購入等の運転資

金として、3,700万円を限度に無利子で借り入れ

る融資制度がございます。また、畜産分野で

は、本会議でお願いしております「畜産競争力

強化整備事業」におきまして、畜産クラスター

計画の中で、担い手として位置づけることによ

り、畜舎等の整備や家畜の導入に対する助成を

受けることができます。今後とも、これらの制

度を活用しながら、新規参入を促進してまいり

たいと考えております。

○中野 明議員 もう一問、続けて、畜舎建設

支援はどのようになっているのか、再度答弁を

お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、国や県

で実施しております畜舎整備に係る補助事業に

つきましては、原則として３戸または５戸以上

の営農集団や法人が共同で施設を整備する場

合、あるいはＪＡ等が施設を整備して個人に対

して貸し付けするリース方式が補助対象となっ

ております。このような中で、先ほど畜産競争

力強化整備事業を説明しましたが、その事業に

おきまして、リース方式に加え、１戸１法人が

施設を整備する場合でも補助対象となるなど、

要件が緩和されており、より利用しやすくなっ

たと考えております。

○中野 明議員 今、新規参入、いかにつくる

かということが大事だと思っているんです。だ

けど、子牛生産するにしても肥育するにしても

２年間は収入がないんです。じゃ、今の制度

で、全くゼロ円で、やる気があってできるかと

いうと、それはちょっと難しいかなと思いま

す。

それと今、いろいろ補助金でできている畜舎

は頑丈過ぎます。あそこに壁張ったら、耐震住

宅で十分使えるようなね。初期投資に金入れた

らもうかりません。この問題は、時間がないの

で次の課題としてやりますけど、本当にやる気

のある人が、国の制度資金使ってやれるよう

に、まだまだ工夫があると思います。これだけ

減ってくると、中山間部には、県と市町村一体

となって、安いリース形式の畜舎で―指導者

はいっぱいおります。ぜひ、そういう本当に使

えるようなことで、今後とも検討していただき

たいと思います。

それと、私は恥ずかしかった。ことし初めて

知ったんですけど、宮崎牛のブランド、誰でも

自由に使えるのかなと思ったら、どこの県も一

緒です。これは経済連のブランドということ

で、そこの許可なくして使えないということな

んです。実際、宮崎牛のブランドを許可取って

平成27年３月２日(月)
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販売している卸店、そういう状況はどうなって

いるのかお尋ねします。

宮崎牛の指定○農政水産部長（緒方文彦君）

店数につきましては、現在、食肉販売店として

県内が138店、県外が158店、海外が３店で、合

わせて299店となっております。また、レストラ

ン等の飲食店は、県内が82店、県外が60店、海

外が19店の161店であり、全て合わせますと460

店となっております。

私が聞きたかったのは、そう○中野 明議員

いう個別の店じゃなくて、宮崎牛を卸として販

売しているような、もうちょっと大きい販売

店、卸店、こうことを聞きたかったんですけ

ど、まあいいです。

昔からそれはやっているんです。何店ふえ

た、大阪に何店。そこで本当にどのくらい使っ

たのかわかりません。ブランド使って 同じ―

経済連があって、要はブランドの使用をどれぐ

らい緩和して多く使わせるか、卸業者さんに。

そういうことも一回、いろいろ 佐賀なんか―

本当有名ですよ 検討していただきたいなと―

思います。

一応これで終わりますけど、最後に、今議会

が最後の部長さん方、長い間御苦労さまでし

た。第二の人生、頑張ってください。議員に出

られるのもいいですけど、退職金がなくなりま

すから。

以上で終わります。（拍手）

失礼しました。先ほど○知事（河野俊嗣君）

答弁の中で、食肉カット場を「高原町」という

ふうに申し上げましたが、私の勘違いでありま

して、「小林市」でありました。おわびして訂

正をさせていただきます。

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○押川修一郎副議長

開きます。

次は、井上紀代子議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従○井上紀代子議員

い一般質問をいたします。

今２月定例会の初日、知事より、２期目就任

の御挨拶と県政運営の基本姿勢、今後の４年間

の政策の提示をいただきました。私は、知事が

リーダーシップを発揮しつつ、「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」を目指して取り組まれる具体

的政策について大変共感を持ちました。ぜひ、

県民、市町村の力を基本として、政策の具現

化、実効性を追求していただくことを期待して

います。

さて、知事は、地方でしかできない宮崎らし

い真に豊かな暮らしの指針となる「豊かさの指

標化」を行うとされています。過去我が県に

は、総合地域指標、つまりＴＬＰ（トータルレ

ベル・オブ・プロビンス）があります。昭和49

年ごろのことです。昭和49年と50年にわたり、

県民の志向する意識の調査を大規模に実施した

とも書かれています。トータルレベル・オブ・

プロビンスとは、地域開発にはその評価が必要

であり、経済優先の時代には、ＧＮＰや所得水

準など物的計量による評価のみでその目的の大

半は達せられていたが、福祉社会実現のために

は、物的計量による所得のほか、自然環境や社

会環境など地域全体の総合的なよさも評価して

やることが必要である。総合指標とは、生活に

関連するあらゆる要素、例えば豊かさ、快適、

利便、安全、健康、文化等々、200余りものデー
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タを選び、金銭では捉えることのできない地域

の特徴や魅力をも計測しようとするもので、困

難な試みではありますが、専門家の指導も受け

て県独自の手法を開発して取り組んだとされて

います。我が県の先人に脱帽です。今回の「豊

かさの指標化」とはどのようなものを考えられ

ているのか、知事にお尋ねをいたします。

残りの質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

総合地域指標、いわゆるＴＬＰは、経済的な

豊かさだけでなく、県民生活のさまざまな側面

から地域の現状を総合的に評価することを目的

として開発された本県独自の指標ということで

あります。非常に先駆的で、学術的にも高度な

ものであったとして注目されたものと認識をし

ております。今、改めてこのような指標を見て

みますと、非常に先見性があり、意欲的な取り

組みだなと大変敬意を表するところでありま

す。

今回取り組もうとしております「豊かさの指

標化」につきましても、その目指すところは同

じところがあろうかと思っておりますが、一定

の経済的豊かさを達成した今の時代において

は、人々の価値観も多様化しているところであ

ります。今回提案をしました「豊かさの指標

化」におきましては、経済的な豊かさと、お金

にはかえられない価値が調和した新しい豊かさ

につきまして、例えば子育てのしやすさ、通勤

時間の短さといった暮らしやすさや、家庭での

団らん、文化や自然との触れ合いといったきず

なや心の豊かさなどにつながる項目を、わかり

やすい指標でお示ししたいと考えております。

このことにより、改めて県民の県政への関心と

協働の機運を高めるとともに、本県のすぐれた

点について幅広くアピールをしてまいりたいと

考えております。指標化の具体的な検討に当た

りましては、本県の財産である、こうした過去

の先駆的な取り組みの意義も踏まえつつ、さま

ざまな方々の御意見を伺いながら、内容の設計

を行ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

答弁、ありがとうございま○井上紀代子議員

した。

前回のオリンピック東京大会において、「神

話と伝説の国、日本のギリシャ宮崎」というタ

イトルを掲げて、宮崎が聖火リレーの起点と

なったことは、宮崎県の大切な歴史です。現

在、我が県では、記紀編さん1300年記念事業に

取り組む中から、地域にあるお祭りが復活して

おり、神話と伝説をたどる中から、県民の宮崎

県への知識欲に広がりが見られ、県民が語る神

話と伝説にパワーがあり、まだ地域間の格差は

あるものの、事業の成果を感じられるようにな

りました。2020年、オリンピック・パラリン

ピック東京大会が開催される年は、うれしいこ

とに記紀編さん1300年記念事業の集大成の年で

もあります。オリンピックは、西欧文明の発祥

の地、神話と伝説の国ギリシャのオリンピアが

出発点であり、神話と伝説の国、日本のギリ

シャ宮崎が聖火リレーの起点となることは、極

めて自然なことと思います。聖火リレー起点誘

致について、知事にお尋ねをいたします。

前回の東京大会におき○知事（河野俊嗣君）

まして、当時の県議会を初めとする県民一丸と

なった誘致活動の結果、宮崎が聖火リレーの起

点の一つとなったことは、本県の大切な歴史と

して、今後も引き継いでいかなければならない

貴重な財産であるというふうに考えておりま
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す。1964年９月10日、平和台公園をスタートし

たわけでありまして、私が生まれてから２日後

のことでありますので、非常にこれは重要な日

付であるわけでございますが、今回、東京大会

が開催される2020年は、記紀編さん1300年記念

事業の集大成ともなる国民文化祭の開催も検討

しておるところでございまして、宮崎の誇る歴

史、文化、伝統などを県内外に広く発信する絶

好の機会であると考えております。

特に、本県を聖火リレーの起点とすることに

つきましては、東京大会を見据えた地域活性化

策、アピール策の一つとして、私自身も昨年７

月に東京大会の組織委員会に直接出向くなど、

関係機関に対し、提案・要望を行っているとこ

ろであります。現時点において、大会組織委員

会などから聖火リレーの考え方は明示されてお

りません。また、当時の事情とは異なる中で、

聖火リレーのやり方もいろいろ変わってこよう

かと思いますが、いずれにせよ、引き続き情報

収集に努め、関係先への要請を行うとともに、

本県がそういう歴史を持っているんだというこ

とを、次回の聖火リレーにしっかり生かすよう

な形で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

前回の聖火リレーの起点に○井上紀代子議員

なった宮崎は、県民運動の広がりの中から、そ

ういうふうな起点になっていった。そしてま

た、黒木知事は実際アテネを訪ねて、日本のギ

リシャと言われる宮崎、まして本当にアテネと

そっくりな地域環境であったということを大変

喜んでおられたという記事を、私も読ませてい

ただいたことがありますが、ぜひ県民一丸と

なって聖火リレー、オリンピック・パラリン

ピックを楽しむためにも、うれしい出来事が起

こるよう知事の努力を期待したいと思っていま

す。

次に、文献によりますと、1969年（昭和44

年）、宮崎県は沿道修景美化条例を公布したと

あります。この沿道修景美化条例は、我が国で

第一号の自然環境保全条例です。この条例が公

布された昭和44年には、全国の都道府県には自

然公園法に基づく都道府県立公園を管理するた

めの自然公園条例だけが存在していて、開発に

伴う環境破壊の危機が迫っていたにもかかわら

ず、自然環境そのものを保全する条例はどこに

もなかったと書かれています。

また、この条例に先立って、昭和36年（1961

年）には屋外広告物条例を全面改定し、景観の

質を低下させるような屋外広告物を厳しく規制

する行政を始めています。「宮崎県立自然公園

条例」も公布し、昭和38年には、県内の各界階

層、地域を代表する人々の参加を得て、美しい

郷土づくり運動協議会を発足させ、民間レベル

での全県公園化運動を展開しています。昭和48

年には、自然環境保全法に根拠を置く「宮崎県

における自然環境の保護と創出に関する条例」

を制定するなど、自然保護行政には多面にわ

たって手厚い法的措置をとり続けてきましたと

あります。また、自治体の景観行政の歴史的系

譜をたどっていくと、宮崎県の景観行政の果た

した役割が大きいと記されています。

私としましては、このような先人の景観行政

に関する取り組みを強く誇りに思いますし、今

を生きる私たち県民がこの事実を確認し、宮崎

の力にしなければと考えています。知事の政策

提案に「沿道修景美化条例を発展的に継承し、

河川、海岸等を含めた新たな県土美化条例の制

定」とあり、大変興奮して受けとめたのです

が、今後、どのように美しい宮崎づくりを進め

ていかれるのか、お尋ねをいたします。
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御指摘の昭和44年に制○知事（河野俊嗣君）

定をされました「宮崎県沿道修景美化条例」

は、豊かな自然を生かした美しい県土づくりに

全国に先駆けて取り組んできたものでありまし

て、先人の皆様の先見性、高い志、その努力に

対し、敬意を表するものであります。

その後、景観に関する全国的な機運の高まり

から、平成16年に国が景観法を制定したことを

受けまして、本県も、「宮崎県景観形成基本方

針」を策定しまして、自然景観に加えて、都市

景観や農山漁村景観、あるいは歴史的、文化的

な景観等の保全・創出に、県民の皆様との協働

のもとに取り組んでまいりました。また、都市

公園も、１人当たりの面積全国第２位というよ

うな形での整備も進んでおるわけであります。

私は、こうした取り組みをさらに発展・継承

させていくことが、本県の「くらしの豊かさ日

本一」づくりにつながるものであり、さらに

は、おもてなしという観点から、宮崎の観光の

再興にもつながるものだと考えております。今

後は、市町村、関係団体とも連携をしながら、

こうした沿道修景美化条例の精神等をしっかり

と受け継いで、新たな県土美化条例の制定に向

けた検討を進めるなど、美しい宮崎づくりを進

めてまいりたいと考えております。

今までとは違う意味で、見○井上紀代子議員

て楽しんでいただける宮崎、他県とは違う宮崎

やはり業界にも若い人たちがどんどん育っ―

てきています。その若い人たちが描く宮崎県の

沿道修景というか、景観に視点を置いた、自分

たちの専門性を生かした提案とか、そういうも

のをぜひ受けていただけるといいなと思ってい

ます。県民一丸となった、景観行政に対する県

民運動的な動きができるといいなというのを、

私は希望しているところです。

次に、環境学習の成果というか、そういう意

味で、私は大変注目しています。県では、さま

ざまな環境学習に取り組んでおられるんです

が、中でも水辺環境学習については、市町村教

育委員会などと連携して、毎年2,500人ほどの子

供たちが参加をしています。この取り組みの中

で、特に私が評価するのは、水の透明度やにお

い、水生生物などの調査を、五感を使って自然

と触れ合いながら実施しているという点です。

ふだん、このような経験のない子供たちが経験

を積むことは、大変すばらしいことであると

思っています。また、ふるさと宮崎を実感する

ときでもあるというふうに思っています。この

水辺環境学習の取り組みを広げ充実させること

などで、本県の豊かな自然環境がもたらす住み

やすさをアピールすれば、地方創生に向け、県

が取り組む人口減少対策としての県内への移住

・定住化の促進につながるのではないかと考え

ております。そこで、水辺環境学習について今

後どのように充実させていくのか、環境森林部

長にお尋ねをいたします。

美しい森や○環境森林部長（徳永三夫君）

川、海などの豊かな自然環境は、本県の貴重な

財産であり、将来にしっかり引き継いでいく必

要があると考えております。このため、来年度

事業として本議会にお願いをしております、

「未来につなぐ水資源・水環境の保全推進啓発

事業」において、森林の働きを初めとする総合

的な環境学習を展開することとしており、その

中心となる五感を使った水辺環境学習について

は、河川上流域の水生生物等を新たに調査し、

子供たちや指導者が使いやすい教材の作成な

ど、さらに充実・強化したいと考えておりま

す。また、これまでの取り組みにおいて蓄積さ

れたデータを活用いたしまして、子供から大人
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まで触れ合えるふるさとの水辺情報として積極

的に発信し、本県の恵まれた自然と暮らしやす

さを県内外にＰＲしてまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、よろしくお願いした○井上紀代子議員

いと思います。絶対、注目される取り組みだと

いうふうに思っています。

次に、知事は、今回の知事選挙のときの政策

提案において、「人財づくり」を分野ごとの重

点施策の第一に掲げて、「未来を築いていくの

は子どもたちです。(中略)宮崎や日本の将来を

担う人財を育成します」と書かれています。共

感を持ってこの提案を読みました。人材は、あ

るゆる分野の発展基盤の根幹となるものであ

り、我が県の、我が国の将来の発展は人次第で

す。いかに人を育てるかにかかっています。そ

ういう意味では、人はまさに財、宝であると思

います。知事が「人財」と書きあらわされてい

ることに非常に共感します。

本県にも、後世に大きな影響を与えた、宝と

も言うべき先人が多々存在します。例えば、先

日、イタリアで肖像画が発見され、ニュースと

なった伊東マンショもその一人です。伊東マン

ショは、わずか13歳で天正遣欧使節の代表とし

てヨーロッパに渡り、滞在中には、スペイン国

王フェリペ２世や教皇グレゴリウス13世に謁見

し、８年後に日本に帰国する際には、印刷機、

楽器、観測機、海図等を持ち帰っています。我

が国の文化や技術の向上、また国際化を見据え

て、人民の幸せのために生涯をかけた偉人で

す。こうした先人を顕彰し、改めて広く県民に

知らせ、この先人の偉業、人物像を本県の人材

育成の資源として積極的に活用すべきと考えま

すが、知事のお考えをお尋ねいたします。

本県には、今御指摘の○知事（河野俊嗣君）

ありました伊東マンショを初め、世界を舞台に

活躍された小村寿太郎、高木兼寛など、多くの

偉人がいらっしゃるわけであります。その中で

も伊東マンショは、今御紹介がありましたよう

に、400年以上も前に、その若き年齢で幾多の苦

難を乗り越えてヨーロッパに渡り、天正遣欧少

年使節の首席正使として極めて重要な役割を果

たされたわけでありまして、まさに我が国の国

際交流の草分けとしての役割を果たされたわけ

であります。

御指摘にありました、本県の将来の発展、ま

た我が国の発展を考える上でも、人づくりが極

めて重要な取り組みであるということを考える

中で、重点施策として「人財づくり」を掲げて

おります。伊東マンショを初めとした郷土の偉

人の生き方というものは、時間や場所を越えて

人生の道しるべになるものと考えておるところ

でありまして、本県の心豊かでたくましい人財

をこれから育成していく上でも、特に青少年が

偉人について学ぶ機会というものを今後とも積

極的に設けてまいりたいと考えております。ま

た、地元西都市とも連携を図りながら、その顕

彰にもしっかり努めてまいりたいと考えており

ます。

本日は、顕彰会の会長であ○井上紀代子議員

ります押川修一郎副議長のもとに、私も質問を

続けているところでございます。

それでは、学校教育において、郷土の偉人で

ある伊東マンショの活用を推進すべきと考えま

すが、教育長のお考えはいかがでしょうか。

伊東マンショを初め○教育長（飛田 洋君）

とする郷土の偉人の業績や生き方を学ぶこと

は、子供たちの郷土への誇りや愛情を育み、生

き方を考えさせる上で大変重要なものであると

考えております。実は、教科書でも伊東マン



- 228 -

平成27年３月２日(月)

ショは取り上げられておりますが、本県では特

に詳しく学べるようにということで、小学校の

宮崎県版の社会科副読本や県教育委員会のホー

ムページでも教材を掲載し、教材を提供いたし

ております。それから、西都市では、小中学生

がマンショについて学ぶ時間を特設され、専門

家による出前授業などをなさっておりますが、

私も三財中学校で実際に見せていただきまし

た。引き込まれました。そのほか、代表の生徒

を平成遣欧少年使節として実際にローマへ派遣

する取り組みも行われております。伊東マン

ショの生き方は、あの時代にあって、国際化を

見据え、人々の幸せのために一生をささげられ

たものでありまして、まさにグローバル人材の

先駆けとも言えるものであります。このような

先人の生き方等について学ぶ機会の一層の充実

に努めてまいりたいと考えております。

西都市の子供さんたちが実○井上紀代子議員

際に行っているわけです。３年ごとだったりし

ているわけですが、それを送られている家族の

方も大変誇りにしておられて、今回、私が伊東

マンショのことについて取り上げると言いまし

たら、とても喜んでいただいて、逆に西都市が

行っているあの事業を今度はどう継承していく

かということも必要なのではないかというふう

に思っています。わざわざイタリアまで行くと

いうことは、人生においても本当のサプライズ

というか、出来事としては子供たちの心の中に

ずっとずっと自分のステータスとして残ってい

くものだというふうに思っておりますので、こ

れからも大切に引き継いでいければと思ってい

る次第です。

それでは次に、宮崎県市町村間連携支援基金

事業について、事業の目的とどのような事業に

活用できるのか、総合政策部長にお尋ねいたし

ます。

市町村間連○総合政策部長（橋本憲次郎君）

携支援基金事業は、人口減少や高齢化等により

地域を取り巻く環境が厳しさを増す中で、市町

村が広域で連携して活力を生み出す取り組みの

立ち上げを交付金により支援し、持続可能な地

域づくりの促進を図ることを目的としておりま

す。これまで16市町村による13事業を支援して

おり、小林市、えびの市、高原町による民泊を

利用した教育旅行誘致活動の強化を図る事業、

あるいは医療関連産業の新商品開発などを支援

する延岡市、日向市、門川町による事業など、

圏域の将来を見据えた各種の取り組みが進めら

れているところでございます。

私は、この事業に関して言○井上紀代子議員

えば、全く残念の一言なんです。もっと市町村

の皆さんが、これにがつっと食いついてきてく

ださるのかなと期待をしておりましたのに、と

ても残念でなりません。

人口減少に歯どめをかけるという地方創生の

取り組みは、各地域が、それぞれが持つ資源を

いかに活用するかという視点が重要だと、私は

思います。市町村の枠を超えて、広域的な視点

からその資源を有効に活用することができる本

事業のような取り組みは、地方創生にまさに

ぴったりのことだと思っています。一方で、各

地域は、自分たちが有する資源に気づかなかっ

たり、あるいはその生かし方について思いが及

ばなかったりする面があることも事実だと言わ

ざるを得ません。地方創生は、県と市町村が一

体となって取り組むことが重要であることに、

異論はないと思います。この事業についても、

地方創生「みやざきモデル」における市町村の

活気醸成、ビジネスチャンスに合致した県との

連携を深めるためにも、県からも、広域的なこ
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のような取り組みが有効ではないですかという

ように、積極的に市町村へプレゼンして、とも

に事業を構築していく等の取り組みが求められ

るのはないでしょうか。市町村側からの提案を

待つだけではなく、県からの積極的な働きかけ

によって、この事業の成果が一層高まること

を、私はもうこれ以上申しませんが、要望して

おきたいと思っています。

次に、県がフードビジネス振興構想を打ち出

して、はや２年が経過をいたしました。フード

ビジネス振興構想は、これまでの産地づくりを

核として、産地単位での６次産業化を進めよう

とするものです。これまでの予算説明や議会ご

との答弁等から、県のさまざまな取り組みにつ

いては御説明を受けておりますが、本県産業を

変えていくようなうねりのようなエネルギーと

か、時代の地平が変わるようなサプライズ感を

なかなか感じることができずに、取り組みには

至っていないのではと、私自身はそう思ってい

ます。新しいフードビジネスを創出していくた

めには、斬新なアイデアや技術を持つ人材を最

大限に生かし、支えていく必要があります。県

内には、国レベルで評価され、本県よりも他県

で活躍されている方々がいらっしゃいます。

知事は政策提案において、「人」の「財」と

書く「人財づくり」を提唱され、グローバル人

財やイノベーション人財を育成すると言われて

います。フードビジネスを振興するには、もっ

と宮崎のすぐれた人材に着目した取り組みを行

う必要があるのではと、私自身は危機感を持つ

ほど考えております。そこでまず、知事に伺い

ます。これまで２年間、フードビジネスを推進

し、一番手応えを感じている取り組みについ

て、また今後の発展方向をお伺いいたします。

フードビジネスは、本○知事（河野俊嗣君）

県の強みであります農水産物を核として、裾野

の広い食関連産業というものを成長産業化して

いこう、そして雇用の創出を図っていこうとい

う取り組みを進めておるところでありまし

て、10のプロジェクトを動かしたり、さらには

フードオープンラボなどの推進基盤を整備した

り、市町村においても、民間においても、さま

ざまな分野においてフードビジネス拡大の動き

が出始めているのではないかと考えておりま

す。

中でも、県産牛、宮崎牛の海外輸出が拡大を

した。昨年度は122トンで史上最高の取引だった

わけでありますし、本県畜産業の復興から成長

に向けた着実な成果ではないかと受けとめてお

ります。また今、地域経済循環ということも取

り組んでおるわけでありますが、昨年、宮崎県

経済連と霧島酒造、県との間で焼酎原料用加工

用米の生産と利用の拡大に関する協定を締結し

たところであります。これにより、ことしは加

工用米の生産量が飛躍的に増加をするなど、生

産と加工の連携、さらには原材料の県内調達の

拡大によりまして、地域の経済循環の輪が一層

太くなったものと考えております。

今後、一つ一つこうした成果を出していくと

いう中で、マーケットの需要を基本とした産地

の形成、また産地加工の推進を図りますととも

に、東アジアを初め、北米やＥＵなどの新たな

市場、またハラール食品など新たな需要もター

ゲットとしました「みやざきグローバル戦略」

の策定によります海外輸出の拡大も図ってまい

りたいと考えております。大事なのは、こうし

た生産、加工、販売を支えるフードビジネス人

材の育成でございまして、そういう長期的な視

点、また短期、中期的な成果もしっかり上げる

というふうに、計画的にこれからも取り組んで
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まいりたいと考えております。

平成25年11月議会でも御紹○井上紀代子議員

介いたしましたとおり、本県には、「奇跡の高

齢者ソフト食」として、国や大企業から高い評

価を受けておられる黒田留美子先生がいらっ

しゃいます。そこで、県はこの「高齢者ソフト

食」という宝を、フードビジネスとして今後ど

のように活用し、展開していこうとされている

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

県といた○商工観光労働部長（茂 雄二君）

しましては、今後成長が見込まれる高齢者向け

の食品開発について、市場への参入を目指す県

内企業に対しまして、専門のコーディネーター

やバイヤー等を招聘し、セミナーの開催や販路

開拓のためのマッチング会等を実施していると

ころであります。黒田氏におかれましても、県

内企業に対してソフト食の御指導をいただいた

実績があり、こういった各方面の専門家の方々

がお持ちの知識やノウハウを活用し、より競争

力のある商品開発につなげられるよう、関係機

関と連携し、本県食品産業の振興に取り組んで

まいりたいと考えております。

本年９月開催のミラノ国際○井上紀代子議員

博覧会は、万博としては初めて「食」をテーマ

としています。今後、我が国は世界の先頭を

切って超高齢社会に突入することになります。

黒田留美子先生は、高齢者の医療・介護の現場

で長年、食事を提供してこられました。その中

で、今でも普通に提供されています刻み食やミ

キサー食と言われるものを、少しでも安全で、

見た目も味もおいしいものにしていきたいとい

う考えから、試行錯誤の上、「高齢者ソフト

食」という新しいメニューを開発し、誤嚥性肺

炎の予防、低栄養状態の改善などの効果を上

げ、現在その普及に努められています。

さて、介護食というものは、欧米諸国には見

られず、我が国独特の食形態と言えます。欧米

では、普通の食事が食べられなくなったら死を

甘受するという文化があるからでしょうか。し

かし、世界各国が日本の後に超高齢社会を迎え

ることは間違いない事実です。日本がフロント

ランナーとして、食べる力が弱くなった高齢者

へ人生の最期まで安全でおいしいと思える食事

をつくり提供する食事のあり方を伝えること

は、意義深いことだと考えます。宮崎県には黒

田留美子さんというパイオニアがいらっしゃっ

て、厚生労働省も農林水産省も注目をしていま

す。このソフト食をミラノ国際博覧会の出展に

活用できないのか、知事にお尋ねをいたしま

す。

私もこのソフト食を試○知事（河野俊嗣君）

食させていただいたことがありますが、見た

目、食感、そして食べた味、それぞれいろんな

配慮がされているすばらしいものだ、大いに可

能性があるものだと受けとめておるところであ

ります。

今御指摘がありましたのは、ミラノ国際博覧

会における出展ということでありますが、今回

のミラノ万博におきましては、単なる出展にと

どまらない、県産品の輸出拡大につながる取り

組みを行うこととしており、本県の食のＰＲに

当たっては、輸出実績やその可能性のある企業

の食材や加工品を選定しているところでありま

す。高齢者向けソフト食につきましては、現時

点では、輸出に向けた県内企業の生産実績がな

いことから、ミラノ万博の出展に活用すること

は難しいと考えておりますが、冒頭申し上げま

したように、高齢者を対象とした「食」の提供

は、今後、大きな需要が見込まれるものと考え

ております。フードビジネス全体が、午前中も



- 231 -

平成27年３月２日(月)

議論がありましたけれども、伸び代をしっかり

埋めていくという取り組みがある中で、高齢者

の「食」というものは非常に大きなマーケッ

ト、可能性が広がっているというふうに考えて

おりますので、引き続き、関連産業の育成を図

る、また機会を捉えてそのＰＲにも努めてまい

りたいと考えております。

実は介護食は、農林水産省○井上紀代子議員

の試算によりますと、今、１兆5,000億円の市場

があると言われています。それを今度は世界に

ということになってくると、また違う意味での

市場の広がりがあるのではないかとも思われま

す。

続けて、食に着目をして、地域の特色を生か

した新たな産業づくり、雇用の場づくりを推進

するフードビジネスの取り組みは、国の地方創

生と考え方を一にするものです。しかしなが

ら、残念なことに、農林水産業の現場は、担い

手の減少とＴＰＰ協定交渉などによって年々疲

弊の度を増しています。農業を取り巻く環境が

厳しさを増す中であっても、やる気のある農家

を育てられる環境醸成が大切ですし、国の地方

創生を追い風に、一つ一つの案件を丁寧に支援

できる体制を整備することが重要だと考えてい

ます。そこで、フードビジネスの推進により農

業の現場がどのように変わったのか、今後どん

な対策を講じていく計画なのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

農業を核とし○農政水産部長（緒方文彦君）

たフードビジネスの推進によりまして、６次産

業化の認定数が九州トップの81件になるなど、

担い手の経営者としての意識改革が進みますと

ともに、食品加工企業とＪＡの部会や農業法人

との連携による、ホウレンソウなどの加工・業

務用野菜の産地化が着実に進んでおります。さ

らに、県香港事務所を設置したことで、現地企

業との密接な取引が可能となり、牛肉、カン

ショに続いて、本年度よりスイートピーの本格

的な輸出が始まり、農家の生産意欲も高まって

きております。県といたしましては、引き続

き、高い経営意識を持った人材の育成や、マー

ケットインによる契約取引等を拡大するととも

に、地域や産地が取り組む新しいビジネスの創

出を丁寧に支援することで、農家の所得向上に

つながるフードビジネスのさらなる推進を図る

ことといたしております。

人材育成という点からいっ○井上紀代子議員

て、農業高校において、企業や農業大学校と連

携を図りつつ、将来、起業家となるようなすぐ

れた農業人材を育成するための取り組みを、教

育委員会のほうはどのように考えておられるの

か、お伺いいたします。

会社などを創業でき○教育長（飛田 洋君）

るような起業家となれる農業人材を育成するた

めには、今まで以上に高い専門性を獲得させる

ことはもちろんですが、それに加え、経営感覚

を実践的に身につけさせる必要があると考えて

おります。そのため、県内の高校では、民間企

業と連携して、新商品、例えば宮崎牛すじコ

ロッケなどの商品を共同で開発したり、購買意

欲を高めるために、パッケージデザインについ

て専門家からアドバイスを受けたりする取り組

みを行っております。また、農業大学校との連

携も極めて有効であり、高校段階で、生徒に農

業のさまざまな魅力や可能性に気づかせ、基本

的な知識・技術を習得させた上で、農業大学校

で専門性をさらに高める、磨き上げることので

きる高大一貫した教育を計画いたしておりま

す。このような取り組みをさらに充実させ、本

県産業を支える経営感覚にすぐれた農業の担い
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手育成に努めてまいりたいと考えております。

ぜひ、強力なタッグを組ん○井上紀代子議員

でいただきたいと思っています。

次に、県立農業大学校における民間と連携し

た取り組みと今後の担い手育成について、農政

水産部長にお尋ねいたします。

県立農業大学○農政水産部長（緒方文彦君）

校におきましては、就農に自信と誇りを持てる

担い手の育成強化を目的として、先進農家等で

の実技研修に取り組んでいるところであります

が、来年度からは、最先端技術や大規模経営・

加工などに取り組む先駆的な農業法人と連携協

定を締結し、より高度な実践研修を展開しなが

ら、即戦力となる人材を育成してまいりたいと

考えております。また、就農後のフォローアッ

プ強化のため、本議会でお願いしております

「みやざき次世代農業トップランナー養成事

業」において、第一線で活躍する経営者等によ

る社長学やマーケティングなどを学ぶ養成塾を

開設し、本県の次世代農業を担うトップラン

ナーを育成してまいりたいと考えております。

フードビジネスは、地方創○井上紀代子議員

生の「みやざきモデル」の大きな大きな柱だと

私は思います。産業の育成と雇用の確保、ここ

を外しちゃ地方創生はないんです。フードビジ

ネス、ビジネスと言っているのはなぜかという

と、ビジネスチャンスをどうやって生かせるか

ということが大変重要なのではないでしょう

か。例えば私どもが知り得た情報、それをビジ

ネスに生かせるような力が私たちの中にあるか

どうかというのが今、試されているのではない

かというふうに思います。先ほど総合政策部長

にお尋ねしましたが、市町村間の連携もそうな

んです。観光の船が来る。では、その関連の市

町村はどうこれに向かっておもてなしができ

て、そして我が県のものを食べていただいて、

お土産に持って帰ってもらって、どうしていく

のかという、その敏感さが物すごく必要なん

じゃないかなというふうに実は思うわけです。

先ほど私は伊東マンショを取り上げました

が、バチカンと日本の国交ができてから70周

年、ことし、その記念すべき70周年になるわけ

です。そして、来年はイタリアと日本が国交を

結んで150周年ということになるわけです。駐日

イタリア大使館で、伊東マンショとかの天正遣

欧少年使節団を記念して、展示会とかディス

カッションが行われるわけです。知事がイタリ

ア・ミラノに行かれるということとか、そうい

うことも含めて、ではそれをどうやってビジネ

スチャンスとするのかということも、教育的に

してくださいと言った割には、そういうことば

かり言って恐縮なんですが、やはりそれも一つ

のチャンスとする、人と知り合うことの一つの

チャンスとするということは大変重要なのでは

ないでしょうか。

そして、黒田留美子さんは、後ろに企業が

いっぱいいるわけです。彼女についている企業

がいるわけです。その企業の人たちは、ミラノ

に実際行くんです。なのに、うちは、黒田さん

がいますねで終わりなんです。そこに、ビジネ

スチャンスにきちんと手が出せないというこの

鈍感さが、私には耐えられないわけです。宮崎

は、他県とは違うパイオニア的な発想を、景観

条例でもそうですが、持っているのは事実なん

です。私たちは南のほうの端っこにいるがゆえ

に、もっと違う意味で大きなものを持っている

ということですね。雪国の人たちは、雪かきを

して、洗濯物を外に干せない。宮崎は洗濯物を

冬の間も外に干せるわけです。そういうことも

含めて、全てが、一事が万事、私たちにはとて
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もチャンスだと思えてならないわけです。ある

意味、いろんな宮崎の中にあるものの一つ一つ

を丁寧に検証すると、そのことが如実に出てき

て、それを一つにまとめていく、そしてそれを

コーディネートするという人たちが出てこない

といけないと思うんです。

いわゆる高齢者ソフト食、あれは介護食とい

うくくりだけではだめなんです。障がい児をお

持ちのお母さんから、食べられないものが子供

の学校給食で出ていたという経過の中で、私が

今あるわけですけれども、食についてはやはり

真剣に考えていく必要があると思います。食べ

ないで死んじゃうというようなことは、私たち

はしてはいけないと思うんです。外国の人は日

本のおすしを見て、どんなに歯がない人でも歯

茎でもかめるというおすしを見たら、絶対びっ

くりすると思うんです。ただ決まった豆しか

持っていかないというふうに考えるから、アイ

デアがそこでとまるから、フードビジネス、ビ

ジネスにならないのではないかなと私は思いま

す。そういう意味では、もっとチャンスをきっ

ちりと生かせるような体制、その敏感さ、それ

を私は望みたいと思っています。

次に行きます。地域における高齢者の活躍の

場として、老人クラブの存在は大変重要だと思

いますが、加入率が低下をして、会員拡大が課

題となっています。会員拡大がなぜ課題になっ

ているかというと、地域の中にいる、個人情報

保護の関係もありますが、会員拡大、勧誘の手

だてというのが非常に狭いわけです。福祉保健

部長は、このことについてどのように今後対応

していかれるのか、会員確保は大変重要なこと

だと思いますが、お考えをお聞かせください。

老人クラブの○福祉保健部長（佐藤健司君）

会員確保は、非常に大きな地域課題であると考

えております。このため県では、平成27年度当

初予算案での新規事業として、「地域社会を支

える老人クラブづくり事業」をお願いいたして

おります。今後、この事業を推進する中で、会

員一人一人による地道な勧誘活動はもとよりで

ありますが、65歳、70歳、75歳といった節目節

目での再度の声かけ、繰り返しの勧誘を行うと

ともに、自治会や子ども会との防災訓練や農業

体験学習などの協働事業の実施、若手高齢者に

も魅力のある活動メニューの導入なども重要で

あると考えます。こうした老人クラブの会員確

保に向けたさらなる取り組みを支援してまいり

たいと考えております。

ぜひ、支援をよろしくお願○井上紀代子議員

いしておきます。

次に、戦争体験継承事業、戦後70年の不戦の

誓いといいますか、そのことについて私は強い

強い思いを持っておりまして、戦争体験継承事

業をどのように今後取り組んでいかれるのか、

福祉保健部長にお尋ねいたします。

戦争体験につ○福祉保健部長（佐藤健司君）

いては、私どもの世代は、親から家庭でよく聞

いていた経験があるかと思いますけれども、戦

争体験者の高齢化あるいは減少に伴いまして、

戦争の記憶の風化が懸念されます。戦後70年に

当たりまして、広く県民に、特に若い世代や子

供たちに戦争体験の継承を図り、平和のとうと

さを考えていただきたいと存じております。

具体的には、初めての取り組みであります

が、戦争体験者が小中学校を訪問し、子供たち

が直接体験を聞く機会を提供するとともに、広

く県内の小中学生から、平和に関する作文や絵

を募集します。また、ことしの８月には、県立

図書館において、子供たちから募集した作品の

発表・展示や、戦時中の写真・資料の展示を行
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うとともに、地元の声優による朗読劇の上演や

戦争体験の発表を行います。さらに、宮崎県平

和祈念資料展示室の出前展示と銘打って、召集

令状、千人針等の資料や、戦争体験談を収録し

たＤＶＤを、市町村や学校等に対して積極的に

貸し出すとともに、ホームページや広報等によ

り、戦後70年に関する啓発を行いたいと考えて

おります。

ぜひ、一過性でないものを○井上紀代子議員

願っておきたいと思っています。

次に、職場でのセクシュアルハラスメント及

びパワーハラスメントに関する相談窓口の設置

状況について、商工観光労働部長にお尋ねいた

します。

職場のセ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

クシュアルハラスメント及びパワーハラスメン

トに関する相談につきましては、県では、労働

相談を受け付ける宮崎、都城、延岡、日南の県

内４カ所の中小企業労働相談所で対応しており

ます。また、宮崎労働局や各労働基準監督署に

あります総合労働相談コーナーなどでも相談に

応じているところです。労働者一人一人が尊重

される働きやすい職場づくりは大変重要であり

ますので、今後とも、宮崎労働局や関係機関と

連携を図りながら、適切に対応してまいりたい

と考えております。

次に、セクシュアルハラス○井上紀代子議員

メントが起こりにくい職場の確保に向けた県庁

の職場環境の点検についてどうなっているの

か、総務部長にお尋ねをいたします。

職場におけるセク○総務部長（成合 修君）

シュアルハラスメントを防止するためには、職

員一人一人の意識の向上が大変重要でありま

す。このため、昨年12月に、新たにハラスメン

トに関する例示集を作成しまして、職員への周

知、注意喚起を行ったところでございます。昨

年の議員の強い御指摘を受け、徹底を図ったと

ころでございます。また、年末の服務通知とあ

わせて、服務規律について自己点検を行っても

らうチェックシートに、ハラスメントに関する

チェック項目を、例示集を踏まえまして、より

具体的に明示し、全職員にそれらを確認しても

らい、所属長に提出してもらうことで、職場環

境の状況を把握したところであります。今後と

も、セクシュアルハラスメントの防止に向け

て、職員の意識啓発にしっかり取り組むととも

に、一層の職場環境の改善に努めてまいりたい

と存じます。

性暴力被害者ワンストップ○井上紀代子議員

支援センターの検討状況について、総合政策部

長にお尋ねいたします。

性暴力被害○総合政策部長（橋本憲次郎君）

者の精神的・身体的負担を少しでも軽減し、そ

の回復を図るとともに、警察への届け出を促進

し、被害の潜在化を防止することは、大変重要

な課題であると考えております。このため、昨

年７月に、知事部局と県警察の関係課職員が合

同で、大阪府、愛知県、福岡県など５府県に赴

き、設置主体が民間、警察、行政など、それぞ

れ違うワンストップ支援センターの視察を行っ

たところでございます。そこで活動状況や抱え

ている課題を調査したところでございます。ま

た、その後、その調査結果を踏まえまして、数

回にわたり、関係部局で本県の現状の分析、本

県に設置するとした場合の設置形態や運営体制

のあり方、課題について検討を行っているとこ

ろでございます。

昨年の６月、私がこの問題○井上紀代子議員

を取り上げましたときは、まともに受けとめて

いただけるものかどうか、つらい思いをしなが
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ら質問をいたしました。その後、すぐに行動し

ていただいたことに、本当に感謝を申し上げた

いと思います。私は、職員の方から御説明を受

けたときも、涙なくしては聞くことができませ

んでした。本当にありがとうございます。もし

具体的なことが起こっていなくて、そういうも

のがなくて、何も起こっていなければ、こう

やって質問することはないんです。しなくても

いいんです。現実に起こり過ぎているから質問

をするわけです。そのことを強く受けとめてい

ただきたいと思っています。

私が６月に、悲しい思いをしながら、そうい

う事件に遭った彼女に寄り添ったときに 今―

現在その彼女は、せっかく口蹄疫からの復興の

ために自分の持てる力を最大限発揮して宮崎県

のふるさとのために役に立ちたいと思っていた

その彼女は、裁判することもなく、今回、宮崎

を後にすることになりました。とても残念でな

りません。やはり私どもは、そういうことを職

場の中で見逃してはいけないのではないかとい

うふうに強く強く思います。ただ、今回、この

結果がどのような形になるのかはまだまだ先々

のことだと思いますが、このように強く受けと

めていただいて、そして現実に、このことを少

し改善するための努力をしていただいたことに

は感謝申し上げたいと思っています。すぐメー

ルもさせてもらったんですが、彼女の傷はきっ

とこのくらいでは癒えることはないとは私も思

いますが、性被害に遭った人たちの一人一人の

思いが決して忘れられることなく、これからも

しっかりと、宮崎県民に起こったことについて

は宮崎県民全体で受けとめる力は持てるように

してまいりたいと思っています。

そしてまた、もう一つ申し上げれば、民間の

職場におけるセクシュアルハラスメント、パワ

ハラというのは物すごく大きな力が、大変な事

象が起きています。単なる職場の環境であると

いうふうに言ってしまうだけでは済まない問題

というのが多くありますので、具体的に今、担

当のところには提示をさせていただいておりま

すので、これも変えていただくように努力をし

ていただけたらと思っています。女性だけのほ

うに私も寄り添っているのではなく、男性も女

性も、セクハラもパワハラもあってはいけない

と私自身思っておりますので、まだまだ丁寧

に、この環境については取り組む必要があると

いうことは、私自身も自分に課している問題だ

と思っているところです。今回の取り組みにつ

きましては、お礼を申し上げたいと思っており

ますし、これからまだまだそういうことが起き

ないように注意をしつつ、皆様方とともに、本

当に暮らしやすい、働きやすい環境を持つこと

ができるような状況にしてまいりたいと思って

います。

最後の質問になりますが、「くらしの豊かさ

日本一」の実現に向けた知事の思いについて、

お伺いをいたしたいと思っています。

先ほどのフードビジネ○知事（河野俊嗣君）

スの一連の質問の中でも御指摘があったところ

でありますが、宮崎の食の魅力であったり、人

材、そういうすばらしいものを十分ビジネスと

して生かし切れていないのではないか、もっと

もっと貪欲にというような御指摘があったとこ

ろであります。宮崎は、食の魅力、それからも

ちろん豊かな自然であり、温かい県民性、人と

地域のきずな、さまざまな魅力があるわけでご

ざいまして、そうしたものを改めて県民が実感

をする、しっかり見詰め直す。そのために豊か

さの指標化なども取り組んでいるところであり

ますが、それとともに、それをしっかりと自分
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たちの強みとして外にアピールしていくこと、

いろんな宮崎の強みというものを、場合によっ

てはビジネスだとか、そういったところに発展

させていくことも大変重要であろうかと思って

おります。単に、宮崎は豊かだね、いいところ

だねということで自己満足に浸っているだけで

はいけないんだろうなと思っております。改め

てそのよさを見詰め直し、それをしっかりと生

かしていくこと、それが「くらしの豊かさ日本

一の宮崎」につながっていくというふうに考え

ておりますので、フードビジネスを初め、今、

女性問題等さまざまな御指摘もいただいたとこ

ろでありますが、暮らしやすさをしっかり追求

していくその取り組みを、私は先頭に立って進

めてまいりたいと考えております。

私は、記紀編さん1300年記○井上紀代子議員

念事業の追っかけみたいなことを、明治大学に

一番最初に行ってから、その後はより一層興味

を持って追求してきました。地域にお祭りがで

きたのも事実なんです。安久の興玉神社も今、

３年目で、神楽をやったりして地域に広がって

います。山下議員なんかはそこで鶏を焼いたり

していただいていて、私はその鶏をいただいて

食べたんですが、本当にいい事業としての広が

りがあると思います。

そういうことも含めて、豊かさの指標という

のは、この役割はあくまでも現状の評価分析で

あって、将来の目標を具体的に示すものではな

いというふうに思っています。だから、次の課

題としては、当然、分析に基づいて何をするべ

きかという政策への展開がされる必要があると

考えます。指標化による地域の評価は、その評

価の基準を県民の福祉に置いて、福祉の概念

を、広く県民の日々の暮らしにおけるトータル

な生活満足として捉えていくことを望んでいま

す。その後、次の展開として行うプロビンスミ

ニマムも、当然に県民の生活満足が基礎とな

り、県民の心、夢、期待など、県民意識をベー

スとした考え方であってほしいと願っていま

す。豊かさの指標化で、知事としては非常に強

い政策的な提言ができる、そしてまた、その提

言によって強い意思決定もできるのではないか

と思っています。県民と協働の「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」づくりに邁進していただきた

い、そういうふうに願っています。私も、とも

に全力で取り組む決意を述べて、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）

次は、星原透議員。○押川修一郎副議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○星原 透議員

一般質問をいたします。

知事は昨年12月の選挙で、多くの県民が４年

間の実績と今後に期待して、圧倒的な支持で２

期目の当選を果たされましたが、喜びと同時に

責任の重さを実感しておられることと思ってお

ります。

ところで、知事は、リーダーに求められるも

のは、目まぐるしく変化する社会経済情勢に対

応するためのビジョンを提示する構想力と、そ

れを力強く推進する実行力であると言われ、み

ずからが先頭に立ち、「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」を実現するため、人口減少などの新た

なテーマへの果敢な挑戦と迅速な決断を軸に、

県民に信頼される県政を推進すると力強く言わ

れております。知事は、県民に宮崎に住んでい

てよかったと実感していただけること、そして

それが将来にわたって持続していくことこそ

が、私に課せられた究極の使命であると言われ

ております。そこで、「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」の実現に向けて、この４年間でどのよ
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うな取り組みをしていかれるのか、数値目標も

含めて知事に伺います。

次に、地方創生について伺いますが、「まち

・ひと・しごと創生総合戦略」の中の主な施策

の一つに、地方への新しい人の流れをつくるた

めに、政府関係機関 独立行政法人等の関連―

機関を含む の中で、地方が目指す発展に資―

する機関について、地方公共団体からの首都機

能移転の要望等を踏まえて、2014年度内に各府

省庁が所管している研究機関、研修所等のリス

トを作成することになっております。2015年度

には、都道府県等は関係市町村の意見を踏ま

え、政府関係機関誘致の提案を行い、また「ま

ち・ひと・しごと創生本部」において、その必

要性や効果について検証した上で、移転すべき

機関を決定することになっております。2016年

度以降は、政府関係機関について、地方からの

提案を受ける形で地方への移転を進めること

が、地方への新しい人の流れをつくることに資

するとしております。そこで、地方創生の中

で、国の研究機関等の移転誘致についてどのよ

うに取り組んでいかれるのか、知事に伺いま

す。

以上で壇上からの質問を終わり、以下は質問

者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」の実

現に向けての取り組みについてであります。本

県の最重要課題の一つである人口減少につきま

して、成長産業の育成や雇用創出による若年層

の流出抑制、移住の促進、すぐれた子育て環境

にさらに磨きをかける少子化対策などに努めて

まいりたいと考えております。そのための４年

間の目標として、政策提案におきまして、食品

関連産業の生産額１兆5,000億円や、農業産出

額3,500億円、移住1,000世帯、また合計特殊出

生率1.8以上などの思い切った数字を掲げたとこ

ろでございます。さらに、「人財づくり」につ

きましては、グローバル人財の育成や、「みや

ざきビジネスアカデミー」の創設などによりま

す、これからの産業を担うイノベーション人財

の育成、また、「くらしづくり」については、

健康長寿日本一への挑戦や、地域包括ケアシス

テムの構築、自助・共助・公助による地域防災

活動への支援などに力を入れてまいりたいと考

えております。こうした取り組みを着実に進め

るため、今後策定します新しいアクションプラ

ンや、県の「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の検討の中で、より詳細な数値目標や施策

を定め、県民の皆様に県づくりの道筋をしっか

りと提示してまいりたいと考えております。

次に、国の研究機関等の移転誘致についてで

あります。人口減少を克服し、我が国の活力を

将来にわたって維持するためには、東京を中心

とした一極集中を解消し、都市から地方への人

の流れをつくることが大変重要であると考えて

おります。このため、「真の地方創生を実現す

る「みやざきモデル」」においても、政府機関

等の地方移転の推進を国に提言したところであ

ります。国におきましては、現在、国が所管す

る研究機関や研修所等を地方に移転する候補の

リストを作成されているということであります

が、本県の農林水産業のさらなる成長産業化や

地域関連企業等の技術力向上、経済活動の活発

化に資する研究機関等について、誘致を提案す

る方向で検討してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

ただいま答弁していただきま○星原 透議員

した数値目標が４年後に実現することと、政府
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関係機関の誘致に全力で取り組んでいただきま

すようお願いして、次の質問に移ります。

次に、認知症について伺います。

認知症は、アルツハイマー病や脳血管障害な

どが原因で発症する病気であり、脳の神経細胞

が死んでしまうことで記憶障害が起こり、徘回

や妄想などの症状が出て、年をとるごとに発症

のリスクが高まる特徴があるため、患者は高齢

者が多くなります。厚生労働省の推計によりま

すと、介護や支援が必要な認知症の65歳以上の

高齢者は、2012年で305万人、2025年には470万

人にふえるだろうとの見通しがなされておりま

す。また、介護保険制度を利用していない人な

ども含めた別の推計では、2012年時点で約462万

人、2025年には約700万人に上り、現時点でも65

歳以上の４人に１人が認知症と、その予備群に

なるとの計算がなされております。そこで、本

県に認知症の人はどれぐらいおられるのか、福

祉保健部長に伺います。

全国の65歳以○福祉保健部長（佐藤健司君）

上の人口に占める認知症高齢者数の推計値をも

とに推計しますと、県内における認知症の方

は、平成26年10月現在で約５万人となります。

今、県内に認知症の方が約５○星原 透議員

万人いるとのことです。そこで、認知症患者の

早期発見・早期治療に向けて、また本人や家族

に対する支援はどのように取り組まれておるの

か、福祉保健部長に伺います。

認知症の早期○福祉保健部長（佐藤健司君）

発見・早期対応のためには、相談しやすい体制

を整備するとともに、迅速な鑑別診断に基づ

き、適切に医療や介護の方針を決定することが

重要であります。このため、身近な市町村に設

置されている地域包括支援センターが相談窓口

となりまして、適切な医療機関の受診を勧める

とともに、早期発見・早期対応を担うかかりつ

け医が日常的な診療を行い、より専門性を必要

とする患者については認知症サポート医に相談

し、さらに状況に応じて県内３カ所の認知症疾

患医療センターを紹介するという体制としてお

ります。県におきましては、これらの体制整備

のため、地域包括支援センター職員やかかりつ

け医の研修の実施や、認知症疾患医療センター

の機能充実などに取り組んでいるところであり

ます。

次に、早期発見・早期治療に○星原 透議員

向けては、県内３カ所の認知症疾患医療セン

ターを紹介する体制にしていると、今の答弁で

ありました。そこで、認知症により行方や身元

がわからなくなる高齢者がふえているようです

が、不明者を早期に発見するために、県はどの

ような取り組みをしておられるのか、福祉保健

部長に伺います。

現在、行方不○福祉保健部長（佐藤健司君）

明の認知症高齢者の発見・保護体制につきまし

ては、市町村レベルで警察、消防、交通機関な

どとの連携のもとに、「徘徊高齢者ＳＯＳネッ

トワーク」が構築をされております。これに加

え、県では、県外も含めた広域的な体制を整備

する観点から、ことし１月に、各市町村・警察

署間の捜索協力の方法や、他県への情報提供の

方法などをルール化し、その周知を図ったとこ

ろです。今後は、これらのネットワーク等の円

滑な運用により、行方不明や身元不明となる認

知症高齢者の発見・保護が早期にできるよう、

市町村や警察等と一層連携してまいりたいと考

えております。

行方不明者や身元不明者とな○星原 透議員

る認知症高齢者の発見・保護ができるよう、市

町村や警察等と連携していくとのことで、安心
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したところでもあります。

ところで、政府は、認知症対策の拡充に向け

た新たな認知症施策推進総合戦略のポイントと

して、容態に応じた適切な医療・介護の提供、

介護者への支援、本人や家族の視点の重視な

ど、７つの柱を掲げております。そこで、政府

の新たな認知症施策推進総合戦略は、認知症の

症状が出始めたときの支援に力点を置いている

のが特徴のようですが、この戦略を受けて、県

はどのように取り組んでいかれるのか、福祉保

健部長に伺います。

国の認知症施○福祉保健部長（佐藤健司君）

策推進総合戦略におきましては、認知症の初期

の段階では、診断を受けても必ずしもまだ介護

が必要な状態にはなく、むしろ本人が求める今

後の生活に係るさまざまなサポートが十分でな

いとの声を踏まえまして、認知症の方が必要と

感じていることについて、今後、実態調査を行

うことになっております。調査の詳細はまだ明

らかになっておりませんが、県といたしまして

は、認知症の方やその家族の相談窓口となりま

す「認知症地域支援推進員」や、早期診断・早

期対応に向けた初期の支援を行う「認知症初期

集中支援チーム」について、全ての市町村への

設置を促進し、初期段階の認知症の方に効果的

な支援が行えるよう、市町村と連携して取り組

んでまいりたいと考えております。

答弁で、認知症の方やその家○星原 透議員

族の相談窓口となる「認知症地域支援推進員」

や、早期診断・早期対応に向けた初期の支援を

行う「認知症初期集中支援チーム」を、全ての

市町村への設置を促進し、初期段階の認知症の

方に効果的な支援が行えるよう、市町村と連携

して取り組むとのことですが、よろしくお願い

をいたしておきます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略の現状

と課題について伺います。

我が国は、本格的な人口減少、高齢化社会を

迎え、消費需要が冷え込む中、地域の経済や産

業の将来を考えた場合、グローバル社会への対

応や、国際的な競争に勝ち抜いていくための競

争力の強化が求められております。そこで、本

県経済・産業の浮揚のためには、富裕層、中間

層が増大しているアジアの活力を取り込んでい

くことが重要であります。これまで、県内企業

や関係団体と県が一体になって、「東アジアに

開かれ、東アジアとともに成長するみやざき」

を目指して、平成24年度から28年度の５年間

を、戦略の推進期間として取り組まれていると

ころであります。この事業も３年が過ぎようと

しておりますが、これまでの成果や課題を総括

して、今後２年間で残された課題をいかに実現

していくかを考える時期だと思っております。

そこで、台湾、韓国、香港の定期便の現状と課

題について、総合政策部長に伺います。

韓国のソウ○総合政策部長（橋本憲次郎君）

ル線は、円安や冬期のゴルフ需要増大等によ

り、外国人利用者が昨年から20％増加、全体の

搭乗率は６％上昇し、67％と高い数値になって

おります。また、台湾の台北線では、円安に加

え、増便効果等により、日本人、外国人、とも

に利用者が昨年から大幅に増加し、全体の利用

者は1.4倍、搭乗率も69％となるなど、両路線と

も好調な現状にございます。なお一層の安定運

航のためには、双方向の利用が必要ですので、

今後とも積極的に利用促進を図ってまいりたい

と考えております。

また、香港線につきましては、３月28日の就

航に向け準備を進めておりますが、就航後は安

定的な運航が図られますよう、路線の周知や利

平成27年３月２日(月)
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用促進等に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ソウル線と台北線の両路線と○星原 透議員

も好調とのことで、ほっとしておりますが、今

後とも双方向の利用促進に努力していただきま

すよう、お願いをしておきます。

次に、国際定期便における日本人利用者の実

態と送客対策について、総合政策部長にお伺い

します。

ソウル線の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

日本人利用者は、外交問題等の影響から減少

し、全体の約２割となっているところでござい

ます。台北線では、増便効果等により利用者全

体は増加しているものの、日本人の利用者は全

体の約４割と、外国人と比較してまだ少ないと

いう現状にございます。

そのため、県や民間企業等で構成する宮崎空

港振興協議会で、官民を挙げて送客対策に取り

組んでいるところでございます。具体的には、

国際定期便の認知度向上を図るため、ラッピン

グバスやマスメディアを活用したＰＲ、大型

ショッピングセンターでのイベント、各種団体

へのセールス活動等を行っているところでござ

います。また、団体利用者や修学旅行等の交流

事業、ビジネス活動等に補助するとともに、修

学旅行のセミナーや現地調査等を実施すること

で、県民の国際交流を促進し、国際定期便の利

用を図っているところでございます。

今、答弁いただきました。今○星原 透議員

後とも、これまで以上に送客対策に取り組んで

いただき、県民の国際交流を促進していただき

ますよう要望しておきます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略におけ

る観光誘致の現状と課題について、また今後、

より一層、誘客促進を図るためにどのように対

応していかれるのか、商工観光労働部長に伺い

ます。

東アジア○商工観光労働部長（茂 雄二君）

戦略では、韓国、台湾、香港、中国からの外国

人宿泊客数を、平成21年の約４万4,000人から平

成28年度には10万人にすることを目標に取り組

んできたところであります。こうした中、平

成25年時点で、韓国が約６万5,000人、台湾が約

２万7,000人、香港が約7,000人となるなど、既

に10万人の目標を達成しておりますことから、

さらなる上積みに向けて、本県の認知度向上対

策などに取り組んでいるところです。

また、本県は、団体旅行者に比べ、個人の旅

行者が少ないことが課題でありますので、外国

人旅行者が個人でも移動・滞在しやすい環境の

整備が必要であると考えております。このた

め、公共交通機関を活用した２次交通対策や買

い物環境の充実、観光地におけるＷｉ－Ｆｉ整

備等を強化し、東アジア等からの一層の誘客促

進に取り組んでまいりたいと考えております。

ただいま答弁で、平成28年度○星原 透議員

までに外国人宿泊数を10万人にするとの目標に

取り組まれたところ、25年時点で目標を達成し

たとのことでありますが、より一層の誘客促進

に取り組んでいただきますよう、お願いしてお

きます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略を推進

する方策の一つとして、相手国の人口や経済規

模などが同程度の地域との間に姉妹都市を結

び、職員同士の人事交流に取り組むことによ

り、人脈の拡大や、生活習慣、経済、文化、ス

ポーツ等の交流についての調査や情報収集をす

ることにより、理解を深めることができると考

えております。そこで、みやざき東アジア経済

交流戦略を推進するためには、姉妹都市協定を
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締結し、職員の人事交流などに積極的に取り組

む必要があると考えますが、総合政策部長に伺

います。

現在、県で○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、定期航空便開設の国・地域を中心として、

青少年の交流、民間交流の促進、物産フェアの

開催や学術交流など、多様な事業を実施すると

ともに、人材交流という意味では、知事みずか

らソウル市長、台湾の彰化県知事、新竹市長と

会談するなど、トップ同士の人脈づくりにも取

り組んできたところでございます。また、民間

におきましても、スポーツや経済、文化など、

幅広い分野でさまざまな交流が広がってきてい

るというふうに認識しているところでございま

す。今後とも、このような幅広い分野において

交流の積み重ねに取り組むとともに、より一層

交流を深める観点から、これまでの交流実績を

踏まえ、まずはスポーツや文化、経済など、分

野を特定した連携協定の締結に取り組んでまい

りたいと考えております。さらに、その成果を

踏まえながら、今御指摘がありましたような姉

妹都市協定の締結、またはそれに基づく職員の

人事交流についても検討していきたいと考えて

おります。

私は、みやざき東アジア経済○星原 透議員

交流戦略に本気で取り組む覚悟であれば、姉妹

都市協定の締結をして、職員の人事交流などに

積極的に取り組まないと成果は出ないと考えて

おります。一日も早くその日が訪れることをお

願いしておきます。

次に、学校同士の教育・文化交流について伺

います。例えば、姉妹都市を結んだ相手国の地

域の小・中・高校と宮崎の学校同士の交流を通

じて、学校教育の違いや語学の勉強、歴史や文

化・スポーツ交流などにより、国際感覚や国際

的な視野を広げることにより、人間としての幅

や人格形成の面で大きな影響、成果を得ること

ができると考えております。

実は、都城市のスポーツ少年団の野球チーム

は、台湾の新竹県の中山小学校と野球を通して

の交流を始めて、ことしで５年目を迎えます。

これまでの４年間の交流を通して、お互いに信

頼関係が生まれたことで、ことしから、中山小

学校と都城市内の小学校との学校同士の交流を

始める準備をしております。小さな活動が始ま

るところですが、このような活動を通して、さ

らに国際交流を深めていきたいと考えておりま

す。そこで、学校同士の国際交流が子供たちに

与える影響や効果等について、教育長に伺いま

す。

学校同士の国際交流○教育長（飛田 洋君）

は、本県につきましては、小学校ではハワイの

小学校と相互交流を行ったり、中学校ではシン

ガポールや韓国の中学校とホームステイを交互

に行ったりしている学校がございます。また、

県立高校では、韓国の高校と何と10年近くにわ

たって相互訪問を行っている学校があるほか、

海外修学旅行を実施している学校は、そのほと

んどが現地の高校と交流を行っております。

御質問で御紹介いただきました、今回の都城

みたいに長期にわたるプランは、県立高校でも

今そういうことを模索している学校があるんで

すが、そういう一過性でない息の長い交流で

は、学校や地域同士が信頼ときずなを深め合う

中で、子供たちが国を越えて思いやり、尊重し

合うことにつながり、グローバル社会を生きて

いく上で求められる資質や態度を養うなどの効

果が一層期待できるものと考えております。

子供たちを中心にして、学校○星原 透議員

や地域同士が信頼ときずなを深め、息の長い交
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流を続けることは、これからのグローバル社会

を生き抜いていく上で役立つことが多いと考え

ておりますので、県内の多くの学校で、国際交

流に向けた取り組みが始まることを期待してお

ります。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略の成果

や課題についての総括と、今後、海外との経済

交流をどのように展開しようと考えておられる

のか、知事に伺います。

みやざき東アジア経済○知事（河野俊嗣君）

交流戦略につきましては、農産物の輸出額の増

加を初め、香港との航空路線の開設や外国人宿

泊客数の増加など、目に見える形で成果があら

われているものかなと、手応えも感じておると

ころでございます。

また今、議員の御紹介にありましたように、

スポーツでの交流、さらには合唱などの文化の

面での交流なども進んでおるところですし、例

えば、台湾の音楽学校の先生がストリート音楽

際に参加をしていただいたりとか、韓国とは博

物館同士の交流など、そういう意味での裾野も

広がっておるかなということを感じておるとこ

ろであります。

一方で、海外との経済交流をさらに拡大する

ためには、ターゲットを明確にし、重点的かつ

集中的な取り組みを行うとともに、現地の政府

機関や経済界の要人との人的なつながりを一層

強化することが課題であると認識しておりま

す。さらに、これに加えて、宮崎単独での交流

というものにも一定の限界があるわけでありま

して、南九州で、もしくは九州全体での観光、

もしくは物産の輸出等に取り組むということ、

そういう視点も、これからますます重要になっ

てこようかと考えております。このため、来年

度の組織改正におきまして、国際部門を商工観

光労働部に一元化しまして、経済交流と人的交

流をより戦略的に推進するための体制整備を図

ることとしております。

今後は、みやざきグローバル戦略を策定いた

しまして、東アジアを初め、欧米などの新たな

エリアも対象としてまいりたいと考えておりま

すが、そうはいっても、あれもこれもと手を広

げるわけにもいきませんので、しっかりとター

ゲットとなる国や取り組み内容の絞り込みを図

りながら、私みずから先頭に立って、トップ

セールスや人的交流の拡大などに努めてまいり

たいと考えております。

宮崎の顔であります知事の○星原 透議員

トップセールスに期待を申し上げます。

次に、観光振興について伺います。

観光振興策の基本の一つは、県内に県外・海

外から多くの観光客を誘客し、宮崎の自然や人

情、おいしい新鮮な県産食材の提供や宿泊者数

をふやすことで、本県経済に大きな効果が期待

できると考えております。そこで、宮崎の観光

と経済・雇用を活性化させるために、統合型リ

ゾート（ＩＲ）が考えられます。ＩＲ推進法案

は、昨年末の衆議院の解散総選挙で廃案となり

ましたが、今国会に再提出が予定されておりま

す。そこで、知事が本県に統合型リゾート（Ｉ

Ｒ）を積極的に誘致する考えであれば、県民に

対し、取り組みの内容等について説明と理解を

してもらう必要があろうかと思っております。

ところで、読売新聞の２月19日の報道により

ますと、政府は、カジノを中核とした統合型リ

ゾート（ＩＲ）について、全国各地域の20カ所

以上が名乗りを上げていた中から候補地とし

て、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クまでに、横浜市と大阪市の２カ所で開業を目

指す方針を固めたと報じております。これまで



- 243 -

平成27年３月２日(月)

も統合型リゾート（ＩＲ）についての質問をし

てきましたが、横浜と大阪が候補地である旨の

報道がなされるなど、新たな動きが出てきてお

り、本県も、より積極的に取り組む必要がある

と思いますが、知事の考えを改めて伺います。

カジノを含みます統合○知事（河野俊嗣君）

型リゾート、いわゆるＩＲにつきましては、現

在、県内の民間団体などと連携をしながら、国

の区域認定を視野に入れまして、情報収集など

に努めているところであります。今後、国会で

のＩＲ推進法案の成立後に、具体的な検討が進

むものと受けとめておるところでございます。

私としても、選挙のときに掲げた政策提案に

おきまして、「地域資源を生かした地方都市な

らではの統合型リゾートの整備を目指す」と明

記をしたところでありまして、あくまでも健全

性や安全性を確保する制度上の措置がなされる

ことが前提ということでございますが、前向き

に検討してまいりたいと考えております。

ただいま答弁で、２期目に向○星原 透議員

けた政策提案において、地域資源を生かした地

方都市ならではの統合型リゾートを目指すと明

言され、前向きに検討をしてまいりたいとのこ

とであります。

そこで、統合型リゾート（ＩＲ）をめぐって

は、超党派の国際観光産業振興議員連盟が、今

国会にＩＲ推進法案として再提出するようであ

ります。宮崎はリゾート法指定第一号であり、

今回、もしＩＲ推進法案が成立するようであれ

ば、宮崎を地方モデルの統合型リゾート（Ｉ

Ｒ）の第一号に指定してもらうための誘致活動

が必要だと考えております。そこで、制度設計

等の検討を行う国に対し、本県に見合う地方型

ＩＲが制度化されるよう積極的な働きかけをす

べきだと思いますが、知事の考えをお伺いいた

します。

国が目指すＩＲ（統合○知事（河野俊嗣君）

型リゾート）のあり方がどのようなものかとい

うのは、ＩＲ推進法案の成立後、実施法案の制

定に向けて、そのような段階で明らかになって

くるものと考えております。県としましては、

ギャンブル依存症など弊害への手だてが十分盛

り込まれた制度設計がなされることを前提に、

地方の観光資源を生かした統合型リゾートが対

象とされ、地方の財政や経済、観光浮揚に貢献

できる内容となることが重要であろうかと考え

ております。

カジノに期待するいろんな御意見がある中

で、カジノは決して打ち出の小づちではないわ

けでありまして、さまざまな弊害というものに

どういうふうに対処するのか、そして、それを

それぞれの地域で、都市型もあろうし、地方型

もあろうかと思いますが、どのように受けとめ

て、どのように地域の経済の中に位置づけてい

くのか、そういう議論が大変重要であろうかと

思います。このため、これまで以上に、国にお

けるそういう動きの情報収集に力を入れますと

ともに、県内でも情報を交換し、意見交換をさ

らに重ね、国の制度が不十分な場合には本県か

らも積極的な提言をする、そのような姿勢で取

り組んでまいりたいと考えております。

今、知事は積極的に提言して○星原 透議員

いくということでありましたので、大いに期待

を申し上げたいと思います。

次に、林業問題について伺います。

宮崎県の林業は、戦後の拡大造林により造成

された豊富な森林資源が伐期を迎え、杉素材生

産量が23年連続して日本一を記録しておりま

す。最近は、木質バイオマス原材料やアジアを

中心とした原木輸出の拡大など、原木の需要が
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高まり、再造林に対する意欲が感じられ、再造

林面積も徐々に増加してきております。

このような中、森林整備事業の造林補助金が

減額になると聞いておりますが、造林補助金減

額は、再造林を行う森林所有者には負担金の増

加となり、伐採跡地への再造林意欲が低下する

おそれがあります。県の目指す循環型林業を阻

害する要因にもなると危惧しております。ま

た、地元森林組合では森林所有者に対し、既に

植えつけ作業について減額前の補助金で説明

し、作業も始まっており、現場は戸惑っている

ようであります。そこで、森林整備事業におけ

る造林補助金の減額の動きがあるようですが、

急な減額は再造林に支障を来すと考えられるた

め、従来と同じ補助金を維持することはできな

いのか、環境森林部長に伺います。

国の森林整備○環境森林部長（徳永三夫君）

当初予算が年々厳しくなる中で、先般の補正予

算において本県への配分がなかったことから、

来年度の事業実施が大変厳しい状況にあるとい

うふうに認識をしております。このため現在、

国に対して、本県の林業を取り巻く実情等を十

分説明し、予算配分について強く求めていると

ころでございます。また、限られた予算の中

で、今後増加する造林事業量をカバーするため

には、低コスト化は避けて通れないことから、

森林組合等に対して、コスト縮減策を提案し、

理解を求めているところでありますが、今後、

国の予算配分状況を踏まえまして、現場の影響

が可能な限り緩和できるよう関係者と協議し、

対応してまいりたいと考えております。

造林補助金減額の影響は、造○星原 透議員

林を促進することに逆行してしまうことにな

り、苗木生産の増産体制への取り組みについて

も弊害になると考えますので、造林補助金の維

持を強く要望しておきます。

次に、私の地元都城は、畜産を主体にした農

畜産業が盛んな地域であります。畜産農家に

とって今後大きな悩みの一つになりそうなの

が、大型の肥育牛農家や養鶏業者、豚や酪農家

などが利用するおが粉の問題であります。木質

バイオマス発電が近隣で稼働し、私の地元でも

計画話があり、また中国を中心とした原木丸太

の輸出も拡大してきております。これまでおが

粉を利用してきた畜産農家の皆さんは、価格の

上昇とともに、安定しておが粉を利用できるか

どうかを心配しております。そこで、最近の畜

産用おが粉の現状について、環境森林部長と農

政水産部長にお伺いいたします。

畜産敷料とし○環境森林部長（徳永三夫君）

てのおが粉は、専門業者が丸太などを購入して

製造するものと、製材工場で製材をひく際に副

次的に生産されるものがございます。御質問に

ありましたとおり、主に価格が上昇しておりま

すのは、生産量の全体の３割を占めるおが粉専

門業者が生産するもので、木質バイオマス発電

施設の稼働等によりまして、原料が値上がりす

る一方で、製品への価格転嫁が十分にしにくい

ことから、生産量も減少していると伺っており

ます。また、残りの７割は製材工場で副次的に

生産されており、今後、製材量の増加が見込ま

れますことや、木質バイオマス発電の燃料とし

ては適さないことから、引き続き継続的な供給

が可能と考えております。このため、農政水産

部と連携をいたしまして、製材工場等に対し、

今後とも安定的に供給する旨の協力依頼を行っ

たほか、現在実施しております生産量や流通な

どの実態調査を踏まえまして、適切な供給に向

けた対策を検討してまいりたいと考えておりま

す。
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畜産農家にお○農政水産部長（緒方文彦君）

けるおが粉の利用につきましては、現在、肉用

牛肥育やブロイラーを初め、全ての畜種で家畜

の保温やふん尿の吸着材のための敷料として広

く利用されております。御指摘のように、地域

によって、価格の上昇や入手しにくいなどの状

況が出てきていると聞いておりまして、このよ

うな状況が進みますと、畜産経営にとって大き

な影響が出るのではないかと懸念しているとこ

ろであります。このため、環境森林部と連携し

て、実態把握や製材業界に対するおが粉確保に

ついての協力要請を行っておりますが、今後さ

らに、各地域の実態把握を進め、流通状況を注

視しながら、必要な量が確保されるよう努めて

まいりたいと考えております。

両部がしっかり連携をして、○星原 透議員

適切な供給に向けた対策と、必要な量が確保さ

れるよう努力していただきますよう、要望をい

たしておきます。

次に、教育問題について伺います。

昨年の４月に実施された全国学力・学習状況

調査（全国学力テスト、小６・中３対象）の結

果についてですが、47都道府県教育委員会のう

ち約３割に当たる14教委が市町村別の結果を公

表し、そのうち７教委が教科ごとの平均正答率

も公表したことを、文部科学省が12月９日に発

表しております。14教委は、公表の同意を得た

市町村の結果を公表しています。このうち、教

科ごとの平均正答率を公表したのは、北海道、

埼玉、岡山、広島、愛媛、福岡、大分の７道県

教委であり、茨城、新潟、石川、長野、三重、

長崎、鹿児島の７県教委は、教科ごとに全国平

均を上回ったかどうかを記号で示し、また学力

向上につながった取り組み事例を文章で公表し

ております。そこで、本年度の全国学力・学習

状況調査の結果について、本県が市町村別の結

果を公表しなかった理由を、教育長に伺いま

す。

全国学力調査結果に○教育長（飛田 洋君）

ついては、序列化や過度な競争につながらない

ような配慮から、昨年度まで、都道府県が市町

村名を明らかにした公表は行わないようにと、

国が定めておりました。しかし、本年度からで

ございますが、市町村の同意が得られた場合に

限り、一定の条件のもとで公表が可能となりま

した。このようなことから、結果を公表するか

どうかについて、改めて市町村の意向をお聞き

しながら、慎重に検討してきました。これま

で、さまざまな弊害についての議論が、国にお

いても地方においてもなされてきた状況もあ

り、もう少し時間をかけて慎重に対応したいと

いうことから、本年度は市町村別の結果を公表

しないことといたしました。しかしながら、県

として説明責任を果たすために、県全体や教育

事務所ごとの課題を把握し、学力向上の取り組

みを充実させることを念頭に置いて、県全体と

教育事務所ごとの状況について、県として公表

を行ってきたところであります。

今、教育長のほうから答弁が○星原 透議員

あったわけですが、学力向上の取り組みを充実

させることを念頭に、県全体と教育事務所ごと

の状況については公表したとのことでありま

す。

そこで、全国及び県内での順位にこだわる必

要はないという考え方や、いろいろな意見が出

ておりますが、全国共通の問題によるテストは

これしかないので、順位にこだわるなという考

えの人も含めて、日常の学校教育を振り返り、

それを次の教育にどのように生かしていくのか

という意味においても、私は十分に価値がある
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と思います。そこで、学力向上に向けては、全

国学力・学習状況調査の結果を生かすことや、

学校と家庭がしっかりと連携・協力することが

大事だと考えますが、教育長に伺います。

全国学力・学習状況○教育長（飛田 洋君）

調査は、国の施策の改善、それから学校におけ

る教育指導の充実や学習状況の改善などに役立

てることなどを目的としており、学力向上に結

びついてこそ意味があると考えております。実

際に学力を向上させるためには、調査結果の分

析をしっかり行い、児童生徒の状況を十分に把

握し、学力向上に向けて、それぞれの学校で工

夫改善を図りながら、できなかったところをで

きるようにする、そう指導することが何より大

切であると考えております。また、学校での学

びと同時に、家庭においても、宿題をしている

かとか、あるいは朝食をちゃんと食べているか

など、学習習慣や生活習慣を身につけさせるこ

とが学力向上には大切であり、学校と家庭が連

携協力しながら、学力向上に積極的に取り組ん

でいくことが大切であると考えております。

次に、秋田県では、全国学力○星原 透議員

調査の開始以来、教員がみずからほとんどの学

校で答案用紙をコピーして、直接、採点し、結

果を分析しながら、指導改善に生かし続けてい

るということであります。その取り組みの積み

重ねが、毎年、良好な成績と結果を残している

と考えますが、これまでの秋田県の学力向上に

向けての取り組みについてどのように思われて

いるのか、教育長に伺います。

ただいま議員が御紹○教育長（飛田 洋君）

介いただきました取り組みのような先進県の実

践を、本県の学力向上にしっかりと生かしてい

くことが大切であると考えております。そこ

で、全国学力調査で高い成果を上げている秋田

県や福井県など先進県に、宮崎県の教育委員会

の職員や現場の教職員を派遣して、本県に取り

入れ、生かすために、先進県の行政や学校現場

での具体的な取り組みについて調査研究を行い

ました。その調査で得た、特に効果的な取り組

みや参考になる実践については、現在、県内の

各学校へ普及を図っているところでございま

す。また、先進県に派遣した教職員は、教育現

場で核となり、その成果を実践に生かしており

ますし、県教育委員会の職員は、先進県の事例

をもとに授業の研究会などで指導助言を行って

おります。

次に、本県の学力向上に向け○星原 透議員

てのこれまでの取り組みと今後の取り組みにつ

いて、教育長に伺います。

本県のそれぞれの小○教育長（飛田 洋君）

中学校では、学力調査などの結果から課題を把

握し、どう課題を解決していくかというプラン

である改善計画書を作成して、対策を進めてお

ります。県教育委員会では、その計画書をもと

に学校訪問等を行い、具体的な指導を行ってい

るところであります。また、学力向上には家庭

の協力も欠かせないことから、県で全国学力調

査結果の本県の傾向を分析し、学力を伸ばすた

めのポイントをまとめた「みやざき学びのすす

め」というパンフレットを、小中学生がいる全

ての家庭に配付し、学校と家庭が一つになって

取り組む体制を整えているところであります。

今後加えていく取り組みですが、今年度より学

校や地域を指定して効果的な学習指導のあり方

について研究を行っておりまして、その成果を

全ての小中学校に普及するなど、積極的に学力

向上対策に努めてまいります。

今、教育長の答弁の中で、今○星原 透議員

年度より学校や地域を指定し、効果的な学習指
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導のあり方について研究して、その成果を全て

の小中学校に普及し、一層の学力向上対策を進

めるということでありますが、やはり子供たち

の学力が向上するには、先生方の指導能力のレ

ベルアップも非常に大事だというふうに思って

おりますので、この点についても、さらに努力

いただきますよう、お願いをしておきます。

終わりに、投票率向上についてですが、本県

でも期日前投票の活用を工夫すべき時期に来て

いると考えます。期日前投票制度は2003年に創

設され、選挙当日に投票に行けない有権者が、

事前に投票できる制度であります。投票所は、

各市町村に少なくとも１カ所の設置が義務づけ

られており、２カ所目以降は設置する数や時間

などに特に制限はないため、自治体ごとにさま

ざまな取り組みがなされております。全国にお

いては、投票率の向上を狙っていろいろな工夫

がなされており、若年層の投票を促すために、

松山市では愛媛大学と松山大学に期日前投票所

を設置、長野県中野市ではスーパーに投票所を

設置、また松本市ではＪＲ松本駅構内に投票所

を設けるなどの事例がふえてきております。こ

のように投票率アップのために、通勤通学や買

い物のついでに投票できる方法や、期日前投票

所まで無料バスを走らせたりするなど、投票に

対する利便性を高めるための工夫をする自治体

の取り組みがふえてきております。

実は、県議会議員選挙の都城市の投票率は、

８年前が50.97％、４年前が42.97％、私は今回

は40％を切るのではないかと危惧しておりま

す。そこで、本県でも、若年層や投票に行きに

くい高齢者の投票率向上に向けた対策として、

スーパーや大学などに期日前投票所を設置する

ことや、交通が不便な地域へ、日時を設定して

巡回バスや期日前投票所を設置するなど、投票

率向上に向けた新たな取り組みの検討が必要で

あると考えますが、選挙管理委員長にお伺いし

ます。

近年、国政○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

選挙、地方選挙を通じまして、投票率が低下傾

向にありますことから、投票しやすい環境を整

備していくことは大変重要なことだと考えてお

ります。スーパーや大学などに期日前投票所を

設置することにつきましては、施設の協力を得

ることはもとより、二重投票防止のため、選挙

人の投票状況を随時確認できるネットワーク環

境の整備が必要となることなど、技術的な課題

もございます。県選挙管理委員会では、施設へ

の協力要請を行うなど、投開票事務を担当する

市町村選挙管理委員会の後方支援となる取り組

みを行っているところでありまして、技術的な

課題につきましても、他県における先進的な事

例等を参考にしながら、助言等を行ってまいり

たいと考えております。また、交通が不便な地

域へ順番に短時間の期日前投票所を設けたり、

期日前投票の一定期間等にコミュニティバスの

運賃を無料にするなど、そういった取り組みを

県内で行っている自治体もございますので、各

地域の実情に応じた投票環境の整備、投票率向

上の取り組みにつきまして、引き続き市町村選

挙管理委員会と連携を図りながら、検討してま

いりたいと考えております。

今、選管委員長のほうから話○星原 透議員

がありました。これから市町村の選管と協議を

進めるということでありますが、近年の選挙は

大体50％を切っているのが現状であります。せ

めて60％以上ぐらいの投票率にするためにはど

んな方策があるか、しっかり検討して、早期に

解決方法を見つけてもらえばありがたい、その

ように思うところであります。
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以上で私の一般質問の全てを終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○押川修一郎副議長

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。

本日はこれで散会をいたします。

午後２時49分散会


