
６月18日（木）
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◎ 一般質問

○中野 明副議長 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、有

岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 皆様、おは

ようございます。愛みやざきの有岡です。きょ

うは多くの皆様方が傍聴に来ていただいていま

すが、ぜひ議会での会話を持って帰っていただ

きまして、話題としていただければありがたい

と思っております。また、昨日は、70年ぶりの

改革として改正公選法成立、18歳以上から選挙

権が適用されるという大きな変革がございまし

た。また、本県においても、皆様御承知のよう

に「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」、きょ

うはあいにくの天気ではございますが、天候だ

けじゃなくて、宮崎の温かい人柄や豊かな食材

をコンセプトにしている「日本（にっぽん）の

ひなた宮崎県」でございます。明るく質問して

まいります。よろしくお願いいたします。

今回の質問は、県広報紙６月号で紹介されま

した、宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」やアクションプランの役割を念頭に質問し

てまいります。特に、本年７月策定予定のアク

ションプランの役割は、「宮崎県のこれから進

むべき道筋を示し、県や市町村、企業や民間団

体、そして、県民一人ひとりが連携・協働し

て、自らの役割を果たしていくための「県民共

有の指針」となるものです。計画実現のため、

県民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたし

ます」と広報されています。そこで、長期ビ

ジョンなど県民の理解を得るためには、わかり

やすい目標であり、将来の宮崎に対し夢を語れ

る・共有できるものとしなければなりません。

また、今回の補正予算の中で、知事特別枠とし

て、21の事業、約４億円が計上されました。こ

れは、若手職員の皆さんが知事に直接提案し、

査定されたと伺っております。今回計上され

た21の事業にも期待をしながら、私も21の質問

を通告しております。明快なる答弁を期待し、

知事の政治姿勢について、まず３件お伺いいた

します。

まず１件目は、知事の使命についてでありま

す。選挙における投票率の低下など、県政に対

する県民の関心は年々薄れております。どれだ

けの県民の皆さんが、未来を築く新しい「ゆた

かさ」への挑戦を、「県民共有の指針」として

理解し、８つの長期戦略と戦略目標を共有でき

るのか、ともに行動できるのかが大きな課題で

あります。そこで、トップリーダーである知事

の強いメッセージが県民に届くことが知事の使

命と考えますが、知事の御所見をお伺いいたし

ます。

次に、限られた予算の中で、全てのことを毎

年同じように取り組むことには限界がありま

す。私は、よく「背骨が大切だ」という表現を

いたします。まず、柱となる目標を明確にする

ことで、わかりやすく県民共有の目標として挑

戦することができると考えます。そこで、県政

において知事が最も力を入れて取り組むべき課

題について、お伺いいたします。

次に、知事の政策提案にあります「文化・ス

ポーツ局」の設置について、御所見をお伺いい

たします。私は、宮崎県の今後の成長戦略とし

て、さらに一歩踏み込んで「文化観光スポーツ

部」と進めるほうが、本県の実情に合うと考え

ますが、知事の御所見をお伺いいたします。

平成27年６月18日(木)
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次に、質問事項の２、ＴＰＰについてであり

ます。

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）やＴｉＳＡ

（新サービス貿易協定）―これは、2013年６

月から交渉が公式に始まった貿易協定で、欧州

連合を各国１国とすれば、日本を含む50カ国が

参加し、協議が定期的に開催されていながら、

情報は全く報道されていません。ＴＰＰを初

め、必要な情報の開示がなされない現状では、

一部のグローバル大企業や多国籍企業の利益、

いわば利己主義のために、国民の健康リスクが

高まり、本県の生活環境にまで大きな影響が懸

念されています。情報が閉ざされ、県民の不安

が広がる中で、ＴＰＰに対しての知事の考えを

お伺いいたします。

以上、登壇の質問を終わり、質問者席より再

質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、知事の使命についてであります。私が

考えます知事の使命は、本県の進むべき方向に

ついて、社会経済情勢を踏まえた明確なビジョ

ンを提示し、みずから先頭に立ち、一つ一つ誠

実に力強く実行することによって、信頼される

県政を実現することであります。私は、中山間

地域を初めとした県内各地を回る中で、地域の

基幹産業の担い手不足、地域福祉や医療の厳し

い状況、社会資本の整備の要望など、人口減少

に直面している地域の切実な声を伺ってまいり

ました。一方で、本県の豊かな自然や文化、温

かい県民性、さらには、芽吹きつつある成長産

業、整備が進む交通インフラなど、発展に向け

た大きな可能性にも手応えを感じているところ

であります。このような本県の現状を踏まえな

がら、知事就任以来の政治姿勢であります「徹

底した現場主義」と「対話と協働」を通じて、

県民の皆さんとともに、活力にあふれた「みや

ざき新時代」を切り開き、「くらしの豊かさ日

本一の宮崎」の実現を目指してまいりたいと考

えております。

次に、最も力を入れて取り組むべき課題につ

いてであります。私の目指す「くらしの豊かさ

日本一の宮崎」とは、経済的な豊かさと、本県

ならではの「人と人とのつながり」や「自然の

中でのゆったりした時間の流れ」といった、お

金にかえられない価値との両方が調和し、心豊

かに暮らせる社会であります。その実現に向け

て、取り組むべき課題は山積しておりますが、

特に人口減少問題については、今まさに正面か

ら向き合い、克服していかなくてはならない大

きな課題と認識しております。このため、若い

世代が県内で働けるような成長産業の育成及び

雇用の確保、誰もが希望に応じて子供を生み育

てられる子育て環境の充実、さらには、県外か

らの移住促進や観光誘客による交流人口の増加

など、人口減少問題の克服に向けて、県の施策

を総動員し、県民の皆さんにその成果を実感し

ていただけるよう努めてまいります。

次に、文化・スポーツ振興局についてであり

ます。文化やスポーツというものは、我々の生

活を潤いのある豊かなものとし、元気・活力を

与えてくれるものであります。私の政策提案に

おきましては、2020年のオリンピック・パラリ

ンピック東京大会や、同年に開催を要望してお

ります国民文化祭等を見据え、文化・スポーツ

を本県の誇る貴重な資源として捉え、その価値

を県づくりに生かし、本県のさらなる魅力向上

を図るという理念のもとに、これを総合的に推

進するための方策として、文化・スポーツ振興

局の設置を提案したところであります。文化・



- 76 -

平成27年６月18日(木)

スポーツの振興は、県民生活の充実や地域の活

性化、さらには、観光を中心とした産業振興な

ど、多様な効果が期待できるところでありま

す。組織のあり方として、他県においては、観

光も含めた組織で推進している例もあると承知

しております。今後は、そうした事例等もよく

研究しながら、本県の実情を踏まえ、どのよう

な推進体制が最も効果的で効率的か、十分検討

してまいりたいと考えております。

最後に、ＴＰＰについてであります。

ＴＰＰ協定は、広く産業経済や国民生活全体

にかかわるものであり、１次産業を基幹産業と

する本県にとりまして、畜産を初めとする農林

水産業のみならず、地域経済全体への大きな影

響が懸念されるところであります。こうしたこ

とから、国に対し、衆参両院の決議を踏まえた

交渉と、国民の不安の払拭に向けた十分な情報

提供、また、ＴＰＰ協定交渉の行方にかかわら

ず、農林水産業が将来にわたって持続的に発展

していけるよう、総合的な対策を講じるよう求

めてきたところであります。引き続き、国にお

いては、こうした地方の懸念を十分に踏まえ、

国益を損なうことのないよう、粘り強く交渉に

当たっていただきたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま知事の使命として、

人口減少問題に正面から向き合うという強い思

いやＴＰＰへの考えをお伺いいたしました。今

月21日は父の日です。宮崎県民の父として、胸

を張って立ち向かう知事の姿に県民は賛同し、

みんなが目標に向かって一歩踏み出すことが大

切でございます。１人の100歩よりも100人の１

歩と言われるように、県民が動き出すための旗

振り役が知事の使命の一つであり、我々も議員

として役割を自覚し、美しい宮崎の自然を生か

した「ゆたかさ」への挑戦に、一歩一歩邁進し

たいと考えております。

次に、ＴＰＰについて農政水産部長にお伺い

いたします。

昨年12月にユネスコの無形文化財に登録され

た「和食」ですが、喜んでばかりはいられませ

ん。これは、「危機に瀕している文化の保護と

継承を図ること」が登録の意図だそうです。危

機に瀕しているという言葉、現代の私たちが伝

統食である和食をおろそかにしているあらわれ

です。そこで、和食を見直すとともに、正しい

食のあり方、体も心も健康になれる食に対し、

我が宮崎県の安全・安心な農産物を生産するこ

とは、社会情勢の大きな変化の中でも生き残れ

る大切な取り組みです。消費者が求める本県の

取り組みについて、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、食

の安全・安心を確保するため、農産物の生産か

ら流通・消費の各段階において、さまざまな対

策を講じているところであります。中でも、生

産場面におきましては、現在、土づくりや施肥

改善等を基礎に、天敵等も活用した作物の総合

的管理により、化学肥料や化学農薬を削減す

る、いわゆる宮崎方式ＩＣＭを推進するととも

に、全国トップクラスの残留農薬検査システム

を活用した、安全・安心な農産物の産地づくり

に取り組んでいるところであります。県といた

しましては、今後さらに、宮崎方式ＩＣＭの普

及を促進するとともに、残留農薬分析技術のさ

らなる向上を図るなど、安全・安心な生産体制

の確立により、本県農産物の競争力強化に努め

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひ、安全・安心な宮崎の農

産物ということで、しっかりと取り組んでいた

だくとともに、ヨーロッパあたりの話を聞きま
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すと、やはり有機野菜が食べたいというニーズ

が強いようです。これから宮崎の農業が発展す

るためにも、安全・安心な農産物をつくってい

ただくことを、また指導いただくことをお願い

申し上げまして、次の質問へと移りたいと思い

ます。

次の質問は３番になりますが、職員の育成に

ついて総務部長にお伺いします。

今回の補正予算の中で、現場に近い職員の提

案を具現化することは、若手職員のチャレンジ

精神の高揚となり、キャリアデザインにおいて

も意義深いものでございます。今回の知事枠の

予算は、そういった意味で大変貴重なものだと

考えております。宮崎県のシンクタンクである

県職員の皆さんに対し、今後どのような人材育

成に取り組んでいかれるのか、お伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 県職員の人材育成

につきましては、今後目指すべき職員像を明ら

かにいたしました「宮崎県人材育成基本方針」

に基づきまして、職員の成長段階に応じた計画

的なジョブローテーションの実施など、職員一

人一人の個性や適性を重視した、人を育てる人

事管理を基本に、職場研修や自己啓発を推進し

ながら、意欲と能力にあふれた職員の育成に取

り組んでいるところでございます。先ほど議員

のほうから御質問のございました、予算編成に

おける今回の知事特別枠の採択でございます

が、お話にありましたように、若手職員が施策

の実現に向けて知事と直接意見交換をし、その

柔軟で豊かな発想や意見を施策に反映させるこ

とで、特に若手職員の政策形成能力や士気の向

上につながるのではないかと考えております。

今後とも、このようなさまざまな工夫をしなが

ら、将来の県政を担う若手職員の育成に努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま宮崎県人材育成基本

方針ということが紹介されましたが、平成24年

度から取り組んでいらっしゃるということで、

これが職員の中に浸透することによって、自分

が専門性を高めていくための方針ができると期

待しております。

また、もう一つの視点でお話ししますが、県

の総合計画の一つに人財育成戦略があります。

将来の夢や目標を持ち、職業や生き方を考えて

いる中学３年生の割合100％を目標にしておりま

す。これは、若い世代だけが持つ夢ではござい

ませんで、職員の皆様方、我々もそうですが、

大きな夢を持つ、そして常に夢に向かって継続

していく、こういう姿が必要だと思っていま

す。そういった意味では、職員の皆様方にも、

仕事を通じて、また県庁という職場の未来像を

常に追いかけながら、夢を持って取り組んでい

ただくことを期待し、また、そういった人材育

成基本方針の中で、職員の方がしっかりとした

仕事をしていただける環境を整えていただくこ

とを期待し、ぜひ職場でも夢を語っていただき

たい、そう思っております。

次に、マイナンバー制度について総合政策部

長にお伺いいたします。

日本年金機構は６月１日、職員の端末に届い

た外部からのウイルスメールによる不正アクセ

スによって、約125万件の個人情報が流出したと

発表しました。今回の日本年金機構の情報漏え

い事件から我々が得られる教訓として、マイナ

ンバー制度が始まる今こそ、運用する県におい

ても安全管理措置が求められますが、どのよう

な安全対策の準備を行っているのか、お伺いい

たします。

○総合政策部長（茂 雄二君） マイナンバー



- 78 -

平成27年６月18日(木)

制度の安全管理措置につきましては、国のガイ

ドラインに基づきまして準備を進めているとこ

ろであります。具体的には、各関係所属におき

まして、マイナンバーを取り扱う業務について

の事前評価を実施しているところでありまし

て、この中で、システムの運用方法や電子媒体

の管理方法、職員への教育など、組織的、人

的、物理的、技術的な安全管理措置につきまし

ても検討を行っております。また、従来から、

内部監査や定期的な職員向け研修などを通じま

して、全庁的に情報セキュリティー意識の向上

に努めてきたところでありますが、マイナンバ

ー制度の開始も見据え、さらにその徹底を図っ

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま説明していただきま

したように、安全管理措置として、組織的、人

的、物理的、技術的な、それぞれの分野があり

ますけれども、これは常に取り組まなきゃいけ

ないという意味で、いわば国の防衛や防災対策

と同じように終わりのない対策でありますが、

今できることを今やる、そして常在危機という

考え方で今後とも取り組んでいただくことを、

県民の立場からお願いいたします。

次に、再度、総合政策部長に、ＮＰＯ法人育

成についてお伺いいたします。

非営利団体であります「鳴子の米プロジェク

ト」を御存じでしょうか。これは、行政の職員

と連携し、目の前で衰退していく米づくりを地

域独自の力で再生しようと始め、米づくりを農

家だけの問題にせず、観光地鳴子に欠かせない

田園風景を生み出す地域の営みと捉え、地域全

体で支えていく取り組みを、ＮＰＯ法人であり

ます「鳴子の米プロジェクト」が行っておりま

す。この取り組みは、我々宮崎県においても、

環境を守るために、考え方としては大変共有で

きる部分ではないかと思っております。そう

いった意味では、さまざまなＮＰＯ法人の組織

がございますが、これから宮崎県におきまして

も、このようなＮＰＯ法人を育てていくことが

急務であり、また大切な取り組みであると考え

ております。そこでお尋ねしますが、平成24年

３月に県税条例が改正された、ＮＰＯ法人に係

る個人県民税の寄附金控除制度の概要と対象と

なる法人数について、お伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ＮＰＯ法人

が、特定非営利活動促進法、いわゆるＮＰＯ法

に規定する一定の基準を満たしますと、認定Ｎ

ＰＯ法人になることができまして、この法人へ

の寄附者は税制の優遇を受けることができま

す。議員御質問の個人県民税の寄附金控除制度

は、認定ＮＰＯ法人に対し個人が寄附をした場

合、上限はありますが、その寄附額の2,000円を

超える部分に４％を乗じた額が翌年度の個人県

民税から税額控除されるというものでありま

す。なお、その対象となる県内の認定ＮＰＯ法

人数は、現在３法人であります。

○有岡浩一議員 今、３法人というお話もござ

いましたが、今後、育てていかなきゃいけない

ということで、再度部長にお尋ねします。ＮＰ

Ｏ法人の育成に、県としてどのような取り組み

を推進していかれるのか、具体的な答弁をお願

いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ＮＰＯ法人

は、地域における社会貢献活動や多様な住民ニ

ーズに応える公益活動の担い手としての重要な

役割が期待されております。このため県では、

ＮＰＯ法人の設立や運営に関する相談、企画力

向上のための研修などの支援を行っているとこ

ろであります。また、財政基盤の弱いＮＰＯ法

人が多いという現状を踏まえ、今回の補正予算
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でお願いしております「協働による明日のみや

ざきづくり推進事業」におきまして、ＮＰＯ法

人の財政基盤強化のための制度について検討を

行うとともに、寄附文化の醸成にも取り組んで

まいりたいと考えているところであります。今

後とも、こうした取り組みを通じて、県民に支

持されるＮＰＯ法人の育成に努めてまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 今、部長のほうから答弁いた

だきましたが、宮崎県民の県民性もあるんで

しょうが、寄附文化の醸成という言葉がござい

ました。他県で行われているプロスポーツのサ

ポーター制、こういった地域もございますが、

みんなで育てていくんだ、みんなの大切な組織

だというふうな、県民に支持されるＮＰＯ法

人、こういったものをどう育てていくのか、財

政基盤の弱いＮＰＯ法人がたくさんある中で、

地域になくてはならないんだ、行政任せだけで

はこれから伸びないんだということを、しっか

りと県民の皆様方に理解いただきながら、それ

ぞれの分野で頑張っていらっしゃるＮＰＯ法人

の指導育成というのを、今後とも続けていただ

きたいと思っております。

それでは、質問事項の６に入ります。障がい

者虐待について福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

昨日も山下議員のほうから、この質問がござ

いました。また重複するかもしれませんが、お

尋ねいたします。山口県下関の施設において虐

待が放置されていたことは、大変な驚きであ

り、どこでも起こり得る可能性があると危惧す

る事案であります。そこで、私は、いろんな方

にお話を聞きに行ってまいりました。それぞれ

の立場での御意見がございましたが、幾つか紹

介いたします。

まず、聞き取りをする場合に、職員や施設長

に聞き取るだけではなく、利用者、要するに虐

待を受けた側から聞き取る力、スキルとしての

聞ける力が必要だというお話でした。これは、

なかなかそういった部分を話してくれない利用

者に対して、どうやってその実態を聞くか、聞

くだけの力をつける、そういう担当者のスキル

も必要だというお話がございました。また、利

用者側の話になりますが、身近なところにピア

カウンセリングなど仲間が集まり、常に話がで

きる場が必要だ、そういったお話もございまし

た。そういうさまざまな課題が見えてまいりま

した。そこでまず、県内における障がい者虐待

の現状について、福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい者への

虐待につきましては、虐待を行った者により３

つの類型に分類されておりまして、まず、家族

や親族などの養護者によるもの、２つ目といた

しまして、障がい者福祉サービス事業所等に勤

務している者によるもの、３つ目として、障が

いのある方を雇用している事業主などによるも

のとなっております。平成25年度の障がい者虐

待の状況を３つの類型ごとに申し上げますと、

まず、養護者によるものといたしまして、市町

村が受理した通報・届け出件数は60件で、う

ち21件を虐待と認定しております。次に、事業

所等に勤務している者によるものについては、

通報・届け出件数は15件でありまして、うち５

件を虐待と認定しております。また、事業主等

によるものは、通報・届け出件数は10件で、う

ち２件を虐待と認定しているところでございま

す。

○有岡浩一議員 今報告いただいた数字につき

ましては、県のホームページでも紹介されてお
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りますが、家族や親族、さらには障がい者施

設、勤務地、こういった３つのパターンが考え

られるわけです。先ほど申し上げたように、家

庭でも話せない、職場でも話せない、施設でも

話せない、そういう子供たち、利用者がいらっ

しゃるということで、ピアカウンセリングとい

う言葉を使いますが、そういった皆さんが集

まって、本音で話して、心を開ける場所をつ

くっていく。これも場合によっては、今後のＮ

ＰＯ法人の育成の取り組みとして必要な分野か

なと思っております。そういった意味では、そ

ういう相談を受ける場がない今の現状におきま

して、本県において虐待に関する相談体制が大

切だということは重々わかっているわけです

が、まず、本県における相談体制はどうなって

いるのか、再度お尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい者虐待

に関する相談は、通報・届け出を含みますけれ

ども、障害者虐待防止法に基づきまして、市町

村に設置する市町村障害者虐待防止センターが

応じることとされております。一方、県におき

ましては、同じ法律に基づき、宮崎県障がい者

権利擁護センターを設置しておりまして、障が

いのある方を雇用している事業主等による虐待

に関する通報・届け出を受理しているほか、広

く、障がいのある方やその御家族などからの虐

待に関する相談に応じたり、また、虐待防止に

関する広報・啓発にも取り組んでいるところで

ございます。今後とも、市町村などの関係機関

との連携を十分図りながら、虐待に関する相談

に対して的確で速やかな対応ができるよう取り

組んでまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ただいま県の取り組みについ

て説明いただきましたし、市町村におきまして

も、そういう相談窓口があると。そうすると、

なかなかその窓口までたどり着かないという現

状もあるのかなと思っておりますが、そういっ

た意味では、教育が大切だと思っております。

いろいろな意見をお聞きした中でアドバイスい

ただいたのは、教育の場で、自分の権利を守

る、例えば虐待を受けたときにはおかしいと言

える、そういう教育が必要だと。身体的な虐

待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト（放

任）と経済的虐待、そういったものがあるんだ

ということを、ぜひ教育の現場でも伝えていた

だきたい。そういったときに、子供たち、利用

者が権利を主張できるような教育が必要だとい

うお話がございました。

それと、もう一つ。これは難しい判断ではご

ざいますが、卒業の際、就労だけがゴールでは

ない、就労することが全てではないんだ、その

子の持っている可能性を伸ばすためには就労し

かないということでこういった問題を伏せるの

ではなくて、いろんな可能性があるということ

を、周りの親、大人が見守っていくことが、こ

ういった事案を解決するためにも必要だという

アドバイスをいただきましたので、御紹介させ

ていただきます。

それでは次に、環境森林部長に多彩な森林づ

くりについてお伺いいたします。

多彩な森林づくりとして幾つものパターンが

ございます。例えば、針葉樹や広葉樹が混交し

た林地施業や複層林施業、小面積分散伐採とい

うようなこと、いろんなパターンがございます

が、私は前回の質問の中で、このような質問を

いたしました。「林業事業体に対する伐採現場

の指導状況について伺いたい。また、速やかな

再造林を進めていくための伐採後の指導にどの

ように取り組んでいるのか」という質問をいた

しました。当時の部長の答弁は、「伐採後の適
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正な造林の実施や伐採によって災害が生じない

よう、林地保全に配慮した作業が重要であると

考えている。そこで、現場に伐採届け出済みを

示す旗の設置の義務づけなど、監視体制を強化

し、再造林を行うよう指導してまいりたい」と

いう答弁がございました。

また、再質問の中で、「地域の実情に応じた

森林施業をどのように進めていくのか」と。宮

崎でも、県北と県央、県南それぞれの地域に

よって現場が違います。特に県央地区のように

小規模な地域においては、「認定林業事業体と

一体となって施業の集約化や効率的な森林施業

を重点的に推進するなど、山元への利益還元を

重視したきめ細かな普及指導に取り組んでいき

たい」というふうなことで答弁をいただきまし

た。

しかし、私自身が現場に行ってみますと、林

地残材がそのまま放置されたり、その後の植栽

ができるような状況じゃない、そういう山が多

々あります。そういった意味では、ぜひ環境森

林部に考えていただきたいこととしまして、先

ほど申し上げた認定林業事業体―こういう研

修を受けたり、山を守るために必要だという認

識を持った事業体―が生かされていないん

じゃないかと危惧するんですが、再度お尋ねし

ます。林業事業体を認定する制度があって、そ

の概要はどのようになっているのか、実態をま

ずお尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 認定林業事業

体の制度につきましては、法律に基づき、林業

事業体が技術者の養成や雇用の安定化などを内

容とする計画を策定しまして、これを県が審査

して認定するものでございまして、現在、県内

で121の事業体が認定されているところでござい

ます。さらに、県独自の取り組みとしまして、

認定林業事業体の中から、比較的規模が大き

く、さらに環境に配慮した適切な伐採や搬出な

どに取り組んでいるところを中核認定林業事業

体とする制度も設けてございます。現在19の事

業体が認定されている状況でございます。県で

は、こういった認定林業事業体の実施します先

進地研修ですとか広報活動などへの支援を行っ

ていまして、今後とも、こういった優良な林業

事業体の育成強化を図ってまいりたいと考えて

いるところであります。

○有岡浩一議員 ただいま121の事業体が認定を

受けているというお話でしたし、また、中核認

定林業事業体が19あると。この多くの事業体が

どう生かされているのか大変危惧しておりま

す。優良な林業事業体がしっかりと県内を管理

していただくこと、それが一つの山を守る取り

組みになるのではないかと考えております。そ

こで、認定林業事業体の情報を、広く山を所有

していらっしゃる森林所有者へ提供する、そう

いう努力を今やるべきじゃないかと思います

が、部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県といたしま

しては、毎年、認定林業事業体の情報を掲載し

た「宮崎県林業企業ガイドブック」なるものを

作成しまして、その内容の周知に努めておりま

す。さらに今後は、認定林業事業体の名簿を市

町村や森林組合等へ備えつけたり、あるいは県

のホームページへ掲載するなどしまして、情報

提供にさらに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 これは営業力というふうに捉

えるべきでしょうが、もっともっと認定林業事

業体というのをＰＲしていただいて、ぜひ、林

家の皆さん方に活用いただくような後押しをし

ていただきたいと思っております。
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続きまして、８番目の質問になりますが、商

工観光労働部長にお尋ねいたします。

全国各地で国の地方創生交付金を活用した

「ふるさと旅行券事業」が行われている中、本

県においても、総事業費４億6,000万円の「神話

のふるさとみやざき旅行券」に取り組んでおり

ますが、他県との違いなど、どのような取り組

みを行っているのかお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県の

「ふるさと旅行券事業」では、約260の宿泊施設

で利用できます割引宿泊券をコンビニエンスス

トアで販売しております。また、インターネッ

ト宿泊予約サイトで、約200の宿泊施設の料金が

割引になるクーポン割引を実施しているところ

であります。さらに、県内での宿泊を伴う旅行

商品に対する割引の実施に向けて、現在、旅行

会社からの商品造成の提案を募集しているとこ

ろであります。このほか、「スポーツランドみ

やざき」のさらなる推進に向けて、県外のアマ

チュアスポーツ合宿に対する割引や、本県と直

行便で結ばれている韓国、台湾、香港からの旅

行商品に対する割引も実施するなど、本県の魅

力や特色を生かした、さまざまな取り組みによ

る事業展開を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 ただいま260の宿泊施設の利用

ができるというお話もございましたし、担当者

から、宿泊施設の閑散期、さらには夏休み、そ

ういった時期を想定して旅行券の販売等も協力

していただいている、そういう工夫をしてい

らっしゃると伺いました。最終的にこの事業が

どのような効果を生むのか、それが最も大切な

ことだと思いますが、どのような効果を期待し

ていらっしゃるのか、再度お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県といた

しましては、今回の事業で通常価格よりも割安

で旅行できることによりまして、旅行先での飲

食やお土産品の購入などの消費が拡大し、県内

経済の活性化につながることを期待しておりま

す。また、この事業を契機として、多くの観光

客に本県を訪れていただきまして、本県の豊か

な自然や伝統文化、食などの魅力を体験しても

らい、一人でも多くの方にリピーターになって

いただきたいと考えております。さらに、この

事業におきましては、旅行者に対してアンケー

ト調査を実施し、旅行者の年齢や地域構成、事

業効果等を把握・分析することとしておりま

す。今後の観光誘客に向けたマーケティング戦

略にも活用してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ぜひアンケート調査の結果を

次に生かしていただきたいと思いますし、この

事業が今後続くかもしれませんので、そういっ

た準備をしていただきたいと思っております。

また、この旅行券につきまして、アンケートに

答えた場合、特産品が当たるというふうなお楽

しみもあるようですが、私の立場で考えたと

き、ぜひこういうアンケートを書いた方に積極

的に宮崎のＰＲをする。そういった意味では、

例えば今の時期でしたら、うちわみたいなもの

をつくって、「日本（にっぽん）のひなた宮崎

県」というＰＲとか観光地のＰＲ、そういった

ものをお配りするような積極的な営業活動も必

要じゃないかと思っております。私どもがうち

わを配ると大変問題がございますけれども、ぜ

ひ積極的な宮崎のＰＲを仕掛けていただくよう

な工夫をお願いしていきたいと思っておりま

す。

それでは、９番目になります。自転車の交通

ルールについて、警察本部長にお尋ねしてまい

ります。
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６月１日からの改正道路交通法の施行に伴

い、自転車運転者講習の対象となる14の危険行

為のチラシをいただきました。そこで、まずお

尋ねしたいことは、昨年、宮崎県の自転車に関

する事故がどのようなものだったのか、現状に

ついてお伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 昨年、全国で発

生した自転車事故は11万2,134件で、全交通事故

の約20％を占めております。一方、県内では、

昨年、全交通事故の約12％を占める1,184件の自

転車事故が発生しており、年代別では、中・高

校生が約４割を占め、高齢者も約２割を占めて

おります。なお、昨年検挙した自転車の交通違

反は10件で、その全てが今回施行された自転車

運転者講習制度の危険行為に該当するものであ

ります。その内訳は、１件がブレーキを備えて

いない制動装置不良運転違反、残りの９件は、

脇見や安全不確認が原因の交通事故で、安全運

転義務違反として事件送致をしたものでありま

す。

○有岡浩一議員 最近の自転車を運転する若い

高校生とかを見ると、スマホなんですね。携帯

等をいじりながらの運転が多いと、大変危惧し

ているんですが、そのような危険なルール違反

を繰り返すと講習を受けなければならない、自

転車運転者講習制度が開始されました。そこ

で、自転車事故を防ぐためには、自転車の交通

ルールの周知に向けた取り組みが必要と思われ

ますが、どのような取り組みをされているの

か、再度、本部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 自転車利用者に

対する啓発につきましては、これまでも、街頭

での指導取り締まりのほか、各学校や職場での

交通安全講習等で取り組んできたところであり

ます。また、これらの講習を通じて、高額賠償

に備えた自転車保険の必要性についても紹介し

てきたところでありますが、依然として自転車

の交通ルールが十分に浸透していないのが現状

であります。

このような中、今回、自転車運転者講習制度

が施行されましたが、警察では、朝夕の通勤・

通学路で関係機関と連携した街頭キャンペーン

を行い、交通ルールと制度の周知に努めたほ

か、毎月20日を自転車街頭指導日に指定して、

県下全域で取り組みを強化するよう各署に指示

をしたところであります。このほか、テレビ、

新聞など、マスコミを通じた広報啓発にも取り

組んでおります。今後も、学校関係者を初め、

自治体や自転車販売店など関係機関・団体との

連携をさらに強化して、自転車交通ルールの周

知と遵守の徹底を図ってまいります。

○有岡浩一議員 今、本部長のほうから、ルー

ルにつきましては指導いただけるということで

ございました。しかし、ここで県土整備部長に

お尋ねいたしますが、ルールは整備されました

が、その環境はまだまだ課題が残っているとい

うふうに理解しております。例えば、通学路に

おける自転車通行の安全対策でございます。県

道の車と自転車の区画線の設置が曖昧になる、

消えかけていたりする、そういった現場がある

ように思いますが、その設置の取り組み、さら

には、通学路の安全対策にどのように取り組ん

でいらっしゃるのか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 車と自転車の

通行を分離する区画線は、交通安全上、大変重

要であると認識しております。このため、県に

おきましては、日ごろから道路パトロールなど

により道路状況を把握しながら、区画線の設置

や塗りかえに努めているところであります。特

に通学路につきましては、県内全市町村におい
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て、定期的に道路管理者や警察、教育委員会等

で実施する合同点検により危険箇所を把握し、

その対策について「通学路交通安全プログラ

ム」としてまとめることとなっております。昨

年度、初めてプログラムが策定され、この中に

示されている県管理道路の区画線の設置や塗り

かえにつきましては、今年度実施することとし

ております。今後とも、これらの取り組みを通

じ、自転車通行を含め、交通安全の確保に努め

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 どうぞ子供たちの通学路にお

ける悲惨な事故のないように、県としても取り

組んでいるという姿勢を示していただきたいと

思います。また、これからの重点施策として、

「通学路交通安全プログラム」というものが動

き出したということでお聞きしましたので、今

後とも、通学路の安全対策というものについて

も取り組んでまいりたい。また、そういった保

護者の声、子供たちの声も含めて拾っていきた

いと思っております。

それでは、10番目になりますが、体力向上、

スポーツ振興について、教育長にお尋ねいたし

ます。

私も20年来、子供たちのスポーツの指導をし

ておりますが、20年前の子供たちと今の子供た

ちとの体力の差、そして遊びの違いによる動体

視力や瞬発力の差、そういったのを強く感じて

おります。都会の子供たちの課題かなと思って

おりましたら、実は中山間地域の子供たちも、

山に行ってはいけない、川に行ってはいけな

い、どこで遊ぶんだ、そういう現状の中で体力

が落ちているということを聞いております。た

だ、これをこういった一過性の体力向上モデル

でやってしまっては、２年、３年はいいです

が、それで終わりと。こういう一過性のもの

じゃなくて、長く子供たちの体力向上に取り組

めるようなシステムが必要だと思っておりま

す。そこで、お尋ねいたします。子供の体力向

上や国民体育大会本県開催を見据えて、今後、

小学校に体育専科教員を配置すべきと考えます

が、教育長の見解をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 運動習慣の形成とか

体力づくりを図る上で、小学校の時期は極めて

大切であると考えております。現在本県では、

小学校に体育専科、いわゆる体育の授業だけを

する先生というのは配置いたしておりません

が、学校体育の振興を図る特別の教員を、小学

校に２名、中学校に10名、高等学校に12名、合

計で24名を配置しております。これらの指導力

ある教員を県内の小学校に派遣し、学級担任と

一緒になって体育授業を行ったり、職員対象の

実技研修を実施するなど、職員の指導力を向上

させ、小学校の体育授業の充実に取り組んでい

るところであります。今後、国体の本県開催を

見据えるとともに、現在課題とされている運動

する子供としない子供の二極化の解消などに向

けて、さまざまな工夫をしながら、小学校体育

授業の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 今、教育長のほうから答弁い

ただきました。比較するわけではございません

が、大分県の事例で、大分っ子体力向上推進事

業というのがございまして、小学校で24校推進

校を指定して、一校一実践ということで体力向

上プランをつくるということです。やはり制度

的に取り組まなければ、人的・マンパワーは限

界がございます。そういった意味では、そう

いった指導員を含めてプランをつくる、学校で

取り組むんだ、そういう計画をつくっていくこ

とが、子供たちの体力向上、そして先生方が安
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心して指導できる、そういう形になるんだと信

じております。一つの提案ではございますが、

子供の成長に合わせた、６年間の中の成長に

合った指導をできるような体制、遊びの中から

スポーツを楽しむ、そういう視点から取り組ん

でいただきながら、子供たちの体力向上、ひい

ては宮崎県のスポーツを引っ張っていくような

子供たちになっていくと信じておりますので、

ぜひとも御指導いただきたいと思っておりま

す。

また、関連しまして、生涯スポーツという視

点からお尋ねいたします。笹川スポーツ財団と

いうのがございまして、これも一つの事例で、

チャレンジデー2015ということで、全国の自治

体に呼びかけまして、同じ規模の30万人の自治

体、１万人の自治体、そういったところで競い

合って、スポーツをその日にやる。そして、参

加の実績が60％前後とか、多いところでは70

％。ですから、１万人の町でしたら8,000人ぐら

いが集まってスポーツをする。そういう競争し

ながら取り組むというような工夫をしておりま

す。これは、まずそれに参加するだけでも意識

が高いわけですが、その中で住民を巻き込んで

取り組む、そういった意味では、民間ならでは

の発想であります。しかし、そういう仕掛けを

していくことが、スポーツ推進につながると

思っております。そこで、再度、教育長にお尋

ねいたします。県民の生涯スポーツ推進を図る

ためにどのような取り組みをしていらっしゃる

のか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 開催を要望いたして

おります２巡目の国体等に向けて、県民の皆さ

んの機運を高めていくためには、県全体のスポ

ーツの裾野を広げていくことが大切だと考えて

おります。そこで、県では、1130（いちいちさ

んまる）運動―11（いちいち）というのは１

週間に１回、30（さんまる）というのは30分以

上運動しましょうという県民運動―を通し

て、県民の皆さんの日常的な運動の推進を図っ

ているところであります。

また、本年度は、県民運動をさらに盛んにし

たいということで、働き盛り、子育て世代をタ

ーゲットに、関心を持っていただくように、ス

マートフォンを利用したウオーキングアプリを

作成し、日常的に気軽に取り組めるウオーキン

グを奨励しながら―これには、先ほどおっ

しゃったように個人の記録もですが、地域の記

録とかあるいは職域の記録とか、何かできない

か今、工夫をさせているところですが―市町

村や企業、健康保険組合等の協力をいただき、

県民の運動実施率を高める取り組みを推進して

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 先ほどの知事の旗振り役では

ございませんが、黒子になって県が仕掛けをす

る、そして―実は市町村対抗駅伝にかかわっ

ているんですが―競争し合うことで地域が盛

り上がる。そして、みんなが一つの方向に向

かって頑張るという健康づくりの一つのモデル

ではないかと思っておりますので、こういう競

争し合う仕掛けというのも、また検討していた

だければありがたいと思っております。

最後の質問になりますが、これは教育委員長

にお尋ねいたします。

私どもＰＴＡ活動をする中で、学力向上で大

変苦労しておりました。これは、中学生の段階

で小学校の学力がないという状況で、学習のお

くれがちな中学生に対して、インターネットで

録画授業を配信するｅラーニングシステムを活

用した学習支援はできないのか、教育委員長の

考えをお伺いいたします。
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○教育委員長（島原俊英君） 私も、テレビ会

議システムなど、インターネットを活用したシ

ステムを使っています。時間や場所に制限され

ることなく、効率的に業務の遂行や意見の交換

ができるなど、そのメリットを実感していま

す。インターネットを通して自宅で授業動画を

見ることができるｅラーニングシステムは、子

供たちにとっても有効に活用できると思ってお

ります。特に、学習がおくれがちな子供にとっ

ては、個々人の習熟度に合わせ、必要な箇所を

繰り返しじっくりと勉強できるなどの魅力があ

ります。ｅラーニングシステムの活用を含め、

子供たちの学習支援のあり方につきましては、

さまざまな方向から、より効率的・効果的に学

習方法を検討していく必要があると考えており

ます。

○有岡浩一議員 多くの答弁をいただきまし

て、ありがとうございました。私は、宮崎県の

夢を語れる場として、県民の夢を実現できるよ

う、皆さん方と一緒に頑張りたいという思いで

本日の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。（拍手）

○中野 明副議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、順次一般質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、教育長、警察本部長、そして

選挙管理委員長に答弁をお願いいたします。

初めに知事に伺います。最近、自治体と企業

などがそれぞれの得意分野を生かして、地域活

性化や住民サービスの向上に貢献するための仕

組みをつくるため、包括連携協定を締結する動

きが広がりを見せております。県においても、

コンビニや大学、銀行などとの間で締結が進ん

でいるようであります。おとといの宮崎日日新

聞には、宮崎市が宮崎学園短期大学と協定を結

んだという報道もなされておりました。予算や

人材面で限りがある地方の自治体にとって、こ

れから大事な取り組みになってくるんじゃない

かと思います。そこで伺いますが、これまでに

県が締結した包括連携協定について、その効果

をどのように認識しているのか。また、今後ど

のような分野に重点を置いて取り組んでいきた

いのか、見解を伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

包括連携協定は、企業や大学、自治体などさ

まざまな主体と連携することによりまして、互

いの資源と特性を生かし、きめ細かなサービス

の提供や新たな施策の展開を可能とする取り組

みであります。本県ではこれまで、大手小売り

チェーンや交通関係企業と協定を結び、地産地

消の推進、観光情報の発信、災害時の支援など

の分野で協力をいただき、さまざまな効果を上

げているものと考えております。また最近で

は、県内企業の経営力強化に向けた金融機関と

の連携や地域振興の核となる人材育成のための

宮崎大学との連携、さらには、都市部の自治体

である川崎市と連携し、木材利用や中小企業支

援など、新たな取り組みも始まっているところ

であります。今後とも、さまざまな県民ニーズ

に応えるため、既に締結した協定の効果をより

高めていくとともに、地方創生も視野に、県勢

発展に資する多様な主体との連携を進めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。包

括連携協定が成功するかどうか、その鍵は、自

治体と企業それぞれの強みを引き出して、双方



- 87 -

平成27年６月18日(木)

に利益がもたらされる、こういった仕組みをつ

くれるかどうかじゃないかと思います。また、

地方創生を進める上でも有効な対策となり得る

可能性も秘めていると思います。しっかり取り

組んでいかれるよう、お願いしておきます。

次に、雨水の利用推進について伺います。

ことしの梅雨は、ひとときの晴れ間、こう

いった表現ができるような日もなくて、降り続

く雨にうっとうしい思いが募るところでありま

すけれども、実は昨年５月に、「雨水の利用の

推進に関する法律」、雨水利用推進法が施行さ

れております。これは、公明党が制定をリード

して、議員立法で実現したものでございます

が、雨水を貴重な資源として有効活用すること

を促し、近年の気候変動による集中豪雨の頻発

も踏まえて、下水道あるいは河川等への雨水の

集中的な流出を抑えることを目指すというふう

になっております。

全体的には、責務、法制上の措置、基本方針

等の策定、各種施策等を定めた、全部でわず

か15条の短い法律でありますけれども、それま

で主に都市部の住民あるいは自治体が熱心に取

り組んできた雨水の利用について、全国的な展

開で広がっていく、そういった根拠ができたと

いうことで評価もされておりますし、雨水を活

用した洪水対策が当たり前になるような社会基

盤づくりが進むことも期待されているところ

じゃないかと思います。そこで、先ほど述べた

ように、この法律には地方公共団体の責務等も

定められておりますけれども、本県の現状につ

いてはどうなのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 「雨水の利用

の推進に関する法律」が昨年の５月に施行さ

れ、国においては、この法律に基づき、雨水利

用推進の意義や施策に係る基本的な事項等を定

めた基本方針を、本年３月に策定したところで

あります。基本方針において国は、雨水利用の

効果や技術的な留意点等を取りまとめたガイド

ラインの策定等を推進することとしておりまし

て、ことしの４月に開催された都道府県の担当

課長会議において、ガイドラインの策定に着手

する旨の説明があったところであります。県と

いたしましては、雨水利用の推進について、国

の動向等を注視しながら、適切に対応してまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 今の答弁を聞くと、まだまだ

緒につくという段階にも至っていないようであ

りますけれども、今後、水環境の悪化も懸念さ

れておりますし、気候変動等でゲリラ豪雨も多

発しております。また反対に、これから渇水の

時代になるかもしれません。この法律が有効に

機能することを期待したいという思いでござい

ます。

次は、海のごみ問題について何点か伺いたい

と思います。

今回の質問は、昨年夏の台風11号が記憶にあ

るからであります。本格的な台風シーズン到来

を前に確認しておきたいという思いでございま

す。８月上旬に本県を襲った台風11号では、青

島海岸に流木を初めとした大量のごみが打ち上

げられましたが、国、県、宮崎市には、緊密な

連携のもと迅速に対応していただき、お盆前に

は撤去が完了したところでありました。改めて

感謝申し上げる次第であります。

ところで、今回の質問作成のために勉強する

中で、海のごみには３種類あることを知ったと

ころであります。海岸に流れ着いた「漂着ご

み」、海底に蓄積する「海底ごみ」、そして海

面や海中を浮遊する「漂流ごみ」に分けられる

ということであります。海のごみについては、
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海岸漂着物処理推進法に基づいて、海岸を管理

する自治体に回収・処理費用の補助がなされて

いるところであります。そこでまず、本県にお

ける海岸漂着物の処理量はどういった状況なの

か、環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 御指摘の海岸

漂着物につきましては、法律の規定によりまし

て、海岸管理者等が処理することとされており

ます。本県では、県がほぼ全ての海岸の管理者

になっていることから、県において処理を行っ

ていまして、その実績は、平成25年度が245ト

ン、26年度が1,190トンとなっている状況であり

ます。本県の場合、台風や大雨による流木等が

多数を占めていることから、処理量につきまし

ては、年度ごとに大きな差が生じている状況で

あります。

○新見昌安議員 ２点目ですけれども、その回

収・処理についてでありますが、県において

は、環境省の地球環境保全対策費補助金を活用

して宮崎県環境保全基金を造成し、費用に充て

ておられると思います。しかし、この基金事業

の実施期間が平成25年、26年の２カ年のみと

なっておりまして、心配していたところでござ

いますが、国においては、平成26年度補正、そ

して27年度当初予算を合わせて、28億5,000万円

ほどの海岸漂着物等地域対策推進事業の予算を

計上しております。一安心といったところであ

りますが、本県における取り組みについて、同

じく環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県における

海岸漂着物処理対策費用としましては、国の補

助事業を活用しまして、約2,800万円を今議会に

提案の補正予算に計上しているところでありま

す。この予算によりまして、環境森林部では、

放置ごみの防止を呼びかける普及啓発事業を行

います。さらに、農政水産部と県土整備部にお

きましては、それぞれ所管する海岸における海

岸漂着物発生時の円滑な回収・処理を行うこと

といたしております。

○新見昌安議員 ３点目ですけれども、海岸漂

着物の処理については、隣県などともしっかり

連携をとっていくことが重要じゃないかと考え

ます。どのように取り組んでいかれるのか、同

じく環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） この点につき

ましては、国のほうで基本方針を定めてござい

ます。それによりますと、海岸漂着物の多くが

ほかの都道府県から明らかに流出している場合

などは、当該県の知事に、その処理や発生抑制

に関して協力を求めることができるとされてお

ります。本県では、現在まで該当する事例はな

い状況ですが、万一必要となった場合には、そ

のような対応を含めて、隣県との連携に努めて

まいりたいと存じます。

○新見昌安議員 以上何点か伺いましたけれど

も、台風時の流木などの処理は当然ですが、食

の安全確保、漁業の安全の観点からも、海のご

みの回収・処理は重要じゃないかと思います。

これからも関係各部、緊密に連携しながら、対

応に当たっていただきたいと要望しておきま

す。

次に、農地中間管理機構について、農政水産

部長に何点か伺いたいと思います。

きのうの山下議員の質問でも取り上げられて

おりましたが、農林水産省は先月19日、農地中

間管理機構が本格稼働した平成26年度の実績を

公表しております。年間集積目標の21％にとど

まる低調なスタートとなったという報道もあっ

たところでありますが、初年度でもあり、ここ

で明らかになった課題を早急に解消するための
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取り組みに着手していただければと思っている

ところであります。目標に届かなかったとはい

え、農地利用の機運が高まった側面もあるとい

うことは評価していいんじゃないかと思いま

す。本県においても全国同様、数値的には目標

を下回る結果となったわけですけれども、今年

度以降の取り組みに期待をいたします。そこで

伺いますが、本県における昨年度の事業におい

ては、63のモデル地区を設定して進めたとあり

ました。この中で参考になる取り組み事例等が

あれば、その概要についてお示しください。

○農政水産部長（郡司行敏君） 昨年度のモデ

ル地区の取り組みの中には、集落営農組織が中

心となって、徹底した話し合い活動を実施した

結果、集落の81％の水田が担い手に集積された

事例や、市町村に配置された専任職員を核とし

た推進チームが、集落での話し合い活動をサポ

ートすることにより、集落営農ビジョンが策定

され、集落営農組織の設立に至った事例などが

ございます。県といたしましては、このような

取り組み事例を事業推進大会等で広くＰＲする

ことで、各地域での事業推進につなげてまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 次に、今年度の事業の進め方

の一つに、125の重点実施地区を設定して取り組

んでいくということでありますが、この取り組

みの考え方について伺いたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本年度は、支

庁・振興局に機構の地域駐在員７名を新たに配

置するとともに、市町村の農地コーディネータ

ー等を22名増員し46名とするなど、推進体制の

強化を図ったところであります。県といたしま

しては、このような体制のもと、市町村や関係

機関と連携強化を図りながら、昨年度設置いた

しましたモデル地区や、面的集積が期待されま

す基盤整備事業の実施予定地区、さらには集落

営農の組織化を予定している地区等を重点実施

地区として設定し、3,000ヘクタールを目標に、

担い手への農地集積を加速化してまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 農林水産省によりますと、貸

し手から農地がなかなか集まらなかった、その

低迷の要因として、機構の役職員がディベロッ

パー、いわゆる開発業者であるという認識に欠

けていたという点や、貸し手への周知不足など

も指摘しております。ここでは今後、農家の掘

り起しのために、具体的にどのように取り組ん

でいかれる考えなのか伺いたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

機構に預ける農地の掘り起しを推進するために

は、農地の所有者に対し、制度の内容や出し手

のメリットなどをわかりやすく説明し、十分理

解していただくことが重要であると考えており

ます。このため、機構の地域駐在員や市町村の

専任職員等による説明会を集落単位で開催する

とともに、ダイレクトメールや市町村・ＪＡの

広報紙等を活用するなど、さまざまな機会を捉

えて制度の浸透を図りながら、機構に農地を安

心して預けていただける環境づくりに、今後と

も努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 農家の皆さんの不安あるいは

抵抗感を払拭する努力をお願いしておきたいと

思います。

農地中間管理機構に関して最後の質問となる

わけですが、中山間地域など条件不利地域での

取り組みも重要になってくるんじゃないかと思

います。今後どのように取り組みを進めていく

のか、見解を伺いたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

事業は、担い手に農地を集積し、規模拡大を支
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援するばかりではなく、「人・農地プラン」の

話し合いを通じて、地域の営農ビジョンや地域

の担い手をしっかり位置づけ、地域の農地は地

域で守るといった機運を醸成する役割もあると

考えております。中山間地域におきましては、

特に担い手の確保が課題となっておりますこと

から、中山間地域等直接支払制度の組織や、農

作業の受託組織を集落の担い手として育成する

ために、本事業を活用してまいりたいと考えて

おります。また、担い手の確保が困難な集落等

におきましては、例えば夏季冷涼な気候を生か

した野菜のリレー生産など、平場の担い手との

連携による生産体制の構築を進めることで、機

構を活用した中山間地域の担い手づくりにも取

り組んでまいりたいと考えているところであり

ます。

○新見昌安議員 最初に述べたように、成功事

例、参考になる事例、こういったものを積極的

に発信して、機構を利用することが貸し手と借

り手の双方に大きな利点があるということを理

解してもらうための取り組みを、これからも

しっかりお願いしたいと思います。

次は、防災対策についてであります。

まず、地区防災計画について伺いたいと思い

ます。この計画については、昨年の９月議会で

も取り上げたところでありました。地域住民が

自治会あるいは小学校区単位で防災対策をまと

める動きでありますけれども、質問した当時、

地区防災計画を策定した市町村はありませんで

した。

その後、えびの市の上大河平地区が内閣府の

地区防災計画のモデル地区事業に手を挙げて、

昨年11月に全国15地区のうちの一つに選ばれた

という新聞報道が、ことしの１月にあったとこ

ろであります。そこで、上大河平地区における

地区防災計画の取り組み状況及び県内のその他

の地区における取り組み状況について、危機管

理統括監に伺いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 地区防災計

画は、地区内の居住者や事業者が行います自主

的な防災活動に関する計画でございますが、昨

年度、えびの市の上大河平地区が九州では唯

一、国のモデル地区に採択されたところでござ

います。この地区は、高齢化率が42％と進んで

いる中で、高齢者への災害情報の伝達や避難支

援等に対する課題を持って計画策定に取り組ん

だところであり、現在、えびの市において、最

終的な点検や助言が行われております。さらに

今年度は、日向市財光寺の長江区がモデル地区

に採択されたところであり、津波被害に対する

避難経路や避難方法等につきまして検討が行わ

れると聞いております。地区防災計画の策定に

つきましては、今後とも、市町村に対して助言

や情報提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 今月９日付の公明党の機関紙

に、太田国交大臣が、東京都の荒川が氾濫した

場合に、住民や各機関がとるべき行動を時系列

でまとめた「荒川下流タイムライン」につい

て、関係者と意見を交わしたという報道がなさ

れておりました。そして、国土交通省では、近

年相次いでいる記録的な大雨に備えるため、全

国の直轄河川で策定を進めているともありまし

た。タイムラインとは「防災行動計画」だとい

う説明もありました。この言葉について初めて

知ったところであります。ネットで「タイムラ

イン」を検索すると、出てくるのは、ＬＩＮＥ

やフェイスブックやツイッターのタイムライン

に関することが大半で、防災に関するそれはな

かなか出てきません。まだまだ認知度としては
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低いんじゃないかと思います。そこで、確認の

意味で、洪水に係るタイムラインとはどのよう

な計画なのか。また、タイムラインについての

県の考え方を県土整備部長に伺いたいと思いま

す。

○県土整備部長（図師雄一君） 洪水に係るタ

イムラインは、大規模水害の被害を最小化する

ため、国、自治体、住民などが連携し、例え

ば、猛烈な台風上陸を想定して、その数日前か

らの自治体による避難の周知や住民による防災

用品の準備行動など、時間ごとに、いつ、誰

が、何をするかを、気象や河川の状況に応じて

あらかじめ具体的に定めた「防災行動計画」の

ことであります。県としましては、タイムライ

ンは、迅速かつ円滑な警戒避難体制を構築する

上で効力を発揮するものと考えておりますが、

現在国において、タイムラインの策定や活用に

関する指針の取りまとめに向け、試行や分析な

どの作業が行われておりますので、この動きを

注視しているところであります。

○新見昌安議員 次に、強靭化計画について伺

いたいと思います。強靭化計画とは、大規模災

害が発生したとき、起きてはならない最悪の事

態を想定して、それを回避するために事前に実

施する施策ごとの達成度や進捗状況で脆弱性評

価を実施する、国土の健康診断のようなものだ

とありました。国土強靭化基本法に基づいた国

土強靭化基本計画の地域版が国土強靭化地域計

画であります。

ところで、内閣官房の国土強靭化推進室のホ

ームページを見てみると、その策定に向けた取

り組みを公表している地方公共団体の全国マッ

プがあるところでありますが、本県はまだ公表

しておりません。本県における国土強靭化地域

計画の検討状況について、危機管理統括監に伺

いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） 平成25年12

月に国土強靭化基本法が制定されましたが、こ

の法律では、大規模自然災害等が発生した場合

の４つの基本目標といたしまして、人命の保

護、国家及び社会の重要な機能の維持、公共施

設等の被害の最小化、迅速な復興を掲げており

ます。また、都道府県は、国が策定する国土強

靭化基本計画との調和を図りながら、地域計画

を策定することができるものとされておりま

す。本県では、自然災害等に対しまして、地域

防災計画や南海トラフ巨大地震に関する減災計

画を策定しておりますので、これらの既存の計

画との整合性を図りながら、本県版の国土強靭

化地域計画のあり方につきまして検討してまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 防災対策について最後の質問

となりますが、昨年の６月定例県議会一般質問

において、携帯電話向けの防災・防犯情報メー

ルとは別に、スマートフォンあるいはタブレッ

ト端末の特徴を生かした防災情報配信に取り組

んではどうかと提案したところでありました。

そのとき、金丸危機管理統括監には、前向きの

思いが込められた初めての答弁をいただいたと

ころでありました。今般、危機管理課のゼロ予

算施策の中に、「スマートフォン等を活用した

避難所情報等の提供」という新規事業が掲げて

ありまして、喜んでいるところであります。現

時点での取り組み状況を、同じく危機管理統括

監に伺いたいと思います。

○危機管理統括監（金丸政保君） スマート

フォンやタブレットは、地図情報が見やすく、

現在地から避難所等までの道案内もできること

から、災害時に迅速・安全に避難するための情

報を得る手段として有効であると考えておりま



- 92 -

平成27年６月18日(木)

す。昨年６月議会での新見議員の御提案も踏ま

えまして、県では現在、市町村と連携を図りな

がら、防災アプリケーションを提供する民間事

業者と、情報の掲載方法等につきまして協議を

行っております。ゼロ予算施策として、今年度

の早期の導入に努めてまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 一日も早い運用開始を期待し

ております。ありがとうございます。

次は、教育問題についてでありますが、当初

想定していた一部の質問が、きのうの清山議員

の質問と重複しましたので、それらについては

割愛し、本日は18歳選挙権に絞って伺っていき

たいと思います。この問題については、きのう

も渡辺議員が取り上げられ、一部重複するとこ

ろがあるかもしれませんが、質問を進める上で

必要ですので、こちらはそのまま扱いたいと思

います。

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下

げる改正公職選挙法は、きのうの午前、参議院

本会議において全会一致で可決・成立したとこ

ろであります。これにより、国政選挙では、来

年夏の参院選から、18歳、19歳も投票できる見

通しになりました。昭和20年に25歳以上の男子

から20歳以上の男女となって以来、70年ぶりの

改定となります。そこでまずは、選挙権年齢

が18歳以上に引き下げられることについての率

直な思いを、知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県が将来にわたって

活力を保っていくためには、何といっても、郷

土に対する誇りと愛着を持って、地域の課題に

主体的に取り組む若者を育成していくことが大

変重要であるというふうに考えておるところで

あります。現在、若年層の政治離れであります

とか全般的な投票率の低下傾向が大変心配され

ているところでありますが、今回の選挙権年齢

の18歳以上への引き下げによりまして、本県の

将来を担う若者が、選挙や政治というものにつ

いて、これまで以上に深い関心を持つととも

に、若い有権者の意見が国や地方の政治に反映

されやすくなるものと期待しておるところであ

ります。また、今回の制度改正をきっかけとし

て、全ての年代、全ての世代にわたりまして、

参政権の行使、またその重要性について、思い

をはせる機会になるのではないかということも

期待しております。

また、本県におきましては、高校を卒業し

て、進学、就職等で県外に出る若者も多いわけ

でありますが、一度でも投票を経験する子供た

ちは、これまで以上にふるさとに対する思い、

郷土愛というものを育むこと、そういう効果も

期待できるのではないかと考えておるところで

あります。このたびの改正によりまして、来

年、県内では、およそ２万人の18歳、19歳の有

権者が誕生する見込みであります。新たな有権

者となる皆さんには、ぜひとも政治や社会への

関心を深めて、みずから一票の行使をしていた

だきたい、そのように願っているところであり

ます。

○新見昌安議員 知事の本当の思いはわかりま

した。ただ、考えるに、年齢を引き下げただけ

で若者の政治参加が進むわけではありません

し、選挙や政治に対する未成年者の関心、また

責任感を社会全体で育んでいく必要もあるとい

うふうに考えます。選挙管理委員会としては、

今回の引き下げを受けて、投票率アップに向け

てどのように取り組んでいかれるのか、意気込

みを選挙管理委員長に伺いたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 実に70年ぶ

りとなります今回の選挙権年齢の見直しは、こ
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れまでの選挙啓発のあり方等を見直す機会と考

えております。現在、20歳代の若者の投票率が

他の世代と比べ低い水準にありますことから、

新しく有権者となる18歳、19歳の投票率を危惧

する声もありますが、県選挙管理委員会といた

しましては、今回の引き下げを、若者が政治や

選挙に関心を持っていただく好機と捉え、教育

委員会等の関係機関と連携を図りながら、積極

的な主権者教育や啓発を展開し、選挙を通じ

た、より多くの若者の政治参加につなげていき

たいと考えております。また、若者が関心を持

つことで、例えば、家庭における政治や選挙に

関する会話の増加なども期待されることから、

若者のみならず、全ての世代の投票率向上にも

つなげていければと考えております。

○新見昌安議員 家庭における政治や選挙に関

する会話の増加は、本当に大事じゃないかと思

います。海外では、親との同居率が高い10代の

投票率は、20代前半を上回る傾向にあるという

データもあります。18歳といえば、大半は高校

生でありますし、親と同居している場合が多い

わけですから、親としても、子供が投票所に足

を運びやすくなるよう、しっかりサポートして

やることも必要になってくるんじゃないかと思

います。

次に、視点を学校現場に移したいと思いま

す。学校によっては、模擬投票を実施している

ところもあると聞き及んでいるところでありま

すが、本県の県立学校における模擬投票実施の

現状と今後の取り組み等について、教育長に伺

いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度、県立高校に

おきましては、福島高校で模擬投票を実施いた

しております。具体的には、衆議院議員選挙に

合わせて、生徒会の主催で、教職員が支援をし

ながら実際の選挙公報などを使用し、本物の記

載台、投票箱等を使い、国政選挙と同様に投票

を行っております。模擬投票は、選挙への意識

を高めるための有効な方法でありますし、福島

高校の例は、生徒会が主体的に実施したという

ことも価値があると考えております。この取り

組みを含め、高校生に政治に興味・関心を持た

せるような工夫がなされますよう、各学校を指

導してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

ところで、先ほど述べたように、選挙権年齢

が18歳以上になったからといって、若者の政治

への関心が高まるとは限りませんし、かえって

無責任な投票をするという懸念を抱く人も出て

くるのではないかと思います。若者が政治に関

心を持ち、国や地域の問題を主体的に考え行動

するようになる、いわゆる主権者教育が求めら

れております。そのために今後は、学校現場に

おける主権者教育がますます重要になってくる

んじゃないかと思いますが、県立学校ではどの

ように取り組んでいかれるのか、同じく教育長

に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校教育において、

国や社会の問題を、人のことじゃなくて自分の

問題として捉え、主体的に行動できる主権者を

育成するための取り組みが大切でありますこと

から、高等学校では、現在、国民の政治参加の

重要性や国民の義務について学習を行っており

ます。また、生徒会活動等においても、選挙を

行うなど議会制民主主義の理解につながる学習

をいたしております。さらに、生徒が市政に提

言を行うバーチャル市役所などの取り組みも行

われているところであります。今後、そのよう

な取り組みの一層の充実を図りますとともに、
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文部科学省から配布予定の教材等を活用しなが

ら、深まりのある学習を各学校で実践できるよ

う、校長会や担当者会において丁寧に指導して

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。

私立高等学校あるいは専修学校、専門学校等

における主権者教育にはどのように対処してい

くのか、こちらは総合政策部長に伺いたいと思

います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 私立学校につ

きましては、建学の精神や独自の教育理念に基

づき、特色ある教育を実践しているところであ

りまして、主権者教育につきましても、各学校

において取り組まれることになると考えており

ます。私立学校におきましても、主権者教育は

重要でありますので、県といたしましては、こ

れらの取り組みが円滑に行われますよう、国や

県教育委員会の対応など、必要な情報の提供に

努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 学校現場では、教職員の政治

的な中立を確保することも重要になってくるん

じゃないかと思います。これについてはどのよ

うに取り組んでいかれるのか、教育長に伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 教育基本法におい

て、「学校は、特定の政党を支持し、又はこれ

に反対するための政治教育その他政治的活動を

してはならない。」と規定されております。こ

のことを踏まえ、県教育委員会では、学校での

教材の取り扱いにおいて、特定の政党や宗派に

偏った思想、題材を扱わないこと、特定の見方

や考え方に偏った指導につながらないことを、

通知文を発出するなどして教職員に指導してき

ております。今後とも、教育基本法等に基づ

き、各学校の学習指導において、政治的中立性

が確保されますよう、指導してまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 大事なところですので、よろ

しくお願いしておきます。

選挙権年齢が18歳以上に引き下げられると

いっても、学校現場での子供たちの政治活動あ

るいは選挙運動については、一定の歯どめが必

要と考えるわけでありますが、現時点での教育

長の見解を伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） これまで文部科学省

は、高校生の政治活動に関しては教育上望まし

くないとして、校内外における政治的な文書の

掲示や配付等の活動を制限、禁止すべきだとし

ておりました。しかし、選挙権年齢が18歳以上

に引き下げられることから、高校生の政治的活

動緩和の検討を行っていると伺っております。

高校生が、政治に関して情報を収集し、的確に

読み解き、みずから判断する能力を磨くことは

大切なことだと考えておりますが、これまで文

部科学省が高校生の政治活動を制限すべきだと

してきたことも踏まえ、高校生の政治活動につ

いては、慎重に、丁寧に各学校への指導をして

いかなければならないと考えております。

○新見昌安議員 この問いの最後になりますけ

れども、高等学校に赴いて実施する選挙の出前

授業について、これまでの取り組みと今後の方

針を、選挙管理委員長に伺いたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 県選挙管理

委員会では、高等学校に赴き、講義や模擬投票

を通して、生徒に選挙や政治を学んでいただく

出前授業は、これまでのところ実施しておりま

せん。選挙権年齢が18歳以上へと引き下げられ

ることで、高校生を対象とした啓発はますます

重要になると考えております。今後は、教育委

員会や市町村選挙管理委員会、さらに学生選挙
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サポーターなどの関係機関と連携しながら、高

校等での出前授業の実施を含め、若者が政治や

社会に関心を持ち、投票を通じた政治参加につ

ながるような効果的な啓発活動を検討し、取り

組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 以上、何点かにわたって、教

育委員会、選挙管理委員会に質問してまいりま

したが、責任を負わなければならないのは、実

は政党あるいは政治家も同じであります。若者

の政党離れ、政治離れを引き起こしたのは誰

か。責任の一端は我々にもあるんじゃないかと

思います。この点については、しっかりと自分

自身にも問いかけていかなければならないと

思っております。

最後に、過去の質問のその後について、何点

か伺っていきたいと思います。

まず、高齢者支援に関し、平成25年６月議会

で提案した子育て応援カードのシニア版、前向

きに検討していただいたことと存じますが、い

かがでしょうか。福祉保健部長、よろしくお願

いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 高齢者の外出

を促すために御提案いただいた、優待サービス

つきのシニア応援カードにつきましては、全国

の状況を調査しましたところ、群馬と茨城の２

県で実施されておりましたが、多様な価値観を

有し、所得の状況も異なる高齢者に対して、カ

ードによる外出促進効果がどの程度あるのかの

検証や、制度の普及促進が課題となっているよ

うでありますことから、引き続き、その状況を

注視してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、御提案の趣旨であ

る、高齢者の外出を促し、地域交流や健康維持

を図ることは大変重要でありますことから、県

といたしましては、今議会で提案しております

「健康長寿社会づくりプロジェクト推進事業」

において、社会参加の場となる「通いの場」の

創設や、ボランティア活動、就労支援など、高

齢者の多様な社会参加の場づくりを推進してま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 今回の質問を行うに当たっ

て、今の答弁にもありました茨城県に調査に

行ってまいりました。昨年12月１日に「いばら

き高齢者優待制度」というものをスタートさせ

ております。いばらきシニアカードを協賛店舗

に提示すれば、料金割引あるいはポイント加

算、こういった特典を受けることができる制度

であります。これは昨年２月の知事査定で予算

が決定し、26年度に入って、文字どおり走りな

がら制度をつくっていったというふうに、担当

者が言っておりました。初年度の予算が700万

円、これは、カードやポスター、チラシ代、ホ

ームページの立ち上げ代みたいです。27年度

は400万円と言っておりました。

この事業で一番大変だったんじゃないかと思

われるのは、制度の普及促進というよりか、趣

旨に賛同して協力してくれる企業・店舗をどれ

だけ獲得するか、どれだけ登録してもらうかと

いうことじゃないでしょうか。これについて

は、担当者も強調しておりましたが、地域、企

業、そして行政が一体となって高齢者を支える

社会の構築を図るということをしっかり訴えて

いけば、協賛店舗もふえてくるのではないかと

思います。

また、先ほどの答弁で、高齢者の価値観が多

様化し、所得も異なるという部分がございまし

たが、年金支給月の15日、金融機関のＡＴＭ前

には高齢者が長蛇の列をなします。そういった

現実があります。魅力あるサービスが提供でき

る店舗があれば、カードを持って外出する高齢
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者もふえてくるということが推しはかられま

す。私も状況をしっかり注視していきたいと思

います。

次に、これまで何度となく取り上げてきまし

た、交番・駐在所へのＡＥＤ設置についてであ

りますが、本題に入る前に、教育委員会に確認

しておきたいと思います。今月13日、土曜日で

したが、宮崎日日新聞を読んでいたときに、

「都城農高で部活中 心肺停止 ＡＥＤ使い生徒

救命」という記事が目に飛び込んできました。

前途ある若者がＡＥＤによって大事な一命を取

りとめた。本当によかったと思います。これ

も、ＡＥＤが学校内に設置され、設置場所が知

られており、すぐに取り扱える状況にあり、し

かもすぐに使えたということが大きかったん

じゃないかと思います。そこでまずは、県立学

校におけるＡＥＤの設置状況はどうなっている

のか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） ＡＥＤにつきまして

は、全ての県立学校に１台以上を設置している

ところであります。平成26年度のデータで申し

上げますと、全県立学校を合わせますと、114台

であります。設置場所につきましては、人の往

来が多く目につきやすい正面玄関に40台、体育

の授業が行われたりグラウンドに近いという意

味で、体育館の玄関に24台など、緊急時に迅速

に対応できる場所に設置しているところであり

ます。

○新見昌安議員 今の答弁に関してであります

けれども、夜間等に県立学校の体育館などを利

用している県民もおります。そういった方々が

ＡＥＤを使用することができるのか、同じく教

育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 夜間等に県立学校の

体育館を利用いただく県民の皆様のＡＥＤの利

用につきましては、装置が体育館内に設置され

ている、あるいは玄関で入れるところにあると

いうような場合には、問題なく利用できるもの

と考えております。また、体育館以外に設置さ

れている場合には、校舎の施錠の関係がありま

すので、警備員がいるとか職員がいる場合に

は、利用が可能であります。

○新見昌安議員 今の答弁からすれば、使用で

きないときもあるということであります。最近

は屋外型のＡＥＤ収納ボックスもありますし、

現に県立学校４校では、屋外の壁かけ式ボック

スに設置しているところもあるようでありま

す。ほかの県立学校でも屋外設置型としていた

だくよう、要望しておきます。

本題に戻りたいと思います。今月上旬、神奈

川県に調査に行ってまいりました。県内全ての

交番・駐在所にＡＥＤを設置している県であり

ます。昨年５月14日の記者発表資料というもの

がありますので、その内容を紹介したいと思い

ます。これはネットでも出されております。そ

こにはこのようにあります。「県では、ひとり

でも多くのいのちを救うため、地域の安全・安

心の拠点である県内の交番等警察施設へのＡＥ

Ｄ設置を進めており、本日、すべての交番・駐

在所等への設置が完了しました」。また、同資

料には、目的として次のようにあります。「県

民の身近な施設である交番等警察施設へＡＥＤ

を設置し、県民のＡＥＤへのアクセスを充実さ

せることにより、県民の救命率の向上を図るも

のです」。宮崎県警察の交番・駐在所へのＡＥ

Ｄ設置に対する取り組み状況はどうなっている

のか、警察本部長に伺いたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 当県警察では、

警察本部や運転免許センター、各警察署など、

多くの方が来訪される庁舎に22台のＡＥＤを設
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置しております。また、交番・駐在所の管内で

ＡＥＤの設置が全くない西都警察署の上三財駐

在所に１台設置しております。その他の交番・

駐在所へのＡＥＤの設置につきましては、ＡＥ

Ｄの効用は十分理解しているところではありま

すが、大変厳しい警察予算の中、警察本来の任

務である県民の安全・安心の確保のために、予

算を優先的に活用しなくてはならず、今後、関

係部局と引き続き検討してまいりたいと思いま

すが、現時点では厳しいものと考えておりま

す。

○新見昌安議員 これまでの答弁と余り変わら

ない、なかなかガードがかたいという思いがい

たします。

ここでちょっとだけお話をしておくと、先ほ

ど紹介した神奈川県の記者発表資料、実は、こ

れは神奈川県警が作成したものではなく、保健

福祉局保健医療部医療課が作成したものであり

ます。神奈川県では、保健福祉局の予算で交番

や駐在所へＡＥＤを設置しているということで

あります。そこで、いきなりでありますが、本

県でも神奈川県に倣い、福祉保健部の予算で整

備することはできないか、福祉保健部長に見解

を伺ってみたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 救急隊が到着

する前の救命措置として使用されますＡＥＤを

県民が広く利用する施設等に設置することは、

大変有効であるというふうに思っております。

お尋ねの県の各庁舎あるいは公共施設への具体

的な設置につきましては、それぞれの管理者に

おいて、施設の利用形態あるいは設置後の維持

管理などを踏まえまして検討していただきたい

と考えております。

○新見昌安議員 容易に予想できる答弁であり

ました。神奈川県での調査に当たっても、この

点が一番気になるところでしたので、聞いてみ

ました。「警察の施設に設置するのに、何で福

祉の予算でなんですか」、すると担当者は間髪

を入れずに「相当バトルがあったようです」

と、このように言っておりました。しかし、最

終的には知事の「鶴の一声」で決まったようで

あります。もう一度言います。黒岩知事の「鶴

の一声」で決まったようであります。黒岩知事

は、例の「恋するフォーチュンクッキー」神奈

川県庁版のときに一生懸命踊っておられまし

た。県民の命を守るためにも、全力で取り組ま

れている方のようであります。「早い時期に宮

崎でも」という思いを改めて強くしたところで

あります。

先月24日、日曜日の新聞各紙に掲載された

「県政けいじばん」に、医療薬務課が「ＡＥＤ

設置に関するお願い」というものを載せておら

れました。その中で、ＡＥＤの設置・普及につ

いて関係者の理解と協力を求めておられます

が、24時間営業のコンビニエンスストアなど

は、救助者にとっても地域のランドマークとな

ることから、ＡＥＤの設置が推奨されていると

してありました。

これまでにも何度か、コンビニなど地域で誰

でも知っている場所へのＡＥＤ設置を推進する

観点から、民間への働きかけを知事にお願いし

たところでありましたが、交番・駐在所は、地

域のランドマークのまさしく典型であります。

県民に対してＡＥＤ設置への理解と協力を求め

るのであれば、まず「隗より始めよ」でありま

す。県民にとっては、交番・駐在所に命を救う

ＡＥＤがあるという安心感が重要であるので

あって、ＡＥＤ設置の予算がどのようになって

いるのか、これは全く関係のないことでありま

す。県民の命を守るため、警察本部と福祉保健



- 98 -

平成27年６月18日(木)

部、河野知事も巻き込んで、前向きの議論を大

いに闘わせていただきたい。そして、知事には

大きな一声を上げていただきたい、このことを

強く要望いたしまして、少々早いですが、全て

の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中野 明副議長 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48分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手）（｢ハッピーバ

ースデー」と呼ぶ者あり） お疲れさまです。

日向市選出の西村賢です。私にとりまして３期

目のスタート、初めての質問であります。執行

部の皆様方の明快な御答弁をよろしくお願いい

たします。また今、声をかけていただきました

とおり、私は本日、43歳の誕生日を迎えまし

た。ありがとうございます。実は重松幸次郎議

員と同じ誕生日でありまして、この記念すべき

誕生日に質問させていただくこと、本当にあり

がたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢について質問をい

たします。

今、企業の総会シーズンなどで大企業の好決

算のニュース、また高配当のニュースがたびた

び伝えられ、大企業の所在する地域、主に都市

部では大きく景気回復につながっていると思わ

れます。今後は、その景気回復を地方に伝えて

いかなければなりません。地方の景気回復が求

められる中で、本県民も景気回復を望む声が非

常に大きいところがありますが、この６月議会

におきまして、27年度予算の経済対策事業を含

む肉付け予算が提出されております。２月議会

の骨格予算と合わせ、河野県政２期目１年目の

事業が出そろったことになりますが、河野県政

１期目の経済対策の目玉として、口蹄疫からの

復興、フードビジネス、記紀編さん事業を含め

た観光対策など、さまざまな事業がありまし

た。今年度の事業も大切でありますが、これま

での経済対策に効果がしっかりと出ているのか

検証し、今年度の事業につなげていかなければ

ならないと思います。知事１期目の経済対策が

どのように反映をされているのか、知事の見解

を伺います。

以下、質問者席にて質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、お二人の議員にお祝いを申し上げるも

のであります。盛大に誕生日をお祝いしていた

だき、町なかの経済活性化に御貢献をいただけ

ればという思いでございます。

私は、知事就任後、相次ぐ災害に見舞われた

本県経済の活性化に取り組み、平成25年２月に

「復興から新たな成長へ向けた基本方針」を定

め、成長産業の育成に全力を傾けてまいりまし

た。その結果、非常に厳しい道のりではありま

したが、平成25年には、農業産出額が、口蹄疫

以前の水準となる3,213億円まで回復をしたほ

か、観光消費額が、外国人観光客の増加などを

背景に、平成22年に比べ157億円増の1,545億円

となりますとともに、医療機器産業に取り組む

企業数も、平成23年の２倍以上の72社となるな

どのさまざまな成果が見られるところでありま

す。これらの成長の芽をさらに伸ばすため、御
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審議をお願いしております総合計画アクション

プランに基づき、今後とも、成長産業の育成や

地域における経済循環の促進、さらには観光の

再生に戦略的に取り組み、本県経済の活性化を

図ってまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○西村 賢議員 お祝いの言葉、ありがとうご

ざいます。観光やメディカル分野、また畜産の

再生など、いろいろな経済対策の効果が出てい

るということでありました。しかしながら、経

済対策は非常に難しいところもあると思いま

す。今後もしっかりと、こういう経済対策を

打って、非常に予算もかかることですから、検

証しながら、またさらなる成長分野につなげて

いただきたいと思います。

また、その中で、今回、観光対策として、国

の地方創生交付金を活用した宿泊半額券「神話

のふるさと みやざき旅行券」が発行されてお

り、これまでの発行分は全て完売とのことであ

りました。本県の事業予算は４億6,000万円との

ことですが、本県と同様に、他県もこのような

事業に取り組んでおり、今後の地域間競争の激

化も予想されております。ちなみに福岡県は25

億5,100万円、佐賀県は５億円以上、長崎県が７

億5,000万円、大分県が約５億円、熊本県が８

億3,000万円、鹿児島県が11億4,000万円のうち

国内が９億4,000万円と、ほかの県も非常に大き

な予算をかけてきております。これは宮崎が少

ないということではなくて、宮崎のかけた予算

をしっかり県内に波及させていただきたいと思

います。この事業を行うに当たりまして、例え

ば宮崎市内だけが観光客がふえても、私は、こ

の経済効果というのは波及しないのではないか

なと思っています。県内一円に波及していくた

めに、しっかりとこの事業をやる必要があると

思いますが、商工観光労働部長に、県はどのよ

うに取り組んでいくのかをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県の旅

行券事業の展開につきましては、この事業を活

用した認知度向上や誘客促進に県全体で取り組

むため、ことし３月に、県ホテル旅館組合と連

携をしまして、県内５つのブロックで、市町村

や市町村観光協会、宿泊施設を対象に説明会を

開催いたしました。その結果、旅行券の対象施

設には、23市町村の約260施設に参画をいただく

とともに、インターネットの宿泊予約サイトで

は、参画を希望した市町村が観光情報を独自で

紹介する特集ページを設けております。また、

各地域の魅力を生かした誘客対策として、市町

村が企画・実施するイベントに対する支援を行

いますほか、大都市圏において本県全体の観光

の魅力をＰＲするなど、事業効果が県内に幅広

く波及するよう、官民一体で取り組んでいると

ころであります。

○西村 賢議員 先ほど申し上げたとおり、他

県も非常に力を入れてやっていると思います。

まずは宮崎県に、他県に負けないように呼び込

む、また、宮崎県に来たお客さんをしっかりと

満遍なく県内各地域に広げるという対策を絶え

ず行っていただきたいと思いますし、県内各市

町村が、しっかりと観光対策を競争できるよう

な仕組みも応援していただきたいと思います。

次に、社会資本整備のストック効果について

伺いたいと思います。

社会資本整備は、２種類の効用・効果をもた

らすと言われております。整備のために投資が

行われることで、一時的に建設業など工事に関

連する産業の活動が高まる、経済活動が生まれ

る需要創出効果、これをフロー効果と言いま

す。また、整備された施設が機能して、長期的
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にその地域の生産性や安全性を高め、環境を改

善するなどの効果を生み出す施設供用効果、ス

トック効果と言います。先日来県された太田国

交大臣も、社会資本整備のストック効果につい

て言及し、つくるだけではなく、その後、地域

の生産性向上につなげていくことが重要である

と述べられておりますが、この社会資本整備の

ストック効果につきまして、県の認識を内田副

知事に伺います。

○副知事（内田欽也君） 社会資本整備の効果

としましては、経済対策としてのフロー効果に

着目されたこともございましたけれども、本来

は、社会資本が供用されることによって、新た

な投資や成長を呼び込むというストック効果が

重要であると思っております。国土交通省で

は、東九州自動車道と細島港の整備に伴い、企

業進出や木材輸出の促進等の効果が生じた本県

の事例を初めとしまして、全国のストック効果

の好事例を取りまとめ、積極的にＰＲするとと

もに、今後の社会資本整備に当たっては、高い

ストック効果が見込める事業に選択と集中を徹

底していくという考えを示しているところであ

ります。今後もまだ社会資本整備が必要な本県

にとりましては、これまでの整備によるストッ

ク効果をしっかりと検証し、整備の必要性を国

へ強く訴えていくとともに、県民の皆様にも広

くＰＲしてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 公共事業に対しては、県民の

厳しい目が常にあると思わざるを得ません。選

択と集中によってしっかりと事業効果を上げて

いくこと、また、そのでき上がった効果をしっ

かりと広報していく、県民に知らしめていくと

いうことも非常に重要であると思います。やは

り、必要なものはしっかりと建設を続けていか

なければなりませんし、地域の道路事情におい

ても、非常に不便な地域というのは県内まだた

くさんあると思いますので、しっかりと検証を

重ねて続けていただきたいと思いますが、その

中でも、特に細島港のストック効果について伺

います。

いよいよ６月28日に、細島港の17号岸壁が供

用開始されます。これまで細島港は、コンテナ

貨物とバルク貨物が混在しており、大型船の競

合により、岸壁の利用日の変更やほかの岸壁へ

のシフト変更等、利用に支障が生じてまいりま

した。今回の供用開始で、コンテナ貨物とバル

ク貨物の分離や大型船への対応、効率的な荷役

を行うことが可能となり、これまでの関係各位

の御尽力に感謝をするところであります。

細島港におきましては、岸壁整備とともに沖

防波堤など多額の費用をかけて、これまで整備

をされてまいりました。そのおかげもあり、特

に重点港湾指定の後はコンテナ貨物の取扱量も

ふえ、また貿易額も順調に推移をしておりま

す。また、周辺では企業進出や工場の増設な

ど、活性化につながり、日向市全体の製品出荷

額もふえている状況にあります。また、さらな

る企業立地のために新たな工業団地の造成を望

む声も高まっており―地元では細島５区と呼

んでいますが―これまで私も何度も質問をさ

せていただきましたが、新たな背後地の造成と

いうものをお願いしているところであります。

このような効果を、日向市のみならず県全体に

波及させていかなければならないと思います

が、県は、細島港のストック効果を今後どのよ

うに生かして県内に波及されていくのか、取り

組みを県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 細島港は九州

の扇のかなめに位置し、海路では、九州から首

都圏や中部圏に最も近いという特性を有してお
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り、さらに、ことし３月には東九州自動車道の

宮崎市と大分市が結ばれ、４月には北方延岡道

路が全線開通したことで、海と陸のネットワー

クが充実し、利便性がますます向上しておりま

す。このような中、お話にございましたよう

に、これまで整備した国際コンテナターミナル

に加え、今月28日に供用開始する国際物流ター

ミナルの整備により、効率的な貨物の積みおろ

しが可能となるなど、東九州の物流拠点とし

て、さらなるストック効果が期待されます。県

といたしましては、これらの細島港が持つ地理

的優位性や高い港湾機能を生かし、これまでの

ポートセールス活動に加え、高速道路の開通で

より近くなった隣県や、時間的制約などから、

これまで細島港を利用されていなかった荷主等

に対しましても、官民連携による戦略的なポー

トセールス活動を展開し、さらなる利用促進を

図ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 これまでも県は、さまざまな

ソフト事業を初め、細島港の活性化策に御尽力

をいただいていると思います。また今、部長答

弁でもありましたとおり、高速道路がつながっ

たことによる、ほかの地域、特に他県へのアク

セスの向上というものを生かしていかなければ

ならないと思っております。この場をかりて、

日向市と入郷地域を結ぶ327号線に対しまして、

この５月に、日向インターチェンジから327号線

を結ぶ永田バイパスの施工に向けて動き出した

ことは、非常にありがたいことだと思います

し、また、この327号線はそれ以降もまだ線形の

悪いところもありますので、あわせて改良工事

が進むようにお願いをしたいと思います。

次に、県産材の活用についてに移ります。

本県と川崎市の協定は、県産材の普及拡大に

新たな活路を見出したと思います。先日は、川

崎市から本県に視察に訪れ、関係者との意見交

換を行ったとの報道がなされました。県内の木

材・製材関係者にとっては大きな希望を持って

いるところでもあります。ただ、長年厳しい状

況にあった木材産業の中にあっては、今後さら

に県産材の販路拡大をやってほしいと思ってい

るという意見もありました。今後、県は、国内

外における新たな需要拡大に向けてどのような

取り組みを行っていくのか、環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、昨

年11月に川崎市と協定を締結するなど、大都市

における木材利用の促進に向けて、鋭意取り組

んでいるところでございます。今後、住宅分野

はもとより、公共建築物など非住宅分野の木造

・木質化を推進することとしております。さら

に、海外への輸出につきましては、これまでの

事前調査を踏まえまして、主に韓国や中国を対

象に、材料と技術をパッケージにした材工一体

による製材品の輸出を強力に推進したいと考え

ております。こういった取り組みによりまし

て、国内市場はもとより、海外での新たな市場

を開拓し、県産材の需要拡大に積極的に努めて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 販路拡大というのは、民間そ

れぞれの企業が国内・国外に向けて取り組んで

いるケースも当然ありますし、また、県が宮崎

ブランドとして売り込んでいくこともあるかと

思います。ぜひ、今後ますます、新しい場所、

新しい地域に向けての取り組みに対して力を注

いでいただくようにお願いをいたします。

次に、今、全国的に木材の防腐技術の進化、

短期間での施工のしやすさ、また景観への配慮

等から、土木工事に木材の活用が広がっており

ます。本県でも河川工事の一部に用いられるな
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ど、施工の実績は、少しずつ広がっているとこ

ろでありますが、まだ土木工事全体から見る

と、ごくわずかであります。県産材の普及のた

めに、土木工事分野への活用は一つの大きな活

用法ではないかと思いますが、今後の土木工事

への活用の展望と、また、普及がなかなか進ま

ない原因や課題について、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（図師雄一君） 土木施設につ

きましては、長期にわたり安全性や品質を確保

する必要があることから、県産材の活用に際し

ましては、コストはもとより、強度や耐久性に

ついて十分な検証が必要となります。しかしな

がら、県産材の土木工事への活用につきまして

は、景観や環境、さらには地産地消の観点から

も大変重要であると考えております。このた

め、河川におきましては、木材を生かした河川

工法の手引を策定し、県内各地で県産材を利用

した川づくりを進めているところであり、ま

た、道路等においても、現場状況に応じて、設

計段階から木材の活用を検討する取り組みを進

めているところであります。県といたしまして

は、今後とも、庁内に設置しているグリーン公

共事業推進部会などを通じて情報共有を図り、

県産材の利用推進に努めてまいりたいと存じま

す。

○西村 賢議員 杉生産日本一の宮崎県が新た

な木材の活用法をどんどん国内外に示していく

ことが、いずれ木材の普及活動につながってい

くと思います。なかなか普及が進んでいきませ

んので、ぜひまた、新たな資源の活用というも

のを考えていただきたいと思います。

次に移りますが、近年の円安効果により原木

の輸出も伸びてきていると。昨日のニュース報

道では、県全体で前年度比51％増の海外出荷が

なされているとの報道がありました。非常にい

いニュースだと思います。木材産業全体の活性

化にもつながっていると思います。また、今月

の頭には、中国木材株式会社が、日向市の細島

港の工業地帯でグランドオープンしました。知

事初め県の方々も多く視察をされておりまし

た。今後、円安による輸出の拡大、木材製造業

の活況、バイオマス発電への使用増で、林業関

係者の中では、本県の森林資源に対して、再造

林を含めた森林の維持管理を懸念する声が多

く、昨年度の議会でも、苗木不足など多くの質

問がなされてまいりました。その後、新年度の

事業等でどのような対策を講じてきたのか、再

造林の現状と対策について、環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（大坪篤史君） まず、再造林

の現状ですが、平成25年度の県内民有林におけ

る伐採面積は、約2,200ヘクタールとなっており

まして、このうち、約８割が再造林されている

状況であります。また、再造林に必要な苗木に

つきましては、この春も杉が約25万本不足して

いるために、植栽樹種の転換や植栽本数の見直

しなどを関係団体等と協議している段階でござ

います。さらに、今回の補正予算案に、「未来

へつなぐ「みやざきの森林」若返り対策事業」

を盛り込みまして、苗木のもとになります穂木

を採取する採穂園や生産施設の整備に対する支

援等を行いまして、苗木の増産を図りたいと考

えております。これら苗木の安定供給と並行し

まして、林業の担い手対策なども総合的に推進

することによりまして、再造林対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 確かに、わずか数年前は、森

林資源どうするんだと。大径木の問題もありま

した。50年、60年と放置されてきた山もありま
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した。そういうことを踏まえて、急に今、活況

になって、苗木が足りない、民間企業の生産が

追いつかない、また、生産する土壌がないとい

うことも理解をしておりますが、少しずつ林業

家の懸念を払拭していただくように、お力添え

をよろしくお願いいたします。

次に移ります。日向市平岩地区にある金ヶ浜

海岸は、日豊海岸国定公園内にあり、サーフィ

ンやマリンスポーツのメッカで、市内外から愛

好者が集まり、海水浴場としても長年市民に親

しまれてきた海岸でもあり、地域の宝でもあり

ます。その金ヶ浜の周辺は、昭和40年代に公園

構想というものがあったそうなんですが、その

公園構想というものは今は確認できておりませ

ん。その金ヶ浜海岸の南側周辺の土地を県が集

積し、公園化に向けて動いていたとのことであ

ります。しかし、昭和40年代にその土地の集積

も頓挫し、そのまま40年以上放置されてまいり

ました。周辺の海岸も含め、その後、昭和49年

に国定公園化されましたが、そのまま整備が行

われることなく今日まで来ております。

金ヶ浜と並行して走る国道10号の特に南側か

らの眺望はすばらしかったと聞いております

が、今では雑木や竹林が成長して眺望も望めな

くなってしまっております。その当時を知る地

域の方々からは、眺望をもとに戻してほしいと

の声や、公園化に協力をして土地の集積に応じ

たのに、公園化が実現しないのならば土地を返

してほしいとの声も上がっております。責任を

持って県が公園化をすべきじゃないかという声

もあり、地元では要望活動も出ております。こ

の金ヶ浜は、先ほど申し上げたとおり、サー

フィンなどのマリンスポーツのメッカとなって

おります。また、周辺には公営の駐車場や道路

も整備をされていない状況にもあり、民間施設

の脇を通り、浜におりていかなければならない

状況にあります。いざというときの救急車等の

搬送口もない状況になっておりますが、地元の

方々は、この金ヶ浜の活用を強く望んでおりま

す。県はどのように考えているのか、環境森林

部長に伺います。

○環境森林部長（大坪篤史君） お尋ねの海岸

区域は、実は国有地と県有地、そして民有地が

混在する地域でございます。日豊海岸の美しい

風景を一望できるすばらしい場所だと認識して

おります。この地域の県有地ですが、全体で６

ヘクタールありますけれども、そのうちの約５

ヘクタールを日向サンパーク用地として、昭

和61年から日向市に無償で貸与しているところ

であります。残りの１ヘクタールの利活用につ

きましては、現在、日向市とも協議を始めた段

階でございますので、その状況も踏まえながら

対応してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 40年間放置をしてきたという

ことは、県の所有者としての立場は重いと思い

ます。実際にその場に行ってみますと、当時は

一本も生えていなかった雑木が大きく成長し、

ちょっと下を歩くと、ジャングルの中を歩いて

いるような、木漏れ日も差してこないような

真っ暗な地域になっておりまして、これは眺望

だけではなしに、周辺環境にとっても非常に悪

い状況にあります。昭和40年ごろの話ですか

ら、誰がどうということは今では確認できない

ということですが、やはりその当時は公園化に

向けた動きが少なからずあったんだと思いま

す。そうでなければ、土地の集積というのはし

なかったのでありますし、また、その後、いろ

んなリゾート構想もあり、そのたびに頓挫をし

てきて、荒れ地というか、そのまま放置をされ

てきたわけであります。いま一度、この金ヶ浜
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にスポットを当てて、地域の方々にとっては地

域おこしの一番の中心にしたいと考えておりま

すので、県の献身的な協力―やはり雑木を取

り除くにしても、地域の人たち、また日向市の

力だけではどうもできないかもしれませんの

で、御協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。40数年という長い間待たされてきた地域住

民の声を、しっかりと聞いていただきたいと思

います。

次に移りますが、この金ヶ浜は、アカウミガ

メが産卵することでも知られております。この

地域の方々は保護活動にも熱心に努めており、

本県のすばらしい自然環境のイメージを広げる

ものでもありますし、また、人と自然との共

生、子供たちの教育にもいい影響を与えるかと

思います。しかし、海を利用する方の中でも、

アカウミガメの保護に対して無知な方も少なく

ありません。本県は長い海岸線を有することも

あり、啓発看板の設置も大変だとは思います

が、再度、県民への啓発も必要ではないかなと

思います。県は、どのようにして海岸の利用者

にアカウミガメの保護の取り組みを啓発してい

くのかを伺います。

○教育長（飛田 洋君） アカウミガメの保護

のため、上陸・産卵状況の調査や、波に流され

るおそれのある卵の移動などを、県内の３つの

野生動物研究会に委託して取り組んでおりま

す。さらに、その調査結果を市町村や港、水産

などにかかわる団体へ提供したり、保護啓発ポ

スターを作成し、県内の学校等へ配布するほ

か、総合博物館におきましては、産卵の様子を

再現した展示を行うなど、保護に向けた機運の

醸成を図ってきているところであります。ま

た、近年、アカウミガメはメディアでもよく取

り上げていただいておりますが、このことも啓

発の意味では大きいと考えております。このよ

うなこともあって、県内各地で保護を目的とし

た海岸清掃活動が行われるなど、県民の皆さん

の保護意識が徐々に高まってきているなと感じ

ております。今後も関係機関等と連携し、一層

の啓発活動に取り組んでいきたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ま

た、日向市内のほかの海岸では―お隣のお

倉ヶ浜になりますが―コアジサシが飛来し、

産卵する場所があります。保護活動をしている

方々の話では、コアジサシは警戒心が強く、産

卵の場所を選ぶにも下見をしに来るなど、とて

も用心をしているとのことです。保護活動をさ

れる方々は、コアジサシの警戒心を解くよう

に、デコイをつくったり、また浜辺に雑草の場

所をつくったりと、毎年この時期になると気を

もんでおりますが、アカウミガメ同様に、産卵

時期に浜辺で花火をしたり、やみくもに巣に近

づくなど、利用者のモラルの低下を嘆いており

ます。県民になじみのないこともあるかもしれ

ませんが、県内にどのくらいコアジサシの産卵

地があるのか、また、コアジサシに対する保護

の取り組みについて、こちらは環境森林部長に

伺います。

○環境森林部長（大坪篤史君） お尋ねのコア

ジサシは、カモメ科の鳥類でございます。産卵

地につきましては、日向市のお倉ヶ浜を初め、

県内では新富町や宮崎市、串間市で合計15カ所

が確認されております。県では、このコアジサ

シを、条例で特に保護を図る必要のある希少野

生動植物に指定しまして、捕獲等を禁止すると

ともに、パンフレット等によりまして、保護の

必要性について県民への周知を図っておりま

す。また、海岸利用者に対しましては、標識類



- 105 -

平成27年６月18日(木)

による注意喚起や監視員による指導など、保護

の重要性について啓発を行っております。今後

とも、希少な種の保護を図るため、関係者の皆

様と協力して保護活動に取り組んでまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 サーファーの方とかは、月に

１回ビーチクリーンをしたり、非常に献身的に

浜辺の清掃に協力していただいておりますし、

また、先月は、今度フリーダムで来るアーティ

ストの方々がお倉ヶ浜でビーチクリーンをして

くださいました。それまで海に興味がない方

も、集まっていただいて清掃活動をしていただ

くと、非常に愛着が湧きますし、また逆に、ふ

だんからこんなに海をきれいにしているんだ

と、改めて思っていただいたところがありま

す。海岸の清掃とか保護活動に関心を高めてい

くことが、本県の魅力向上につながっていくと

思いますので、あわせてお願いをしたいと思い

ます。

次に、不登校児対策について伺います。

先日、熊本県天草にある勇志国際高等学校を

視察し、野田校長先生と意見交換、また授業を

参観させていただきました。勇志国際高校は、

不登校児が集まる通信制の高等学校として知ら

れ、全国から1,350名の生徒が在籍しておりま

す。インターネットを活用した通信教育ととも

に、年に一度のスクーリングと呼ばれる５日間

の通学授業があります。この学校は、天草から

さらに船で渡る御所浦町にあり、学生はその１

週間は島の民宿に分かれて宿泊するそうです。

学校開設から10年目とのことですが、最初は114

名だった学生が今では1,350名。校長先生も、こ

の学校の生徒がふえることはいいことではない

と話をされておりました。ただ、この学校に

入った生徒のほとんどは無事に卒業し、さらに

進学や就職に頑張る生徒も多いとのことで、そ

の進学先には有名大学の名前もありました。本

県からの生徒も数名いるようでしたが、ここで

の視察も踏まえて質問したいと思います。

不登校児の問題は、まずは家庭にあると思い

ますが、まず、教育委員会に質問をしたいと思

います。本県の小中学校における不登校児の

数、また近年の傾向について伺います。さら

に、県立高校においての不登校、退学者数の推

移についても伺います。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の公立小

中学校の不登校児童生徒数は、小学校は134人、

中学校は858人であり、児童生徒1,000人当たり

で見ますと、小学校では2.2人で、全国と比

べ1.4人少なく、中学校では27.7人で、全国と比

べ0.8人多くなっております。不登校は、全国的

に増加傾向にありますが、本県もわずかですが

増加傾向にございます。次に、県立高校におけ

る不登校の生徒数は411人で、生徒1,000人当た

りの数で見ますと17.5人で、全国と比べ0.8人多

くなっております。また、中途退学者数は356人

で、生徒1,000人当たり15.2人で、全国に比

べ1.8人少なくなっております。全国的に、公立

高校の不登校、中途退学者、ともに増減を繰り

返しておりますが、本県も同様の傾向にありま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございました。３

月に、ある学校の卒業式に出ました。100名

ちょっとの学校の卒業式だったんですが、その

中で５名欠席をしておりました。５名ほどだっ

たと思います。卒業式に欠席する理由として、

長期欠席をしているとのことでしたが、長期欠

席で例えば学力が十分でない場合、進級できな

い。大学等では、いわゆる留年というものがあ

ると思いますが、長期の欠席などで学校に来て
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いない生徒の留年というものが小中学校であり

得るのか。本県で留年した児童生徒数がどうか

を教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 不登校などによる学

習のおくれを理由に原級留置、いわゆる留年の

措置を行うことは、各学校長の判断で可能であ

ります。不登校児童生徒の基礎学力の保障は何

よりも大切でありますので、市町村教育委員会

においては、不登校児童生徒を対象とした適応

指導教室を設置したり、各学校で個別指導を

行ったりするなどによって、学力の保障を図っ

ているところであります。なお、原級留置の措

置につきましては、児童生徒の将来にわたって

極めて大きな影響を及ぼすことから、あらかじ

め保護者等の意向を聞いて参考にするなど、十

分な配慮を行うことが求められているところで

あり、昨年度の各市町村教育委員会からの報告

では、原級留置（留年）の措置を行った事例は

本県ではございません。

○西村 賢議員 留年という生徒が事実上ゼロ

ということですが、欠席が多く授業にほとんど

出ない。当然、学力が下がる。また、友人との

関係も疎遠になっていく。それがさらに学校に

行きたくないという理由につながっていくとい

う負のスパイラルがあります。勇志国際高校で

も、入ってきた生徒に、英語はアルファベット

から教えなきゃいけない、数学は算数から教え

なきゃいけないといったことも多いというふう

に聞きました。そこの学校では、先ほど有岡議

員の質問にもありましたｅラーニングシステム

ですか、おくれていた授業・単位を取り戻すと

いうことに活用されているという話も伺いまし

たが、留年せずに学校を卒業するということ

は、ある意味、学校側が生徒を追い出していく

というようなことにも私には伝わりましたし、

逆に学校側の責任放棄の部分もあるのではない

かなと思いました。冒頭申し上げたとおり、家

庭にもまずは大きな問題があると思いますが、

その子たちを社会に押し出すことで、将来的な

ひきこもりの予備軍になっていくのではないか

なと思っております。

また先日、国会におきましても、超党派の議

員連盟が、学校に通わなくても、手続を踏んだ

上でフリースクールに通う、もしくは、家庭で

学べば義務教育を受けたと認定することを目指

して、「多様な教育機会確保法案」というもの

を今国会に提出したとありました。児童生徒を

第一に考えた結果なのかもしれませんが、これ

は逆に言えば、教育現場にとりましては義務教

育の定義の崩壊でもありますし、また学校教育

の崩壊にもつながるものではないかなと私は

思っております。本県の子供たちのために、教

育委員会、学校、家庭がしっかりと連携できる

ように、いま一度、対策を講じていただきたい

と思いますが、不登校児の増加に対しまして県

のこれまでの取り組みはどうなのか、まず教育

委員長の考えを伺いたいと思います。

○教育委員長（島原俊英君） 不登校は、児童

生徒の社会的自立や、将来の進路選択に影響を

及ぼす問題であり、私も強い危機感を持ってい

るところであります。本県では、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーを各学

校に配置するなどの取り組みを進めており、教

室に入れない生徒が、継続的なかかわりにより

教室での授業に復帰できるようになるなど、成

果を上げております。しかしながら、不登校の

要因は多様化しており、継続的に取り組むべき

課題であると認識しております。既に不登校の

状態にある児童生徒の学校への復帰に向けた取

り組みに加え、新たな不登校を生み出さないと
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いう強い信念を、我々大人がしっかり持ち続け

なければいけません。社会とのつながりや学ぶ

意味について考えさせるキャリア教育の充実

や、家庭や企業も含め地域社会ぐるみで、子供

たちのきずなづくりや居場所づくりの取り組み

を積極的に進めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 私は、前期は二度、文教警察

企業常任委員会に所属させていただきまして、

学校現場の取り組み、また、落ちこぼれという

か、ついていけない子をふやさない取り組みと

いうこと、また、それぞれの学級の先生、学校

の先生たちが一生懸命子供のことを考えている

ことは、非常に伝わってまいりました。しか

し、全体として、こういう不登校児の数が増加

傾向にあるということは、今までの対策という

ものをしっかりともう一度見直さなければなら

ない時期にあると思っております。先ほど申し

上げたとおり、特に義務教育を終える中学校３

年生に対して、学校に来ない時期がある程度多

くても、いわゆる長期欠席していても卒業させ

ているという現状は、私はやはり放置できない

状況にあると思います。先ほどの留年の質問へ

の答弁で、学校長の判断というものが一つある

と伺いましたが、このことにつきまして、教育

長の認識はどうなのかを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 私は校長会等で、基

礎学力をしっかりつけよと。子供たちが社会に

出るときに学力がハンディになるようなことが

あっちゃならぬという話をしております。今、

留年について誰が判断するかと。法的には校長

であることは間違いございませんが、保護者の

意向を十分酌むとか、市町村教育委員会と連携

をとって判断するということはもちろんです

が、最も大切なことは、子供たちが社会で生き

ていく力をちゃんとその段階で身につけさせて

卒業させる。学力を保障するとかそういうこと

が、判断よりもっと大事なことだと思います。

実は、そういうこだわりを持って、本県では昨

年から、基礎学力定着指導実践推進地域という

のを３地域指定しました。全国トップの学力を

目指すとき、どんな学力かというと、少なくと

もハンディキャップがある子供たちが全国一少

ない、そんな取り組みを実践研究校でしていた

だいて、それを県下に広げられたらいいなと考

えております。以上です。

○西村 賢議員 繰り返しますが、学校のそれ

ぞれの取り組みというものが―先生たちも含

めまして、膨大な仕事量の中でやっていく大変

さはあると思いますが―やはりいま一度、改

めて考えていただきたい問題だと思っておりま

すので、この認識のほう、よろしくお願いした

いと思います。

次に、この不登校児童対策のやりとりは、当

然、教育委員会のみならず、家庭の問題におい

て福祉保健部の役割も大きいかと思いますが、

福祉保健部としての不登校児対策の取り組みに

ついて、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 福祉保健部で

は、各児童相談所におきまして、不登校相談に

も対応しているところでございます。平成25年

度は85件の相談を受け付けております。また、

主な相談者といたしましては、家族・親戚が71

件、それから学校が５件、本人が４件などと

なっております。受け付け後の対応でございま

すが、不登校児童やその家族、家庭の置かれた

状況はさまざまでありますことから、児童心理

司や児童福祉司などの専門職員が、子供の気持

ちや環境等をしっかり把握した上で、学校や市

町村教育委員会などと連携をして、本人のカウ
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ンセリングや家族への助言など、問題解決に向

けた支援に取り組んでいるところでございま

す。

○西村 賢議員 これは質問ではないんです

が、知事に対して要望だけ申し上げます。教育

委員会、先ほどの福祉保健部長の答弁しかり、

これは県を横断して考えていただかなければい

けない問題だと思いますし、全国各地がそのよ

うな傾向にある。その中でも宮崎県は違うとい

うふうになっていただきたいと思いますので、

ぜひ、県挙げての不登校児対策というものを、

知事がリーダーシップをとっていただきたいと

思います。

次に移ります。関連しまして、本県の情緒障

がい教室について質問をいたします。虐待やい

じめなど、精神的な障がいで通常の授業を受け

ることができない児童が通う「自閉症・情緒障

がい特別支援学級」の存在は、児童が学校に通

い続けるために重要な受け皿となっていると思

います。私が小学校・中学校時代はこのような

学級はありませんでしたので、ちょっとなじみ

がないんですが、この学級に通いながら学校生

活になれ、人と交わる中で、成長とともに普通

教室のほうに復帰していく生徒も多いと聞きま

した。県内の教室の数、児童の推移について伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 児童生徒数が本県で

は減少する中、自閉症・情緒障がい特別支援学

級の学級数や在籍児童生徒数は、ともに増加す

る傾向にあります。学級数については、平成27

年５月１日現在、小学校は177学級、中学校は94

学級であり、それぞれ10年前の２倍、3.1倍と

なっております。また、在籍児童生徒数につい

ては、小学校は711人、中学校は293人であり、

それぞれ10年前の４倍、6.2倍となっておりま

す。増加の要因としては、対象となる発達障が

いの診断を受ける児童生徒数が増加したこと

や、保護者への特別支援教育に対する理解啓発

が進み、特別支援教育への期待が高まったこと

などが考えられます。

○西村 賢議員 この数の推移というものは、

この10年間で非常に伸びている。それだけニー

ズがある、需要があるということかもしれませ

んが、親の理解も深まっていることもあるで

しょう。ただ、安易にこの教室に送り出すだけ

で、家庭側の放棄というものがあってはならな

いと思いますし、また、なるべく早く通常の教

室で多くの生徒と触れ合えるような取り組みを

していただきたいと思っております。

関連しまして、また、この４月に、県内初の

情緒障害児短期治療施設「ひむかひこばえ学

園」が日向市東郷町の旧東郷小跡地に整備され

ました。今、このような施設は全国で42施設あ

るそうですが、子供たちが療育を行いながら東

郷学園若竹分校に通っているそうです。今後

は、各学校の情緒障がい教室と連携をしていか

なければならないと思いますし、この若竹分校

を初め、学校現場と療育施設の連携というもの

をしっかりと密にしていかなければならないと

思いますが、この設立の意義を教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私もオープンのとき

に行ってみましたが、子供たちが式典で非常に

落ちついていたのが印象的でした。県内初の情

緒障害児短期治療施設「ひむかひこばえ学園」

は、心理的・情緒的原因により社会適応が困難

な児童生徒を対象に、心理療法を受けながら生

活訓練等を行う児童福祉法に基づく施設であり

ます。また、施設に併設する学校である「東郷

学園若竹分校」は、同施設に入所している児童
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生徒を対象にした自閉症・情緒障がい特別支援

学級であり、専門的な指導を受け、子供たちが

学習することができます。このように施設と学

校が併設されていることから、医療と福祉、教

育が密接に連携した総合的な支援が可能であ

り、新たな学びの場として大きな効果が期待で

きると考えております。

○西村 賢議員 まだ４月にスタートしたばか

りで、課題も非常に多いと思いますし、施設と

学校が同じ敷地の中にあって、もしかすると子

供たちにとっては、息苦しさを今後感じてくる

こともあるかもしれませんが、温かい目で子供

たちを育んで、また県民にも、こういう施設が

あるんだよ、悩んでいる家庭があれば安心して

預けることもできるんだよということも、今

後、周知徹底を図っていただきたいと思いま

す。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○星原 透議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の押川修一郎でございます。それでは、通告

に従いまして質問を行ってまいります。

まず、先日、「日本（にっぽん）のひなた宮

崎県」という、本県のプロモーションにおける

キャッチフレーズとロゴマークが発表されまし

た。これから私も、名刺にロゴマークを入れて

使いたいと思っております。この「日本のひな

た宮崎県」のキャッチフレーズに込められた思

いについて、知事にお伺いをいたします。

次に、フードビジネスの推進についてであり

ます。

県では、平成25年３月にフードビジネス振興

構想を策定され、25年度は「助走」、26年度は

「加速」、そして27年度は「成長」と位置づ

け、重点項目の一つに、「「食」による観光宮

崎の新生」を掲げておられます。その中に、

「食の魅力を生かした大規模誘客施設の整備・

具体化」とあり、本県の魅力である「食」を中

心とした観光推進ということで、大いに期待を

しておりますが、今後どのように進めていこう

とされているのか、同じく知事にお伺いをいた

します。

次に、農水産業振興についてお伺いします。

本県の基幹産業である農業においては、現

在、担い手の高齢化、後継者不足、耕作放棄地

の拡大、燃料や飼料価格の高騰、ＴＰＰなど、

大変厳しい状況が続いているところでありま

す。今回、新部長に就任された、誰よりも現場

のことを知っておられる農政水産部長に、本県

の農水産業振興についての意気込みをお伺いし

ます。

以上、壇上からの質問はこれまでといたしま

して、以下の質問は質問者席から行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」

についてであります。本県は、古来より「日向

（ひむか）」と称されてきた地であることや、

「ひなた」を漢字で書くと「日向」となるこ

と、また、平均気温、日照時間、快晴日数がい

ずれも全国でトップクラスであり、「日本のひ

なた」に最もふさわしい土地柄であることか

ら、新たなキャッチフレーズを「日本のひなた

宮崎県」としたところであります。以前より

「太陽と緑の国」と言われていたわけでありま

すが、太陽という直接的な言葉を「ひなた」と

いう、より情感に訴えるような、また、温かい

イメージが広がるような言葉で言いかえたもの
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と受けとめることもできようかと思います。私

どもの郷土には、温暖な気候や美しい自然を初

め、豊かな食材や記紀神話に彩られた文化・風

土、さらには、温かい人柄やゆったりとした暮

らしなど、「ひなた」の力で生み出された全国

に誇るべきすばらしい宝があふれています。今

後は、これらの宝をさらに磨き上げ、この

キャッチフレーズとともに、官民一体となって

全国に発信し、宮崎が日本の希望と活力の源、

まさに「ひなた」のような存在となるよう、積

極的にプロモーションを展開してまいりたいと

考えております。

次に、フードビジネスについてであります。

本県には、豊かな自然や温暖な気候、温厚な県

民性など、「日本のひなた」としてのさまざま

な魅力があるわけでありますが、中でも、豊富

な農林水産物を生かした「食」が、宮崎の最大

の魅力の一つであると考えております。このた

め、フードビジネスを推進する中で、長期的・

構造的な課題解決に向けた重点項目の一つとし

まして、「「食」による観光宮崎の新生」を掲

げて、「食」による誘客拡大に取り組んでいる

ところであります。特に、「食」の魅力を生か

した大規模誘客施設につきましては、新鮮な農

林水産物や加工品の販売、郷土料理や新たな御

当地グルメの提供など、多彩な機能を持って宮

崎の食の魅力を発信し、本県の観光と地産地消

をリードする拠点をイメージしているものであ

ります。海外を含めた多くの観光客を受け入れ

ることができる、そのような施設であろうかと

思います。その具体化に当たりましては、施設

の規模や機能、場所、資金を含めた整備手法な

ど、さまざまな課題がありますので、今後、関

係機関と丁寧な議論を進めていくことになりま

すが、東九州自動車道の整備や、2020年東京オ

リンピック・パラリンピック開催も見据え、県

内産学金官の一層の連携のもとに、スピード感

を持って取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

現在、本県農水産業は、大きな転換期にある

と認識しております。御指摘のとおり、農業・

水産業を取り巻く情勢は大変厳しい状況にあり

ますが、私は、この厳しい状況を「変化が起

こっている」とポジティブに捉え、知恵を出し

ていくことが、今求められていると考えており

ます。そして、我が国の食料供給を担う宮崎県

として、若者が将来に希望が持てる成長産業と

しての農業・水産業の新しい姿を、今こそ示す

ときであると考えております。このような農政

の大きな転換期に農政水産部長を拝命し、私自

身、身の引き締まる思いがいたしております。

フードビジネスやブランド対策など、農水産物

の付加価値戦略が軌道に乗りつつある今こそ、

私は、これらの施策の基礎となる生産現場の強

化と、その現場を支える人材の育成が極めて重

要であると考えております。これまで生産現場

で育てていただいた技術屋の一人として、現場

目線を大切にしながら、生産者の所得向上と地

域の活性化に向けて、農政水産部の全職員とと

もに全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○押川修一郎議員 知事、それから農政水産部

長、御答弁ありがとうございました。特に部長

におかれましては、今ありましたとおり、技術

屋ということでありますから、現場のことは誰

よりもわかるというふうに私も認識をしており

ます。今、現場で起こっている、昭和１桁時代

の皆さん方がだんだん離農される、そういう後
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継者がいないような状況の中で、農地をどう管

理していくかということも大事であります。水

産においても、同じように後継者がいないとい

うことでありますから、そういう現場を踏まえ

て、今後、施策の中にしっかり取り込んでいた

だければありがたいなと要望しておきたいと思

います。

それから、本県のフードビジネス、「食」を

キーにした大型施設をつくりたいということだ

と認識をしております。そういう中で、いろい

ろ事務レベルといいますか、協議をしながら進

めていかれるということでありますが、今あり

ましたとおり、2020年には東京オリンピックも

ありますし、高速道路も開通いたしまして、大

分県のＪＲおおいたシティ、４月16日開業、そ

して、５月13日、知事も御存じだと思います

が、320万人の方がこの約１カ月間で訪れられた

ということであります。魅力のあるものには人

が集まるということでありますから、しっかり

食の拠点づくりについてはやっていただきます

ように要望をしておきたいと思います。

それから、昨日も出たところでありますけれ

ども、ロゴマークのプロモーションについて

は、渡辺議員のほうからもありました。私は、

１点、積極的にということで、このプロモー

ションに当たっては、県産品のパッケージや空

港・駅のマットなどにもロゴマークを使って、

スピード感を持って普及することが大事じゃな

いかと思いますが、再度、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） プロモーションに当た

りましては、御指摘のように、官民一体となっ

た継続的な取り組み、一過性のものにしない息

の長い取り組みが必要であろうかと思っており

ます。広告業界では「バズる」という言葉があ

るようでありますが、ツイッターとかフェイス

ブックで一気に広げてしまう。でも、それです

ぐに忘れ去られてしまってはいけないと考えて

おるところであります。既に民間におきまして

は、商品パッケージやカタログにロゴマークを

掲示いただいている食品製造業者もあります

し、宮崎ブーゲンビリア空港での懸垂幕や、航

空会社の機内誌での情報発信など、さまざまな

取り組みを行っていただいているところであり

ます。国内外に販売されている本県産の商品に

ロゴマークを使用していただくことは、「日本

のひなた宮崎県」をＰＲしていく上で非常に効

果的な方法だと考えておりますので、今後、さ

まざまな企業・団体の皆様に御理解と御協力を

いただけますよう、スピード感を持って取り組

んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、移住・定住対策についてであります。

安倍政権が掲げられる地方創生には、地方への

新しい人の流れが重要だ。そこで注目されてい

るのが、積極的に移住者の受け入れの取り組み

が進む自治体ではないのかなと思うところであ

ります。そういう中で、本県におきましても、

移住・ＵＩＪターンのワンストップ相談窓口と

して、東京と宮崎に４月に開設したセンターの

名称を、先ほど知事の思いをお伺いした新しい

キャッチフレーズ「日本のひなた宮崎県」と連

動し、効果的にＰＲするため、「宮崎ひなた暮

らしＵＩＪターンセンター」に変更し、今月７

日に有楽町の東京交通会館６階で看板披露のセ

レモニーが行われました。センターには、宮崎

市の本部と東京支部に、移住・就職支援の相談

員がそれぞれ常駐し、２カ月間で75件の相談を

受けたということであります。県内への移住に
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関する数値目標について、これまでの達成状況

と今後の目標値、センターの活用策について、

総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 移住につきま

しては、平成23年に策定した県総合計画のアク

ションプランにおきまして、平成23年度からの

４年間で200世帯の誘致を目指すといった目標値

に対して、252世帯の実績となったところでござ

います。今後の目標値につきましては、平成27

年度からの４年間で1,000世帯の移住実現を目指

すことといたしております。

また、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンタ

ーについてでありますが、東京においては、対

面での本県の暮らし・仕事などの情報提供のほ

か、移住相談会、移住・就職セミナー、企業と

の交流会、就農相談会等の開催や、大学等を

回っての潜在的な移住・ＵＩＪターン希望者の

掘り起こしなどを行っていくことにしておりま

す。県内では、移住全般の相談対応のほか、各

市町村との連携・情報収集、県内の職場の開拓

や都市部人材とのマッチングなどを行っていく

ことといたしております。

○押川修一郎議員 移住の目標1,000世帯という

ことでありまして、４年間で1,000世帯でありま

すから、しっかりやってもらわなくては困るわ

けでありますけれども。昨日も清山議員のほう

から、意識調査についてるる質問があったとこ

ろでありますが、移住にはやはり住居というの

も必要だと思いますので、宮崎ひなた暮らしＵ

ＩＪターンセンターにおいて相談を受ける際に

も、住まいの情報は大事な要素になっていると

思います。空き家の賃貸・売却情報を紹介する

空き家情報バンク制度に関し、県内市町村の取

り組み状況と空き家活用のための県の支援策に

ついて、同じく総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 空き家等情報

バンクにつきましては、平成26年度末現在で、

県内の６市６町１村が設置をしているところで

す。移住を実現するために、住まいの情報が重

要でありますことから、県といたしましても、

市町村が設置する空き家等情報バンクの運営に

対する補助を行っているところでございます。

また、市町村の空き家等情報バンクに登録され

ている空き家の改修費につきましても補助の対

象として、空き家の利活用を支援しているとこ

ろであります。

○押川修一郎議員 平成25年住宅・土地統計調

査によりますと、平成25年10月１日現在で、県

内の空き家は７万4,200戸あるということであり

ます。見知らぬ土地に移住をして、うまくなじ

めるか不安に思っておられる方もたくさんい

らっしゃると思います。移住を定住につなげる

ためには、そういう不安を解消することが必要

であります。そこで、市町村への支援策のう

ち、今年度から新たに拡充されたフォローアッ

プ事業とは、どういう事業を対象としているの

か、同じく総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 移住に係る市

町村への支援につきましては、昨年度までは、

都市部でのＰＲ・相談会の開催、お試し滞在の

実施、空き家等情報バンクの運営、移住促進へ

の理解を求める住民向けの説明会などの活動経

費を対象としていたところでございます。この

ような中で、実際に移住された方から、地域に

知り合いがいない、慣習がわからない、相談相

手がいないといった声をお聞きしており、県と

いたしましても、移住後のフォローアップが重

要だと認識しているところでございます。その

ため、今年度から、移住者と地域・人とのかけ
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橋となるような役割を果たす人を配置した場

合、さらには、個別訪問・相談対応、移住後の

定住調査に要する経費についても支援の対象と

いたしまして、その取り組みを行う場合には、

支援の限度額を昨年度までの100万円から、150

万円に引き上げることといたしました。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういうフォローアップあたりが一番、そういう

方々に安心を提供するのではないかと思います

ので、しっかりやっていただきたいと思いま

す。近所にも、４年前ぐらいでしたけれども、

東京からＵターンということで、都城出身の旦

那様と高原出身の奥様が来られて、今、集落の

公民館活動も一緒にしながら、そういう不安解

消、そして、娘さん御夫婦も少し前にお帰りい

ただいたということで、本当にありがたいなと

思います。ですから、こういう空き家あたりを

活用した事業というものも、しっかりあわせて

やっていただくことを要望しておきたいと思い

ます。

それから次に、人口減少・少子化対策につい

て何点か、お伺いをいたします。

宮崎県版人口ビジョンの素案によると、本県

の将来人口について、少子化と高齢化世代の退

出による自然減や若年層を中心とした社会減に

より、当分の間、人口減少が続くということに

なりますが、いち早くそれらの状況が改善する

場合とそうでない場合で、2060年ごろの県人口

は、約80万人から60数万人程度まで大きな差が

生じると推計されています。このため、出生率

の押し上げと若者を中心とした社会流出の抑制

等により、バランスのとれた年齢別人口構成を

図る必要があると思います。2060年に向けた数

値目標の案として、「県人口80万人超」「合計

特殊出生率2.07以上」「29歳以下人口割合30％

以上」を掲げております。そこで、これらの目

標達成に向けて、今後、人口減少対策にどう取

り組んでいかれるのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少問題でありま

すが、生産と需要の両面から経済を縮小させる

ということ、社会の活力低下、さらには地域の

維持・存続にもかかわる非常に深刻なものと受

けとめております。今まさに国を挙げて手を打

たなければ、将来に禍根を残す喫緊の課題であ

ろうというふうに受けとめておるところであり

ます。本県におきましても、人口ビジョンの目

標を踏まえ、現在策定を進めております今後５

年間の本県版総合戦略において、４つの柱を掲

げて取り組むこととしております。１つには、

産業・雇用の充実を目指す「しごとを興す」と

いうこと、次に、子育て環境の充実や次世代育

成を目指す「ひとを育てる」ということ、そし

て、持続可能で個性を発揮できるまち・村づく

りを目指します「まちを磨く」ということ、最

後に、人や経済の都市へ向かう流れを変える

「資源を呼び込む」、こういう４つの視点で取

り組んでまいることとしております。国全体と

しても、東京一極集中の是正という方向に取り

組んでいただく中で、本県としましては、こう

いう柱を立てて、外部有識者の御意見も伺いな

がら、人口減少の抑制と地域活力の増進を図っ

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 次に、同じく人口減少対策

の一環でありますが、少子化対策として、私

は、26年２月議会で婚活イベントの実施につい

て質問をさせていただきました。その際、「若

者の出会いの場などの若い方々の関心を高める

ような企画を含め、生活環境や子育て環境のＰ

Ｒなど、より効果的な取り組みを進めてまいり
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たい」と答弁がございました。その後、昨年度

の２月追加補正予算により、「みやざき結婚サ

ポート事業」として早速事業化をしていただき

ました。ありがとうございます。この事業は、

実質的には本年度着手されていることと思いま

すが、具体的にどのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） この事業は、

会員制のお見合いシステムを新たに構築して、

「１対１のお見合い事業」を実施するものでご

ざいます。具体的には、本年８月ごろから、宮

崎市、都城市及び延岡市に結婚サポートセンタ

ーを順次設置いたしまして、結婚を希望する男

女に広く会員登録していただき、12月ごろから

お引き合わせ、いわゆるお見合いを行う予定に

しております。お引き合わせの数につきまして

は、初年度であります今年度は150組を目指して

いるところでございます。また、この事業を推

進するために、仲人的な役割を担います「愛結

びサポーター」という方を養成・確保していく

こととしております。この事業を通して、結婚

を希望する独身者の出会いを創出しまして、結

婚支援に努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 事業を推進するために、仲

人的役割を担う「愛結びサポーター」を養成・

確保していくということでありますが、サポー

ターにはどのような方々になっていただきたい

と考えていらっしゃるのか、同じく福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 愛結びサポー

ターには、交際に消極的な男女の間を取り持

ち、その背中を押すという大変重要な役割を

担っていただく予定にしております。具体的に

は、お引き合わせの際に、男女の間に立ってお

見合いをサポートしていただいて、交際をスタ

ートさせた後は、男女の相談役になっていただ

くことにしております。このため、愛結びサポ

ーターには、人生経験が豊富で、世話好きな、

そして、次の世代の幸せを願う心豊かな方に

なっていただきたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。昔

はよく「世話やきどん」ということで、本当に

いろんなことにかかわってくれる人が多かった

わけです。最近そういう人も少ないし、結婚に

向かっても、仲人役というものも今少なくなっ

てきた中であります。きょうは、議員の中に、

そういう適した方がたくさんいらっしゃってお

りますので、部長、またよろしくお願いをして

おきたいと思います。

続けますが、結婚サポートについては、既に

「えんむすびみやざき」と題した婚活支援ポー

タルサイトを開設されております。今後は、こ

のサイトを生かしながら事業を展開されること

と思いますが、それにはまず、このサイトにつ

いて知ってもらうことが大事です。そこで、こ

のサイトをどのように広報していくのか、今後

どのように取り組むのか、福祉保健部長にお伺

いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ポータルサイ

ト「えんむすびみやざき」は、婚活を実施する

団体等のイベント情報や情報交換ができる「ひ

とこと掲示板」、それから、県内の企業に勤務

する独身者の集まりでありますＢｉｚｃｏｍ

（ビズコム）の案内などを盛り込みまして、こ

とし４月、新たに開設したところでございま

す。サイトの開設に当たりましては、チラシを

作成し、市町村を中心に配布しましたり、県の

ホームページや県政番組で広報するなど、周知

を図ってきております。今後とも、さまざまな

機会を捉え、サイトのＰＲに努めますととも



- 115 -

平成27年６月18日(木)

に、内容の充実にも努めてまいりたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 しっかりＰＲ方をお願いし

ておきたいと思います。また、フェイスブック

ページも開設されていますが、まだまだ「いい

ね！」の数が少ないようであります。ＰＲが、

今言いますように大事でしょうから、ぜひ、こ

の事業が成功するためにも積極的なＰＲをお願

いしておきたいと思います。

あわせまして、関連して知事にお伺いをいた

します。知事は、12県の若手知事でつくる政策

提言グループ「日本創生のための将来世代応援

知事同盟」を４月に結成されましたが、その目

的についてお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） この若手知事のグルー

プは、これまで子育て同盟という形で、自分た

ちの子育て経験も生かしながら、子育て支援の

充実、また国への提言に取り組んできたところ

でありますが、国全体で、人口減少、東京への

一極集中が進み、地方創生の取り組みが進めら

れている中で、子育ての問題にとどまらず、将

来を担う若い世代が、地方で暮らし、結婚・出

産・子育てができるような社会の実現に向け

て、より幅広く取り組んでいこうということ

で、子育て同盟を改組して立ち上げたものであ

ります。

本県でも、先ほど申しましたように、人口問

題を重要課題として位置づけまして、ライフス

テージに応じた子育て支援、魅力ある産業・雇

用の創出、県外からの移住・定住に向けた取り

組み等を進めることとしておるところでありま

す。こういった同盟等と情報共有を図るととも

に、お互いのよい取り組みというものをまねし

合うといいますか、参考にすることもしてまい

りたいと考えておりますし、国に対し、政策や

予算に関する提言・要望を積極的に行いまし

て、本県の活力維持につなげてまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 同じく、先月23日に岡山市

で第１回のサミットが開かれて、人口減少に歯

どめをかけ、東京への一極集中の流れを変え

て、地方創生につなげるための行動指針である

「おかやま声明」を発表されました。声明の中

で、子育ての負担軽減を国に求めることや、知

事みずからが「イクボス」となって県庁から変

えることを宣言されていますが、具体的な取り

組み内容について、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、子育ての負担軽

減につきましては、子育ての不安や負担として

最も大きいものが、「子育てにお金がかかる」

というものでありますことから、幼児教育の無

償化や乳幼児医療費の助成に関する制度の構築

などについて、国に対し、早急な対応を求めて

まいりたいと考えております。また、その実現

に当たりましては、多額の経費を要することか

ら、これまでも、本県も「みやざきモデル」と

いうことで国に提言しておりますが、介護保険

制度のような、保険料として広く国民に負担し

ていただく公的負担制度の創設についても、国

に提言をしてまいりたいと考えております。

次に、「イクボス」に関しましては、職員の

仕事と子育ての両立を目指しまして、ことし４

月に「県庁職員子育て応援プラン」を策定した

ところであります。このプランでは特に、職員

と所属長が出産から職場復帰までの間、育児休

業の計画的取得などを話し合いながら一貫して

サポートする「子育てマイプラン」に、新たに

取り組むこととしているところであります。ま

た、男性の育児休業等の取得についても、高い

数値目標を掲げて積極的に取り組むこととして
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おりまして、県庁が組織として、このように積

極的に取り組むことにより、市町村、さらには

企業・事業所までにも広げていく。そのような

ことを目指して取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

この人口減少対策あたりは、やはり知事を先頭

に部局横断的に対策をとっていかないと、なか

なか難しいだろうなと思っております。今後も

しっかり取り組んでいただきますように、要望

しておきたいと思います。

次に、介護報酬の改定についてお伺いをいた

します。

平成27年度の介護報酬改定は、団塊の世代

が75歳以上となる2025年（平成37年）を目途

に、重度な要介護状態となっても、住みなれた

地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、住まい、医療、介護、予

防、生活支援が一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」の構築を実現するため、平成26

年度制度改正の趣旨を踏まえ、中重度の要介護

者や認知症高齢者への対応を図るなど、介護人

材確保対策の推進、サービス評価の適正化と効

率的なサービス提供体制の構築といった、基本

的な考え方に基づいて行われると聞いておりま

す。また、介護職員の処遇改善、物価の動向、

介護事業者の経営状況等を踏まえ、介護報酬の

改定率は全体でマイナス2.27％となったところ

であります。

そこでまず、今回の改定による県内の介護サ

ービス事業所への影響についてどのように考え

ているのか、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護報酬は、

基本的な運営に対する基本報酬に、特別なケア

を行う体制を整えた場合には加算を上乗せしま

して算定できる仕組みとなっております。今回

の改定では、介護保険制度の持続可能性やサー

ビスの運営実態等を勘案して、基本報酬が引き

下げられる一方で、介護人材の確保、あるい

は、中重度の要介護者や認知症高齢者への支援

に取り組む事業所に対しましては、加算の新設

や引き上げなどにより、介護報酬が重点配分さ

れる内容となっております。このため、基本報

酬の減額により、一定の減収になる場合も想定

されますが、職員の処遇改善やサービスの向上

等を図ることなどにより、中長期的な視点に

立って経営の安定化に取り組んでいくよう、助

言・指導を行っていく必要があると考えており

ます。

○押川修一郎議員 今ありましたとおり、加算

というものが今回の上乗せの算定になるという

ことで、特に小規模の介護サービス事業所では

経営が厳しくなると聞いております。どのよう

に対応していくのか、同じく福祉保健部長にお

伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県におきまし

ては、これまで、今回の改定の趣旨を踏まえま

して、職員の処遇改善やサービスの質の向上の

ため、各種加算の活用が図られるよう、事業者

に対する説明会を開催してきたところでありま

す。今回の改定に伴いまして、御指摘の小規模

を含むさまざまな介護サービス事業所から経営

等の御相談を受けておりますので、今後は、市

町村と連携して実態の把握に努めますととも

に、個別の相談に対応していきたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 私の地元、西米良村あたり

からも、こういった要望も来ておりますから、

やりたくてもやれないような事業所というのが
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あるみたいなので、そこの地域に合った制度に

していただくように、皆さんのほうからも要望

等をしていただければありがたいなと、そのよ

うに思っております。

次に、農業への外資参入について何点か、お

伺いをいたします。

５月３日付の日本農業新聞に、「都農町にキ

ウイフルーツ生産で進出するニュージーランド

の法人「ジェイス」が、日本国内に400ヘクター

ル規模の農場を持つ意向であることが分かり、

農家や関係団体が警戒を強めている。」とあり

ました。「同社は農地をリースだけでなく、取

得することも視野に入れており、外資の農地所

有に道を開く恐れがある。同社は直営農場に力

を入れる方針で、現場には「地元にはメリット

がない」との不満もくすぶる。（中略）同社

は、世界のキウイフルーツの３割を扱う販売会

社「ゼスプリ」の株主。同国に600ヘクタールの

農場を持ち、日本国内の年間出荷量を上回る２

万7,000トンを出荷する。外資が国内に直営農場

を持つのは初めてで、仮に大規模に展開した場

合、影響は計り知れない。」との記事を読み、

びっくりしたところであります。県内の担い手

に土地を集積して育成しようとしている中で、

なぜ今回、外資系法人のジェイス社が都農町に

進出することになったのか、その経緯について

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本件の経緯に

ついて御説明をいたします。

ニュージーランドのキウイフルーツ出荷組合

でありますゼスプリ社は、平成17年ごろから、

他県でＪＡ等と連携したキウイフルーツの産地

化に取り組んでおられますが、現状では、日本

国内での需要拡大に生産が追いついていない状

況と伺っております。そこで、ゼスプリ社は国

内需要に対応するため、その構成員であるジェ

イス社と連携して、平成25年に、全国５カ所の

候補地で、土壌や気象条件等の調査を実施して

おります。その中で、都農町を日本で最も栽培

に適した地域と判断したと伺っているところで

あります。一方、都農町では、新品目の導入や

耕作放棄地解消などの農業振興対策といたしま

して、またさらには、雇用創出や地域振興など

の観点から、ジェイス社を誘致することを表明

され、生産実証を行うトライアル事業に、今

般、着手することとなったものでございます。

○押川修一郎議員 近年、地元企業や国内の資

本力を持つ企業からも農業に進出したいとの声

を聞きますし、国内の量販店との契約栽培など

と連携しながら、本県農業の振興を図ることを

優先すべきではないかと思いますが、県の考え

方を、同じく農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 地元企業の農

業参入や国内量販店等との契約栽培など、農と

企業との多様な連携を推進することは、大変重

要な取り組みであると考えております。このた

め、県といたしましては、企業が有する革新的

技術の導入や、マーケットインによる新たな産

地づくり等、企業と産地双方にメリットのある

取り組みについて、積極的に推進しているとこ

ろであります。なお、本県における他産業から

の農業参入は、本年１月１日現在で、県内企業

を中心に123社に上っており、また、量販店等と

の新たな契約取引も着実に進展しているところ

であります。

○押川修一郎議員 国内農業を守る、あるいは

本県農業を守っていく中でも、しっかりこうい

うことを中心としてやっていただくということ

が、私たち県内の農業を進める上では大事だと
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いうふうに思っております。

さらに続けます。ニュージーランドでは、キ

ウイフルーツのかいよう病が発生し、壊滅的な

打撃を受けたと聞いておりますし、国内で委託

栽培をしている愛媛県、佐賀県等でも、かいよ

う病が発生して、被害が出ていると伺っており

ます。他の果実、野菜への影響はないのか。ま

た、このような中で導入するのであれば、農業

試験場等があるわけでありますから、しっかり

試験を行い、安全が確認されてからでもよかっ

たのではないかと思いますが、県の考え方につ

いて、同じく農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） キウイフルー

ツかいよう病は、日本を初め、ニュージーラン

ド等で発生が確認されている病害で、他の野

菜、果樹への感染は確認されておりません。ま

た、今回、トライアル農場で導入される新しい

品種は、ニュージーランドで、かいよう病に抵

抗性のある品種として開発されたもので、外国

からの苗の持ち込みに当たっても、国において

しっかりとした対策がとられていると伺ってい

るところであります。県といたしましても、今

後、地域と連携しながら、農業試験場や普及セ

ンターが、トライアル農場における生育の状況

を逐次把握するなど、技術的な見地から、的確

な対応を行ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 一番怖いのは、今、部長が

おっしゃいましたけれども、今まで国内で、例

えばスリップスにしてもミカンバエにしても、

外国から苗あるいは種子、そういったもので

入ってくる機会が多いわけです。今ありました

とおり、抵抗性だからといって安心はできない

わけであります。我々が一番心配するのは、口

蹄疫、鳥インフルエンザ―これは同じではあ

りませんけれども、発生してしまうと大きな被

害をこうむる。被害をこうむるのは誰かという

と、県内の農家の皆さん方が一番困るわけであ

りますから、そういうことはしっかりやってほ

しいということで、今、質問をさせていただき

ました。

今後、同じような外資系企業等の農業進出に

ついてどう対応していかれるのか、また、誰が

面積等の規制やコントロールを行うのか、同じ

く農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 今回のジェイ

ス社の参入に当たりましては、事業の展開方向

や規模等について、地元との調整を行う地域協

議会への加入を義務づけることや、地元農業者

としっかりと連携すること、地元の雇用を安定

して確保すること、さらには、何らかの問題が

発生した場合は、県の判断で利用権を解除し、

原状復帰させることができるように、農地取得

ではなく、農地中間管理機構を介した賃借契約

とすることなどについて、地域との調和が図ら

れますよう、県として都農町をサポートしてま

いりました。また、都農町やＪＡ等の関係機

関、ジェイス社などで構成する地域協議会にそ

の一員として参加し、都農町でのトライアル事

業をしっかりと検証していきたいと考えており

ます。今後とも、外資系企業の農業参入に当た

りましては、文化、商慣習が異なることから、

本県農業への理解促進と十分な事前調整を行う

など、慎重に対処してまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 本県農業への外資系企業等

の参入について、知事はどのようにお考えであ

りますか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県農業への外資系企

業の参入に当たりましては―これは外資系に
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限ることはないと考えておりますが―やは

り、地元には地元のやり方なりルール、また実

態というものがあるわけでありまして、そうい

う地域との調和を図っていただくことが大変重

要であろうかと考えております。したがいまし

て、相手方と十分なコミュニケーションを図

り、事前調整を行うということ、そして、しっ

かりとした連携体制、信頼関係を築いていくこ

とが重要であろうかと考えております。また、

今御議論がありましたように、人や物の交流に

よる防疫上の問題が生じないようにしていくと

いうことも、重要なポイントであると考えてお

ります。県としましては、こうしたさまざまな

観点を踏まえ、市町村や関係団体と十分に連携

をしながら、地域農業の振興につながるよう、

そして、産地にとってメリットとなるような形

で、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。我

々も今まで、そういう外資系の参入というもの

は余り経験をしておりませんでしたから、我々

もしっかり、この問題については注視をしてい

く必要があると思っております。ともに、この

問題については、今後またいろんなところで皆

さん方と切磋琢磨していければありがたいと、

そのように思っております。

次に、県立高等学校教育整備計画についてで

あります。

本県は、今後しばらく少子化が避けられない

状況にありますが、それは西都市内においても

同様であります。国の学校基本調査や人口動態

調査をもとに、西都市内における将来の中学校

卒業予定者を推計しますと、平成27年３月の中

学校卒業生の実績数316名を基準とした場合、平

成33年３月の中学校卒業予定者は約260名と見込

まれます。18％近くの減少となる模様でありま

す。さらには、その後、平成41年３月における

市内の中学校卒業予定者数は約200名と見込ま

れ、平成27年３月を基準とすると、何と37％近

くの減少ということで、大変憂慮すべき状況が

予想されております。

このような中、今後、西都市内の２つの県立

高校への入学者減少は避けられないと考えられ

ますが、両校の再編整備の方向性について、教

育長に認識をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校教育整

備計画中期実施計画においては、１学年４学級

以下の高等学校において、大幅に定員を満たさ

ない状況が続くなど、さらに１学級の削減をせ

ざるを得ないことが予測される場合には、統廃

合等を行う可能性があるとしております。現

在、西都市内の２校につきましては、１学年４

学級以下の規模であり、今後、中学校の卒業者

の減少が見込まれますので、子供たちにとって

よりよい教育環境を提供するという視点に立て

ば、統廃合等が一つの有力な選択肢になると考

えております。

○押川修一郎議員 同じく、平成19年に「魅力

ある高等学校を考える会」が始まり、平成23年

から現在の「県立高等学校活性化研究協議会」

に変更して、２校の存続に向けて、学校のＰ

Ｒ、スクールバスの運行、あるいは寮の活用な

どを図ってきたところであります。今、西都市

の県立高等学校活性化研究協議会の中で、いろ

いろ議論をしておるところであります。そうい

う中で、２校の存続を危ぶむ声もあるところで

ありまして、今後、西都市主催の協議会におい

て検討が進み、２校のあり方について、仮に早

期統合の方向性が出た場合、県としてはどう対

応していくつもりなのか、同じく教育長にお伺
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いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都市主催の協議会

において、いろんな活動をしていただいて、両

校の御支援をいただいておりますことを、まず

感謝申し上げたいと思いますが、２校の再編統

合の方向性が出たとすれば、統合により、ある

程度大きな学級規模の学校となり、子供たちの

集団活動の活発化や、切磋琢磨の機会等がふえ

るとともに、専門的な教職員の確保も可能とな

ることから、魅力と活力ある学校づくりにつな

がることが期待できるものと考えておりますの

で、その方向性が出れば、その方向性は尊重す

べきものと考えております。県に対し、地元か

ら正式な形で再編統合の要請があれば、保護者

や地域のニーズ等を踏まえながら、何よりも生

徒のことを考えて丁寧に検討してまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 今ありましたとおり、やは

り中心は子供だろうと私も思っております。今

までの妻高、西都商、歴史・文化もある学校で

ありますし、優秀な高等学校だと認識をしてお

るところであります。残念ながら、今言うよう

に生徒数が少なくなってくる中で、いろいろと

議論をしておる今日だということで、今後さら

に、統廃合あるいは２校存続の中での議論が続

くとは思うんですけれども、地元のほうからそ

ういった声等々があれば、前向きに検討してい

ただくというような御答弁をいただきましたの

で、またその折にはよろしくお願いを申し上げ

ておきたいと思います。

次に、西都原古墳群の世界遺産登録について

何点か、お伺いをいたします。

先月、世界遺産に登録されている韓国・慶州

の歴史地域を、久しぶりに県の職員の方と一緒

に調査をさせていただきました。さすがに世界

遺産だけあって維持管理がしっかりされていま

したし、さらに大規模整備も行われていまし

た。古墳の活用面でも、家族連れや観光客の方

々でにぎわっていました。また、博物館では、

親子連れで古墳からの出土品を学習している様

子もうかがえました。そこで、西都原古墳群及

び考古博物館の活用について、学校教育の中で

どのような取り組みがなされているのか、教育

長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都原古墳群は、宮

崎及び日本の歴史、特に古代史を学ぶ上で、極

めて重要な史跡であると認識いたしておりま

す。そこで、本県のどの学校でも西都原古墳群

について学べるように、県教育委員会のホーム

ページ「ひむか学」の中で古墳群を紹介すると

ともに、県独自に作成した学習教材にも取り上

げ、ネット上で県内の各学校に配信いたしてお

ります。また、これまで県教育委員会では、西

都原考古博物館の学校教育での利用促進を呼び

かけるなど、そのＰＲに努めてまいりました

が、毎年多くの小・中・高校生が訪れ、諸展示

の見学はもとより、土器づくりや火おこし体験

を行うなど、古代を感じるさまざまなプログラ

ムを通して、西都原古墳群の歴史的価値を体感

できる学習を行っております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ま

たそのような方向の中で、今後もよろしくお願

いをしておきたいと思います。

同じく、西都原古墳群の世界遺産登録に向け

て、観光の視点を含め、機運醸成が大事だと思

いますが、今後どのような取り組みを行われる

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 商工観光

労働部におきましては、これまで、県民を対象

とした西都原の古墳文化の理解を深めるシンポ
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ジウムにつきまして、これを主催する西都市に

対し、支援を行ってまいりました。今年度は、

これに加えまして、大阪大谷大学と連携し、本

県の古墳文化をテーマに連続講座を大阪府にお

いて新たに実施し、県外に向けて広く情報発信

をしてまいりたいと考えております。今後と

も、関係市町村と連携しながら、県民一人一人

がその価値を理解し、さらに県外での認知度を

高めるなど、機運の醸成に努めますとともに、

地域の文化資源を生かした観光振興にも努めて

まいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。よ

ろしくお願いをしておきます。

世界遺産の登録基準に、「人類の歴史上重要

な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の

集積または景観のすぐれたもの」という基準が

あるそうです。男狭穂塚、女狭穂塚を歴史的建

造物としてどう考えるか、県土整備部長の所見

をお伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 西都原古墳群

の男狭穂塚につきましては、日本最大の帆立貝

形古墳であり、女狭穂塚は、九州最大の前方後

円墳であります。これらの古墳につきまして

は、詳細な調査結果がございませんので、明確

には申し上げられませんが、古墳研究に関する

文献等によりますと、長さ176メートル、高さ

約15メートルの女狭穂塚の築造には、延べ約50

万人もの人手を要したとの試算もあります。こ

うした大規模な土の運搬や盛り土などは、綿密

な計画のもとで行われたものと想像され、1500

年以上の年月を経て今なお現存していることか

らも、当時のすぐれた土木技術の存在を示すも

のと思われます。このようなことを踏まえます

と、男狭穂塚、女狭穂塚につきましては、貴重

な歴史的建造物であると考えております。

○押川修一郎議員 大変ありがとうございま

す。それだけ貴重なものでありますから、みん

なで大切にして、本県の宝として磨いていく、

そういった認識を我々もまた深めていかなく

ちゃいけないなと思ったところです。

次に、三納古墳群でありますが、三納川の北

岸の水田地帯を初め、永野原台地や南岸の平郡

台地など広範囲に分布している古墳群で、前方

後円墳３基、円墳62基、横穴墓５基で構成され

ています。その中で、本県出土の考古資料の中

で唯一国宝に指定されている金銅製馬具類が出

土したと言われている百塚原古墳群の発掘調査

も行われておりますが、調査の状況について教

育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 百塚原古墳群につき

ましては、平成25年度からレーダーを使った地

中探査や発掘調査を実施してきております。そ

の結果、消滅した古墳17基、さらに南九州特有

の地下式横穴墓12基も発見でき、百塚原という

名前のとおり、当時、数多くの古墳がつくられ

たということがわかってまいりました。また、

発掘により、土器や鉄製品のほか、耳飾りや玉

などの装飾品も出土いたしましたが、国宝であ

る金銅製馬具に関するもの、例えば破片が出る

とか、そういうものが出土しておりませんこと

から、どの古墳から国宝が発見されたか、その

特定には至っていない状況であります。今後、

地中探査や発掘調査をさらに行うとともに、金

銅製馬具の出土に関する伝承や情報の収集を進

め、古墳群全体の実態解明に努めてまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 世界遺産に向けては、周辺

の環境整備というのも一つの基準になるという

ようなことも聞いております。教育長も御存じ

かもしれませんけれども、この百塚原、永野地
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域の細い道路を上がっていって、現地に行くま

でに相当竹とか木が生い茂っておって、なかな

か行けるような状況ではありません。今、御答

弁いただいたように、古墳としてもすばらしい

価値のあるものでありますから、ぜひこの整備

について、通告はしておりませんけれども、も

し教育長が場所を見ていらっしゃるのであれ

ば、ちょっと感想でもお聞きしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私も、百塚原古墳群

を自分の足で訪ねて、そこで古代の方々の思い

を直接感じたいと思い、実は参りました。同行

した文化財課の職員が図面を広げて、消失した

古墳はここだったんだとか、あるいは、今残っ

ているのはここだとか、いろいろ案内してくれ

たんですが、図面を見ながら確認して、そのス

ケールの大きさというか、密度の高さというの

は非常にすばらしいと感じました。また、東京

の五島美術館から金銅製馬具を去年―国宝で

ありますが―宮崎にお返しいただいて、五島

美術館の学芸員の人たちとも私は直接お話をし

ました。あの価値を知っておりましたので、じ

んとくるというか、ここから出たんだなという

ような思いがしました。職員と確認したのは、

何よりしっかり調査をしようと。発掘をしっか

りやろう、レーダーの地中探査をしっかりやろ

うと言ったところでした。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。以

前、我が会派の先輩であります中野一則議員か

らも、整備等の要望をしていただいております

が、今後、そのような方向の中で取り組んでい

ただきますようにお願いをしておきたいと思い

ます。

西都原の男狭穂塚、女狭穂塚を中心に、県内

の古墳、そして南九州の古墳群の世界遺産登録

に向けて、今後、県内外の関係の方々との取り

組みをどうされるのか、同じく教育長にお伺い

をいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都原古墳群を初め

とする南九州の古墳群につきましては、世界遺

産登録に向けて必要なデータの収集を行うとと

もに、専門家を招聘しての意見交換やシンポジ

ウムの開催など、機運の醸成を図っているとこ

ろであります。また、関係する古墳群が所在す

る自治体と連携を図りながら、取り組みを進め

るための会議を開催いたしてきているところで

あります。今後、既に世界文化遺産登録に取り

組んでいる鹿児島県や熊本県がこれまでに蓄積

したノウハウについて情報収集を行うととも

に、両県や県内の関係機関と連携して、どの古

墳群を世界遺産の候補とするかなどの選定作業

や、文化庁に提出する提案書の内容の検討な

ど、取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。世

界遺産登録に向けて、知事初め各部局の中で、

教育委員会を含めて、またしっかりお願いして

おきたいと思います。

郷土先覚者顕彰事業についてお伺いをいたし

ます。

本県には、歴史に名を残す多くの先覚者がい

らっしゃいます。明治の外交官・小村寿太郎、

江戸時代に儒学を大成した安井息軒、旅と自然

を愛した歌人・若山牧水、孤児救済に尽力した

石井十次、そして、安土桃山時代にヨーロッパ

へ派遣された天正遣欧少年使節団の一員であ

り、私の地元、西都市出身の伊東マンショであ

ります。このような日本の歴史に大きな功績を

残した郷土の偉人について学ぶことは、子供た

ちはもとより、我々大人にとっても、ふるさと
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に誇りを持ち、郷土愛を高めるよい機会だと考

えておりまして、この事業に期待を寄せている

ところであります。この問題は、ことしの２月

の議会におきまして、井上紀代子議員も質問し

ていただきましたし、今までも何人かの議員の

皆さん方からも質問をしていただいておりま

す。そこで、この事業で予定をされている郷土

先覚者に関する講演会について、時期や内容な

どの具体的な開催計画を、総合政策部長にお伺

いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 郷土先覚者に

ついて学び、理解を深めることは、地域への誇

りや郷土愛を高める上で大変有意義であります

ことから、中学生・高校生や一般の方を対象と

した講演会を、ゆかりの深い県内各地において

開催するものであります。今年度は、11月ごろ

に、西都市におきまして伊東マンショについ

て、また日南市におきまして小村寿太郎候につ

いての講演会開催を予定しております。なお、

詳細な日程や内容につきましては、今後、両市

並びに顕彰団体等とも協議してまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。一

応、27年度からこの事業に取り組んでいただい

て、今後、本県の郷土先覚者の勉強会といいま

すか、講演会等々を開催していただけるという

ことで理解をしたいと思います。

最後になりますが、昨年３月にイタリアで伊

東マンショの肖像画が発見され、話題になりま

した。天正遣欧少年使節団としてベネチアを訪

問した際に描かれたものだということです。関

係者の御尽力により、来年、宮崎に里帰りする

ということで、大変楽しみにしております。こ

の伊東マンショ肖像画展の開催計画と進捗状況

について、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 昨年３月にイ

タリア・ミラノで発見されました伊東マンショ

の肖像画につきましては、郷土の先人の偉業を

現在に伝える大変貴重なものでありますことか

ら、所有者並びにイタリア大使館の御協力を得

て、絵をお借りし、平成28年度に展覧会を開催

する予定であります。このため、ことし９月

に、展覧会の開催に向けて、知事が所有者を表

敬することとしており、本県での開催に向け

て、関係機関と調整しながら準備を進めてまい

ります。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

この伊東マンショの肖像画でありますけれど

も、里帰り展は確実なものだろうと我々も認識

をし、地元はもちろん喜んでおりますし、県を

挙げて―恐らくそういうところだろうと思い

ます。要望になりますけれども、まだ予算がつ

いていないということでありますから、開催時

期は、恐らく来年、28年度の夏から秋にかけて

かなと思いますが、できることなら西都のほう

にも、何日でもいいから返していただければあ

りがたいなと思っておるところであります。

最後は要望にさせていただきまして、準備を

した質問を全て終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○星原 透議長 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51分散会

平成27年６月18日(木)


