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◎ 代表質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の渡辺創です。改選後初となる会派代表質問

で、登壇の機会を与えてくださった同僚議員に

感謝しながら、建設的かつ有意義な議論を展開

したいと考えています。知事を初め答弁者の皆

様もどうかよろしくお願いいたします。

まず冒頭、茨城県、栃木県などを中心にした

記録的な豪雨と河川の氾濫で甚大な被害が報じ

られています。まだ被害の全容も明らかではあ

りませんし、依然として激しい雨が降り続けて

いる地域もあるようです。被害を受けられた皆

様に心からお見舞いを申し上げます。

予定していた内容に移ります。「亡き父の

語りし戦 この次は 十死零生 くり返すま

じ」「女学校の 授業は戦の 弾作り 母の無

念は 二度と起こさじ」、この夏、出版され

た、とある歌集の中に見つけた２首です。作者

の御両親への敬愛の念を歌から感じるととも

に、戦争は直接・間接に多くの国民の人生に影

を及ぼしたということを改めて感じたところで

す。この夏は、230万人の戦没者を出した太平洋

戦争終戦から70年を迎えました。この議場にい

る私たちを含め、多くの県民がそれぞれの形で

犠牲者に思いをはせ、平和国家のあり方を真剣

に考えたのではないかと思うところです。

「日本のいちばん長い日」という映画が話題

になりました。昭和史の専門家である作家の半

藤一利氏の原作です。1945年８月15日正午の玉

音放送に至るまでの１日と、ポツダム宣言が日

本を震撼させた翌日の７月27日からのこの国の

混迷の歩みを描き、戦争の終わりに向けた攻防

が記されています。終戦を実現させた首相・鈴

木貫太郎、陸相・阿南惟幾、海相・米内光政、

内閣書記官長・迫水久常、また血気にはやる青

年将校や玉音放送にかかわる人々、新聞記者、

そして昭和天皇、さまざまな立場の方々の心境

と姿が生々しく描き出されています。歴史にｉ

ｆ（もし）というのはありませんが、ポツダム

宣言受諾が早ければ、広島、長崎の原爆投下は

なかったかもしれませんし、仮に15日よりも遅

ければ、日本の分断もあったかもしれない。私

にとってこの夏は、この作品の原作を含め、終

戦期を考える資料を読みあさり、70年前に思い

をはせる夏となりました。

きょうこの場で終戦をめぐる判断の妥当性や

歴史的な意義を議論するつもりはありません。

ただ、いずれの立場に立とうとも紛れもない事

実は、一度始めた戦争をとめることの困難さに

あります。今夏、河野知事の故郷であられる広

島県呉市にある大和ミュージアム（呉市海事歴

史科学館）を訪ねました。皆さん御存じのとお

り、戦艦大和は大日本帝国海軍の最大戦艦、最

後は、沖縄戦阻止目的の菊水作戦に参加し、撃

沈した戦艦です。この大和では、出撃前夜、特

攻作戦である菊水作戦の意義をめぐり、海兵出

身の若手将校と学徒出身の予備士官の間で激論

が交わされたとされています。緊張が高まる

中、全員の気持ちをおさめたのが、大和の副砲

射撃指揮官だった22歳の臼淵磐大尉であったと

言われています。

臼淵大尉は、「進歩のない者は決して勝たな

い。負けて目覚めることが最上の道だ。日本は

平成27年９月11日(金)



- 69 -

平成27年９月11日(金)

進歩ということを軽んじ過ぎた。私的な潔癖や

徳義にこだわって、本当の進歩を忘れていた。

敗れて目覚める、それ以外にどうして日本が救

われるか。今日目覚めずして、いつ救われる

か。俺たちはその先導になるのだ。日本の新生

に 先 駆 け て 散 る 。 ま さ に 本 望 じ ゃ な い

か」。1945年４月７日、戦艦大和とともに南海

に散った臼淵大尉の言葉は、今も大和ミュージ

アムに掲げられています。始めるよりも終える

ことが困難で、数え切れない苦しみと犠牲を

伴った。それは、国家指導者も、幹部将校も、

現場の将校も、国民も同じだったのではないで

しょうか。このことを改めて、私たち政治にか

かわる者は肝に銘じるべきであると強く思うと

ころです。

さて、国会では、安全保障関連法案の審議が

続いています。この法案は、憲法上行使できな

いとしてきた集団的自衛権の行使を容認し、自

衛隊の活動範囲・内容を大きく拡大する可能性

の高いものです。また、政権の対応が立憲主義

に反するという観点からも、反対の声が大きく

広がっています。終われない状況につながる始

まりになるのではないかと危惧する国民がふえ

ているわけです。６月議会では、同法案の慎重

審議を求める意見書提出に関する請願をめぐっ

て、11人の議員が討論を行うという状況もあり

ました。知事も自席でその討論に耳を傾けてい

らっしゃいましたが、改めて河野知事の安保法

案に関する基本的見解をお伺いいたします。

壇上の質問は以上とし、残余の質問は自席で

行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

安全保障関連法案につきましては、武力行使

の要件の見直しなど、我が国の安全保障政策の

大きな転換点であると認識しております。法案

をめぐりましては、賛成・反対それぞれの立場

から、さまざまな意見が表明されているところ

でありますが、根底に共通するものとしては、

何とか平穏な暮らしを守りたい、平和な国で

あってほしいという強い願いではないかと考え

ているところであります。私としましては、そ

うした国民の思いに応えるためにも、国会にお

いて十分に慎重かつ丁寧な審議・説明がなされ

ることを望んでいるところであります。

なお、台風18号が変わった低気圧による茨城

・栃木を中心とした大雨の甚大な被害について

言及がございましたが、私からも被害に遭われ

た方々に対して心からお見舞いを申し上げ、一

刻も早い捜索・救助・救援をお祈り申し上げる

ところであります。

なお、被災地への支援につきましては、九州

知事会の窓口である大分県を通じて確認してお

りますが、現在、遠隔地でもありますので、九

州各県に対して支援要請はないということでご

ざいますが、今後、必要な対応をとってまいり

たいと考えておりますし、本県も10年前、台

風14号で甚大な被害が発生したところであり、

県民の皆様には、引き続き災害に対する備えを

お願いしたいと考えているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。災

害につきましては、通告も当然ない内容でした

けれども、言及いただきましてありがとうござ

いました。宮崎県としても、できるだけの支援

をお願いしたいと思っております。

安保法案に関してですが、今御答弁をいただ

きましたが、６月議会でも、安保法案に関して

知事は、「安全保障政策の大きな転換点、また

国の根幹にかかわる極めて重要な問題である」
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と法案の影響の大きさをお認めになった上で、

「政府はその背景や内容を十分に説明し、国会

は幅広い国民の意見を十分に踏まえながら、丁

寧かつ慎重に議論してほしい」と、今と同じ姿

勢をお示しになったところです。国会の議論も

いつ最後を迎えると言える状況ではありません

が、一部新聞報道等では、政府・与党は最終的

な段階を迎えようとしているという報道もあり

ます。時間は一定程度たってきたわけですけれ

ども、知事は「慎重な審議を」とおっしゃって

きましたが、この間の議論の経緯を見て、知事

が望んでいらっしゃるような政府や国会の対応

があったとお考えになるか、その辺はいかがお

考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） この法案は、国の根幹

や将来にかかわる極めて重要な問題という認識

のもとに、正確に問題の所在を分析・把握した

上で、慎重かつ丁寧な議論を通じて国民の理解

を得る必要があるんじゃないかということが、

私の基本認識であります。この法案を議論する

に当たりましては、我が国を取り巻く安全保障

環境の変化をどのように認識し、どう対処すべ

きか、それは法律的な対応としてはどのような

ものが望ましいのか、そういった論点につきま

して、重要な論点がきちんと整理され、国民に

わかりやすく説明される必要があると申し上げ

てきたところであります。これまで時間をかけ

て議論されたところでありますが、まだまだ今

後とも国民の理解を得ていく、そのような議論

というものが必要ではないか、そのような認識

でおるところであります。

○渡辺 創議員 引き続き国民の理解を求める

対応が必要だろうと、知事は現時点での御認識

をお示しになられたと理解したいと思います。

もう一問、このテーマについてお伺いしま

す。この安保法案に反対する動きは、まさに燎

原の火のごとく広がりを見せているという状況

かと思います。全国300カ所で反対集会が開かれ

た８月30日の動きもありました。また、この宮

崎でも1,000人規模での抗議活動が相次いでいま

す。実は先日、今月９日の夜には、私も岩切議

員、前屋敷議員とともに、山形屋前を埋め尽く

す皆さんの前でマイクを握ったところです。ま

た、今回の動きをめぐっては、私たちのような

政党に所属する人間だけではなくて、シールズ

に代表されるような若者であったり、子育て中

のお母さんなど、幅広い世代、層にそういう動

きが広がっています。新しい政治の動きと言え

るかと思いますが、このような状況を知事はど

のように受けとめていらっしゃいますか。

○知事（河野俊嗣君） まず、我が国の根幹で

ある憲法について、ここまで国民的な議論がな

されるということは、かつてなかったことでは

ないかという受けとめのもとに、非常に重要な

議論が展開していると考えておりますし、特に

若い世代が政治への関心や意見を持ち行動する

のは、非常に意義あることではないかと考えて

おります。先日、私も県内の大学生と、若者の

雇用とか選挙権年齢の引き下げなどについて意

見交換を行ったところでありますが、県内の学

生が社会の諸問題に対してしっかり問題意識を

持って考えている、大変頼もしく感じたところ

であります。

今回の安全保障法案について、いろんな動き

があるところでありますが、賛成・反対いろい

ろあるが、反対のときに何に反対しているのか

というところをよく冷静に見きわめる必要があ

るのではないかと言われます。先ほど申しまし

たように、安全保障環境の変化というのをどう

捉まえるのか、それに対してどのような対応が
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必要と考えるのか、集団的自衛権の行使が必要

と認めるのか、そうではないのか、必要である

とすれば、どのような法制的な対応が必要なの

か、それに対して反対を言われている方がどこ

に反対しているのかというようなことを積み上

げて、しっかりとした議論を経て、我が国の安

全保障環境のさらなる充実に結びつけていく、

そのようなことが重要ではないかと考えており

ます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

今、知事からも、今までの議会での答弁の中で

いえば、非常に知事のお考えを率直にお示しい

ただいた答弁をいただいたと思っています。通

常国会の会期末が迫る中で、今もまだ議論を深

めていくことが必要だと知事もお考えであると

理解させていただきました。

時間も限られますので、県政の課題に話を移

したいと思っています。まず、世界農業遺産に

ついてお伺いいたします。

西臼杵３町と椎葉、諸塚で、世界農業遺産を

目指す動きが続いています。世界農業遺産は、

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が認定するもの

で、現在13カ国で31サイトが認定済みでありま

す。国内でも、最初の認定となった新潟県の佐

渡、石川県の能登など、５サイトが既に認定を

受けています。高千穂郷・椎葉山地域は、国内

でいえば第３グループとしての認定を目指して

いるという状況になるわけですが、この地域が

ジアスサイトに認定されることの意義をどのよ

うにお考えか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 候補地となっておりま

す高千穂郷・椎葉山地域では、豊かな森林や棚

田、焼き畑などの山間地農林業システムや、そ

れらが育んだ神楽などの伝統文化が世代を超え

て受け継がれているところであります。これら

を後世まで保全し、持続的に活用していくこと

が極めて重要であると考えております。世界農

業遺産は、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）がこの

ような価値を認定するものでありまして、地域

の方々に大きな自信と誇りを与える、さらに

は、本地域の重要性を国内外に広く発信するこ

とができるのではないかと考えております。さ

まざまな波及効果が生まれ、ひいては地域活性

化に結びつくことも期待されているところであ

ります。

このことから、県におきましても、ことし５

月に審査委員の現地調査が行われた際、私みず

からプレゼンテーションを行いますとともに、

先週はＦＡＯ本部を訪問して、関係者への働き

かけを行ったところでありまして、関係者一丸

となって、引き続き認定に向けて全力で取り組

んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 まさに御答弁にもありました

ように、この世界農業遺産は、いわゆる世界文

化遺産などのような派手さはありませんし、そ

れが経済効果にすぐに直結するという類いのも

のでもないかと思います。ただ、自然環境と人

間の一定程度の開発行為がうまく共存しなが

ら、伝統的な生活様式や文化が維持されている

ことが評価されるわけです。まさに地域で実践

してきたことが評価されるわけですから、非常

に意義深いものだと思っています。また、少し

ずつではありますが、制度の認知も広がってい

ますので、今の時点で、宮崎県民である私たち

自身が、宮崎県内の地域で守ってきた「その価

値をしっかりわかっている」ということを示す

意味でも、早目の段階での認定は極めて重要だ

と思っているところです。

ただ、課題はあって、通常２年に一度のペー

スで開催される国際会議、ここで大体の場合、
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認定となるわけですが、今まで２年に一度で来

ていたものが、現時点では、２年たっているわ

けですが、次のめどが立っていないという状況

にあります。この国際会議が開かれない限り認

定はないわけですけれども、知事は先日、ＦＡ

Ｏ本部にも訪問されたと今御答弁にもありまし

たが、認定に向けてどのような印象をお受けに

なったでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） ＦＡＯ本部におきまし

ては、組織のナンバー２であるセメド事務局次

長と、この問題の担当部長であるアチョーリ部

長をそれぞれ訪問しまして、この地域の重要性

をＰＲするとともに、早期認定について、今御

指摘ありましたように、国際会議の予定がはっ

きりしておりませんでしたので、これを急いで

いただきたいということをお願いしてきたとこ

ろであります。

お二人からは歓迎をしていただいたわけであ

りますが、特にセメド事務局次長から、「申請

書と現地調査結果に基づきＦＡＯ内で審査を進

めている段階だ」ということ、そして「早けれ

ばことし12月に国際会議を開催して最終的な判

断をしたい」ということを表明いただいたとこ

ろであります。また、セメド事務局次長の「個

人的な感想であるが」ということのコメントで

ありますが、「高千穂郷・椎葉山地域はすばら

しい取り組みが行われている」ということと、

「世界農業遺産の認定基準を十分に満たしてい

ると考える。貴地域の認定を願っている」、そ

のような発言もいただいたところでありまし

て、大きな手応えを感じたわけであります。認

定に向けて引き続きしっかりとアピールし、実

現に向けて努力してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 極めて重要な御答弁であった

と思います。ＦＡＯ本部を訪問された際に、早

ければことし12月に国際会議を開催するという

時期が例示されたというか、示されたというこ

とですので、ここがないと認定はないわけです

から、大きな前進であると思います。ですの

で、もう一度、知事に確認したいと思います

が、事務局次長の個人的な感想も含めて、今回

の訪問によって、開催時期がある程度示され、

その上で知事としては認定に向けて大きな手応

えを感じられたと、そういう訪問になったと認

識しておいてよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） この地域が十分に認定

基準を満たしているようなすばらしい取り組み

ではないかという事務局次長の感触と、私ども

が心配しておりました国際会議のスケジュール

について、ここではっきり12月をめどに開催に

向けてというようなスケジュール感を表明して

いただいたところであります。これは確定では

ないわけでありますが、今までの状況よりも大

きく前進し、それを確認することができたので

はないかと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。大

きな前進に期待を込めて見守りたいと思いま

す。

この夏、石川県能登半島の能登の「里山・里

海」と静岡県掛川市の「茶草場」という既に認

定を受けている２つのジアスサイトを訪問して

まいりました。能登が国内最初の認定地で、静

岡は第２グループでの認定ということになりま

す。それぞれさまざまな工夫をしながら、世界

農業遺産認定をいかに効果的に生かすかという

ことに奮闘されているという印象を受けまし

た。宮崎は今回、和歌山、岐阜というほかの国

内２カ所の候補地とともに、第３グループとし

ての認定を目指すわけですが、先例県の取り組
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みをいかにして学びながら、高千穂郷・椎葉山

地域の課題をどのように考えていくのかという

のが重要な観点かと思います。農政水産部長、

この件について、いかがお考えでしょうか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県では、先に

認定を受けました地域に職員を派遣し、それぞ

れの地域の取り組みについて調査をいたしてお

ります。これらの地域におきましては、お話に

ありましたように、認定を契機にさまざまな動

きがあります。地域にあります伝統的な農林業

資源を再評価し、例えば、佐渡地域、掛川周辺

地域、国東半島宇佐地域では、地域の農産物、

林産物のブランド化を、能登地域ではグリーン

ツーリズムの推進を、また阿蘇地域では、地域

内外から幅広い参加を募り、草原の野焼きを行

うなど、認定をてこにした地域振興策にそれぞ

れ取り組んでおられるところであります。高千

穂郷・椎葉山地域においても、地域の特色を生

かした取り組みについて検討しているところで

ありますが、地域に根差した取り組みとするた

めには、協議会関係者が一致団結し、自主的な

活動をいかに展開していくかが最も大切なポイ

ントであると考えているところであります。以

上です。

○渡辺 創議員 今、御答弁にもありましたよ

うに、世界農業遺産の場合は、まさに今まで

守ってきたものをいかにしてこれからも継続し

て守りながら、さらに新しい自主的な取り組み

で効果を広げていけるかというのが重要かと思

います。先例県で話を聞くと、地元市町村や地

域が主体となって進めている協議会の運営を、

「ちょっと負担が重過ぎる。県で一部担っても

らえないか」とか、さまざまな県のバックアッ

プを求める声もあるようです。今後、認定後も

視野に入れた県の支援方針を、農政だけではな

く、関係すると思われます環境森林部、また商

工観光労働部、そして農政水産部の３部長にお

伺いしたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 高千穂郷・椎

葉山地域は、杉やヒノキ等の針葉樹、クヌギ等

の広葉樹がバランスよく配置された豊かな森林

環境に恵まれていまして、フォレストピア構想

等に基づいて、地域振興にも積極的に取り組ん

できた地域でございます。環境森林部では、従

来より、同構想の理念等を踏まえながら、森林

・林業の振興を図ってきましたほか、現在、地

域住民等が連携して行う里山保全などの地域活

動への支援等も進めているところであります。

今回、このような地域の農林業が世界的にも貴

重であると認められれば、当該地域はもとより

ですが、本県の林業・木材産業にとっても大き

な励みとなるものであります。環境森林部とし

ましても、森林・林業の振興を初め、例えば、

林業体験を含めたグリーンツーリズムですと

か、特産品である乾シイタケの新たな消費・販

路拡大対策など、より積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○商工観光労働部長（永山英也君） 高千穂郷

・椎葉山地域には、農林業体験や農家民泊、神

楽を初めとします伝統文化や食の魅力など、観

光素材としてすばらしいものがたくさんありま

す。世界農業遺産に認定されれば、改めて国内

外にその魅力をアピールすることができると考

えております。商工観光労働部ではこれまで

も、森林セラピーツアーを初めとして、体験型

観光メニューの開発などに取り組む市町村に対

しまして支援を行っているところであり、今

後、地元協議会や関係自治体等と連携し、地域

の受け入れ環境や体験メニュー等のさらなる磨

き上げに取り組んでいきたいと考えておりま
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す。また、旅行会社と共同で、世界農業遺産の

地域ストーリーを生かした新しい旅行商品を造

成するなど、本県観光の新たな魅力の創出につ

なげてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（郡司行敏君） ただいま関係

部長からも御答弁がありましたけれども、現

在、県といたしましては、世界農業遺産チャレ

ンジ事業により、地域の伝統的な農林業資源に

関する調査・研究などを行っております地元の

協議会の活動を支援し、認定に向けて全力で取

り組んでいるところでございます。議員からも

お話がございましたが、世界農業遺産は「生き

ている遺産」とも言われており、認定の後は、

時代の変化に対応しながら、伝統的な知識と実

践を次の世代に継承していくことが求められる

と考えます。このため県では、シンポジウム等

による情報発信や農林水産省の美しい農村再生

支援事業等を活用した地域の農産物・林産物の

ブランド化や農林業リーダーの育成などについ

て、地元と一体となって取り組み、また、関係

部局とも連携をとりながら、世界農業遺産の保

全と、それを活用した地域の活性化につなげて

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ３部長、ありがとうございま

した。先ほどの知事答弁でもわかりましたよう

に、認定が現実的に見えてきたという状況です

ので、ぜひ実質的にその地域を支える支援を御

検討いただきたいと思います。

次のテーマに移したいと思います。県産材の

販路拡大対策についてお伺いいたします。

先日、国産材をさまざまな形で積極利用して

いる東京都港区の総合庁舎「みなとパーク芝

浦」や、耐火集成材を活用して木造での大規模

施設建設を実現した横浜市都筑区の商業施設

「サウスウッド」などを視察してまいりまし

た。木材の風合いなどを評価して、都市部で木

質化を積極的に進めようという動きが広がって

きておりますが、日本一の杉素材生産県とし

て、この動きをどのように捉えているか、環境

森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 首都圏を初

め、全国各地で公共建築物や商業施設などに国

産材を活用する動きが広がっていまして、本県

としましても、県産材の需要拡大につながるも

のと大いに期待しているところでございます。

そこで、本県では、昨年11月に川崎市と基本協

定を締結し、連携して取り組むこととするな

ど、都市部における新たな木材需要の開拓に努

めているところであります。なお、都市部にお

ける木材利用には、建築基準法や消防法など法

規制上の課題も多うございますので、首都圏の

企業とも連携しながら、さまざまな諸課題を整

理しつつ、事業を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 宮崎県の状況を考えると、こ

れから杉の生産量がどんどんふえていくという

状況になります。既存の販売ルートだけで消費

量自体が生産量とあわせて同じようにスライド

していくというわけではないわけですから、そ

のような中で、県としては新しい販路の拡大を

考えていかなければならないと思います。今年

度の事業の中でもさまざまな事業が入っている

かと思いますが、基本的な考え方を環境森林部

長にお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、住

宅分野はもとよりですが、公共建築物などの非

住宅分野の木造・木質化もあわせて推進したい

と考えております。具体的には、首都圏等の大

消費地での販路拡大のほか、海外への販路拡大

策としまして、韓国や中国などの東アジア地域
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を対象に、プレカットした材料とそれを組み立

てる建築技術をパッケージにした材工一体によ

る輸出を推進することとしております。これら

によりまして、国内市場はもとより、海外市場

におきましても、県産材の販路拡大に積極的に

努めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、今後の可能性を秘めた販

路拡大の方向性として、大都市圏の非住宅分野

であったり東アジアへの輸出を材工一体で進め

ていくというお話があったところだと思います

が、それぞれの分野で今後どれだけシェアを広

げていくのかという具体的な目標値の設定が、

対策を進める上では重要になるのではないかと

考えています。県は平成32年までの10年の長期

計画の中間的な見直しを行っている時期に差し

かかっていると理解していますが、その中間の

見直しの中で、具体的に今お話しした分野での

目標値を設定していく、そういう必要性につい

てはいかがお考えでしょうか。部長にお伺いし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 平成25年の実

績で申しますと、本県の製材品出荷量は約75万

立方メートル、そのうち、県外出荷量は約50万

立方メートルとなっております。これらの目標

値ですが、現行の第七次森林・林業長期計画に

おきましては、平成32年までに製材品出荷量

を86万5,000立方メートル、県外出荷量を60

万5,000立方メートルと設定しているところでご

ざいます。現在、長期計画の改訂作業を進めて

いる最中でございますので、目標設定につきま

しては、首都圏や海外での取り組み状況も加味

しながら、今後さらに検討してまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 せっかく具体的な販路拡大の

方向性を定めて、今年度事業の中でもそれを具

現化していくための事業を組んでいるわけです

から、あわせて目標値を設定することで、県側

の本気度というか、そのような部分が証明され

るという気もしますので、今お話にもありまし

たが、どうか御検討のほどお願いいたします。

冒頭でお話ししましたように、首都圏の大規

模施設での木質化などのケースを見ても、実際

にそこで宮崎県産材が使われるためには、ゼネ

コンや設計者とのコネクションが物を言うのか

なというのが正直感じた印象でした。発注され

る側は、国産材という意識はあったとしても、

それが宮崎県産材であってほしいという希望は

恐らくまれであって、設計者や建設業者が使い

やすい木材を使っているというのが実態のよう

な感じでした。住宅分野で、外材が多い住宅建

設を宮崎県産材に切りかえていくように働きか

けていく場合でも、理屈は同じなのかなと思っ

ています。その意味で、県産材の販路拡大のた

めには、建物をつくる側との関係強化・連携強

化が極めて重要かと思いますが、その点につい

て、基本的な考え方を環境森林部長にお伺いし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 建物を建設す

る場合の構造とか使用する部材につきまして

は、設計士ですとか住宅メーカーの判断・裁量

によるところが大きいと思います。したがいま

して、こういった方々と適切なつながりを持つ

ということは、大変重要だろうと考えていると

ころでございます。このため、県としまして

は、関係団体や企業と連携しながら、大手住宅

メーカーや商社等を訪問しての県産材のＰＲ活

動、さらには、設計者等を本県に招いての現地

視察や意見交換会の開催などに積極的に取り組

んでいるところでございます。さらには、川崎

市との基本協定を契機としまして、都市部にお
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ける木材利用について検討を進めるために、首

都圏の設計や施工、材料供給等を行っていらっ

しゃる企業や団体と一緒になりまして、スギ利

活用検討委員会を設置したところでございま

す。今後とも、そういった活動を通じまして、

住宅メーカーや設計者等との関係強化を図って

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、御答弁にもありました

が、まさに川崎市との連携協定などがいい例だ

と私も思います。その川崎市との連携事業の現

状について、今後の具体的な方向性も含めて、

環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 川崎市との連

携につきましては、６月に先方から建築や設計

関係の企業約30名の方々に御来県いただきまし

て、本県の有する木材利用技術につきまして高

い評価をいただいたところでございます。そし

て、８月には、現地で報告会もございまして、

私自身も行ってまいりまして、いろいろ生の御

意見も伺ってきたところでございます。さらに

は、先ほども申しましたが、スギ利活用検討委

員会を設置しまして、東京で第１回目の会合を

開催したところでございます。今後、同委員会

を通しまして、例えば小学校の増改築ですと

か、あるいは商業施設内での木育スペースの創

出、さらには、オリンピック関連施設に向けた

いろんな提案などについて検討を進めまして、

都市部での新たな木材利用モデルといったもの

をぜひとも構築してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。川

崎市との連携事業、非常に期待しております。

とにかく製材品の出荷量を５年後までには11

万5,000立方メートルふやさなければならないわ

けですから、戦略的な取り組みを具体的に進め

ることをお願い申し上げまして、テーマを移り

たいと思います。

続いて、東九州新幹線構想についてお伺いい

たします。

覚えていらっしゃるかわかりませんが、平

成26年２月議会で、私は、東九州新幹線構想に

ついて、一般質問のかなりの時間を割いて課題

提起をさせていただきました。きょうはなるべ

く重複なく議論したいと思っていますが、当

時、知事に対して、昭和46年に期成会ができ

て、昭和48年に基本計画になった後は長く冬眠

状態にあった新幹線構想を、時代環境の多少の

変化はあったにせよ、再度浮上させ、県民意思

だと推し進めるためには、丁寧な情報提供と県

民的議論が必要ではないかという指摘をさせて

いただきました。それから１年半がたちました

が、県は東九州新幹線をめぐる現状をいかに認

識しているのか、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） 新幹線につき

ましては、ことし３月、北陸新幹線の金沢駅ま

での開業に関するニュースや関連番組が全国的

に大きく報道されるなど、新幹線に対する期待

や関心は、その地域を越え、全国的に高いと感

じたところであります。現在、建設が進められ

ております整備新幹線につきましては、平成42

年度末に北海道新幹線が札幌市までつながるこ

とをもって完了することとされております。こ

のようなことから、15年後の整備新幹線の開通

後を見据えた取り組みの必要性が年々高まって

いると認識しているところであります。

○渡辺 創議員 続けて、総合政策部長にお伺

いさせていただきますが、前回の質問の際にも

指摘しましたけれども、新幹線の建設には、並

行在来線の問題、それから多額の建設費用の課
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題等があります。わかりやすく言えば、現在の

日豊本線をＪＲ九州は経営する責任がなくなる

わけですから。では、県民の足としての日豊本

線は要らないのか。それとも、例えば第三セク

ター等で残すことになるのか。そういう形での

路線維持となれば、当然、建設費以外にも相当

な出費が予想されるという状況になります。ま

た、建設に関する財政負担も、具体的なことは

言えませんが、可能性の議論でいえば、地元の

負担が1,000億を超えるというようなオーダーに

なる可能性も予測されるところです。このよう

なことを踏まえた上で、新幹線の必要性につい

て、県は現時点で基本的にどういうお考えをお

持ちなのでしょうか。総合政策部長にお伺いし

ます。

○総合政策部長（茂 雄二君） 新幹線は、高

速性や定時性、大量輸送性においてすぐれ、観

光面では、国内はもとより、外国人観光客を県

内に呼び込めるとともに、ビジネス面では、首

都圏など大都市からの移動時間が縮まることか

ら、取引拡大や企業誘致など諸産業の振興にも

大きく貢献するものと考えております。さら

に、九州内における東西格差を解消し、九州の

一体的発展を可能にするものと期待していると

ころであります。整備につきましては、地元の

財政負担や並行在来線への対応など、多くの困

難な課題もあり、決して容易な道のりではあり

ませんが、今後とも、実現に向けた取り組みを

一歩ずつ進めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 基本的な考えはわかりまし

た。ありがとうございました。

今回の補正予算で、500万円を調査費として計

上しています。昨日の自民党の宮原議員への答

弁によれば、大分県とともに調査を行って、

「広く県民に周知し、新幹線の必要性等につい

て幅広く議論するための資料とする」とござい

ました。今回の調査は、経路や停車駅数など、

基本的な条件をどのような形で設定して調査を

行うお考えでしょうか。総合政策部長にお伺い

します。

○総合政策部長（茂 雄二君） 今回の調査

は、基本計画に基づきまして、福岡市を起点と

し、大分市付近、宮崎市付近を通り、鹿児島市

を終点とする、大まかな経路で実施することを

予定しております。なお、具体的な経路や停車

駅などにつきましては、東九州新幹線が整備計

画へ格上げされた後、国や関係機関が実際の建

設に向けて検討する中で決定されることとされ

ております。

○渡辺 創議員 今、御答弁にありましたが、

国の基本計画の範囲でということだったかと思

います。つまり、福岡市起点で、大分市周辺、

宮崎市周辺を通り、鹿児島市に着くというだけ

の設定ということになります。果たしてこれで

本当に県民の議論に有効な調査になるのかとい

うところに疑問を持たざるを得ません。延岡に

とまるのか、都城にとまるのかも設定しない形

での調査で、果たして経済効果も含めて本当に

意味のある調査結果になるのでしょうか。ま

た、県民にとってもリアリティーのある資料に

なるのかというところには疑問を持たざるを得

ないと思っています。

県がお金を出してみずからやる調査なわけで

すから、何も国の基本計画の中にとどまるとい

う必要性は全くないのではないかと私は思いま

す。むしろ「宮崎にとって最低限必要な新幹線

のスキームはこういうものだ」ということを設

定して調査を行わない限り、本質的に県民の議

論や機運醸成に役立つ調査にはならないのでは

ないかと私は思います。今回の非常に大まかな
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設定の調査において、経済効果であったり需要

の予測であったり、また県民に今必要だと言え

るような形の具体的な調査になると、そういう

結果が出てくると総合政策部長はお考えでしょ

うか。

○総合政策部長（茂 雄二君） 今回の調査の

目的でございますけれども、東九州新幹線の実

現に向けた機運醸成のために、具体的なイメー

ジを県民が共有することでありますので、その

基本的な事項であります地域間の所要時間や整

備に要する費用、需要の予測、経済波及効果等

についての調査が必要であると考えているとこ

ろでございます。この調査結果をもとにいたし

まして、多くの県民が新幹線整備に対しまして

高い関心を持ち、議論が深まるよう、わかりや

すく県民にお示ししてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○渡辺 創議員 ちょっと残念な答弁と言わざ

るを得ないかなと思うんですが……。昨年２月

議会で、私の質問に対して、「ルートが明確で

ない段階での試算だが、東九州新幹線の所要時

間は、鹿児島新幹線と同等と仮定すれば、宮崎

から博多１時間半、宮崎―新大阪４時間弱」と

知事が答弁されています。今回の調査の基本設

定の緩やかさでは、恐らく調査をしても、その

程度の内容しか出てこない調査になってしまう

のではないかと思います。有意義な調査にする

ためには、最低限の条件をもう少し具体化しな

い限り、有意義な調査にならないと指摘させて

いただいて、質問の方向性を変えたいと思いま

す。

今、県が想定していらっしゃる東九州新幹線

の最大の目的は、福岡までの高速化なのか、そ

れとも、近畿圏であったり、さらには中京圏、

首都圏などへの直接乗り入れを前提にしている

ものでしょうか。総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 新幹線による

高速鉄道ネットワークの機能を発揮するために

は、高速道路と同様に、新幹線においても複数

の主要都市と結ばれることが重要でありまし

て、これにより、観光や諸産業の振興、交流拡

大など、さまざまな効果をもたらすものと考え

ているところでございます。さらに、東九州新

幹線が、九州内新幹線ネットワークとして、ま

た直接、近畿圏などとも結ばれることで、その

機能が大きく発揮されるものと期待しておりま

す。

○渡辺 創議員 ＪＲ西日本が営業する山陽新

幹線への直接乗り入れも想定していると理解し

ました。仮に福岡への高速化、また宮崎―博多

という都市間移動の時間短縮が主たる目的とい

うことであれば、新八代から宮崎方面への延伸

を模索するというのも、頭の体操としてはある

のではないかと思います。恐らく線路の総延長

も短く済みますし、建設費用も相当抑えられる

と考えますが、その方向性を模索するというこ

とはないのでしょうか。総合政策部長にお伺い

します。

○総合政策部長（茂 雄二君） 東九州新幹線

は、全国新幹線鉄道整備法に規定される基本計

画に位置づけられておりまして、その中で、先

ほど申し上げましたとおり、福岡市を起点と

し、大分市付近及び宮崎市付近を主要な経過

地、鹿児島市を終点とすることが定められてお

ります。したがいまして、この基本計画の実現

に向けて、関係県及び市で構成します東九州新

幹線鉄道建設促進期成会で取り組みを進めてい

るところでございます。

○渡辺 創議員 知事にお伺いいたしますけれ
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ども、今まで総合政策部長と基本的なやりとり

をさせていただきました。繰り返しになります

が、私は、今回の調査の条件設定では、本当に

県民の議論・判断に資する調査になるのかとい

うところに疑問があります。今までのやりとり

を踏まえた上で、知事の所感をお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 東九州新幹線の整備

は、将来を見据えた息の長い取り組みになろう

かと考えておりますが、鉄道の高速化としての

機能だけではなく、地域のあり方そのものを変

える力がありますので、本県が大きく発展する

ためには、必要なものと考えておるところであ

ります。その実現に向けて、平成24年の九州地

方知事会における特別決議以降、シンポジウム

の開催や積極的な国への要望を実施して展開し

ているところであります。

議員の御指摘にありましたように、これまで

は、構想として掲げてはいるものの、いわば冬

眠状態であったものについて、より現実を見据

えて、しっかりと議論していきたいという思い

でありまして、東九州新幹線を実現していくた

め、今回の調査結果を広く県民にお示しするこ

とにより、県民の皆様からの御意見をいただき

ながら機運醸成を図ってまいりたい。要は、も

やもやと「新幹線、あればいいんじゃないの」

というぐらいのレベルのものから、実際にルー

トはどうなんだ、そのときの課題はどうなん

だ、費用はどうなんだということを見据えた上

でどのように考えていくのかということを踏ま

えて、そのトータルを機運醸成と申し上げてお

るところであります。また、東九州新幹線鉄道

建設促進期成会の会長という立場でありますの

で、関係県及び市とも連携しながら、国や関係

機関に対して、必要性を引き続き訴えていくな

ど、一歩一歩実現に向けて進めてまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 今、知事から御答弁をいただ

きましたが、昨日の答弁も含めて、ちょっとぶ

れがあったのかなというので確認させていただ

きたいんですが、知事は、財政上の課題や並行

在来線の不安など、さまざまな課題がある中で

も、既に東九州新幹線の必要性を高く認識され

ていて、実現するために「県民みんなが新幹線

が必要だ」という機運醸成をされようとしてい

るということでよろしいんですよね。さまざま

な課題があるけれども、十分な議論が必要とい

うのではなくて、知事御自身は、推進する立場

で、「推進」という県民の機運醸成に取り組む

とおっしゃっていると、昨日の答弁、きょうの

答弁を聞いていても、そういうふうに私は理解

しているんですが、そこはいかがなんでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 東九州新幹線があれば

さまざまな効果が期待できるのではないかとい

う認識のもとに、でも、さまざまな課題がある

のではないかということ、それを今回の調査等

を踏まえて、現実の問題として、議論の素材と

してそこに提示して、県民の間で議論を高めて

まいりたい、そのような考えであります。

○渡辺 創議員 実現のための機運醸成と、今

までの答弁の中でもおっしゃっているんですよ

ね。県民の中で幅広く議論して―幅広い議論

というのは、通常であれば、やるかやらない

か、それをつくれば一定の効果があることは間

違いないと思いますが、その効果とも比較し

て、やるかやらないかも含めて県民の判断があ

るべきだというのを私は繰り返し申してきたつ

もりですが、知事や部長の答弁は、「実現のた

めの機運醸成をする」と、今までずっとおっ
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しゃってきているんです。仮に今、知事がどう

お考えかわかりませんけれども、答弁にあるよ

うに、実現のための機運醸成というのであれ

ば、私は、今回の調査はより具体的に云々しな

ければならないのではないかと思います。

正直、実現のための機運醸成をしようという

立場で今回の調査の内容というのは、ちょっと

理解ができないところで、仮に県の執行部のよ

うに、実現のための機運醸成をしようという立

場であれば、もし私がその立場であれば、宮崎

に最低必要な新幹線環境を提示して、例えば宮

崎・延岡・都城には必ず停車する、これが宮崎

県にとって必要な新幹線のスキームなんだとい

うことをきちんと構えた上で、より具体的な経

済効果をはじき出して、県民がよりイメージし

やすい調査をしたほうが、実現するための機運

醸成に取り組んでいるのであれば、そのほうが

よほど効果的だと私は思うんですね。先ほどの

知事の御答弁では、推進するための機運醸成を

されているのか、本当に県民に判断してもらう

ために情報提供しているのか、そこがちょっと

よくわからなくなってきていますけれども、知

事、そこはいかがなんですか。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど申しましたよう

に、長年にわたり構想としてあるわけです。そ

れは、決してやらないからということではなし

に、実現に向けての構想としてあったわけであ

りますが、それが冬眠状態にあった。しかし、

もっともっと前向きな現実問題の課題として議

論していくべきではないかということのもと

に、いろんな運動をしてきた。そして、県民の

間の議論に、実現に向けた議論に資するため

に、具体的なデータ、ルートなりいろんな費用

を今回の調査で提示しようということでありま

す。先ほどルート等の議論もありましたが、い

ろんな選択肢も踏まえながら議論していく必要

があるのではないかと考えております。

○渡辺 創議員 ちょっと食い違うところもあ

るかと思いますが、今までの知事の答弁や執行

部の答弁は、あくまでも実現するというのが県

の大きな目的であって、実現するための機運醸

成を図るというのが、今までの県の答弁の積み

重ねだと私は感じています。だからこそ、今の

ところも含めて、実現するために動いているの

に、今回の調査は、余り具体的なところには踏

み込まずに調査するというのが、正直言って、

県の姿勢がのっているのか反っているのかわか

らないというのを、正直な印象として今度の議

論を通して感じているところで、いわば言葉は

発しているんだけれども、本気度がどこにある

のかというのが余り伝わってこないという印象

を持っているということを意見として申し述べ

ます。

もう一つお話をさせていただきますが、実

は、新幹線構想はほかにも課題を抱えていると

思います。先ほど、新大阪までの乗り入れを目

指す新幹線だという御答弁がありましたけれど

も、博多から新大阪間の山陽新幹線は、現在で

も１時間の間に最大11編成の新幹線が走行して

います。恐らく東九州新幹線が実現しても、そ

れよりも早く実現するであろう九州新幹線の長

崎ルートや北陸新幹線の金沢―新大阪ルート

が、それぞれ山陽新幹線に乗り入れてくるとす

れば、現在の東海道新幹線並みの過密ダイヤが

山陽新幹線でも起きるということは予想されま

す。

山陽新幹線や東海道新幹線という日本の新幹

線網の大動脈は、既に限界値に近い編成で走ら

せているという事実があります。先ほどお話が

あったように、もし首都圏で考えるのであれ
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ば、新大阪以東の線路というのは、ＪＲ東海

は16両編成の新幹線しか受け入れません。だか

ら、九州新幹線は新大阪までしか行けないわけ

です。８両の新幹線だからＪＲ東海の線路には

入れてもらえないんです。ということは、九州

新幹線は決して新大阪よりも東には行けないと

いう、この話を知っている人が少し考えればわ

かる話があるんです。

そういう状況の中で、先ほどの御答弁では、

九州の中のネットワークだけではなくて、近畿

方面、またさらにその向こうまでの都市間の

ネットワークを考えていくというお話があった

わけですけれども、こういう少し考えれば予想

できる基本的な問題も設定せずに今回の調査を

行おうと言っているわけですから、そこは県民

に本当に機運醸成をしようというための基本デ

ータになるのかというところは、私は大いに疑

問を持たざるを得ないと思っているところで

す。知事がかなり首をかしげていらっしゃいま

すから、今お話ししたことに知事としての御所

見があれば、一言お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 過密ダイヤかどうかと

いうところは正確に把握していたわけではない

んですが、直通のものが実現が難しいからと

いって、関西方面への連結といいますか、そこ

を期待しないものにはならないのではないかと

今少し思ったところでございます。いずれにせ

よ、これまでのもやもやとした構想をより実現

の方向に向けて考えるにはどうしたらいいかと

いう、まずは議論のデータを整理するというの

が今回の目的でありまして、詳細な設定ができ

ていないというような話もございますが、これ

までよりは議論のための素材が用意できるので

はないか、そのように考えておりますし、しっ

かりと議論を深めてまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 わかりました。ありがとうご

ざいました。今年度調査するわけですから、出

てきた結果についても、本当に県民の判断に資

するものになるか、これからも関心を持って見

せていただきたいと思いますので、またおつき

合い願えますことをよろしくお願いいたしま

す。

それでは、テーマを変えたいと思います。先

日、屋外型ナショナルトレーニングセンターの

誘致を目指すという発表がございました。まだ

国が正式に設置するという方針を示したという

わけではないようですが、誘致に取り組むこと

になった経緯を、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） 本県で

は、スポーツランドみやざきの推進のために

は、科学的なトレーニング機能あるいはスポー

ツメディカル機能を高めていくことが重要であ

ると考えております。このようなことから、以

前から、こうした機能を有する施設について調

査・研究を行ってまいりました。フェニックス

リゾート社におかれても、ゴルフの競技別強化

拠点施設に指定されたこと、ラグビー、トライ

アスロン日本代表の受け入れ実績等を踏まえ

て、オーシャンドームの跡地に屋外型ナショナ

ルトレーニングセンターを誘致する提案に至っ

たと伺っております。

一方、国においては、ことし１月に、屋外系

競技の強化について効果的・効率的な拠点のあ

り方を検討していく必要があるという内容の報

告書が有識者会議から提出され、今年度、現状

分析や諸外国における強化拠点の調査を実施さ

れております。現在、横須賀市、御殿場市など

が既に誘致活動を行っております。本県といた
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しましても、国の動向あるいは2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックを見据えまして、当

該施設の誘致活動を行うこととし、発表したと

ころでございます。

○渡辺 創議員 県議会でも、昨年度のスポー

ツ振興対策特別委員会で東京都にあるナショナ

ルトレーニングセンターを調査して、その旨は

特別委員会の報告書等にも記載されておりま

す。スポーツランドみやざきのイメージ向上に

も資するものであるなと感じているところです

が、今回の発表自体だけをとれば、その後、県

議会で今までもこういう議論があったり執行部

から説明があったという中ではなかったもので

すから、若干、唐突なという印象を受けたとこ

ろもありますが、フェニックスリゾート社から

は具体的な提案がいつごろあったと考えればよ

ろしいでしょうか。商工観光労働部長にお伺い

します。

○商工観光労働部長（永山英也君） フェニッ

クスリゾート社が有する施設は、スポーツラン

ドみやざきの中核的な役割を果たしていただい

ております。したがって、県ではこれまでも、

スポーツメディカル機能やブランド力の向上等

について、同社とさまざまな意見交換や情報収

集を行ってきております。こうした中、ことし

６月に、同社の方針として、オーシャンドーム

跡地にナショナルトレーニングセンターを誘致

したい旨の提案を受けたところでございます。

○渡辺 創議員 わかりました。シーガイアは

宮崎県にとって大きな観光資源でもあります

し、スポーツランドみやざきのイメージの浸透

にも大変大きな貢献をいただいているところだ

と思っています。ですので、今回の提案は、ま

ずは、そういうものをつくるという判断を国に

してもらわなければならないわけですが、新国

立の問題等もありますので、なかなか難しい状

況もあるかもしれませんが、その判断がいただ

けた上で、今回の宮崎県への誘致が成功した場

合は、県にとって具体的にどういうメリットが

あるとお考えでしょうか。商工観光労働部長に

お伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） ぜひ国に

設置の判断をいただけるように、積極的に誘致

活動を行っていただきたいと考えております。

屋外型ナショナルトレーニングセンターは、我

が国のトップアスリートが集中的・継続的に強

化活動を行う拠点施設でありまして、スポーツ

ランドみやざきのブランドがさらに確立される

ことになります。このことは、他県との競争激

化が予想されるスポーツキャンプの誘致につい

て、本県の優位性の向上につながっていくと考

えております。

今回、当該施設の誘致が実現すれば、新たな

スポーツキャンプの誘致や、それに伴う県外か

らの誘客など、本県経済に大きな効果が期待で

きると考えております。また、トップアスリー

トと接する機会がふえますことから、本県の競

技力向上にも寄与するものと考えております。

さらに、遊休施設でありましたオーシャンドー

ムの跡地が、スポーツランドみやざきを推進す

る本県のイメージに沿った形で利活用されます

ことは、本県観光にとりましても大変意義深い

ものであると考えております。

○渡辺 創議員 個人的には非常にいい構想だ

と判断していますので、ぜひ実現に向けて全力

で取り組んでいただきたいと思います。また、

一方で、オーシャンドームの跡地利用というの

は、今までの経緯も含めて、非常に県民の関心

が高いテーマだと思っています。あれをなくす

という判断、新聞報道等があったときにも、県
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民の皆さんの反応もさまざまあったのは、皆さ

ん御記憶に明らかかと思います。現時点では、

会社の判断は明確ではないということになって

いますが、例えば経済界を中心に、カジノを含

むＩＲ（統合型リゾート）の展開を望む声も

あったのではないかと理解していますが、今回

のナショナルトレセンの誘致とＩＲの問題の関

係性を、どのように県としては整理しているの

でしょうか。商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（永山英也君） シーガイ

アのオーシャンドーム跡地の利用については、

これまでフェニックスリゾート社において慎重

に検討がなされており、その結果、今回、屋外

型ナショナルトレーニングセンターの誘致の提

案がなされたものでございます。一方、カジノ

を含む統合型リゾート、いわゆるＩＲにつきま

して、同社において具体的な方針は出されてお

りませんが、県内民間団体等で組織された統合

型リゾート研究会に参加し、会社として情報収

集に努められております。今回の件にかかわら

ず、その姿勢に変わりはないと伺っておりま

す。県といたしましても、今回の屋外型ナショ

ナルトレーニングセンターの誘致とＩＲについ

ては、直接の関連性はないと考えております。

○渡辺 創議員 わかりました。ちなみに、Ｉ

Ｒをめぐっては、ＩＲ推進法は国会において、

なかなか当初の想定のようには進んでいないと

いう印象がありますが、県としてはＩＲをめぐ

る国会での状況をどのように認識しているので

しょうか。商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） ＩＲ推進

法につきましては、４月に今国会に提案された

ところでありますけれども、会期内での成立は

困難との報道がなされております。県といたし

ましては、ＩＲの検討に当たっては、健全性・

安全性の確保など、国においてその制度設計が

なされることを前提にしておりますので、今後

とも引き続き、国の動向を注視してまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 このテーマでは最後にします

が、昨日も議会の様子を報道するテレビのニュ

ース等では、知事が力強く答弁されて、屋外型

ナショナルトレセンの誘致に全力を挙げると報

道されておりました。ナショナルトレセン誘致

にかける知事の思いをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、平均気温や快

晴日数、日照時間のいずれも全国上位にある、

まさに「日本のひなた」でありまして、屋外で

スポーツを行う上で気象条件に大変恵まれてい

るということ、また、プロ野球やＪリーグのチ

ームに加えて、サッカー、ラグビー、トライア

スロンなど、日本代表キャンプの受け入れ実績

も豊富なわけであります。さらに、宮崎大学医

学部附属病院と連携したスポーツメディカルや

宿泊施設におけるアスリートフードの提供な

ど、他県に先駆けた取り組みも行っているもの

でありまして、このようなアスリート第一の視

点での受け入れ体制が整備されており、特に屋

外系スポーツ競技種目の受け入れについて、他

県よりも優位性の高い地域であると考えており

ます。

以前、橋本聖子議員が、12月でありました

か、本県を視察されたときに、冬でも芝生が青

々としている、非常に恵まれた環境だと高く評

価されたのを覚えておるところであります。屋

外型ナショナルトレーニングセンターの誘致

は、スポーツランドみやざきのブランド力の向

上に大きく寄与するものであると考えておりま
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すので、今後、国への要望活動など官民一体と

なって取り組みまして、実現を目指してまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

テーマを移したいと思います。続いて、地方

創生と新型交付金の評価をお伺いしたいと思い

ます。

このたび県は、地方創生にかかわる県の総合

戦略を策定し、この９月議会にかけているわけ

ですが、策定に当たっての県の基本的な認識と

姿勢を、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生につきまして

は、長年続きます東京一極集中の流れを大きく

転換し、地方が自立的に成長する活力を取り戻

すことにより、日本全体の人口減少を克服して

いこうというものでありまして、地方の策定し

ます総合戦略は、自主性・主体性を発揮して、

地域の実情に沿ったものが重要であると考えて

おります。本県は、恵まれた自然環境やすぐれ

た子育て環境などの優位性を有しており、さら

には、産業振興や雇用の確保が図られる好循環

を生み出すことによりまして、全てが大都市に

集中する現状からの脱却を目指す地方のモデル

ケースとなり得るのではないかと考えていると

ころであります。このため、本県の総合戦略に

おきましても、フードビジネスや東九州メディ

カルバレーなどの成長産業のさらなる振興な

ど、本県の特性を踏まえた政策を盛り込んだと

ころであり、市町村とも一層の連携を図りなが

ら、地方創生のトップランナーを目指してまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。そ

の地方創生の取り組みを本格化させるに当たっ

て、国は、地方向けの財政支援の目玉として、

いわゆる新型交付金の創設を決めたわけです。

ただ、その規模については、事前の期待を裏切

り、概算要求の段階で1,080億円、地方負担分と

合わせても2,100億円強という状況です。ちょっ

と肩透かしという印象も否めない気もします。

時事通信の全国知事アンケートでも、47都道府

県の知事のうち、25人が「評価しない」という

答えだったとの報道もありましたが、知事の受

けとめを、評価を交えて率直にお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 新型交付金の概算要求

額は、26年度補正予算で措置されました先行型

交付金の額を下回る、また、新たに事業費の２

分の１が地方負担となるなど、必ずしも地方が

要望した内容とはなっていない状況でありま

す。自主財源に乏しい本県としましては、国費

が多いにこしたことはないわけでありますが、

一方で私は、地方創生の実現のためには、何に

取り組み、どのように成果を出していくか、

しっかりと成果を出していくことが重要ではな

いかと考えております。国費なりを積めば積む

ほど確実に成果が出るというものではなく、地

方の自主的な努力というものも必要なわけであ

りまして、新型交付金のほか、各省庁の地方創

生関連予算を積極的に活用しながら、本県の総

合戦略に掲げた施策にしっかり取り組んでまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 いずれにせよ、人口減少社会

に向けて息長い対策をしっかりと持つことが重

要なのだと考えておりますので、これからも議

論を深めてまいりたいと思います。昨日の自民

党さんの代表質問にもありましたので、このテ

ーマについては、この程度にとどめたいと思い

ます。

次のテーマに移りますが、続いて、宮崎県の

新しい広報宣伝戦略「日本のひなた宮崎県」の
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プロモーションについてお伺いいたします。

スタートから３カ月半がたちました。ポスタ

ーや広報紙、ピンバッジなどで目にする機会も

ふえ、知事が以前おっしゃっていましたよう

に、じわじわとひなたの温かさのように心地よ

く浸透しつつあるのではないかと思っています

が、これまでのプロモーション活動の進捗状況

を、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） プロモー

ションの推進に当たりましては、県民の皆様の

理解と協力が何よりも大切であります。キャッ

チフレーズやロゴマークを５月末に発表して以

来、県内経済界や市町村、マスコミなど、幅広

い分野の団体で構成する推進会議を設置し、そ

の県内への浸透と、県を挙げて宮崎の魅力を発

信する機運の醸成に努めてまいりました。

具体的には、ポスターの掲示、新聞広告の掲

載、県政番組や県広報紙での紹介に加え、「ひ

なた」をテーマとした写真や動画のコンテスト

を行い、200件を超える応募をいただいておりま

す。また、ピンバッジにつきましては、約6,000

個の購入をいただいているところであります。

さらに、民間のアイデアを活用した企画の公募

を行うなど、県民の皆様との協働や民間企業・

団体との連携による情報発信に取り組んでいる

ところであります。また、県外に向けまして

も、浜松町駅での電飾看板の設置、ＵＩＪター

ンセンターや新宿みやざき館ＫＯＮＮＥでのＰ

Ｒなどに努めているところでございます。

○渡辺 創議員 ピンバッジの販売は８月７日

からだったと記憶しておりますので、１カ月

で6,000個の販売というのは、民間も含めて好意

的に思ってくださっていることの証左かと思い

ます。また、個人的には、６月議会で提案した

ことがすぐに具体化したのは、既に準備が進ん

でいたからだろうと思いますけれども、同じ方

向を向いていたという意味では、うれしく感じ

ております。同プロモーションの今後の展開方

針についても、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（永山英也君） 今後のプ

ロモーションにつきましては、これまでの取り

組みを継続しつつ、まさに「ひなた」の温かみ

が実感できるこれからの時期に向けまして、現

在、本格的展開の準備を進めております。その

展開につきまして、一過性ではなく息が長い取

り組みとする一方で、全国的な注目や関心を集

める必要がございます。また、「日本のひなた

宮崎県」のキャッチフレーズとともに、例えば

人柄を温かくするとか人々に希望と活力をもた

らす、そういった「ひなた」が持つ力や、その

力により生み出された宮崎の魅力を着実に浸透

・定着させていく必要があると考えておりま

す。そのため、宮崎ゆかりの著名人などに参加

いただくインパクトのある企画や話題性のある

動画・ホームページの制作、全国ネットのテレ

ビ番組での放映、ＳＮＳ等による情報拡散な

ど、さまざまな手法を活用しながら、積極的な

プロモーションを展開していきたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 本格的な展開はこれからだと

いうことだと理解しました。答弁にありました

が、「ひなた」の温かみが感じられるような時

期に本格始動するということかなと理解しまし

たので、楽しみにしておきます。

続いて知事にお伺いしたいと思いますが、知

事は、県内外でのトップセールスや観光アピー

ルなども含めて、「日本のひなた宮崎県」の発

信の先頭に立っていらっしゃると思いますけれ

ども、これまでの取り組みや今後の展開につい
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て、知事のお考えをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 「日本のひなた宮崎

県」のプロモーションにつきましては、私自

身、県内外の出張、また会議の際にはいつもＰ

Ｒをしておるわけでありますが、総じて好意を

持って、また共感を持って受けとめていただい

ているという印象を受けております。また、市

町村を初め、県内の民間企業・団体、マスコミ

などの皆様にも、ポスターの掲出や名刺・商品

へのロゴの掲載、ピンバッジの着用、また、ひ

なたを名称にした食品・サービスの開発などに

取り組んでいただいておりまして、おかげさま

で「ひなた宮崎県」の知名度が徐々に高まって

いるのではないかと、大変ありがたく、また心

強く思っておるところであります。

一方で、特に県外に向けましては、宮崎の食

や観光、物産、移住など、具体的な魅力を「ひ

なた」というコンセプトと結びつけてしっかり

と伝えていくこと、そして、宮崎の知名度、好

感度を高めていく必要があると認識しておりま

す。そのため、今後のプロモーションに当たり

ましては、部長が今申し上げましたとおり、Ｐ

Ｒ効果が高く心に届く手法や内容によりまし

て、「ひなた」の輪が大きく県内外に広がって

いくような展開をし、また、関係者と力を合わ

せて効果的・継続的に展開してまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。息

の長い展開をぜひお願いしたいと思います。

テーマが変わります。ちょっと趣が変わりま

すが、子宮頸がんワクチンの接種と関連が疑わ

れる健康被害についてお伺いいたします。

子宮頸がんワクチンの予防接種は、日本で年

間約2,700人の方が死亡されている子宮頸がんの

予防効果を狙って国が推奨してきたものです

が、今は積極的な推奨は行われておりません。

少し古いデータですが、昨年３月末までに全国

で338万人が接種し、2,475人の副作用が報告さ

れていると伺っています。また、600件程度が重

篤なケースというふうなデータもあるとのこと

です。ちょっと古いデータで申しわけありませ

ん。一部には非常に重篤な被害も出ています。

予防接種との因果関係等については、まだはっ

きりしない部分もありますが、県内での副反応

の実態を県はどのように把握しているでしょう

か。福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県内での実態

でありますけれども、県において把握している

範囲では、子宮頸がん予防ワクチンの接種によ

る副反応報告は、これまでに６件あります。こ

のワクチンは、世界保健機構（ＷＨＯ）が子宮

頸がんの予防に効果があるとして接種を推奨し

ているものでありますが、予防接種後に広範な

疼痛または運動障害を中心とする多様な症状を

呈する方が見られることは大変残念なことだと

考えておりまして、このような症状とワクチン

接種との因果関係の確認を行っている国の動向

を注意深く見守っているところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

内では６件の報告があるとのことでした。実際

は、その報告の後ろには、報告に至らないケー

スもたくさんあるんだろうと予想されるところ

です。この件については、基本的な対応は市町

村の役割であるということは十分に理解してい

ますが、健康被害を受けている方々へ実際に行

われている具体的な支援策について、お伺いし

たいと思います。福祉保健部長にお願いしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ワクチンを接

種した後に生じた一定の症状につきましては、
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国が各県に協力医療機関を設置して、診療ある

いは相談を受けておりまして、本県では宮崎大

学医学部附属病院に設置されております。ま

た、ワクチン接種後に生じた症状とワクチン接

種との因果関係が認められた場合には、平成25

年４月１日以降の予防接種法に基づく定期接種

につきましては、同法の健康被害救済制度にお

いて、また、それ以前の任意での予防接種につ

きましては、市町村が加入しております予防接

種事故賠償補償保険あるいは医薬品副作用被害

救済制度により、それぞれ医療費等の給付を受

けることができるようになっております。

○渡辺 創議員 今ありました宮崎大学医学部

附属病院の相談窓口への相談件数を、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 診療・相談窓

口が設置されました平成26年11月から先月末ま

でに、３件の相談等を受けていると伺っており

ます。

○渡辺 創議員 １つ前の御答弁のところで、

賠償や医療費等の給付については、任意接種の

段階と政府推奨になってからではシステムが違

うけれども、そういう制度があるというお話が

ありました。今そういう説明がありましたが、

私の知る限りでは、宮崎県内ではその制度が適

用されているケースはないと、正式にではあり

ませんが、確認しているところです。実際そう

いうケースはないわけですし、審査の手続にも

非常に時間がかかっているという現状があるよ

うです。また加えて、横浜市など自治体独自の

支援制度を設けているところもあるようです

が、まだ宮崎県内ではそのようなケースはない

と思っています。

私も、実際に健康被害を受けた女子生徒さん

のお父さんから話をよく伺っておりますが、予

防接種をする前の段階でとても元気だったお子

さんが、予防接種によって突如として生活が変

わるという状況、そして元気で歩いていらっ

しゃった子供さんが車椅子での生活を強いら

れ、意識がない中で、てんかん様の不随意運動

が伴うような症状がたくさん出る。保護者の方

々も24時間、目を離すこともできず、また同時

に、「予防接種を受けさせなければよかった」

という後悔、お母さんを中心にそういう思いに

もさいなまれるという状況の中で、常に娘さん

のケアをしていかなければならないということ

でした。私も一人の女児を持つ父親としても、

いつもお話を聞きながら、またその様子を見な

がら、割り切れない気持ちでいるところです。

さらに加えて、長く原因がわからずに、時に

は精神的なものであるというような誤診を繰り

返されながら、当てどなく医療機関を訪ね歩い

て、なかなか実態のところがわからないという

時間を重ねてきたことも、新たな苦しみにもつ

ながっているようです。予防接種との因果関係

や妥当性については専門家に委ねたいと思いま

すが、宮崎県内に暮らす女子生徒が重篤な症状

に苦しんで、また家族も大きな負担を負ってい

るということを、知事も女の子のお子さんをお

持ちのお父さんかと思いますけれども、どのよ

うに感じられますか。

○知事（河野俊嗣君） この問題につきまして

は、女性関係のグループ等の対話集会のとき

に、私も何度か直接話を伺ったことがあります

が、今御指摘のように、ワクチン接種というの

が、そもそも健康を守るために、将来のために

ということで判断されたものの結果、そのよう

な事態になったということで、御家族は大変悔

やんでも悔やみ切れない、つらい思いをされて

いるのではないか。その心中を察すると、私も

平成27年９月11日(金)
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子を持つ親として、また娘を持つ親として、本

当に胸の痛くなる思いがしております。一日も

早く健康を取り戻されるようお祈り申し上げる

とともに、必要な救済については、国の責任に

おいてしっかりと対処していただきたい、その

ように考えておるところであります。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。仮に

県が直接かかわる立場ではなかったとしても、

今、知事からもいただいたように、知事のそう

いう思いも聞けるということは、当事者の皆さ

んにとっては、とても励みなることではなかっ

たかと思います。ありがとうございました。心

から感謝申し上げます。

話題を移したいと思います。県庁では、さま

ざまな職種で数多くの職員さんが働いていらっ

しゃいます。県内でいわば最大の事業体であっ

て、かつ一般行政職から土木や農業、林業、水

産のさまざまな専門職、また、知事部局ではあ

りませんけれども、医師から看護師さん、学校

の先生、いわば職業のデパートとも言えるかも

しれないと思っています。そういう中で、県庁

を一つの人材バンクと考えて、例えば子供たち

の職業教育に生かすという考え方もできるので

はないかと思いますが、知事部局における学校

や地域の要望に応じた講師としての職員派遣の

状況を、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 知事部局におきま

しては、大学などの高等教育機関、あるいは団

体などからの要望を受けまして、県職員が業務

として講師を務める場合、あるいは職員個人が

学校からの依頼に応えまして、生徒に対して、

例えば公務員の仕事について説明する場合など

がございます。これらの件数につきましては、

詳細は把握しておりませんが、先ほど議員から

のお話にもありましたような県職員が有する専

門性、あるいは公務員としての知識・経験を県

民や地域に還元していくことは、大変有意義で

あると考えているところであります。今後と

も、これらの派遣依頼に対しましては、積極的

に応えてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。実

態の把握はなかなか難しいという面があるかと

思います。ただ、総合政策部には県庁出前講座

という事業があって、基本的な視点は、県庁の

業務や仕事をＰＲするためのもので、ちょっと

趣旨は違うかとは思いますけれども、事業の概

要と実績をお伺いしたいと思います。また、あ

わせて、学校での児童生徒を対象にした派遣の

実績があるか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県庁出前講座

は、職員が地域に出向いて、県の重点施策や事

業等について、直接県民の皆様に説明を行うこ

とにより、県政に対する理解をいただくととも

に、県民との協働による県政運営の推進を図る

目的で実施している事業であります。具体的に

は、県が取り組む事業等に関するテーマを事前

にお示しし、その中から要請があったものにつ

いて、職員が直接説明し、意見交換を行ってい

るものであります。平成26年度は、防災や防犯

などのテーマについて66回の講座が持たれ、合

計で2,376名の参加があったところであります。

なお、県庁出前講座では、学校で児童生徒を対

象とした実績はございません。

○渡辺 創議員 いろいろ考えてみたんです

が、今、女性の社会進出を進めようと政府も旗

を振っています。安倍総理も一生懸命やられて

いるんだろうと思いますが、実際に女性の進出

が少ない職種や職場があるというのも事実かと

思います。それは県の中でも同じで、一般行政

や教員はまだしも、今春入庁の職員さんたちの
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データを見ると、新規の入庁の方ですが、機械

では３人中、電気では８人中、化学では２人

中、女性は０。土木が７分の２、建築が５分の

１、農業が８分の２、農業土木は５分の２、畜

産が２分の１、林業６分の２といった状態だと

伺っております。

しかし、比率は低くても、県庁の中には、女

性の進出が十分ではない職場かもしれません

が、奮闘している女性の職員さんたちがいま

す。例えば、こういう県庁理系女子の職員さん

たちが積極的に学校等に出向いて、仕事の話や

県庁でそういう仕事につくまでの歩みを話す機

会があれば、非常に有意義な職業教育の場にな

るのではないかと思います。実際に県庁理系女

子の皆さんのお話を伺うと、中学校段階でそう

いう話をする機会があると、「そういう職場が

県庁にはあるんだな」と、子供たちの視野を広

げる意味でも、いい機会になるのではないかと

いうことでした。るる申し上げましたけれど

も、ぜひそういう場を積極的につくってはいか

がかと思いますけれども、教育長のお考えをお

伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校にいたとき、子

供たちに企業見学等をしたときに、僕が非常に

感動したのは、「こんな大人になりたい」と生

徒たちが語ってくれたことです。現在、県教育

委員会では、各学校の出前講座などの講師をお

願いする人材バンクとして、「宮崎の教育アシ

スト企業」という形で登録をお願いしておりま

すが、県畜産試験場など、国や県、市町村の機

関も含め、これまでに228団体に登録をいただい

ているところであります。お尋ねにありまし

た、高い専門性を持った県庁女性職員の方も、

ぜひ参加していただいて、子供たちにとって大

きな刺激を与えていただけると考えておりま

す。ぜひとも、アシスト企業への登録や、その

他の方法もございますが、出前講座などで子供

たちのために力を発揮していただきたいと思い

ます。県庁各部各課に、これからもしっかり、

さらに積極的に登録を呼びかけてまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 教育委員会でもぜひ御検討い

ただきたいと思いますし、今、教育長からもあ

りましたように、各部長さん方もそういう機会

がつくれるように、アシスト企業への登録等を

よろしくお願いしたいと思います。

このテーマ、最後にしますが、多職種にわた

る県庁の女性職員さんたちが活躍できる環境を

つくっていくということは、県庁が職員さん誰

もが働きやすい職場になるという観点でも重要

だと思いますけれども、知事の御認識をお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 社会全体として、女性

の活躍、個性と能力を発揮することが、もっと

もっと求められている。県庁の中でも同様であ

ります。これまでも子育てしやすい環境整備や

女性職員の登用に取り組んできたところであり

ますが、今年度、新たに「県庁職員子育て応援

プラン」とか第二期「みやざき行財政改革プラ

ン」を策定しまして、職員の出産や育児に関す

る職場環境づくりに積極的に取り組むととも

に、平成31年度までに副主幹以上の役付職員に

おける女性の割合を15％とする目標を掲げる、

これは今ずっと右肩上がりで伸びてきておると

ころであります。全体的な数をふやしていく、

そして役職員の数をふやしていく、また、これ

まで女性がついていなかった職場、例えば財政

とか人事とか危機管理とか、そういった分野で

も活躍しておるわけであります。

県としましては、今後とも、女性が働きやす
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い職場の環境整備に加えまして、御指摘のあっ

た技術系―理系女子という話がありましたが

―も含む女性職員の、例えば国、民間企業等

への派遣研修なども行う、また、さまざまな職

務経験を通じて、意欲と能力のある職員を育成

するなど、あらゆる職種の女性職員が活躍でき

ますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございまし

た。ぜひ取り組みのほどよろしくお願いいたし

ます。

続けて、県の公共施設等総合管理計画につい

てお伺いいたします。

高度経済成長期に整備された庁舎や河川、道

路など、公共施設が大幅に大量に老朽化を迎え

る時代が全国的に訪れつつあります。そのこと

は、日本の高速道路事故史上最大の死者を出し

た2012年の笹子トンネル天井板落下事故などで

も明らかになっている状況かと思います。そう

いう中で、国はインフラ長寿命化基本計画を策

定し、地方にも行動計画としての公共施設等総

合管理計画の策定を求めてきていますが、宮崎

県における基本的な考え方と策定状況につい

て、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 公共施設等総合管

理計画につきましては、厳しい財政状況や人口

減少等の状況を踏まえまして、長期的な視点を

持って公共施設等の更新・統廃合・長寿命化な

どを計画的に行うことにより、財政負担の軽減

・平準化や公共施設等の最適な配置の実現を目

指すものであります。本県におきましては、昨

年７月に全庁的な検討組織を立ち上げまして、

県が保有する全ての公共施設等について、現状

把握など計画策定に向けた調査を行うととも

に、施設の長寿命化や最適な配置等に関する基

本的な考え方について、現在、検討を行ってい

るところであります。今後の予定といたしまし

ては、今年度中に素案を取りまとめまして、来

年度の前半には計画を策定したいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。公

共施設の老朽化対策は、当然さまざまな工夫を

するということは前提としても、基本的な整備

時期に偏りがある以上、地方だけで財政上の課

題を解決していくというのは、極めて困難な状

況ではないかと考えます。現時点で国の財政支

援にはどのようなメニューがあり、また、今後

どのような支援を国に求めていくのか、基本的

な考え方を総務部長にお伺いします。

○総務部長（成合 修君） 公共施設の老朽化

対策に係る国の財政支援でございますが、これ

までも施設種別ごとに交付金等がございますけ

れども、公共施設の集約化等に対しましては、

新たに３つの地方債が設けられております。

まず、公共施設最適化事業債につきまして

は、公共施設の集約化・複合化を実施する場合

に起債の対象となるもので、起債充当率は90

％、交付税算入率は50％となっております。次

に、地域活性化事業債につきましては、既存の

公共施設を改修し、他の施設に転用する場合に

起債の対象となるものであります。起債充当率

は90％、交付税算入率は30％となっておりま

す。最後に、除却に係る地方債につきまして

は、老朽化した公共施設を解体・撤去する場合

に起債の対象となるものであります。この場

合、起債充当率は75％でありますが、これにつ

きましては、交付税措置はございません。

公共施設の老朽化対策は、大変重要な課題と

認識しております。今後、長期的に多額の財政

負担が見込まれますことから、県といたしまし
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ても、このような財政支援のさらなる充実につ

きまして、国に対して要望してまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 総合管理計画ができた後に

は、各分野での個別施設計画が求められるわけ

です。各分野それぞれ老朽化は深刻ですけれど

も、まず県営住宅については、既に築30年以上

の割合が面積ベースで46.8％、さらにあと10年

たてば、70％を超えてくるという計算になりま

す。既に県土整備部のほうでは独自の長寿命化

の取り組みが進んでいると認識しております

が、県営住宅の老朽化に対する基本的な考え方

を、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 県営住宅につ

きましては、現在、管理している540棟のうち、

劣化が顕著にあらわれ始めると言われる築30年

以上が経過している建物が４割を超え、増加傾

向にあります。このため、建物の長寿命化やコ

スト縮減を目的として、地域の人口動向や市町

村及び民間が整備する共同住宅の状況などを踏

まえて、平成22年度に宮崎県営住宅長寿命化計

画を策定し、団地の統廃合や計画的な建てかえ

・補修などを進めているところであります。こ

の計画は、公共施設等総合管理計画の個別施設

計画となりますが、策定後５年が経過し、少子

高齢化の進行など社会情勢が変化していること

から、今年度から２カ年で見直しを行うことと

しております。今後とも、計画を着実に推進

し、適正な県営住宅の提供に努めてまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。数

字だけを見れば、さらに深刻なのが県立学校で

す。30年を超える学校施設は、面積ベース

で67.5％となっています。既に県立学校では100

％となっている耐震化工事を優先的に進めてき

たという事情もあって、老朽化への対応がおく

れてきた面はあるかと思いますし、そこは仕方

がない面もあるかと思います。また、学校の統

廃合には複合的な要因も絡むために、単純な施

設統合を進められないという面があると思いま

すけれども、現状認識と今後策定する個別施設

計画についての基本的な考え方を、教育長にお

伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県立学校施設の現状

ですが、その多くは昭和30年代から50年代の生

徒急増期に建てられておりまして、建築後30年

以上経過した建物が、全県立学校施設の過半数

を占め、老朽化が全県的に進んでおります。そ

のため、改修や更新の経費の増大が予想される

ことから、緊急性などを考慮しながら優先順位

を決め、対策を進めてきているところでありま

す。個別施設計画のうち県立学校施設につきま

しては、今後、検討を進めていくこととなりま

すが、単に建物の維持管理や安全性の確保だけ

でなく、耐用年数を延ばすための長寿命化の観

点や、学校統廃合等も踏まえながら策定してま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 それぞれさまざまな事情を抱

えながらだと思いますが、大きな財政負担も予

想されながら待ったなしという段階が近づきつ

つあるというのも現実かと思いますので、十分

な検討をお願いしたいと思います。

続いて、高校野球支援のあり方にテーマを移

します。

河野知事は就任以来、甲子園での県勢優勝と

いうのを政策提言の中にも掲げ、「夢・実現

甲子園優勝プロジェクト事業」などを進めてこ

られました。この間、延岡学園高校の甲子園準

優勝など、満願成就までもう一歩というところ

の活躍もあり、知事も事あるごとに、この甲子
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園優勝プロジェクト事業のことをお話しになっ

ていらっしゃったと思うのですが、この事業の

具体的な内容を教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 「夢・実現 甲子園

優勝プロジェクト事業」につきましては、甲子

園での優勝を目指し、県民の皆様に感動や夢を

届ける目的で、平成24年度から３年間、取り組

んできたところであります。本事業では、甲子

園で優勝するチームを育てるために、県教育委

員会と県高等学校野球連盟による強化対策会議

の開催、県内トップレベルのチームを支援する

目的で、九州地区秋季大会の県予選でベスト４

となった学校を強化推進校に指定し、各学校に

年間約70万円の県外遠征費などの支援や、全国

の強豪校との実戦的な強化試合の開催等をいた

しました。また、裾野を広げる目的で、中学生

選抜チームへの強化活動に対する支援にも取り

組んできたところであります。

○渡辺 創議員 同じく教育長にお伺いします

が、この事業による支援の結果、どのような成

果を上げることができたとお考えでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 「夢・実現 甲子園

優勝プロジェクト事業」では、甲子園で優勝こ

そかないませんでしたが、先ほど御質問でおっ

しゃったように、本事業の強化推進校であった

延岡学園高等学校が甲子園準優勝という本県初

の快挙をなし遂げてくれました。また、甲子園

での活躍を願って行った大阪遠征や県外強豪校

との実戦的な強化試合などの支援を受けた強化

推進校の中で、４校が甲子園に出場いたしてお

ります。甲子園準優勝、そして４校の甲子園出

場という結果は、選手、監督、関係者の皆様方

の御努力によるものではありますが、本事業も

その一助となったものと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。実

は今年度、この事業の予算が計上されていませ

ん。あれだけよく耳にしていた事業であるにも

かかわらず、２月議会の際に気づいていなかっ

たことのみずからの着眼の悪さは恥じますが、

どのような経緯で今年度はこの事業が予算化さ

れなかったのか、理由を教育長にお伺いしたい

と思います。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の夏の甲

子園で延岡学園高校が準優勝をなし遂げ、本県

にとって夢であった甲子園優勝が現実的な目標

へと変わったと考えております。このような本

県高校球児の活躍から、「夢・実現 甲子園優

勝プロジェクト」が一定の成果につながったと

考えているところであります。その予算につき

ましてですが、今年度、２巡目国体や東京オリ

ンピック・パラリンピックを見据えた競技力向

上を図る新規事業のための予算配分を行った中

で、見直しをしたところであります。しかしな

がら、甲子園の優勝は県民の悲願であり、県民

の皆さんに大きな夢と希望を与えるものでもあ

りますので、今年度も高野連と連携し、強化に

向けた対策会議を行い、中高合同強化会議や指

導者への講演会を開催することとしておりま

す。今後とも、甲子園優勝に向けて、しっかり

と強化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。厳

しい財政状況の中で、高野連と協力もしなが

ら、新しい工夫をしようという姿勢について

は、一定の評価ができるのではないかなと個人

的に思います。

知事にお伺いします。知事が２期目の選挙に

向けてまとめられた政策提案「ともに築こう

「みやざき新時代！」」では、19ページに甲子

園の優勝について触れていらっしゃるかと思い
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ます。今回のこの事業のカットには、ちょっと

「あれれ」というふうな印象を持つ県民もいる

かもしれません。また、振り返ってみますと、

昨年は「日本一の読書県を目指します」としな

がら、県立図書館の資料購入費の大幅カットが

話題になりました。これまでも何度か議会質問

の中で、予算は見せ方も重要ではないかという

提案をしてきたと思いますが、今回の甲子園優

勝プロジェクトのカットと昨年の県立図書館の

資料購入費の件にピントを合わせると、文化と

スポーツの推進を図ろうとしている知事の思い

とは裏腹な印象になっているという感じも否め

ません。ちょっと意地悪な質問かもしれません

が、知事の御所見がありましたら、お伺いした

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 甲子園優勝、今、議論

がなされているところでありますが、甲子園優

勝を目指すのは、高校スポーツにおける野球と

いう１種目にとどまることなく、県民の郷土愛

を喚起し、元気や誇りにつながり、ひいてはス

ポーツ界全般に活性化をもたらす、そのような

思いのもとに目標として掲げる。先ほど新幹線

の議論もありましたけれども、夢物語として置

いておくのではなしに、現実的な目標として、

しっかり取り組んでいこうということで着手し

たものでありまして、優勝プロジェクトという

ことで予算化も図ってきたところであります

が、そういったことを呼び水として、高野連、

また関係者も含め、実現に向けたいろんな取り

組みが動いてきたのかなという思いがいたして

おります。高野連においても、自主的な強化派

遣のそういう取り組みも行われているというこ

とでございますので、そういう意味において、

一定の成果があったのではないかと考えておる

ところであります。

県の予算についての御指摘であります。予算

事業というのはずっと続くわけではなしに、一

定の成果を見ながらサンセット方式で進めざる

を得ないわけでありますが、今後、進捗状況等

もよく勘案しながら、関係者が一体となって、

目標を達成するにはどのようなことが望ましい

のか、それに対して、県としてどのように支援

していくのがいいのかということをしっかり見

きわめながら、夢の実現に向けて歩んでまいり

たい、そのように考えております。

○渡辺 創議員 知事にも教育長にも、ちょっ

と揚げ足を取るような質問で大変申しわけな

かったと思いますが、アピールという点で

ちょっともったいないなという感じがいたした

ところですので、指摘させていただきました。

いずれにせよ、一生懸命に頑張る高校生や中学

生や若い世代の人たちが、自分の人生という

か、若い人生をかけて取り組んでいることが、

希望に沿って実現できるようなことが一番いい

ことだと思いますので、また改めていろんなこ

とを検討いただいて、御支援をお願いしたいと

思います。

テーマを変えます。続けて、企業誘致と人材

確保についてお伺いしたいと思います。

県は熱心に企業誘致に取り組んでいますが、

過去４年間の企業立地の実績と、そのうちＩＴ

企業やコールセンターなど情報関連企業の立地

状況についてお伺いいたします。商工観光労働

部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 平成23年

度から26年度までの４年間の企業立地の実績

は、件数が135件、最終雇用予定者数は5,524人

となっております。このうち、ソフトウエア開

発やコールセンターなどの情報サービス業は、

件数では、全体の約２割に当たります26件、最
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終雇用予定者数では、全体の約４割に当たりま

す2,176人であります。その内訳は、コールセン

ターが13件、1,400人、それ以外のソフトウエア

開発等が13件、776人となっております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。実

は先日、宮崎市内に進出した情報サービス業の

関係者の方と、ちょっと意見交換というか、お

話をさせていただいたんですが、進出した際

に、宮崎に進出してくる上での利点もたくさん

あって、総合的には喜んでいるんだけれども、

進出した以降に、技術や経験を持った人材の確

保に難しさがあるんだというお話を伺いまし

た。ＩＴ系企業だけではなくて、コールセンタ

ー等でも同様な課題があるのではないかと思っ

ています。以前伺って話を聞いたことがあるん

ですが、沖縄県では、コールセンター等の人材

育成にかなり積極的に―かなり早く進んだと

いうのもありますけれども―力を入れてきた

という面もありましたが、宮崎県としては、

今、私が伺ってきたような当事者の皆さんと同

じような問題認識を持っているのかどうか、そ

の部分を商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 情報サー

ビス業は、多くの雇用効果が期待できる成長産

業でありまして、県におきましても、重点分野

の一つに位置づけ、積極的に立地活動を行って

いるところでございます。情報サービス業の企

業が最も重視するのは、人材であり、そのスキ

ルでございます。このような中、ＩＣＴに関す

る技術や経験を有する人材の確保競争が全国的

に激化し、本県の立地企業からも、募集しても

応募者が少ないなど、採用に苦労しているとい

う声を伺っております。今後、さらに情報サー

ビス業の立地を推進するためには、人材の確保

が喫緊の課題であると認識しております。

○渡辺 創議員 同じ問題認識にあるというこ

とで理解いたしました。では、これまでに、Ｉ

Ｔ系企業やコールセンター系などの進出企業の

人材確保に資するために、県はどのような取り

組みをしてきたのか御説明をいただいた上で、

今後の対応についてもお伺いしたいと思いま

す。商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県ではこ

れまで、ＩＣＴ企業やコールセンターの人材確

保のため、緊急雇用創出基金を活用した人材育

成事業や、コールセンターの人材養成のための

研修を実施しており、これまでに687人がＩＣＴ

企業、コールセンター等に就職しております。

今後も引き続き、ＩＣＴ企業等の人材養成研修

を実施するとともに、今年度から新たに、都市

部からエンジニア等のＵＩＪターン者の確保・

定着を図るための事業に着手したところでござ

います。さらに、東京に設置しましたＵＩＪタ

ーンセンターにおける就職相談や就職支援セミ

ナーの開催等を通して、本県ＩＣＴ企業等の人

材確保に積極的に取り組んでいくこととしてお

ります。県といたしましては、今後とも、関係

機関等と連携しながら、成長産業として期待さ

れるＩＣＴ産業の振興に向けて、人材の育成・

確保に一層力を入れてまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。現

場からもそういう声が上がってきていますの

で、ぜひ、今後さらに一層の御支援をよろしく

お願いしたいと思います。

続いて、県警に幾つかお伺いしたいと思いま

す。着任間もない野口本部長にお願いしたいと

思いますが、まだ着任１週間でございますけれ

ども、宮崎市の江平五差路というのは御存じで

いらっしゃいますか。
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○警察本部長（野口 泰君） 先日、現地を視

察する機会をいただいたところでございます。

○渡辺 創議員 着任から１週間の間に宮崎市

の重要な交通のポイントのところを御視察いた

だいたということで、感謝を申し上げたいと思

います。

宮崎市の国道10号・江平五差路の改良工事が

行われて半年がたちました。歩行者や自転車の

安全を確保するための改良であり、国交省とも

協力した改良であったと認識しておりますが、

十分な効果が確認できているのでしょうか。ま

た、改良工事が行われた当初は、道路の仕様変

更が影響したと思われる交通渋滞が起きまし

て、朝のピーク時は、江平五差路から大分北に

上って、宮崎市花ケ島の国道10号・北バイパス

―私はその辺が地元でございますけれども

―まで連なっていくという状況もありまし

た。今はかなり解消されてきたという認識でい

ますけれども、交通渋滞に関しての状況もあわ

せてお伺いしたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 江平五差路交差

点につきましては、これまでＪＲ宮崎駅寄りの

東側横断歩道での歩行者、自転車の巻き込み事

故や追突事故等が年間10件以上発生しておりま

した。そこで、抑止対策として、道路管理者で

ある国土交通省宮崎河川国道事務所と連携し、

左折車と歩行者等を分離するための歩車分離式

信号の導入や左折専用レーンの追加などの改良

を行い、本年２月14日から供用を開始したもの

であります。改良後、半年が経過しましたが、

死傷事故となる危険性の高い車と歩行者等との

交通事故は、８月末まで１件も発生しておら

ず、相当の効果が上がっているものと考えてお

ります。改良直後の交通渋滞については、新た

な信号表示や車線の変更にドライバーの皆さん

が戸惑い、発生したものと考えられます。県警

では、信号サイクルを調整するとともに、現場

での交通指導等を行った結果、現在はスムーズ

に流れております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。私も

その一人であるんですが、宮崎市の北部住民

は、最初はなかなかこれは大変な状況になった

と。私の自宅から県庁に来るのも10分ちょっと

で来られたのが、40～50分かかるという状況に

なりましたので、最初は非常に大変で、住民の

皆様からもさまざまな御意見やお叱りもいただ

いたところですが、今はそれほど渋滞にストレ

スを感じるような状況でもないと思っていま

す。さらに、事故防止の面で、半年間ほどの間

でゼロということで、非常に大きな効果が上

がっているということですので、何よりかと

思っているところです。

続けて、県警本部長にお伺いいたします。

今、９月に入って、子供たちの夏休みが終わ

り、一人の親としては、少しほっとしながらも

寂しかったりするなというところでございます

けれども、長期休業中は、子供たちにとって、

さまざまな誘惑もふえる時期だと思います。こ

としの夏休み期間中にも、子供たちがトラブル

に巻き込まれたことを伝える報道に接して胸を

痛めたところですが、県内における夏休み期間

中の少年補導の状況、特に夜間徘回の補導状況

を、県警本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 飲酒・喫煙・深

夜徘回等の行為をしている少年を不良行為少年

といいますが、夏休み期間であります７月及び

８月に警察で補導した不良行為少年は550人、そ

のうち女子は67人です。午後11時から翌日午前

４時までの深夜に徘回していた不良行為少年

は401人、そのうち女子は49人であります。深夜
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徘回による補導が全体の約73％を占めます。不

良行為少年の補導状況は、全国、県内ともに減

少傾向にあります。なお、補導した不良行為少

年につきましては、名前・住所・保護者等を確

認し、場合によっては保護者に引き渡すなど、

適切に対応しております。

○渡辺 創議員 補導の大半を深夜徘回が占め

ているということがよくわかりました。

続けて、県内において、深夜徘回している少

年が凶悪事件に被害者もしくは加害者としてか

かわったという事案がありますか。県警本部長

にお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 深夜徘回に起因

する犯罪被害者及び加害者の統計はとっていま

せんので、過去の事案について詳細は判明しま

せんが、少なくとも、ことしの夏休み期間中、

深夜に徘回していた少年が凶悪犯罪の被害者あ

るいは加害者になったという事案はありませ

ん。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

内における深夜徘回の実態については、よくわ

かったところです。ことしの夏、子供が被害者

となった最も衝撃的な事件は、きょうの新聞等

でも報道がありましたけれども、恐らく大阪府

寝屋川市で発生した中学１年生のお子さんたち

２人が殺害されたという事件ではなかったかと

思っています。事件の真相等についてはうかが

い知る立場にありませんし、これから裁判など

を通して明らかになっていくものだろうと思い

ますが、夜間徘回が事件に巻き込まれるリスク

を高めているということは間違いなさそうだと

思います。今回の事件を受けて、県警本部とし

ての取り組みがあれば、本部長にお伺いしたい

と思います。

○警察本部長（野口 泰君） 少年が事件の被

害者になる要因には、不良交友やいじめ、スマ

ートフォン・携帯電話等に起因するもの等、多

種多様なものがありますが、この事件で言える

ことは、深夜に少年が家を出て街頭を徘回して

いたことが大きな要因の一つと考えられます。

警察では、常日ごろから不良行為少年の補導活

動に取り組んでいるところでありますが、今回

発生した事件を踏まえて、改めて、各警察署に

対し、家出少年の発見・保護活動及び不良行為

少年の補導活動の一層の強化について通達し、

同種事案の防止に取り組んでいるところであり

ます。

○渡辺 創議員 少年非行への対応ということ

でいえば、少年補導員の皆さんの活動もあると

思います。地元の地域等でも、少年補導に取り

組まれている先輩がたくさんいるという状況で

す。先ほどお伺いした警察官による補導と少年

補導員の皆さんの補導というのは、厳密に言え

ば位置づけが違うということは理解をしていま

すが、少年補導員の皆さんの県内における現状

と活動状況について、県警本部長にお伺いいた

します。

○警察本部長（野口 泰君） 少年補導員は、

警察本部長から委嘱を受け、少年の非行防止や

健全育成のための活動を行う民間ボランティア

であり、現在、県下で585人を委嘱しておりま

す。少年補導員の主な任務は、少年の保護及び

少年相談、非行少年等の早期発見・補導、有害

環境の浄化と福祉犯罪の発見通報などであり、

各警察署ごとに活動しております。具体的に

は、警察官との合同による定期的な街頭補導活

動や花火大会・祭り会場での少年補導活動など

があります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

このテーマ、最後に教育長にお伺いいたしま
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す。大阪府寝屋川市での事件という本当に残念

な出来事もありました。学校現場として、また

教育委員会として、児童生徒の深夜徘回などの

現状をどのように認識されているでしょうか。

また、子供たちがトラブルに巻き込まれる可能

性の高い深夜徘回など問題行動の防止に向け

て、教育委員会としてどのように取り組んでい

るかお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 先ほど、県警本部長

から、夏休み期間中に500名を超える児童生徒が

補導されたという報告がありましたが、補導ま

でには至っていない、補導はされていなくて

も、また外出している子供たちもいると考えら

れますので、犯罪の被害者となるような事案

は、本県でもいつ起こってもおかしくないとい

う強い危機感を持っております。

問題行動の防止というのは、本質的には、児

童生徒がみずからの行動をみずから律するとい

うことを常日ごろから指導することが一番大事

だと思っておりますが、特に夏休みなど長期休

業に入る前には、家庭はもちろんのこと、警察

などの関係機関との連携を密にして、児童生徒

の指導を徹底するよう学校を指導いたしており

ます。各学校でも、全校集会、学年集会、さら

には各学級において、児童生徒へ夜間外出や外

泊の危険性などを指導するとともに、保護者会

や地区懇談会など、さまざまな機会を捉えて、

家庭への啓発も繰り返し行っているところであ

ります。これからも強い危機感を持って学校を

指導してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 県警本部長、教育長、ありが

とうございました。これから未来が開ける児童

生徒がトラブルに巻き込まれないような社会を

つくっていくというのは、私たち大人の責任だ

と考えるところです。私たち一人一人も、きち

んと子供たちに向けるまなざしを持たなければ

ならないのかなということを、今回の夏の事件

等を通しても強く感じたところでした。

今回、各方面にわたります質問をさせていた

だきました。いただいた御答弁と私の考えがず

れたりする場面もいろいろありました。また、

いろいろと生意気なことを申させていただいた

こともあったかもしれませんけれども、真摯に

御答弁いただきましたことに心から感謝を申し

上げます。また、あわせまして、県勢発展、課

題解決に向けて、我が県民連合宮崎所属の７名

の議員はこれからも全力を注いでまいりますこ

とをお誓い申し上げまして、県民連合宮崎の代

表質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○星原 透議長 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57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、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。公明党県議団を代表いたしまして、

通告に従い質問をさせていただきます。

まずは、台風18号による東北・関東地方の豪

雨、河川決壊等で亡くなられた方々にお悔やみ

を申し上げます。とともに、被災された方々に

衷心よりお見舞いを申し上げます。また、行方

不明の方々の捜索、取り残された方々の救助が

迅速に行われることを願って、質問に入らせて

いただきます。

宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略でご
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ざいます。

今回、将来にわたっての人口減少問題克服と

成長力の確保実現のための地方創生について、

今後５カ年の政策目標や具体的な施策をまとめ

た「宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定が議案として上程されています。自治体

の総合戦略の策定に先立ち、国は、従来の政策

の問題点として、地域特性を考慮しない全国一

律の手法などを挙げ、これらの弊害を除去し

て、まち・ひと・しごと創生政策５原則（自立

性、将来性、地域性、直接性、結果重視）に基

づいて地方創生を進めるとしました。しかし、

今回の地方創生については幾つかの疑問の声も

上がっております。「自治体が地域の実情に

合った施策を短期間で策定し、評価対象期間の

５年間で具体的な成果を上げることができるの

か」「1980年代に、地域特性を生かした個性豊

かな地域づくりを進める必要があるとして、リ

ゾート開発やふるさと創生を推進し、自治体は

創意工夫して事業を行った。しかし、その結果

はどうであったか。あのときの問題は生かされ

ているのであろうか」「地方版総合戦略策定に

当たって、人口の将来見通しを踏まえることと

なっているが、特に過疎地域にとって人口減少

に歯どめをかけるという目標はかなりハードル

が高い。現在も過疎対策の枠組みで幅広い事業

に対し支援が行われている。それをもってして

も人口減少に歯どめがかかっていない現状を踏

まえれば、地方版総合戦略の施策の効果は相当

に高いものでなければならない。これは容易な

ことではない」などでございます。

人口減少を食いとめるための政策は、国もこ

れまでにない政策に取り組むべきであるし、国

へ創生事業費、事業補助費、新型交付金の安定

的な確保を要求しなければならないということ

は言うまでもありません。これらのことを考え

ながら、まず知事に、これまでの地域活性化の

取り組みをどう総括し、地方創生に取り組むの

か、お伺いいたします。

以下は質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

これまでの地域活性化の取り組みにつきまし

ては、本県の特色を生かした産業の振興や人財

の育成、安心して暮らせる地域づくりなど、長

年にわたって取り組んできたところでありま

す。その結果、成功した事例、うまくいってい

るものもあれば、なかなか結果が出ないという

のもあるわけでありますが、総じて、東京を初

めとする都市部への人口の流出には歯どめがか

かっていない状況にございます。今回の地方創

生につきましては、これまでとは異なり、人口

減少の問題を国全体の問題としてとらえ、地方

の活性化とあわせて東京一極集中の是正に取り

組むものでありまして、地方が自立的に成長す

る活力を取り戻すことが期待されております。

地域の活性化には、なかなか特効薬というよう

なものはないわけであります。また、一朝一夕

に実現できるものではありませんが、今回の地

方創生の取り組みというものを一つの契機とし

て、国や市町村とも一層連携を図りながら、本

県の特色ある地域活性化策に磨きをかけ、地方

創生のトップランナーを目指してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 地方創生のトップランナーを

目指したいとの決意を確認いたしましたが、先

ほども申し上げたように、相当な覚悟が必要だ

と考えます。そこでまず、宮崎の人口ビジョン

についての基本的視点と目指すべき方向性につ
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いて、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 人口ビジョンは、これ

までの人口動向と2060年の人口推計を客観的に

分析をしまして、今後の取り組みの方向性を明

らかにするものであります。本県におきまして

は、全国２位の合計特殊出生率を誇る子育て環

境を有する一方で、進学・就職時期を中心とし

た若年層の流出超過や出生数の減少といった課

題を示しておりまして、社会減の抑制に重点的

に取り組む必要があるとしたところでありま

す。具体的には、産業活性化・雇用確保の充実

に取り組み、若者世代の増加を通じた子供世代

の増加を促し、地域経済の需要創出や人財の充

実によりまして、さらなる産業活性化・雇用確

保につなげていく好循環の創出につなげてまい

りたいと考えております。

○河野哲也議員 今、最後のくくりの部分で、

産業活性化、雇用促進の好循環が宮崎創生の重

大な解決策だと確認いたしました。

ところで、前回、知事は、「国の地方創生は

まさに本県の方向性と歩みを同じくするもの

だ」と発言されていました。ただ、本県の総合

戦略において、国の総合戦略と基本目標の構成

を変えていますが、その意図をお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 都道府県の地方版総合

戦略につきましては、「国の総合戦略を勘案し

つつ、自主性・主体性を発揮し、地域の実情に

沿ったものとすることが重要である」とされて

いるところであります。本県では、若年層の流

出超過の抑制が喫緊の課題でありますことか

ら、総合戦略では、まず、産業活性化・雇用確

保を目指す「しごとを「興す」」を掲げ、次

に、子育て環境の充実や次世代育成を目指す

「人を「育てる」」、さらに、持続可能で個性

を発揮できるまち・むらづくりを目指す「まち

を「磨く」」と並べた上で、本県の魅力を向上

し、発信することで、人だけではなく経済や情

報の都市に向かう流れを変える「資源を「呼び

込む」」、このような構成としたところであり

ます。

○河野哲也議員 地方創生については、以前も

指摘しましたが、今のようなストーリー性とい

うんでしょうか、好循環ということで、そうい

うものをもって計画して取り組んでいくという

ことが非常に大事ではないかと、私自身も考え

ます。

国は今回、日本版ＣＣＲＣの導入を柱として

います。東京圏など大都市に住む高齢者に、本

人の希望を前提として、元気なうちに地方に移

り住んでもらう。移住先では、仕事や趣味など

を通じて地域に積極的に参画してもらう。医療

や介護が必要になっても、そのまま安心して暮

らしていける、従来の高齢者住宅や介護施設と

異なるこうした施設、地域を、政府は「日本版

ＣＣＲＣ」と呼び、具体的な内容や支援策を年

末に取りまとめ、遅くとも来年度中にモデル事

業を始めるという方針を聞いています。政府が

調査したところによると、202の自治体がこれに

取り組む意向だと示していますが、先ほどの知

事の答弁からは、本県は日本版ＣＣＲＣの導入

に消極的だと感じましたけれども、知事の見解

をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 日本版ＣＣＲＣにつき

ましては、東京圏の高齢化問題への対応という

側面、さらには地方への人の流れの推進という

ようなことから、地方創生の重要な課題の一つ

と認識をしております。その具体的なあり方に

つきましては、現在、国の有識者会議におい

て、「生涯活躍のまち」構想として議論されて
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いるところであります。医療・介護分野を中心

とした雇用の創出や、元気な高齢者による経済

活動を通じた地域経済への波及効果が期待され

る一方で、地域の医療・介護にかかわる人材の

確保や、医療・介護保険制度における自治体負

担などの問題も懸念をされるところでありま

す。県としましては、国における今後の議論を

踏まえ、国に対する必要な制度の改善、見直し

を働きかけますとともに、ＣＣＲＣに意欲的な

市町村や受け皿となる事業主体への情報提供な

どを行ってまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今の答弁からは、県というよ

りも市町村のほうに期待しているというふうに

受け取りました。

本県の総合戦略について、４つの施策目標か

ら素案で見えなかった部分、また取り組みにつ

いて、他県と比較しながらお伺いします。

まず、しごとを「興す」、資源を「呼び込

む」について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。先ほども議論されましたが、鳥取県は、積

極的な企業立地支援によって、地域経済が復調

傾向にあると言われています。平成22年から４

年間で、県外からの企業誘致50件―宮崎県の

ほうが多かったんですけど。昨年は、東京に本

社を置く人気フィギュアメーカーが県内に工場

を設置して、話題を呼びました。新規事業展開

など県内企業の新設・増設も相次いでおり、立

地件数は少ないですけど、約5,000名の新たな雇

用が生まれていると聞いております。しかし、

先ほども問題提起されましたが、企業誘致が進

むと深刻な人材不足が迫ってくる。そこで、鳥

取におきましては、プロフェッショナルな人材

を県外から呼び込む「とっとりＩＪＵターン就

業助成金事業」を、先行して実施しているとお

聞きしています。さらに、製造業など人材不足

の著しい分野に就職する大学生や既卒者に奨学

金返済額の最大２分の１を助成する「未来人材

育成奨学金支援事業」を、８月にも始めると聞

いております。基金を創設し、商工会議所など

からも寄附を募るとしています。４年間で１万

人の正規雇用とＫＰＩも明確でございます。そ

こで、本県において民間の稼ぐ力の活用と人材

確保について、戦略ではどう位置づけているか

お伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本県の喫緊の

課題であります社会減の抑制を図るためには、

付加価値の高い産業の育成と産業を担う人財の

確保により、民間の稼ぐ力を創出し、それを活

用することが大変重要であります。このため、

本県の総合戦略におきましても、しごとを「興

す」において、フードビジネスなどの成長産業

の一層の振興や、地域経済を牽引する中核的な

企業の育成などにより、県外からの外貨獲得と

地域内循環を通じた経済拡大を目指しておりま

す。また、人を「育てる」では、産学金官連携

による産業人財育成システムの構築や、産業連

携を支援するコーディネーターの育成などによ

り、産業を支える中核的人財の確保を図ること

としたところであります。

○河野哲也議員 項目がちょっとずれていまし

たが、実は、常任委員会の調査で富士市産業支

援センターの小出センター長のお話を聞くこと

ができました。小規模事業所の売り上げを的確

にコンサルティングされ、実績を上げられてお

りました。また、ｆ－Ｂｉｚの中で、売り上げ

拡大の支援に取り組み、ノウハウを確立され、

人材の育成にも尽力されていました。宮崎に欲

しい方だなと心から思った次第でございます。

地方からの人口流出が顕著なのは、大学など

への進学時と卒業・就職時であります。宮崎も
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御多分に漏れず、データによると15歳から24歳

の世代の転出超過が大きな割合を占めていま

す。また、九州・沖縄、東京圏、関西圏への転

出が顕著でございます。若者の地元定着で、福

井県は、自県大学進学者の割合が13年度で52.8

％、新規学卒者の県内就職の割合が12年度

で74.6％と、全国平均を上回っています。取り

組みの一つに、平成19年度に発足した「福井県

大学連携リーグ」があります。６大学、２短

大、１高等専門学校が連携し、研究レベルの向

上や人材育成を進め、21年度からは、福井駅の

近くのビルで各大学の教員がリレー方式による

講座を開催し、地元大学の魅力を発信してきま

した。福井県には繊維、眼鏡という２大地場産

業があり、高い技術力を持った中小企業が多

く、同リーグによって学生が地域に人脈を広げ

て、地元定着のきっかけもつかんでいるとされ

ています。福井県は、地域の大学力という強み

をさらに伸ばすため、来年の春、同じビル内に

大学連携センターを開設する予定と聞いていま

す。ここでは、５大学の講義を開き、受講生に

は単位を付与する。また、県内就職を後押しす

るため、合同企業説明会を行うとしています。

若者を県内に呼び込み定着させるため、大学

間連携による地方大学の活性化が必要だと考え

ますが、県内での取り組み状況をお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本県では、県

内の魅力ある高等教育づくりと活力ある地域づ

くりに貢献するため、平成16年度に県内の大学

等から成る「高等教育コンソーシアム宮崎」が

設立されております。このコンソーシアムで

は、県内各大学等の教員が連携し、「宮崎の郷

土と文化」を学ぶ講座の実施など、各大学の特

色を生かした連携事業に取り組んでいただいて

おります。中でも、県内の地域や企業が抱える

課題等を提示し、学生が卒業研究として取り組

む「公募型卒業研究」につきましては、大学間

連携による取り組みの重要性が高まってきてお

り、今年度大きく件数を伸ばしてきておりま

す。県としましても、これまでコンソーシアム

の活動に積極的に参画してきておりますが、大

学間連携による地方大学の活性化は、若者の定

着を図る観点からも今後ますます重要になると

考えており、県内の大学等と連携しながら、取

り組みの推進やアピールに努めてまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 宮崎は福井より早くから取り

組んでいるという答弁でございましたが、その

効果を調査しようと思って、該当のホームペー

ジを確認してみました。県はこれまでコンソー

シアムの活動に積極的に参画してきたと答弁さ

れましたが、福井県の大学連携リーグもホーム

ページを開設していますけれども、部長、見た

感想をお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 福井県の大学

連携リーグのホームページを拝見しましたが、

本県のものと比べますと、学生たちが明るい表

情で学ぶ姿がふんだんに使われるなど、福井県

内の大学で学びたいと思わせるような工夫が随

所に見られたところであります。本県では、イ

ンターンシップ事業や県内高校生を対象に授業

体験会を実施するなど、多岐にわたって事業を

行っておりますが、ホームページ上でも、県内

の高校生が県内の大学で学びたいと思ってもら

えるような工夫ができないか、今後、高等教育

コンソーシアム宮崎の事務局である宮崎大学と

も意見交換しながら、情報発信方法等について

検討してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 前回の議会でもありましたけ
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ど、情報を発信する意識というのが違うんじゃ

ないかなという気がします。ぜひ御努力をお願

いしたいと思います。

人を「育てる」についてお伺いいたします。

平成27年７月６日に、知事及び県内全市町村長

が一緒に「みやざき「イクボス宣言」」を行い

ました。地方創生への取り組みを進める中、結

婚・妊娠・出産・子育て等に希望が持て、「く

らしの豊かさ日本一の宮崎」を実現するためと

して、イクボス―これは部下のワークライフ

バランスに配慮し、その人のキャリアと人生を

応援しながら、組織の業績も上げつつ、みずか

らも仕事と私生活を楽しむ管理職というふうに

意味づけしてあります―を企業等にもしっか

りと働きかけるとしていますが、宮崎も仕事と

生活の調和が大きな課題であると考えます。総

合戦略に位置づけた特徴的なことについて、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 地方創生

を実現する上で、女性が出産・子育てをしなが

ら安心して継続して働けるよう、仕事と生活の

調和の推進が大変重要でございます。このため

総合戦略において、企業による「仕事と家庭の

両立応援宣言」の推進や、イクボスの育成など

による男性の育児参加の促進など、企業や男性

の意識改革を促進するとともに、女性が継続し

て就労できるように、テレワークや短時間勤務

など、新たな職域の開発や再就職支援などを推

進することとしております。このような取り組

みを推進するための指標として、「仕事と家庭

の両立応援宣言」事業所を現状の倍以上の1,100

件に、また、男性の育児休業取得率を３倍以上

の11.4％とするなど、高い目標を掲げたところ

でございます。県といたしましては、労働局等

関係機関と連携しながら、性別を問わず誰もが

活躍できる環境づくりに、今後とも積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 実は先日、我が会派で、知

事、若手の首長とこのテーマで懇談をさせてい

ただきました。大変高い目標を持って臨まれよ

うとしていました。特徴的な展開だと期待しま

すので、今後も注視していきたいと思います。

まちを「磨く」についてでございます。実は

きょう、ちょうど東北大震災から４年半を迎え

ます。被災地の大規模な集団移転事業が最も進

み、ことし３月に引っ越しをほぼ終えた宮城県

岩沼市玉浦西地区、大震災より４年４カ月の７

月19日に、まち開きイベントが行われました。

この新しい町は、内陸部の水田をかさ上げして

造成され、人口はおよそ1,000人、津波で壊滅し

た沿岸部の６集落の住民が移り住んできまし

た。玉浦西地区のまちづくりの特徴は、住民の

合意を大切にしたことでありました。どのよう

に道路、住宅、公園、商店、公営住宅を配置し

ていくか。住民は平成23年11月から、まず、学

識経験者、アドバイザーとまちづくりの議論を

始め、イメージをつくって、それから市と有識

者と議論を重ねたそうであります。24年９月、

新しい町の計画図をまとめました。しかし、集

団移転事業というのは税金を投入していますの

で、全て住民の思い描いたとおりにはならな

い。だけれども議論を続けて、今できた地区の

中心街にある貞山緑道というのは、６地区の集

落に流れていた貞山運河をイメージしたもの。

４つの公園の名称は玉浦中の生徒会が中心に

なって検討したと聞いております。公園づくり

等行政に依存せず、住民の力でまちづくりを進

めたとされました。そこで見えてきたまちづく

りのポイントは、「住民の力の活用、地元の資

源を生かす、地域内のきずなを強める」だと考
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えました。宮崎県におけるまちづくり、地域づ

くりの基本的な考え方について、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） 本県では、市

町村と地域住民が一体となって取り組む地域づ

くりに対して、これまでもさまざまな支援を

行ってきたところであります。議員御紹介の宮

城県岩沼市の事例は、地域住民と行政が連携を

図り、地域のきずなを大切にしながら、一体と

なってまちづくりに取り組んだという点におい

て、大変参考になるものであります。今後も、

地域が将来にわたって誇りを持ち個性を発揮で

きるよう、市町村が地域住民と連携して進め

る、地域の資源を活用した魅力ある地域づくり

や、地域課題の総合的な解決の取り組みなどに

対して支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 戦略の素案の段階で見えな

かったものを提案させていただきました。しか

し、上程されている案のほうは具体的に取り組

みが見えるところがあります。しっかりと策定

の議論をしてまいりたいと思います。

ところで、今回の質問づくりの中で、総合戦

略の策定の支援ツールとしてリーサスというの

がありました。思わず開いたら、時間を忘れる

ぐらいいろいろ操作してみたんですけど。この

国の提供する地域経済分析システム（リーサ

ス）の存在を知ったわけですけど、その活用に

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） 地域経済分析

システム、いわゆるリーサスにつきましては、

地方版総合戦略等の策定のため、各地域に必要

な人口や経済に関するデータを国が提供してい

るものでありまして、本県でも総合戦略策定に

際して活用したところであります。リーサス

は、インターネットで公開され、グラフや図表

が簡単な操作で作成できるなど、データの可視

化によって理解しやすくする工夫がなされてお

ります。このため、県民の皆様が地域の将来像

を考えるためのツールとして活用することはも

とより、例えば、観光マップにつきましては、

観光事業者等が新たな事業展開や誘客手法を分

析・検討し、今後の経営に生かすといった、幅

広い活用が期待されるところであります。

○河野哲也議員 先ほども言いましたけど、ビ

ジュアル的にも非常に使い勝手もよくて、先ほ

どのまちづくりじゃないですけど、住民も参加

できるデータになっていくんじゃないかなと思

います。

防災・減災対策の推進について入ります。

死者・行方不明者が63人に上り、戦後最悪の

火山災害となった昨年の御嶽山の噴火。気象庁

が噴火の約半月前に火山性地震の増加を把握し

て、ホームページに情報を掲載していました

が、登山者には伝わっていなかった。また、全

国的にも、常時観察している火山周辺自治体の

８割以上で避難計画が未作成になっているな

ど、多くの課題が指摘されました。このことを

受けて、火山防災の体制強化を目的に活動火山

対策特別措置法、いわゆる活火山法が成立いた

しました。気象庁が常時観察する50火山の一つ

霧島山を有する本県も火山災害警戒地域対象と

なります。そこで、霧島山に関する今後の本県

の取り組みについて、危機管理統括監にお伺い

いたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 活動火山対

策特別措置法が本年７月に改正されまして、本

年中に施行される見込みでございますが、この

改正法では、火山災害警戒地域においては、

県、市町村、気象台、火山専門家等による火山
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防災協議会の設置が義務づけられております。

この協議会では、噴火によって発生する噴石や

火砕流等の影響範囲を想定した上で、避難計画

などの警戒避難体制について協議を行うことと

されておりまして、協議が整った事項について

は、県と市町村がそれぞれの地域防災計画に定

めることとされております。霧島山は新燃岳、

硫黄山、御鉢など特性の異なる複数の噴火口を

有し、また、えびの高原などの観光地には多く

の観光客がおられることを考慮した上で、この

協議会の運営が円滑に行われるよう、関係機関

と連携を図りながら、安全確保対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 協議を進めるということです

けど、本県に火山専門家はどの程度いらっしゃ

るのかなと疑問に思いました。専門知識を持つ

人材が不足していると聞きます。大学など研究

機関の連携強化、専門家の育成・確保に取り組

むことが大きな課題ではないかと、調査して感

じたところでございます。

総合戦略ではＣＣＲＣのことを質問させてい

ただきましたが、県としては県内の高齢者の方

々を守っていくということではないかなと確認

しました。何点か福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

健康長寿社会づくりプロジェクト推進事業で

ございます。県民一人一人が健康づくりや生き

がいづくりに取り組み、誰もがいつまでも健康

で生きがいを持って暮らすことができる「健康

長寿社会づくり」を、全県的に推進しなければ

なりません。そこで、知事を会長とする「宮崎

県健康長寿社会づくり推進会議」の中で協議さ

れた健康長寿社会づくりプロジェクト推進事業

について、何を目指しているのか、また特徴的

な取り組みについてお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） このプロジェ

クトは、医療、健康、福祉などさまざまな分野

の団体・企業や市町村と連携しまして、それぞ

れの団体がみずから取り組みを実践しますとと

もに、会員や地域に働きかけを行うことによ

り、県民一人一人が健康づくりや生きがいづく

りに積極的に取り組む機運を高め、「健康長寿

日本一」の宮崎県を目指そうとするものでござ

います。特徴的な取り組みといたしましては、

まず健康づくりとして、野菜の摂取量を１日100

グラム、運動を１日10分、それぞれプラスする

ことを促す事業、生きがいづくりとしまして

は、子育てボランティア等を通じて高齢者の社

会参加を促す取り組み、さらに、県民一人一人

の参加といたしまして、健康診査や医療費のデ

ータを活用した健康づくり支援、そういったも

のを行うことにしております。この８月には、

御質問にもありました、30の構成団体から成る

「宮崎県健康長寿社会づくり推進会議」を立ち

上げたところでございまして、今後はさらに、

全県的にプロジェクトの輪を広げてまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 推進のほう、どうかよろしく

お願いします。

済みません。地域医療構想については、後ほ

ど。順番を変えます。

中小企業振興について入らせてもらいます。

総合戦略のしごとを「興す」、重点課題とい

うのは民間の稼ぐ力と人材確保と確認いたしま

した。先日、官民が仲立ちし、大企業の特許を

活用した中小企業支援を進めるなど、川崎モデ

ルとして全国で知られる取り組みを宮崎県に広

げようと、同モデルを実践する川崎市産業振興

協会財団の知的財産コーディネーターの５人

が、延岡市の延岡鉄工団地を視察したとの報道
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がありました。現場第一主義の川崎市さんは、

早速、大企業の特許と本県の企業を結びつけ製

品化を図ろうと動いています。２月議会の代表

質問でも取り上げられましたが、川崎モデルを

参考にしたチーム支援の本県での取り組み状況

はいかがでしょうか。また、外部専門家の活用

を推進すべきと考えますが、県の考えを商工観

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） 県では、

川崎モデルも参考に関係機関と連携をとりなが

ら、経営や金融、加工技術、衛生管理などの専

門家を中心とした中小企業に対するチーム支援

に取り組んでいるところであります。また、現

在、産業振興戦略を策定中でありますが、この

中で、企業のニーズに即した、より効果的なチ

ーム支援態勢について検討を重ねております。

企業支援を強化するためには、県内の専門家だ

けでは対応できない場合もありますので、今後

は、フードビジネスにおけるバイヤー、特殊な

製造技術が必要な医療や自動車などの専門的な

分野において、豊富な経験を有し、専門技術に

たけた県外の専門家の活用を図るなど、専門

性、機動性のある効果的なチーム支援態勢を構

築し、県内企業の成長促進に取り組んでまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 実は７月に、「テクノトラン

スファーinかわさき2015」の視察をさせていた

だきました。行政職員、企業が一体となっても

のづくりをしている見本市でございました。大

変コンパクトでありましたけど、内容の濃い見

本市でありました。宮崎からの出展もありまし

て、大変にぎわっていたところでございます。

企業と行政職員が一緒に汗をかいているなとい

うことを実感した展示会でございました。

続いて、建設事業者の育成でございます。職

業訓練を通じて建設技能者の養成を目指す厚生

労働省の緊急育成支援事業が、いよいよ本格的

に動き出します。今月下旬から各界の業界団体

などを拠点に全国17カ所で、職業訓練生の募集

が順次始まり、本県も実施が決まったとお聞き

しました。建設技能者の育成は、現場での仕事

を通して必要な技術や知識、経験を身につけさ

せるＯＪＴ（職場内訓練）と呼ばれる手法が主

流でございましたが、建設現場では、技術、知

識を教える人や時間を振り向ける余裕がなく

なってきたとされています。このため、建設技

能者の不足が指摘されながらも、その補充が進

まない一因となっていました。そこで、厚生労

働省の建設労働者緊急育成事業が本県でも取り

組まれると聞いておりますが、どのような事業

内容になっているのか。また、県としてどのよ

うな支援を行うのか、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） 建設労働

者緊急育成事業は、平成27年度の国の新規事業

であります。人手不足となっている建設技能労

働者の確保を図るため、離職者等を対象に職業

訓練から就業支援までを一貫して取り組むもの

で、５カ年間の事業として実施されるものであ

ります。本事業は、国から一般財団法人建設業

振興基金が受託をし、全国17カ所に拠点を設け

訓練を行うこととしており、その一つに本県も

選定されたところであります。本県では、県の

建築業協会が事業主体となり、今年度は、とび

・型枠などの軀体工や内装工など15名程度の訓

練生を募集し、会員企業の協力のもと、11月か

ら12月にかけて訓練を実施することといたして

おります。県といたしましては、建設技能労働

者の確保は重要な課題と考えておりまして、訓

練生募集の広報や、訓練場所として県の技能検



- 106 -

平成27年９月11日(金)

定センターを提供するなど、積極的に支援を行

うこととしております。

○河野哲也議員 本県の不足している技能者を

補うために、できたら、養成する人材の目標数

もさらに上がっていくといいのではないか、

しっかり国に要望していただけないかなと思い

ます。

続きまして、内水面漁業振興対策について、

農政水産部長にお伺いいたします。

延岡では、水郷延岡をアユでまちおこしの動

きが始まりました。地域の資源を生かす宮崎の

創生モデルになればと考えています。実は以

前、アユ資源について県全体で取り組んでいた

だけないかと、1988年度版「アユ資源管理の進

め方（100トンとれる五ヶ瀬川を目指して）」を

もとに話をいただいたことがあります。昨年、

改訂版も発行されたとお聞きします。意見交換

を受け調査する中で、「内水面漁業の振興に関

する法律」というのが新法として動く中で、パ

ブリックコメントに興味ある記述がございまし

た。「「自然との共生及び環境との調和に配慮

した河川整備の推進」について、「河川が本来

有している生物の生息・生育・繁殖環境等を創

出することを全ての川づくりの基本として管理

を行う」という記述には賛同する。その意志と

具体的な施策を明記するべき」という記述がご

ざいました。ところで、「内水面漁業の振興に

関する法律」の制定を受けて、県の取り組みに

ついてお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本法律は、内

水面における漁業生産力を発展させ、内水面の

有する水産物の供給機能及び多面的機能の維持

・発揮によって、国民生活の安定向上や自然環

境の保全に寄与することを目的としておりま

す。県といたしましては、昨年10月に国が策定

いたしました「内水面漁業の振興に関する基本

方針」を踏まえまして、内水面水産資源の回

復、漁場環境の再生、内水面漁業の健全な発展

を３つの柱として、内水面漁業の振興に努めて

まいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今の答弁にありましたけど、

多面的機能の発揮に資する取り組みという部分

に関して、「河川利用者は漁業組合員だけじゃ

ない。地域住民、それから利用している遊漁者

が取り組む事業もぜひ支援していただきたい」

という意見を聞いております。

ところで、内水面資源利用について、広く地

域住民から意見を聞く仕組みというのはあるん

でしょうか、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県内の内水面

資源の利用につきましては、漁業法に基づく仕

組みにおきまして、遊漁者も含む委員で構成さ

れております内水面漁場管理委員会が、資源利

用に係るさまざまな課題の解決を図ることとさ

れております。しかしながら、近年、さまざま

な要因により資源の減少が見られる河川もある

ことから、個別に、資源利用に係る関係者が参

加する協議の場を設定した上で、必要に応じ、

資源の実態調査や地域住民の意見聴取を実施し

ているところであります。県といたしまして

は、適切な資源利用を進めるため、これらの協

議の仕組みを活用し、資源利用に係る関係者の

合意形成を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 水郷延岡が、アユ資源でまち

おこしをもう一度ということで、調査させてい

ただきました。一般遊漁者、それとスポーツ

フィッシングの振興とか、いろいろ可能性があ

るなということを、今回の調査で実感したとこ

ろです。ぜひ直接的な支援を行っていただきた
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いなというふうに要望をしておきたいと思いま

す。

続いて、鳥獣被害対策について、環境森林部

長にお伺いいたします。

本県においても、狩猟者の減少・高齢化が進

行しており、新たな捕獲の担い手として認定事

業者が有害鳥獣駆除に従事できる「認定鳥獣捕

獲等事業者制度」を、鳥獣保護事業計画を変更

して施行しています。認定鳥獣捕獲等事業者制

度は、御案内のとおり、野生鳥獣の捕獲の一層

の促進と狩猟者の確保を図るため、必要な技能

や知識及び資格など、国が定める基準を満たし

ている民間事業者を、知事が鳥獣捕獲等事業者

として認定するものでございます。そこで、認

定鳥獣捕獲等事業者制度が施行されています

が、進捗状況についてお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 議員がおっ

しゃいましたとおり、鳥獣保護法の改正に伴い

まして、認定鳥獣捕獲等事業者制度が創設され

ました。それで、本年の５月に本県では鳥獣保

護事業計画を変更し、有害鳥獣捕獲の許可対象

者につきまして、安全管理や技能、知識など一

定の要件を満たした県知事が認定する事業者

を、新たに追加したところでございます。この

制度に基づきまして、現在までに、県内では１

事業者が認定されております。なお、全国的に

は、８月現在で、本県を含めまして５つの道と

県で６つの事業者が認定されておりますが、九

州の他県ではまだ該当がないところでございま

す。

○河野哲也議員 他県６業者も認定されて、そ

れぞれの必要な仕事ということで動き出してい

るところでございますが、本県の認定事業者に

対して、どのような仕事を望み、効果を狙おう

としているのか、部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 認定事業者に

つきましては、市町村が実施する有害鳥獣捕獲

に従事できますほか、県が実施します「指定管

理鳥獣捕獲等事業」を受託して、鹿やイノシシ

の捕獲を行うことが可能となります。したがい

まして、有害鳥獣の捕獲対策がより促進される

ことを期待しているところでございます。

一方で、県内全ての市町村には有害鳥獣捕獲

班が組織されておりますので、認定事業者が今

後円滑に活動していくためには、従来から活動

してきた捕獲班等と十分連携・協調して取り組

む体制を構築する必要があると考えておりま

す。このため県としましては、現在、市町村や

狩猟者団体等と、捕獲場所や事業実施に向けま

して合意形成に努めているところでございま

す。

○河野哲也議員 確かに行政による合意形成と

いうのは非常に大事でございます。しかし、現

場の農林産物の鳥獣被害というのは死活問題、

待ったなしだということは、今回の議会でも議

論されているところでございます。今回の認定

事業者の役割は、呼ばれたらすぐ動く、いわゆ

る鳥獣被害110番じゃないかと考えるところでご

ざいます。県の速やかな調整を望みます。

今回も複数の教育問題についてお伺いいたし

ます。

宮崎のこども対策特別委員会で、家庭教育支

援のためのさまざまな課題を調査しています。

その中で注目することがございました。携帯電

話・スマートフォン利用トラブルの防止でござ

います。調査に行った熊本県では、「くまもと

携帯電話・スマートフォンの利用５か条」を26

年10月に策定し、国公私立全ての小６から高３

まで配付し、啓発。特徴的なのが、「私たちの

１か条」を募集し、自分たちの問題として捉え
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させる支援を行っていました。本県のトラブル

の現状は、コミュニティサイトに起因する犯罪

の被害を受けている児童は、平成23年から毎

年10人を超えているとお聞きしております。潜

在的なトラブルはもっと多いのではないでしょ

うか。そこで、本県における携帯電話・スマー

トフォン利用トラブルの防止のための取り組み

について、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 携帯電話等のトラブ

ルを防止するためには、利便性の影に潜む危険

について、具体的に申し上げますと、交流サイ

トを通して性的被害に遭う怖さだとか、ネット

上に掲載した画像が悪用されても、二度と取り

返すことはできないことなどついて、子供たち

にきちんと認識させ、被害者にも加害者にもさ

せない取り組みをしっかり行うことが大切だと

考えております。このようなことを踏まえて、

県の教育委員会では、身につけておくべき知識

やマナー、利用する際の約束事などをまとめた

啓発用の資料を作成し、各学校に配付して、児

童生徒への指導での活用はもちろん、保護者会

等でも活用するように学校を指導いたしており

ます。さらに、社会に出る直前の生徒が在籍す

る学校である高等学校に対しまして、情報機器

やモラルに精通する専門家を派遣し、学校の実

態に応じた具体的な対策について助言するなど

の取り組みを進めております。

○河野哲也議員 携帯電話・スマートフォンに

よるいじめも横行しています。岡山県の教育委

員会は昨年11月、小中学校を対象に、スマホ・

携帯電話の夜９時以降の利用を制限する統一ル

ールを設けました。１、保護者が夜９時以降に

子供のスマホなどを預かる。２、ゲームの利用

時間は夜９時まで。３、スマホなどとのつき合

い方を学校で考えさせる場を設定する、と定め

ています。県主導の動きも大事ではないかと考

えます。

いじめ問題でございます。７月５日、岩手県

矢巾町の鉄道で、中学校２年生の男子生徒がみ

ずからの命を絶ちました。男子生徒は学校でい

じめられ、暴力を振るわれていた。「ずっと暴

力、ずっとずっとずっと悪口」「なぐられた

り、けられたり、首しめられたり」、生徒が担

任の教師とのやりとりをしていた生活記録ノー

トには、ほかの生徒からいじめを受けていたこ

とを示唆する記述が残されていたということで

す。「もう死ぬ場所は決まってるんですけど

ね」などと、自殺をほのめかす言葉も書かれて

いました。担任教師と交わす生活記録ノートで

つらさを繰り返し訴え、死も示唆していたとい

うことです。しかし、そのＳＯＳは担任のとこ

ろまででとどまり、情報を共有できなかったと

学校側は言います。学校もいじめ防止対策組織

が事態把握に機能せず、調査の不手際も指摘さ

れているところでございます。平成25年に施行

された「いじめ防止対策推進法」は、いじめは

単なる人間関係のトラブルではなく、決して許

されない反社会的行為であると位置づけた点

で、最大の意義がございます。私は、いじめは

犯罪だと思っています。

男子生徒の記録ノートに、「誰一人いない世

界に一人ぼっちになったようなかんじ」と書い

てあります。13歳の少年が抱いた孤立無援の絶

望感を改めて思い、ＳＯＳに反応できなかった

痛恨の教訓を着実に生かしていかなければなら

ないと考えます。そこで、県の総合教育会議に

おいて、いじめ問題について協議が行われた

か、知事に確認をさせていただきます。

○知事（河野俊嗣君） この県の総合教育会

議、ことしの４月に設置をしたところでありま
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すが、御質問の岩手県の自殺事案等を受けまし

て、この会議の場で私のほうから教育長に、本

県のいじめ対策の取り組み等につきまして報告

を求め、協議を行ったところであります。昨日

もこの場で答弁がありましたように、さまざま

な対策がしっかりとられているということを確

認したわけでありますが、改めて、現場の先生

方や家庭が子供たちのわずかなサインでも察知

できるよう、いろいろな形でのアンテナを張

り、早目早目に手を打っていくことが重要だと

いうようなことを申し上げたところでありま

す。今後とも、教育委員会とも連携をしなが

ら、こうした迅速な危機管理体制の構築を図っ

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 文部科学省は８月４日に、い

じめ防止対策推進法に基づいて各校が定めた、

いじめ防止基本方針を強化する計９項目の

チェックリストを、全国の教育委員会に通知し

ています。いじめかどうか不明瞭なケースで

も、１人の教員だけで判断せず、全てを対策組

織へ報告する情報共有の徹底について、２学期

が始まるまでに対応するように求めました。い

じめの問題への対応として、学校が組織的に機

能することがやはり大事だと考えますが、教育

長の見解と本県の取り組みについて、確認をさ

せていただきます。

○教育長（飛田 洋君） いじめ問題の解決に

当たっては、決して担任一人に対応させるとい

うことはしてはならないと考えておりまして、

校長がリーダーシップをとり学校全体で対応す

ることや、学校と家庭や関係機関との緊密な連

携のもと、組織的に取り組むことが何より大切

であると考えております。このことを踏まえ、

県教育委員会では、県内全ての市町村や公立学

校の担当者に対して、いじめのささいな事案も

見逃すことなく、組織的に対応することなどに

ついて指導を行っております。またさらに、そ

のことが実際になされているかということが大

事なので、その確認のために学校にチェック項

目を示し、例えば、関係職員にいじめの情報が

共有されているか、いじめ対策の組織は管理職

を初め学年主任や養護教諭など複数の教職員か

ら構成されているかなど、実際の取り組み状況

について点検することを求めているところであ

ります。

○河野哲也議員 教育長から今ありましたが、

本県の各学校、特に中学校は、いじめの発見シ

ステムと対処システムがしっかり確立している

のかというところを、今後もしっかりと注視し

ていきたいと思います。どうかよろしくお願い

します。

不登校支援でございます。本県の中学校にお

いて、平成25年度、30日以上の不登校者数は880

人、対前年度50人増加で、全生徒数に占める割

合は2.66％となっており、前年度より0.20ポイ

ント上昇しています。全国のデータを見ると、

中学生の生徒学校復帰率というのは29.8％と

なっています。言いかえたら、３分の２の子供

が復帰できないでいます。不登校の公的支援の

現状として、本来は、不登校それぞれのタイプ

に合わせて対応を想定しなければならないはず

ですが、残念ながら相談を通じて「待つ」対応

が多く、本人の登校意志次第で、問題がより深

刻になることがあります。24年、文科省は追跡

データをとりました。不登校生徒が高校を卒業

するのは、単位制を含めて66.8％、つまり30％

の子が中退等を経験することになっています。

今、訪問型家庭教育支援、アウトリーチ支援が

協議されています。不登校児を支える保護者に

とって、解決のためのニーズが効果的な支援で
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ございます。そこで、不登校の公的支援は、相

談を受けるだけでなく、解決に結びつけること

が大事だと考えますが、本県の取り組みについ

て確認をさせてもらいます。

○教育長（飛田 洋君） 不登校を解決するた

めには、学校と保護者が子供にしっかり寄り添

い、子供が課題を乗り越えられるような環境を

つくることが重要であります。そのため各学校

においては、不登校となっている特定の子供の

課題解決に向け対策会議を開いて、その子供を

どう指導するのか、また保護者に対してどう支

援するのかについて、関係職員等で協議し、共

通理解をして具体的な対策を行ったり、家庭を

訪問するなど、本人への指導や保護者への支援

を行っているところであります。また、専門家

の協力を得て対応することが必要な場合もあり

ますので、県教育委員会では、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学校等

に派遣し、福祉を初め関係機関とネットワーク

を構築するなどにより、不登校の解決に向けた

具体的な対応を行っているところであります。

○河野哲也議員 家庭訪問できる、アウトリー

チできる可能性があるのはソーシャルワーカー

だと思うんですけど、残念ながら県内８名とお

聞きしています。先ほどの中学校の不登校の子

供の数を考えると、とてもじゃないけど間に合

わないんじゃないかという気がします。対応で

きるかということでございます。ただ、支援の

入り口となる行政による相談機能というのは大

変充実していますので、これで解決できる不登

校の課題というのもあると思います。家庭教育

支援チームが、そのよさを生かして家庭に入っ

ていくためのバックアップ体制をいかに行政が

構築できるかが、今のところの解決策かなと思

います。チームによる訪問支援が普及していく

ように尽力していただきたいと思います。

がん教育推進についてでございます。国は、

がん対策加速化プランの年内策定を目指してい

ます。本県議員発議の県がん対策推進条例施行

より４年、25年行動計画を改定。プランの中で

は、予防を重視し、がん教育の推進をうたって

います。推進条例も充実に努めろとしていま

す。計画は啓発を重視しています。今年度、全

国でも積極的に取り組んでいます。北海道は、

専門医によるがん教育の出前授業を小学校９校

で開催したと聞いています。茨城県では、中学

校と高校の計14校で、専門医らによる講演会を

行っていると聞いています。全国に先駆けてが

ん教育の普及に努める香川県は、独自の教育プ

ログラムを作成して、小中高で授業を実施、教

員向けの「がん教育の手引き」を配付している

と聞いています。確かにこの中にモデル事業も

ございますが、各県、重要課題として捉えてい

ます。学校におけるがん教育について、本県の

取り組み状況をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校におけるがん教

育につきましては、小・中・高等学校それぞれ

の発達の段階に応じて、がんなどの病気の基礎

的な知識や、生活習慣の乱れ等が病気の原因に

なることなどの学習を行っているところであり

ます。また、昨年度から県教育委員会では、学

校関係者や有識者、関係機関の方々で構成する

「がんに関する教育普及推進協議会」を開催い

たしております。その中で、がん教育について

指導する場合に大切にすべきことなどを整理す

るとともに、指導計画や教材等を作成し、実際

にそれを使って授業を行ってみて、その反省点

を踏まえ、効果的な指導となるよう改善を図っ

てきているところであります。今後、この普及

推進協議会の取り組みが各学校で実践されます
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ように、教職員の研修会を開催するなど、学校

におけるがん教育の推進に努めてまいりたいと

考えております。

それから、先ほどの御質問で、本当に家庭へ

の支援というのは大切だと思っておりまして、

議員もごらんいただきましたが、みやざき家庭

教育サポートプログラムを新たに立ち上げ、ど

ういう支援ができるか、今、実際に取り組んで

いるところでございます。

○河野哲也議員 どうか早急な取り組みをお願

いしたいと思います。

サイバー犯罪への対応について、警察本部長

にお伺いいたします。先ほど、スマホ関係の利

用トラブル防止の件をただしました。県内のサ

イバー犯罪も無視できない状況にあると思いま

すが、県内におけるサイバー犯罪の現状につい

てお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 平成26年中のサ

イバー犯罪に関する相談件数は1,671件で、前年

と比較して253件増加し、過去最多を記録してお

ります。相談件数が最も多いものは、いわゆる

ワンクリック詐欺などの詐欺・悪徳商法に関す

る相談であり、全体の68.9％に当たる1,151件に

上ります。平成26年中のサイバー犯罪の検挙件

数は55件で、前年と比較して５件減少しており

ますが、10年前の平成16年と比較しますと約4.2

倍に増加しており、年々増加傾向にあります。

近年では、金融機関が提供しておりますインタ

ーネットバンキングに絡む不正送金事犯が多発

しており、平成26年中は10件発生し、被害総額

は約2,300万円となっております。

○河野哲也議員 ネットリテラシーが追いつい

ていない状況だと思うんですけど、県内におけ

るサイバー犯罪の現状を踏まえて、本県警察に

おける対策についてお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） サイバー空間は

重要な公共空間を形成しており、官民一体と

なったサイバー犯罪を起こさせない環境づくり

を推進することが重要であると考えておりま

す。本県警察では、広く県民の皆様に対し報道

等を活用した広報啓発を行っているほか、「サ

イバーセキュリティカレッジ」と称して、出前

形式の講習会を開催しており、平成26年中は202

回、約２万9,000人に実施しております。また、

近年多発している不正送金事犯に対しまして

は、県内地方銀行等と共同対処協定を締結しま

して、同種事犯の未然防止や取り締まりの強化

を推進しているところであります。今後とも、

サイバー空間の安全と秩序を維持するための諸

対策を推進してまいる所存であります。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。

交通安全対策について２点、警察本部長にお

伺いいたします。飲酒運転根絶対策でございま

す。酒気帯び運転で検挙された方の御家族から

相談をいただきました。免停だったそうです。

「事故にならなかったのが幸いです」と言うの

が精いっぱいでした。飲酒運転の根絶はほど遠

いんでしょうか。平成23年９月の質問で、「平

成19年９月の道路交通法の一部改正、罰則の大

幅強化、そして21年６月の行政処分の強化があ

り、県内における飲酒運転の検挙件数は減少、

飲酒事故についても22年度は大幅に減少」との

答弁をいただきました。まず、本県の平成23年

以降の飲酒運転による交通事故の発生件数及び

検挙件数の推移について、お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 県内の飲酒運転

による交通事故は、平成23年は69件、平成24年

は62件、平成25年は51件、昨年は53件と、昨年

は前年を２件上回ったものの、おおむね減少傾

向で推移しております。また、飲酒運転の検挙
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件数につきましては、平成23年は487件、平成24

年は440件、平成25年は343件、昨年は367件と、

昨年は前年を24件上回りましたが、平成23年当

時と比較すると減少しております。

○河野哲也議員 飲酒運転事故については減少

しているということで安心しましたが、検挙数

については25年から比べると増加傾向にあると

いうことです。私は、23年の質問で、「福岡も

厳罰による効果が３～４年は続いているが、厳

罰による抑制効果も数年で減少する」というふ

うにお伝えしました。本県もさまざまな抑制効

果に取り組んでいると思いますが、平成25年を

めどに、飲酒運転で免許を取り消された再取得

希望者に対する新たな講習というものが導入さ

れて、本県においても実施しているとお伺いし

ました。飲酒取消講習の取り組み状況とその効

果について、お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 飲酒取消講習

は、飲酒運転で検挙されるなどして運転免許の

取り消し処分を受け、再び運転免許を取得しよ

うとする者を対象に、飲酒運転の危険性を認識

させ、二度と同じ過ちを繰り返させないことを

目的に、平成25年４月１日に全国一斉に開始さ

れました。飲酒取消講習は、運転適性検査や実

車指導などのほか、30日間にわたる飲酒・生活

日記の作成、飲酒運転をテーマとした受講者に

よるディスカッションを行うなど、飲酒運転防

止に特化した講習となっています。これまでの

受講者は、平成25年が191人、昨年が225人、本

年が８月末現在で131人、合計547人で、受講者

のうち再び飲酒運転で検挙された者はいません

ので、効果を上げているものと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ぜひ効果の検証は続けていた

だいて、飲酒運転抑止に努めていただきたい。

ぜひ根絶していただきたいと切に願います。

認知症高齢者の交通事故防止についてでござ

います。高齢化の進展とともに、認知症のドラ

イバーによる交通事故の増加が大きな問題と

なっています。事故を防ぐには、高齢ドライバ

ーの判断力や記憶力などの変化を早期に見つ

け、的確に対処することが求められます。熊本

県の取り組みを調査いたしました。熊本県の免

許センターは、運転適性相談窓口に、ことしの

２月から看護師が２人配置されて、県警職員と

ともに相談業務を行っています。認知症などに

よる事故を未然に防ぐため、専門的な見地から

病状を早期発見することを目的としています。

免許更新の際に、質問票により、「過去５年以

内に意識を失ったことがあるか」など５項目を

問う。１つでも該当すると、看護師らが運転適

性の相談に応じ、医療機関の受診や免許の自主

返納などを勧めているということです。看護師

による相談業務が始まってから、認知症の疑い

のある人が21人判明し、このうち８人が医療機

関を受診したと、効果も確認されています。本

県の全体の交通事故は減少傾向にありますが、

高齢運転者の交通事故は平成21年に増加し、毎

年2,000件を超えています。そのまま横ばいで推

移しているところでございます。高齢運転者の

交通事故対策は喫緊の課題と考えます。高齢運

転者の認知症に関する相談状況と警察の取り組

みについて、お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 高齢運転者の認

知症に関する相談は年々増加しており、昨年

は36件、本年は８月末現在で既に60件を受理し

ております。昨年受理した36件の結果につきま

しては、免許証を自主的に返納したり、更新を

されなかった人が22人、認知症と診断され取り

消し処分となった人が４人、認知症ではないと
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診断され免許継続となった人が10人となってお

り、相談によって約６割の人がみずから運転を

断念するなど、相談による一定の効果があらわ

れております。

高齢運転者による交通事故が増加する中、認

知症などの病気に関する適性相談の適否が、以

後の交通事故抑制対策に大きく影響を及ぼすこ

とから、相談業務に携わる職員に対しては、相

談に関する専門的な教養を徹底し、相談者等の

状況に応じたきめ細かな対応をとらせていると

ころであります。また、これらの相談以外に

も、交通事故捜査や交通違反取り締まりの現場

等において、認知症の疑いが認められる場合に

は、迅速・的確に対応するよう、関係職員に対

して指導を徹底しております。

○河野哲也議員 それぞれの県警が工夫した取

り組みをされています。ぜひ参考にして対応し

ていただきたいと思います。

済みません。先ほど順番を前後させていただ

きましたが、若干時間が残りましたので、よろ

しいでしょうか。

地域医療構想でございます。昨年の通常国会

で成立した医療介護総合確保推進法によって、

今年度から都道府県が策定することとされてい

る地域医療構想の概要について、お伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域医療構想

は、高齢化や人口減少が進む中、将来の医療・

介護サービスの需要を見据え、地域にふさわし

いバランスのとれた医療提供体制の構築を目指

すものでありまして、都道府県が医療計画の一

部として策定をするものでございます。具体的

には、2025年の医療需要と必要病床数の推計を

主な内容としておりまして、高度急性期を初

め、急性期、回復期、慢性期の各医療機能ごと

に推計を行うことになります。また、この推計

は、人口規模や患者の受診状況、基幹病院まで

のアクセス時間などを考慮して設定されます構

想区域ごとに行うものでありまして、本県の構

想区域につきましては、基本的に二次医療圏単

位としているところでございます。この構想の

策定によりまして、地域の医療機関や住民の皆

さんなどが、医療提供体制の現状と将来の姿に

ついて共通認識を持ち、地域の自主的な取り組

みの中で、医療機能の分化・連携が図られてい

くものと考えております。

○河野哲也議員 内閣府は検討材料として、全

国で最大20万床の病床が不要になるという推計

を公表いたしました。宮崎県においては必要病

床数は5,400減少するということで示されていま

すけれども、策定に当たっての本県の考え方を

確認しておきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 御質問にあり

ました、国の専門調査会による必要病床数の推

計値は、一定の仮定のもと、全国の人口推計等

を機械的に当てはめて計算した参考値として位

置づけられるものでございます。地域医療構想

は、地域の実情に応じて、医療関係者等が医療

需要の変化の状況を共有し、それに適合した医

療提供体制を構築するものでありまして、その

策定と実現に当たっては、あくまでも自主的な

取り組みが基本となります。このため、策定に

当たりましては、宮崎県地域医療構想策定委員

会や二次医療圏単位で開催いたします地域医療

構想調整会議におきまして、医師会や看護協会

などの医療関係者、市町村や保険者協議会など

さまざまな立場の方々の御意見等を伺いなが

ら、医療施設の現状や課題等の把握に努め、本

県の実情をしっかり反映した構想を策定してま

いりたいと考えております。
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○河野哲也議員 確かに、病床数が不足して行

き場を失う患者が出るようなことがあっては、

本末転倒になると思います。答弁の中にありま

したように、実情をしっかりと捉えて、構想を

策定していただきたいと思います。

以上で、私の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 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、14日午前10時開会、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13分散会


