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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 押 川 修一郎 同

（ ）23番 宮 原 義 久 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 同

（ ）26番 後 藤 哲 朗 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 井 上 紀代子 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 山 下 博 三 同

（ ）34番 丸 山 裕次郎 同

（ ）35番 外 山 衛 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 中 野 明 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

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、図

師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 冒頭、先日○図師博規議員

一般質問されました太田議員のような楽しいお

話が私もできるとよろしいんですが、器用さが

ございませんので、ただ愚直に質問をさせてい

ただきます。

第190回通常国会において安倍晋三首相は、施

政方針演説で「挑戦」という言葉を実に21回繰

り返し、経済成長や少子高齢化など直面する課

題に真正面から挑戦する決意を表明されまし

た。首相はその演説の結びに、不屈の信念で偉

業をなし遂げた、児童福祉の父であり、宮崎の

偉人、石井十次の功績に触れつつ、「安倍内閣

も諦めない」と力説されました。ここではま

ず、安倍首相の言葉をそのまま引用させていた

だきます。

日本で初めて孤児院を設立した石井十次は、

児童福祉の挑戦に一身をささげました。そして

たくさんの子供たちを立派に育て上げ、社会へ

と送り出しました。孤児がいれば救済する。天

災のたびに子供の数はふえていきました。食べ

物が底を尽き、何度も困窮しました。コレラが

流行し、みずからも生死の境をさまよいまし

た。しかし、いかなる困難に直面しても、決し

て諦めなかった。強い信念で児童福祉への挑戦

を続けました。「為せよ、屈するなかれ。時重

なればその事必らず成らん」、安倍内閣は諦め

ません。目標に向かって諦めずに進んでいきま

す。一億総活躍の未来を開く。日本と世界の持

続的な成長軌道を描く。平和で安定した、より

よい世界を築く。安部内閣は挑戦を続けてまい

ります。皆さん、ともに挑戦をしようではあり

ませんか。そして、結果を出していこうではあ

りませんかと、このように国会本会議場で強い

リーダーシップを示されました。途中紹介され

た、「為せよ、屈するなかれ。時重なればその

事必らず成らん」という石井十次の言葉は、た

だ待っているばかりで、何も行動を起こさなけ

れば、よい結果に結びつくはずはなく、挑戦し

続けることこそが大切であると説いてくれてい

ます。

そこで、知事にお伺いいたします。知事が新

年度予算に込めた挑戦はどのようなものがある

のか。児童福祉の父、石井十次が国会で紹介さ

れたことにも関連し、特に福祉分野において、

来年度、本県が挑戦する事業と、前例なき取り

組みは一体どのようなものがあるのかの答弁を

求めます。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

「躍動する『みやざき新時代』予算」として

編成をした平成28年度当初予算では、福祉保健

部の関係におきましても、４つの重点施策の１

つであります「子育ての希望を叶える県づく

り」等を推進するために、積極的な予算措置に

努めたところであります。具体的には、本県独

自の取り組みであります「家庭的養護みやざき

モデル推進プロジェクト」や子供の貧困対策の

総合的な推進など、子育て環境の充実に努める

こととしております。また、地域包括ケアシス

テムの構築に向けた医療・介護の連携推進や、

平成28年３月１日(火)
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健康長寿社会づくりプロジェクトの一環とし

て、ロコモティブシンドロームの予防にも取り

組むこととしております。急速な少子高齢化の

進行に伴い、福祉・保健・医療の分野をめぐっ

ては困難な課題が山積をしておりますが、県独

自の取り組みを含めて、全力で積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

それでは次に、福祉保健部長○図師博規議員

にお伺いしますが、児童福祉分野に直結する

「子どもの貧困対策推進計画」が来年度からい

よいよ本格的に始動いたします。これに伴い、

来年度予算においても子供の貧困対策関連予算

が158億円余と、かなり重厚なものになっており

ます。内容は、保護者に対する生活・就労支

援、教育の支援、生活の支援、経済的支援の４

本柱から成り、地域のつながりを生かした貧困

対策が総合的に展開されているようですが、こ

の子供の貧困対策事業における、「挑戦」とい

うキーワードでくくりますと、その挑戦はどの

ようなものがあるのか、福祉保健部長お答えく

ださい。

子供の貧困対○福祉保健部長（桑山秀彦君）

策の推進に当たりましては、貧困の世代間連鎖

を断ち切るため、保護者の生活・就労支援のさ

らなる充実や、教育の支援の充実が特に重要で

あると考えております。このため、新年度の主

な取り組みとしましては、生活困窮者から相談

を受ける相談支援員を２カ所の福祉事務所に増

員しまして、困窮状態から早期に脱却できるよ

う、自立に向けた支援の充実を図ることとして

おります。また、職業訓練等に取り組むひとり

親家庭の親に対しまして給付金等を支給し、就

業の促進、自立の支援を図ります。子供の教育

の支援では、ひとり親家庭などの子供への学習

支援に取り組む市町村に対して助成を行います

とともに、生活保護世帯などの子供が認定こど

も園等を利用する際に、教材費等の一部を補助

することとしております。このような取り組み

を総合的に進めることによりまして、子どもの

貧困対策推進計画の基本理念であります、「す

べての子供が生まれ育った環境に左右されず、

その将来に夢や希望を持って成長していける社

会の実現」を目指してまいりたいと考えており

ます。

続けます。児童養護事業にお○図師博規議員

きましては、石井十次が開設し、今もその事業

を受け継ぐ社会福祉法人石井記念友愛社が、来

年度新たに小林市に児童養護施設を開設すると

ともに、木城町にあります石井十次資料館をリ

ニューアルする予定となっております。ぜひ知

事にはこの両施設に足を運んでいただき、子供

の貧困に関する現場を直視され、さらなる福祉

分野への挑戦の必要性を実感していただきたい

と思っております。

次に、新年度予算の中には、地域活性化を積

極的に推進するための特別枠として総額63

億8,000万円が組まれております。そのほとんど

は公共事業の追加措置でありますが、その中で

も「「みやざき新時代」へのチャレンジ」とし

て、従来の新規事業要求枠を超えて、特別に知

事枠という予算が、昨年に引き続き確保されて

おります。残念ながら、27年度予算時には４億

円の知事枠が、28年度には１億8,000万円と減額

となっておりますが、それでも、その予算に込

められた知事の思いは、みずからの政策を直接

反映するものでありましょうから、知事が込め

られた知事枠への思い、そしてまたそこに秘め

られた挑戦はどのようなものがあるのか、再度

知事にお伺いいたします。
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「「みやざき新時代」○知事（河野俊嗣君）

へのチャレンジ」におきましては、従来の新規

・改善事業とは異なる視点で、通常の枠では要

求しにくいアイデア シーリングがあります―

のでなかなか新しいアイデアにチャレンジする

ことができないもの、次年度以降の事業展開に

つなげていくための調査・研究事業等を事業化

したものであります。予算化を認めることとし

たポイントは、各事業ごとにさまざまでありま

すが、例えば、「新しいゆたかさ」見える化事

業では、私の政策提案及びアクションプランに

掲げました「豊かさの指標化」を目指すもので

ありまして、これまでにない県外に向けた新し

い提案やアピールができるのではないかと期待

をしております。また、運転免許保持者の認知

症等対策推進事業は、昨年、本県でも重大な事

故が発生したところでありますが、私が他県に

おける同様の取り組みを聞いたことをきっかけ

としまして、警察本部におきまして調査・研究

し事業化をしたものであります。そのほか、水

素エネルギー等の利活用や首都圏での情報発信

拠点、また県営住宅におけるＰＦＩ導入の可能

性など、次年度以降の事業の可能性を調査・研

究する事業でありますとか、さらには、全共３

連覇を目指す体制づくりをさらに後押しする事

業などを、通常の新規・改善事業に加えて措置

をしておるところでございます。まさに「「み

やざき新時代」へのチャレンジ（挑戦）」とい

う名前にふさわしい事業が並んでいるのではな

いかと考えているところであります。

ぜひ、知事枠が、知事の色が○図師博規議員

出る事業成果につながることを期待しておりま

す。

次に、知事が定期的に開催されている「知事

とのふれあいフォーラム」に何度か同行させて

いただきましたので、その中で出ました県民の

声についてお伺いいたします。

まず、新富町のフォーラムで出された意見で

すが、消防団員確保に関する内容のもので、平

成19年に一部改正された道路交通法により、平

成27年４月１日現在26歳以下の消防団員は、普

通自動車免許だけでは水槽つきのタンク自動車

が運転できなくなり、新たに中型免許を取得し

なければならなくなりました。さらに、平成29

年６月までに予定されている道路交通法の改正

では、普通自動車免許だけでは車の総重量3.5ト

ン未満しか運転できなくなるとされているた

め、消防車両に関して言えば、先ほどの水槽つ

きタンク自動車及びポンプ自動車までもが運転

できなくなるということになるんです。これら

の消防車両の運転を可能にするには、中型免許

及び準中型免許の取得が必要となり、取得のた

めには、技能実習15時間、学科１時間、仮免・

卒業試験を経ますと、最短でも１カ月ほどかか

り、費用も最低でも20万円ぐらいかかります。

ただでさえ新たな団員の確保にどの消防団も苦

戦しておりますが、この道路交通法の改正がそ

れに拍車をかけるのは明らかでございます。そ

こで新富町の消防副団長から、せめて、新たな

消防団員が消防車両運転に必要な免許を取得す

る際には、その一部でも県が補助してもらえな

いだろうかというような提案がありました。

そこでまず、平成19年の道路交通法の改正

や、平成29年６月までに予定されている改正に

伴い、県内の消防団が保有している消防自動車

のうち、普通運転免許で運転できなくなる消防

自動車の数が何台になるのか、危機管理統括監

に伺います。

県内消防団○危機管理統括監（金丸政保君）

には、平成27年４月現在で1,244台の消防自動車
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が配置されております。道路交通法の改正によ

りまして、平成19年６月２日以降に取得した普

通自動車免許では、総重量５トン以上の車両は

運転できなくなりましたが、５トン以上の車両

はこの1,244台のうち55台となっております。ま

た、平成27年に改正されまして29年までに施行

される道路交通法では、総重量3.5トン以上の車

両が普通自動車免許で運転できなくなります

が、3.5トン以上の車両は1,244台のうち216台と

なっております。

今の答弁によりますと、県内○図師博規議員

消防団の車両のうち、平成29年に施行される改

正法によりますと、改正後取得した普通免許だ

けでは運転できなくなる車両が216台もあるとい

うことです。これは全消防団の車両のうち実

に15％くらいに当たります。もちろん、これら

の車両を運転する際に、全消防団員が新たな運

転免許を取得しなければならないというもので

はなくて、平成19年６月までに普通免許を取得

していた団員は、今までどおりに運転が可能で

すので、即座、県内の消防・防災力が低下する

というわけではありませんけれども、５年

後、10年後の新たな団員を確保していく際に

は、やはり中型免許、準中型免許の取得が必要

となるわけですから、かなりの障壁となりま

す。その障壁を取っ払うために、大規模災害対

策基金などを活用して、新たな免許取得が必要

となる団員への費用補助は必要不可欠だと思い

ます。これは県がすべきだと思いますが、知事

の見解をお伺いいたします。

御指摘の点は、２月９○知事（河野俊嗣君）

日に新富町で開催しました「知事とのふれあい

フォーラム」で提起をされた課題であります。

トラックドライバー不足等を背景とした道路交

通法の改正という問題と消防団活動、にわかに

はそこがすぐに結びつくものではなかったわけ

でありますが、やはり現場の生の声に耳を傾け

る必要性というのを改めて感じたところであり

ます。こういった消防自動車は消防団活動に欠

かせないものでありますので、市町村の中に

は、三股町や綾町、都農町のように免許取得の

ための支援制度を既に設けているところもあり

ます。今後、その検討の必要性は高まってくる

ものと思われますが、このことは全国的な課題

でもあります。先日も、総務省消防庁を回って

おりましたら、「消防団員確保対策推進本部」

というような看板を掲げて、団員の確保も含め

て消防団活動の充実というのは非常に重要な課

題として位置づけて取り組んでおられますの

で、国としてこれをどういうふうな課題として

捉えられているのかということもお伺いをしな

がら、国の財政支援等について要望してまいり

たいと考えております。

県内の消防団の濃淡、格差が○図師博規議員

生じてからでは遅いと思います。もちろん国へ

の働きかけも重要なことだと思いますが、既に

先行して単独の町で補助を出しているところも

ありますので、速やかにその底上げができるよ

うに、県からの支援も期待をしております。

次に、川南町で開催されたフォーラムで出さ

れた声です。内容は、「高校や大学で奨学金を

受けた学生が、就職に際して、奨学金返済額が

多額となるため、給与の高い都市部への就職と

なっている。奨学金返済に関して県の支援策は

ないのか」という女性からの意見でありまし

た。これはさすがに、予算が伴う内容でもあり

ますので、知事からの具体的答弁はないんだろ

うなと思っておりましたら、そのとき知事は、

「奨学金を受けた方が県外から県内に就職した

場合、奨学金の減免や免除することを検討して
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いる」と、私からすると意外にも具体的な御答

弁をされました。そこで、奨学金を受けた方の

県内就職後の奨学金減免・免除について、知事

はどのようなビジョンをお持ちなのかお伺いし

ます。

奨学金返還支援制度○知事（河野俊嗣君）

は、九州地方知事会と経済界から成ります九州

地域戦略会議の中で、産業人材の確保の観点か

ら、奨学金制度の創設について検討を進めてき

たわけであります。九州全体として見てみます

と、関西や関東に人材が流出している。それを

少しでも九州に戻す流れをつくることができな

いかということで、九州全体で制度設計という

ものが議論されたわけでありますが、各県の産

業構造の違いから求める人材像が違うというこ

とで、まずは各県での制度創設を検討しようと

いう方向性になっている、そのことを報告した

ところであります。奨学金返還支援制度の検討

に当たりましては、若い人が地元で働きたいと

いう動機づけになるのか、また、県内企業の

方々が欲しい人材の確保につながるのかという

ことが重要であると考えておりますので、今

後、産業界等の御意見もいただきながら、その

必要性も含めて検討を進めていきたいと考えて

おります。

ぜひ産業界との連携を強力に○図師博規議員

進めていただきまして、具体的な事業となりま

すことを期待しております。

次は、日本版ＣＣＲＣに関してでございます

が、今回は重複もありましたので、これは割愛

させていただきます。

次の、ブランド観光地づくりへの取り組みに

ついて伺ってまいります。

昨年、特別委員会で新潟県湯沢町を訪問し、

観光圏整備法に基づく観光地域ブランド確立支

援事業の内容を研修してまいりました。新潟県

湯沢町を含む観光圏域、雪国観光圏と申します

が、これは３県にまたがり、７市町村で構成さ

れていました。世界的な豪雪地帯がゆえに、人

と自然が共存して育まれた雪国文化を国内外に

発信することで、世界レベルでの観光地形成に

努められておりました。そこで、本県でこの観

光地域ブランド確立支援事業に参画している自

治体があるのかと調べてみましたところ、唯

一、高千穂町が阿蘇くじゅう観光圏に加わって

おり、熊本、大分、宮崎の２市５町３村で活動

されているようです。そこで、このように他県

と連携し観光地域ブランディングをし、観光客

の誘致促進に取り組んでいるものがほかにも本

県にあるのでしょうか。ありましたら、その内

容を、商工観光労働部長お答えください。

本県への○商工観光労働部長（永山英也君）

誘客の促進を図ります上で、隣県との連携や九

州全体としての広域的な取り組みは大変重要で

ございます。このため、熊本県、鹿児島県と設

立しました南九州広域観光ルート連絡協議会で

は、台湾や香港との国際定期便の南九州デイ

リー化を生かした海外でのプロモーション事業

等に取り組んでおります。また、大分県と設立

しました東九州広域観光推進協議会では、東九

州自動車道北九州―宮崎間の開通を見据えまし

た誘客対策事業を実施するなど、隣県とはさま

ざまな連携事業に取り組んでいるところでござ

います。さらに、国や九州観光推進機構と連携

をし、九州広域観光周遊ルートの設定や、海外

メディア等の招聘事業なども、九州が一体と

なって取り組んでいるところでございます。県

といたしましては、今後とも、スケールメリッ

トを生かしました広域的な観光誘客に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。
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複数、隣県との誘客対策を打○図師博規議員

たれていることはよくわかりました。

それでは、隣接県との連携により呼び込んだ

観光客を、さらに県内周遊をしていただく必要

があろうかと思いますが、県内を周遊してもら

うために市町村間の広域連携も不可欠でありま

す。県内市町村を周遊させるための政策を県主

導でどのような形で打たれているのか。また、

今後打たれる計画があるのか、引き続き商工観

光労働部長にお伺いします。

地域の観○商工観光労働部長（永山英也君）

光地の魅力をより高める広域連携は、県内の周

遊促進を図る上で非常に有効であり、これまで

県内市町村でも地域ごとに協議会等を設立し、

国や県の支援事業等を活用して、さまざまな活

動が行われております。例えば、西都・児湯地

区では「こゆ人めぐり」と称しまして地域の農

作物の収穫や加工を行う体験型の観光を、日向

・東臼杵地区では地域の祭りや伝承などをテー

マとしたルートづくりを、小林、えびの、高原

では地域と触れ合う農家民泊、そして日南を初

めとする県内10市町では海外からのクルーズ船

の受け入れ対応など、各地域が連携しながら、

それぞれの特色や強みを生かした取り組みを

行っておられます。さらに、世界農業遺産の認

定を契機に、今後、高千穂郷や椎葉山地域にお

きましても、さまざまな広域連携の取り組みが

期待されております。県としましては、引き続

き、県内周遊を促進するために市町村間の広域

連携を支援してまいりたいと考えております。

続けます。話を雪国観光圏の○図師博規議員

取り組みのほうに戻しますが、私が最も関心を

寄せたのが「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ」へ

の取り組みでございます。これは、既に世界90

カ国を超える国で導入されている観光品質認証

制度のことで、世界中の旅行者が必要とする質

の高い観光サービスに関する情報を発信するこ

とにより、旅行者のサービス選択の幅が広がる

だけではなく、サービスを提供する事業者に

とってもサービスレベルの維持・向上のツール

として活用ができるものです。

日本では公益財団法人中部圏社会経済研究所

が、諸外国の認証制度の内容を取りまとめ、宿

泊施設部門とアクティビティ部門の２つを審査

対象とする品質基準を既に定めております。こ

の審査は、ミシュランの観光ガイド審査のよう

な抜き打ちで行うものではなく、事前に評価調

査票を事業者に提示して、事業者が記入作成し

たその調査票をもとに、研究所が現地に入り厳

正な審査を行うといった流れで、この審査を受

けた対象施設などには、桜をモチーフとした

「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ」のシンボル

マークの格付をあらわす星のマーク これは―

最高５つ星が表示されるんですが こういっ―

たものが表示できることと、それを全世界へ情

報発信することが認められるという制度であり

ます。雪国観光圏では既に45軒の宿泊施設がこ

の品質審査を受けておりますし、雪国観光圏の

ような広域観光圏が現在全国で13地域ございま

すが、その13地域全部でこの「ＳＡＫＵＲＡ Ｑ

ＵＡＬＩＴＹ」の導入が予定されております。

さらに、沖縄県では、県が独自にこの「ＳＡＫ

ＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ」を導入して、全県下に

その認証を受けさせるというような動きもある

ようです。ぜひ本県も、インバウンド対策のイ

ンセンティブになり得る「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡ

ＬＩＴＹ」の導入を関係団体と一体となり推進

されることが、より誘客に効果が上がるものと

確信いたしますが、商工観光労働部長のお考え

はいかがでしょうか。
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品質認証○商工観光労働部長（永山英也君）

の制度は、一般的にはさまざまな分野の事業者

が第三者の評価を受けることによりまして、主

体的に自社の商品やサービス等を改善・向上さ

せることを目的とすると言われております。お

話のありました「ＳＡＫＵＲＡ ＱＵＡＬＩＴ

Ｙ」は、その中でも観光サービスを対象とした

全国的にも先駆的な取り組みであると受けとめ

ております。観光サービスの品質向上は、県と

いたしましても大変重要であると認識しており

ます。今年度、飲食業やホテル・旅館業者の従

事者を対象に、おもてなしを理解するための

「京のおもてなし体験講座」や、コミュニケー

ションを図るための語学研修会など、長期間学

べますカリキュラムを設け開催したところであ

ります。来年度は、本県の観光を担う人材育成

塾を開講する予定にしております。サービスの

向上やおもてなしの観点から、「ＳＡＫＵＲＡ

ＱＵＡＬＩＴＹ」の取り組みも参考にさせてい

ただきたいと考えております。

その「参考にさせていただき○図師博規議員

たい」が形になりますように、期待をしており

ます。

それでは、次の項目に移らせていただきま

す。２巡目国体と競技力強化対策についてであ

ります。

本県よりも３年早く２巡目国体を迎える佐賀

県に行き、大会準備の進捗状況に関するレク

チャーを受けてまいりました。佐賀県は、全国

でも初めて、国民体育大会と全国障害者スポー

ツ大会の基本理念を一つにして、それを融合さ

せて、佐賀らしい取り組みを展開されておりま

した。その基本理念として、選手、スタッフ、

ボランティア、そして観客など、両大会にかか

わる全ての人々が最高のパフォーマンスを発揮

し、誰もが自分のスタイルでスポーツを楽し

み、それを共感し合える喜びを佐賀から発信し

ていこうというものでありました。ノーマライ

ゼーションあふれるすばらしい基本理念だなと

感じたところです。

本県の１回目の国体と、迎えます２巡目国体

の大きな違いは、初めて全国障害者スポーツ大

会を本県で開催するということです。バリアフ

リー化された施設整備は、予算をかければ幾ら

でもできますが、全国障害者スポーツ大会の開

催ノウハウがない本県としては、大会運営に必

要な体制整備に関して、他県を大いに見習う必

要がありますし、また、そのスポーツ大会に参

加する選手、そしてそれを支える指導員、補助

員、サポーター、そのあたりも年次的に計画的

に育成していく必要があります。そこでまず、

今までこの全国障害者スポーツ大会に本県から

はどれくらいの選手団を送り出しているのか、

個人種目及び団体種目がどのような出場状況と

なっているのか等、今後その選手育成がどのよ

うな形で行われていくのかを、福祉保健部長に

お伺いします。

全国障害者ス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ポーツ大会の個人競技につきましては、６競技

全てに毎年約30名の選手が出場しております。

一方、九州ブロックでの予選会を経て全国大会

への出場が可能となる団体競技につきまして

は、12種目中７種目は九州ブロック予選会に出

場しておりますが、平成23年山口大会の知的障

がい者の部の女子バレーボールチームを最後

に、全国大会への出場を逃している状況にあり

ます。また、残る５種目、具体的にはサッ

カー、ソフトボール、フットベースボール、バ

スケットボール女子、聴覚障がい者の部の女子

バレーボールにつきましては、県の代表チーム
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が編成できませんため、九州ブロック予選会に

は出場できておりません。県ではこれまでも、

各地域での障がい者スポーツ教室など、障がい

者スポーツの裾野を広げる取り組みを行ってま

いりましたが、来年度からは特に、全国障害者

スポーツ大会が本県で開催されることを見据え

まして、各競技の体験教室などにより、選手や

指導者の発掘・育成に取り組むこととしており

ます。こうした取り組みによりまして、本県の

選手が個人あるいは団体の多数の種目への出場

が可能となるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

今の御答弁にもありました○図師博規議員

が、全国大会に出場する以前の予選会にも、団

体競技は５種目が構成されていないということ

です。大きな課題であろうかと思います。

実は私、昨年、障がい者スポーツ指導員の免

許を取りました。今後、県内で開催される障が

い者スポーツ大会には、審判員やサポーターと

してどんどん参加協力をしていきたいと思って

おります。今後、選手同様、障がい者スポーツ

を支える指導員及びサポーター養成も計画的に

行う必要があります。これは繰り返しますが。

では、県内、障がい者スポーツ指導員が今どれ

くらい養成されているのか。また、全国障害者

スポーツ大会が本県で開催された場合、どれほ

どの関係者 審判員、サポーター、ボラン―

ティアを含めてどれくらいの体制が必要なの

か。開催実績がありませんから、さきに開催さ

れている他県の例を取り上げて答弁いただけれ

ばと思いますが、福祉保健部長いかがでしょう

か。

障がい者ス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ポーツ指導員でございますが、公益財団法人日

本障がい者スポーツ協会の公認資格でありまし

て、障がいのある方がスポーツ活動に参加する

きっかけづくりを支援する初級指導員、それか

ら地域のリーダーとなる中級指導員、さらに、

より高度な専門知識を持ち、指導的な立場であ

ります上級指導員がございます。現在、県内で

は、初級が312人、中級が13人、上級が４人の方

が資格を取得されておりまして、県内の大会な

どで御協力いただいております。

次に、全国障害者スポーツ大会の開催時に必

要な体制でございますが、今後、競技種目や開

催場所とともに検討していくことになろうかと

思います。平成26年の長崎県の状況を申し上げ

ますと、選手は、オープン競技を含む17競技に

約3,200人が参加し、運営スタッフなどの関係者

は、３日間の大会期間中、延べ約１万8,000人が

携わったと伺っております。

御答弁のとおりです。スポー○図師博規議員

ツ指導員はまだ330人余り、大会当日には１

万8,000人の関係者が必要だということですの

で、かなりハードルは高いものがありますが、

順次計画をお願いいたします。

佐賀県では、国体と全国障害者スポーツ大会

の準備委員会のための準備委員会とも言える基

本構想作成委員会を立ち上げられておりまし

た。その委員には、オリンピック銀メダリスト

でスペシャルオリンピックス日本理事長の有森

裕子さんや、スポーツコメンテーターとして活

躍されている為末大さん、さらには、車椅子

レースのディレクターや東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会組織委員会顧問など、各

分野の専門家19人から構成されており、先ほど

紹介した基本理念から、国体後のスポーツタウ

ン佐賀の目指すべきビジョンまでを示され、準

備委員会が動き出す前に、具体的な方向性、ス

トーリーを大きくつくり出されていました。本
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県は平成29年度から準備委員会を立ち上げる予

定は示されておりますが、佐賀県を見習い、国

体と全国障害者スポーツ大会の準備を同時進

行、同時スタートさせるための体制整備が必要

だと思われますが、その体制整備、どのような

お考えがありますか、教育長にお伺いします。

実際に私も全国障害○教育長（飛田 洋君）

者スポーツ大会に参りまして応援をさせていた

だき、運営の様子も見せていただき、選手の皆

さんと感動を分かち合ったところであります

が、国民体育大会と全国障害者スポーツ大会

は、同じ年に同じ都道府県で開催されることと

なっております。大会の実施に向けては、大会

運営や競技施設等について、両方の大会を関連

づけながら検討する必要がありますので、関係

部局が緊密に連携し、準備を進めることが大切

だと考えております。このため、両大会を視野

に入れながら、全庁的な推進体制として、こと

し１月に庁内検討会議を設置いたしたところで

あります。この検討会議の中で、平成29年度設

置予定の県準備委員会の組織体制や、国民体育

大会と全国障害者スポーツ大会でどのような準

備が必要なのかなどについて、佐賀県の御紹介

がありましたが、そういう先催県の取り組み事

例も参考にするとともに、関係団体の御意見を

伺いながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

やはり両大会の一体感という○図師博規議員

のが非常に大切と思われますので、期待をして

おります。

次に、競技力向上についての質問を行いま

す。選手育成に関しましては、１～２年で成果

が出るというものではなく、中高生、いわゆる

ターゲットエージに対する戦略的強化と指導体

制の一貫性なしには、結果はついてこないと思

われます。現在の県内の競技力向上のための取

り組みと今後のビジョンについて、再度、教育

長にお伺いします。

２巡目宮崎国体は、○教育長（飛田 洋君）

平成38年度の開催が内々定しており、もう10年

しかないという考えで競技力強化に取り組むこ

とが、大変重要であると認識いたしておりま

す。これまで県教育委員会では、少年の競技力

強化として、競技力強化推進校の指定や、中

学、高校の優秀な選手を集めた合同合宿等の支

援に取り組んできております。また、成年の競

技力強化については、有望選手を県内企業等に

御紹介し、就職による県内への定着をお願いい

たしてきているところでございます。またさら

に、本年度からは、課題であった女子の競技力

強化に向けた指導者講習会や、小学生段階から

の有望選手の発掘・育成を目的としたワールド

アスリート発掘・育成プロジェクトに取り組み

始めたところであります。本県選手が将来、国

体や世界レベルの大会で活躍できますように、

このような取り組みを進め、競技力の強化に努

めてまいります。

現在、国体競技を中心とした○図師博規議員

高等学校競技力強化推進校が指定され、また、

その強化推進校と連携を図るために中高一貫競

技力向上拠点校の指定もされております。それ

ら指定校はどのような基準で選定されているの

か。また、具体的にその指定校、拠点校に対し

てどのような支援をされているのか。さらに、

中高一貫の指導体制を確立するためにはどのよ

うな指導がされているのか、教育長にお伺いし

ます。

本県では、競技力向○教育長（飛田 洋君）

上のために、選手の育成・強化、指導者の確保

・養成等に中長期的な展望を持って取り組んで
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きているところでございます。特に少年競技力

の向上を図るために、県内で安定した成績を残

し、全国大会等でも上位入賞が期待できる高校

や、県中学校秋季体育大会の優勝校の中学校を

競技力強化推進校等に指定し、遠征や強化合宿

に要する経費の支援等を行っているところであ

ります。また、高校の強化推進校の近隣にある

学校で、高い競技力を有する中学校を指定し

て、中高の連携を図りながら、競技力の強化を

行っているところであります。

また、競技力の強化に関しましては、指導者

の確保ということも非常に大切でございますの

で、教員の特別選考等も実施してきております

が、私自身も関東圏の大学に出向いて、優秀な

選手に、「宮崎に指導者として来ていただけな

いか」と、直接お会いして声をかけさせていた

だいているところであります。

それでは、その指定校に対し○図師博規議員

て特段の配慮をされているということですが、

競技力向上のためには練習環境のハード面の整

備も不可欠で、特に競技力強化推進校に指定し

ている高校であれば、２巡目国体も視野に入れ

た優先的な施設整備をすべきと考えます。この

強化推進校の施設整備に関してどのような配慮

がされているのか、教育長お願いします。

御指摘のとおり、本○教育長（飛田 洋君）

県の少年競技力の向上を図るためには、練習環

境を整えていくことは極めて大切なことである

と認識いたしております。競技力強化推進校に

限らず、各学校からは、「テニスコートの水は

けをよくしてもらいたい」などの要望や、「冬

場の練習時間を確保するために照明を設置して

もらいたい」など、さまざまな要望が上がって

きております。その要望に対しましては、緊急

性や優先順位などを考慮しながら、その整備に

取り組んでいるところでございまして、今年度

も、競技力強化推進校の施設整備につきまして

は、グラウンドの水はけ改修や防球ネットの取

りかえ等を行っているところです。

今繰り出しました質問は、次○図師博規議員

のことを言いたかったからです。佐賀県立佐賀

工業高等学校の視察に行ってまいりました。県

立高校で全国ラグビー大会出場常連校であるこ

とは、本県の高鍋高校と同じですが、残念なが

ら、全国大会での成績は佐賀工業に大きく溝を

あけられております。その原因の一つに、県立

佐賀工業高校のグラウンドは人工芝でした。も

ちろんラグビー部専用グラウンドではなく、野

球部やテニス部の共有スペースであり、体育の

授業でも使用されるグラウンドが人工芝でし

た。平成26年に人工芝に整備されてからは、部

活動はもちろんのこと、体育の授業でもけがを

する生徒がかなり減少し、けがをしたとしても

重症化することがほとんどなくなったというこ

とでした。何より悔しかったのが、佐賀工業ラ

グビー部の顧問から、「宮崎県からも毎年２～

３名入部してもらっています」、そんなことを

言われました。

宮崎では競技力強化推進指定校とされている

高鍋高校のグラウンドは、以前は天然芝でした

が、現在は普通の砂まじりのグラウンドへと整

備され、ラグビー部はけがを覚悟でハードな練

習を行っております。昨年、練習中のけがによ

りチーム練習から長期離脱を余儀なくされた選

手が複数人いて、ベストメンバーで試合に臨め

たことはわずかで、さらに、昨年の花園全国大

会もレギュラーメンバーがけがで複数スタメン

落ちしていたと。１回戦敗退です。もちろんこ

のような状況は、中高一貫競技力向上拠点校の

高鍋西中学校の生徒や保護者も知るところで、
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けがをしたくはないと県外のラグビー強豪校へ

進学をしているという実態があります。今年度

も、県内から佐賀工業高校に２名、奈良県立御

所実業高校に２名と優秀なラグビー選手が進学

を決めています。これは私が知るところですの

で、さらに多いかもしれません。

奈良県立御所実業も、この４月に人工芝のグ

ラウンドが完成することになっております。ち

なみに、このグラウンド整備にかかる費用、人

工芝にした場合、佐賀工業高校の場合ですと２

億円弱、１億8,000万強かかっておりました。く

しくも来年度の知事の特別枠であります金額と

同額ではありますが、関係性はございません。

このことに関しまして特に答弁を求めるもので

はありませんが、事業の取捨選択、選択と集中

に関する私の意見として申し述べさせていただ

きます。

そこで、次の質問に移らせていただきます。

学校教育改革推進協議についてでございます。

既に宮崎県立高等学校教育整備計画における

再編整備に関して、関係地域において地区別協

議会や地区部会が開催され、県教育委員会の編

成案が示されているようです。残念ながら、こ

れまで開催されてきた地区別協議会や地区部会

には、議員はオブザーバー参加も許されません

でしたので、ここで改めて、県立高等学校の再

編整備の考え方と、現在検討されている高校の

現状について、教育長にお伺いします。

県立高等学校教育整○教育長（飛田 洋君）

備計画におきましては、少子化が進む中にあっ

ても、何より生徒にとってよりよい教育環境を

提供することを考え、１学年４学級以下の高等

学校について、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、統廃合等の検討

をしていくこととしております。また、その方

針のもとに、中期実施計画では、県内４地区に

ついて、統廃合等の適否も含めて、今後の学校

のあり方について検討していくこととしており

ます。なお、その検討に当たっては、直ちに統

廃合ありきではなく、保護者、地域のニーズ等

に適切に配慮しながら、整備を計画的に進める

ことにいたしております。このような考え方に

基づき、地元からの要望を受け、今回の妻高等

学校と西都商業高等学校の統合、また、串間市

における連携型中高一貫教育校の開校について

決定したところであります。今後の県立高等学

校のあり方については、何よりまず第一に生徒

にとって魅力があるか、生徒を第一に検討を進

めていきたいと考えております。

今の御答弁、生徒を第一にと○図師博規議員

いうことでありますが、私は、生徒とその地域

の実情を第一に、この再編は進めていただきた

いと考えます。

再編整備の対象となった高等学校のある関係

自治体は、高校と一体となり独自の支援策を

次々に打ち出し、学校存続のために懸命となっ

ていることは、もうマスコミ各社取り上げてい

ただいております。えびの市の飯野高校では、

民間学習塾から講師を招聘し、夜間補習を実施

したり、成績優秀者には返済不要の奨学金を給

付することにより、近年、飯野高校は生徒数が

回復をしてきておりますし、串間市の福島高校

では、中学３年生を対象に送迎つきのサマース

クールを実施したり、全入学者に入学支度金を

支給されています。答弁にもありました

が、2018年の春に妻高校と西都商業高校の統合

を決められた西都市では、西都市内の中学校の

全生徒が参加する「さいと未来塾」を開催した

り、スクールバス代の助成をしたりされていま
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す。さらに、都農町の都農高校では、下宿費を

補助したり、ＪＲ定期券代の２分の１を補助す

ることに加え、今後、都農町の町立図書館を都

農高校内に移設するなど、学習環境を充実させ

ていくことに全力を注がれようとしておりま

す。このように各自治体が行う県立高等学校へ

の支援について、県教育委員会はどのような見

解を持たれているのか、教育長お願いします。

各県立高等学校に対○教育長（飛田 洋君）

しまして、地域の方々、自治体、さらには卒業

生の方々などからさまざまな御支援をいただい

ていることに、深く感謝を申し上げたいと思い

ます。県民の皆様方が、それぞれ地元の高校を

大切にしていただいていることを、大変心強く

感じているところであります。

県立高等学校は、将来、地域を支えていく人

材を育成する場でもあり、県といたしまして

も、地元自治体による県立高等学校へのさまざ

まな御支援がそれぞれの学校の活性化へつなが

るよう、今後とも各学校を丁寧に指導してまい

りますとともに、より一層、地元自治体等と連

携しながら、子供たちにとって魅力と活力のあ

る学校づくりに向け、取り組んでまいりたいと

考えております。

先ほど御質問で、都農町の町立図書館が都農

高校へ移設というお話がありましたが、そのア

イデアは聞いたことがありますが、具体的に協

議は、現在のところいたしておりません。

各自治体とも学校存続のため○図師博規議員

に懸命に頑張られております。それは、今、教

育長の御答弁にもありましたが、学生を支援す

るということは、その自治体への未来へ投資す

ることであり、学校を守ることは、地域に活気

をもたらす中心的存在を守ることでもあり、も

し学校を失えば、地域の明かりを失うことに等

しいと考えられているからでもあります。ま

た、行政関係者からは、「学校を守ることとは

いえ、再編整備計画が表面化してからは、学校

が支援策を打ち続ける、それが自治体間の競争

になってしまっている。また、その競争が生徒

の綱引き状態になってしまっている。こういう

ことは本来の姿ではないのではないか」という

嘆きも聞かれました。

国から押しつけられている１学級40人という

基準、そして１学年３学級となれば、統廃合を

検討するという本県の高校の整備計画の内容を

見直すことができれば、小規模校でも存続は可

能なんでしょうが、現在のところ、その打開策

を見出せないまま、物差しに合わせた整備計画

が進もうとしております。小規模校を守るため

の指導をさらに強化してほしいと私は考えるん

ですが、教育長のお考えをお聞かせください。

小規模校を存続させ○教育長（飛田 洋君）

るということでは、魅力づくりを進めることが

最も大切だと考えておりまして、県教育委員会

といたしましては、各高等学校を、教育長であ

る私、そして教育次長が直接訪問して、校長等

へ学校経営に対するアドバイスを行うととも

に、指導主事等も定期的に学校訪問を行い、一

層魅力や活力のある学校となるよう指導・助言

を行ってきております。特に小規模校につきま

しては、魅力ある教育活動を展開することが、

学校の存続につながるものと考えておりますの

で、そのためのさまざまな取り組みにより、学

校を支援してきているところでございます。具

体的に少し紹介させていただきますが、生徒諸

君に少人数の指導ができるように、定数以上の

教職員を配置することや、基礎学力の定着を目

指した研究指定校として、地域の小中高の一体

的な指定、部活動活性化のために競技力強化推
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進校としての指定、さらには、指導力のある教

職員の人事配置などに取り組み、高等学校の魅

力づくりに努めてきているところでございま

す。

地方創生が叫ばれる中、地域の学びをしっか

りとすることが大切なことであると考えており

ます。これまでの約10年間で、県教育委員会で

は３地区で再編整備を行いました。例えば、南

那珂・西諸地区においては、工業高校を、他の

地区と合併するという手法じゃなくて、その地

域の学びを保障しながら、その地域にきちっと

学びを残すという形で、その地域の活性化もあ

わせながら考えて取り組んできているところで

ございます。

さらなる関係自治体との協力○図師博規議員

・連携をお願いいたします。

以上で、私の質問を終わらせていただきま

す。（拍手）

次は、渡辺創議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○渡辺 創議員

崎、民主党の渡辺創です。

昨夜、東京の民主党本部で急遽開かれた全国

幹事長会議に出席してまいりました。一般質問

を翌日に控え、準備が間に合うか、ちゃんと

きょうの朝１便が飛ぶか、ひやひやしました

が、何とか登壇することができました。

さて、民主党の県会議員としての登壇はこれ

が最後になるかもしれません。民主党と維新の

党が合流することになり、政党名も変更になる

可能性があります。どんなに苦しく厳しいとき

にも背負い続けてきた党名へのこだわりと愛着

は、言葉に尽くせません。もはやアイデンティ

ティーの一部と言っても過言ではないと感じて

います。ただ、心情としては複雑なものがあっ

ても、仮に党名が変わったとしても、私たちが

掲げてきた理念に揺るぎはありません。これか

らも党人として「一人ひとりを大切にする国」

を目指して、分厚い中間層をつくり、全ての人

に居場所と役割のある社会を構築するため、

しっかりと取り組み続けることを、この場にお

いて改めて表明したいと思います。

それでは、予定していた質問に入ります。

ことしは、高千穂町の山間部集落で確認され

た土呂久鉱害の実態が公になって45年を迎えま

す。標高400メートルから750メートルという急

峻な山肌を開いた集落にある旧土呂久鉱山で

は、農薬や毒薬の原料となる亜ヒ酸が製造さ

れ、水や土壌の汚染によって周辺住民や鉱山労

働者に慢性ヒ素中毒が広がりました。認定患者

は、昨年末のデータで195人、うち生存者は45人

となっています。地元の小学校教諭の研究報告

から、被害の告発、知事あっせん、裁判闘争、

同時に広がった支援運動、最高裁での和解、そ

の後の世界各地でのアジア砒素ネットワークの

活動展開、このように時間が流れてきました。

土呂久鉱害の歩みとは、「生きとうございま

す」と、昭和51年５月の第１陣訴訟第１回口頭

弁論で佐藤鶴江さんが意見陳述で述べた、患者

の生きる権利の闘いであり、秘された住民の声

を拾い上げる闘いであったと思います。そして

その運動は、鉱害の救済活動だけにとどまら

ず、バングラデシュや中国内モンゴル自治区な

どヒ素汚染で苦しむ世界各地へ、この宮崎での

知見が広がりを持っていったという一面もござ

います。時間とともに記憶の風化も進む中、こ

の45年の機会に、土呂久鉱害に関する河野知事

の御認識をお伺いしたいと思います。

残余の質問は自席にて行いますので、御答弁

のほどよろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

旧土呂久鉱山の鉱害問題についてでありま

す。鉱山の閉山から50年以上経過をしておりま

すが、慢性ヒ素中毒症の患者の方々はもとよ

り、御家族や地域の皆様にも苦労の日々が続い

ている現実を大変重く受けとめているところで

あります。このため県では、長年にわたり認定

患者を含む土呂久地区の住民の方などの健康状

態を観察するとともに、「公害健康被害の補償

等に関する法律」に基づく認定や給付等を行っ

ており、今後もこれらの取り組みを継続的に実

施していくこととしております。私自身も以

前、被害者支援を行っておられた方と意見交換

をさせていただいたことがございますが、この

問題につきましては、関係機関等と連携をしな

がら、貴重な教訓を後世にしっかりと伝えてい

くとともに、先人の英知や経験を未来につな

ぎ、健康と環境を大切にする宮崎づくりを進め

てまいりたいと考えております。

この経験や教訓を未来に生かすという観点か

らは、今御指摘がありましたアジア砒素ネット

ワークの取り組み、大変すばらしいものがある

と考えております。昨年、世界農業遺産の認定

でローマのＦＡＯ本部を訪れましたときに、日

本国内の３団体のほかに海外から２団体の応募

があったわけですが、隣がバングラデシュ、そ

してインドネシアでありました。実は５団体の

うち唯一認定をされなかった団体ではあるんで

すが、たまたま隣におられたものですから、タ

ブレット端末でアジア砒素ネットワークのホー

ムページを出して、宮崎とバングラデシュ、こ

ういうつながりがあるんですということをお話

をした記憶がございます。その方は御存じな

かったわけでありますが、ぜひ調べてみたいと

いうことを言っておられました。ぜひとも国外

にもこういった経験を生かしていく取り組み

が、引き続き行われることを期待するところで

あります。以上であります。〔降壇〕

知事、御答弁ありがとうござ○渡辺 創議員

いました。ぜひ知事にも、大変お忙しい中と思

いますが、機会があれば土呂久の現地にも足を

運んでいただくことがあればと思っておりま

す。

さて、今、御答弁にもありましたが、県は昭

和48年から土呂久地区住民の検診を続けてきて

おります。その実績を、環境森林部長にお伺い

したいと思います。

県では、認定○環境森林部長（大坪篤史君）

患者などの健康状態を観察するため、昭和48年

から毎年、全ての方が対象となる大検診と、そ

の大検診で要観察となった方などが対象となる

２次検診を１年おきに行ってまいりました。昨

年までに合計44回実施しまして、延べ約3,600人

の方が受診されているところであります。

その検診で得たデータという○渡辺 創議員

のは、世界でも珍しいとされる慢性ヒ素中毒患

者の継続的な検診のデータということになりま

す。ヒ素汚染自体は、理由はいろいろあります

けれども、アジアを中心に世界各地で確認をさ

れているところです。また、当然その被害に苦

しむ住民の方々がいらっしゃるということにな

ります。県が保有する継続的な検診データの蓄

積をうまく生かすことができれば、被害の縮

小、また解消にもつながるのではないかと考え

られます。

大坪環境森林部長は、かつて担当課にも勤務

をされて、被害者の方々との折衝などにも当た

られたという経験がおありと伺っております

が、ほかにも、今、県幹部となられている方々
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の中には、かつて携わったという方々がいらっ

しゃると思います。大坪部長に、その経験も含

めて、土呂久鉱害への認識というよりも思い

と、検診データの今後の活用のあり方について

お伺いをしたいと思います。

これまでの住○環境森林部長（大坪篤史君）

民健康観察検診の結果につきましては、延べ

約3,600人もの膨大な資料でありますので、検診

結果の電子化やデータベース化を図ることが必

要であると考えております。そうすることで、

将来にわたって検診結果の適切な管理が可能に

なるとともに、今後の検診の円滑化、患者さん

が受診されている医療機関との緊密な連携が図

られるものと考えております。私自身も、かつ

てこの問題を担当しまして、長年にわたるこの

検診結果というものが、世界的に見てもヒ素中

毒に関する貴重な資料であることは十分認識し

ているところであります。具体的な活用方法に

つきまして、検診に御協力いただいております

宮崎大学や専門医の先生方等とも十分に協議し

てまいりたいと考えております。

被害者の皆さんと県との間に○渡辺 創議員

は、当初の知事あっせんなど難しい状況があっ

たということも事実ですが、今回の検診データ

の件も含めて、多くの方々がそれぞれの立場か

ら尽力されたり、継続的な取り組みをされてき

て今に至って、この宮崎での知見が世界でヒ素

中毒に苦しむ方々の未来へとつながる可能性を

持ちつつあります。ぜひこの機会に、かかわら

れてきた皆様に心から敬意を表することにし

て、この質問は終わりたいと思います。

次に、平成38年に予定されております２巡目

の国体について議論をしたいと思います。

まず、今議会に提案されている新年度予算案

の中に、県営電気事業みやざき創生基金が重要

な新しい財源として計上されております。企業

局が運用してきた資金が原資となったというこ

とのようでございますけれども、原資の性格に

ついて、また、一般会計へ繰り出しを行うに

至った経緯を含めて、改めて企業局長にお伺い

したいと思います。

県営電気事業みや○企業局長（四本 孝君）

ざき創生基金の原資となる地方振興積立金でご

ざいますが、これは、電気事業会計における地

域振興のための財源として、昭和55年度決算か

ら運用益の一部を積み立ててきたものでござい

まして、これまでは一般会計への貸し付けなど

に活用してきたものでございます。また、一般

会計への繰り出しにつきましては、これまでの

電気事業法のいわゆる総括原価方式のもとで

は、売電料金の引き下げが前提とされており、

料金を引き下げた上で繰り出しを行うという判

断は、経営上なかなか困難でございました。し

かしながら、電力システム改革に伴い、本年４

月から施行される同法改正によって卸供給が廃

止をされることから、このことを契機に、地域

振興に資する取り組みの原資として総額30億円

を繰り出すことを決断し、昨年10月に知事部局

へ提案をしたものであります。

法改正によってこの４月から○渡辺 創議員

可能になることを、昨年の10月に企業局から申

し出たということだと理解をしました。

次に、総務部長にお伺いいたします。企業局

からの繰入金30億円をもとに基金を設置するこ

とに至った経緯を、これも改めてになります

が、お伺いいたします。

企業局の電気事業○総務部長（成合 修君）

会計からの繰入金は、先ほど企業局長が答弁し

ましたように、地方振興積立金を財源としてお

りますことから、その活用については、地域振
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興という趣旨を踏まえて検討を行ったところで

あります。その結果、まず、「「みやざき創

生」の加速化」として、国の地方創生推進交付

金の活用事業や畜産新生に向けた取り組み、ま

た国体開催に必要な施設整備への活用に、さら

に、「「みやざき新時代」へのチャレンジ」と

して、従来の新規・改善事業とは視点の異なる

アイデア事業や、将来の事業展開につなげるた

めの調査・研究事業に活用することとしたとこ

ろでございます。電気事業会計からの繰り出し

が、平成28年度から30年度の３年間で行われる

こと、また、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の推進期間が平成31年度までとされている

こと等を総合的に判断しまして、基金を造成す

ることとし、事業の実施期間を平成32年度まで

の５年間としたところであります。

今、御答弁の中にもありまし○渡辺 創議員

たが、「「みやざき創生」の加速化」のための

一つとして、「スポーツ施設整備」という柱が

立っています。新年度では予算措置はないとい

うことのようですけれども、そうであれば、残

りの４年間で事業実施ということになるんだろ

うと想像しますが、具体的にはどのような活用

を想定しているのか、総務部長にお伺いいたし

ます。

基金活用事業のう○総務部長（成合 修君）

ちスポーツ施設整備事業につきましては、御指

摘のとおり28年度は事業化しておりませんが、

国体開催に当たって市町村施設の改修などが必

要となる場合に、その費用の一部を支援するこ

とを想定しております。具体的な支援内容につ

きましては、今後、国体開催に向けた準備の進

捗状況に合わせて検討を行い、事業化していく

こととしております。事業化の時期やその内容

につきましては、今後、教育委員会と協議を進

めながら決定していきたいと考えております。

今後、市町村の施設整備に活○渡辺 創議員

用するということだと理解をいたしました。

話の方向性が大きく変わりますけれども、知

事にお伺いをしたいと思います。全国では、首

長の多選、何度も当選することについてさまざ

まな考え方があります。一定の枠や上限を、例

えば３期までとか４期までというふうに、みず

からアッパーを定めて公言をされているような

自治体のトップもいらっしゃいます。知事は、

現在２期目として、気力、経験、アイデア、さ

まざまなものが充実して県政向上に全力で取り

組まれているさなかだと思いますので、みずか

らのことではなく一般論で結構でございますの

で、知事として一定のビジョンを実現していく

ためには、どのくらいの時間が必要だとお考え

になっているのかということをお伺いしたいと

思います。もちろん、知事に多選についてのお

考えがありましたら、そのお考えを御披瀝いた

だいても結構でございます。よろしくお願いし

ます。

一定のビジョンの実現○知事（河野俊嗣君）

ということでありますが、このビジョン、仕事

というのもさまざまであろうかと思います。

今、国体の文脈でたまたま話がなされておりま

すが、例えば本県で言えば、防災庁舎はもっと

短い時間でできようかと思いますし、地方創生

の戦略に至っては45年後を視野に入れておると

ころであります。大事なことは、目標とすべき

将来像をしっかり示し、中長期的な目標という

のは掲げながら、一日一日その仕事に精励をす

るということが重要であろうかと思いますの

で、自分としてはその精神で仕事に取り組んで

いるところであります。

ありがとうございました。な○渡辺 創議員
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かなか知事としても話しづらいことをお伺いし

たというのは、こちらも十分自覚をしておりま

すので、どうか御容赦いただきたいと思いま

す。

なぜこんなことを伺ったかといいますと、平

成38年の国体開催時には、知事は５期目を迎え
※１

ているということになります。イレギュラーな

ことがなければ、国体の前年の年末に知事選が

あって、そして私たち県会議員も国体直前の春

に改選期を迎えるということになります。私も

引き続き有権者の方の御評価をいただいていれ

ば５期目ということになっており、今１列目に

いますが、一番後ろの列に座っているぐらいに

なっているかもしれません。冗談のようなこと

を申しましたけれども、それだけ国体に向けた

準備というのは息の長い取り組みだということ

を申し上げたいと思います。そこで、２巡目国

体に向けた全体的な準備スケジュールについ

て、教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 国体開催に向けて

は、市町村等と連携した推進組織の準備や国体

会場の選定、施設整備、国や体育協会との調整

など、さまざまな準備を行う必要があると認識

しております。このため、各種計画原案の作成

や関係機関との調整、施設整備に係る調査等に

取り組むため、ことし１月に庁内検討会議を設

置したところであります。また、平成29年度に

は県準備委員会の設置を予定しているところで

あります。この中で、会場地選定や施設整備に

ついて協議し、準備を進めていくことになると

考えております。さらに、平成33年度の日本陸

上競技連盟など各競技団体による正規視察や、

平成35年度の文部科学省等による総合視察を経

て、正式に開催の決定となります。その後、平

成38年度にリハーサル大会を実施し、平成38年
※２

度に国体を開催することになります。このよう

なスケジュールを踏まえ、国体準備に着実に取

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。今

のスケジュール感、なかなか聞くだけではわか

りづらいんですけれども、一覧表にしてスケジ

ュールをチェックしていくと、手続や視察、そ

れから行事など非常にめじろ押しで、タイトな

日程になるというふうに受けとめています。執

行部におかれては、丁寧なスケジュール管理が

必要だろうと思いますので、どうか御奮闘いた

だきたいと思います。

国体に向けては、施設整備と財源の確保とい

う大きな課題を解決していかなければなりませ

ん。このことは、これまでも繰り返し申し上げ

てきましたが、改めて議論したいと思います。

まず、県立競技場の施設整備についてです。

前回の１回目の国体を開催して以降、本格的な

施設整備を行っていない陸上競技場やプール、

体育館に関しては、かなり抜本的な対策を打た

ない限り対応が難しいというのは、一昨年、県

議会としても特別委員会で調査を行って、この

議場にいる多くの議員の共通認識と言ってもい

いかもしれません。その中で特に、代替施設の

ないプールと陸上競技場は極めて頭の痛い状況

かと思います。そんな中で、それぞれの施設を

利用する競技団体等からも、さまざまな施設整

備に関する要望が出されていると仄聞をしてい

るところです。

先ほど、国体に向けては息の長い準備になる

という話をしましたが、実は、施設整備に関し

てはそれほど悠長なことを言っている場合では

ないのかなと思うところです。平成13年に完成

したサンマリンスタジアムを例にとってみます

と、このスタジアムの事業期間は、平成６年の

※１ 206ページに訂正発言あり

※２ 203ページに訂正発言あり

平成28年３月１日(火)
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基本構想からスタートして、基本計画、基本設

計、実施設計、用地買収、建設、周辺整備と、

事業期間８年を経て平成13年２月に開場してい

ます。ちなみに総事業費は137億円で、うち121

億円が県債となっているようです。もちろん、

施設の種類等で事業期間は変わってくるでしょ

うけれども、仮にこのスケジュールを今度の国

体に向けての準備期間に移しかえて逆算をして

いくと、本番前年の平成37年にはリハーサル大

会が開催されるということなので、その前には

完成しなきゃいけない。であれば、平成36年完

成と仮定をすれば、事業期間８年を差し引く

と、36～29、これで８年となります。つまり、

用地確保なども必要な施設の新設を行うとなれ

ば、もう残されている時間はそうないというこ

とになるわけです。知事はこれまでも、「でき

るだけ既存施設を活用し、必要最低限にとどめ

る。そして総合的に判断をする」という趣旨の

答弁をされてきております。極めて真っ当な判

断だろうと思います。ただ、今後のスケジュー

ルを考えたときに、施設整備に関してその総合

的な判断をいつ下すのか。つまり、何を新規整

備し、何を大規模改修するのかということを決

断する時期を、そろそろ明確に示さなければな

らないのではないかと思います。

前段で、今度の国体を知事が知事としてお迎

えになれば５期目というお話をしました。戦
※

後、宮崎県知事を複数期お務めになったのは、

６期の黒木知事と松形知事、そして河野知事の

みです。国体まで知事がお務めになれば、黒

木、松形両知事と肩を並べる大知事ということ

でしょう。ちょっと話はそれましたが、申し上

げたかったことは、これだけの準備期間には、

もしかしたら複数の知事がかかわるということ

もあるかもしれません。しかし、やはり最も責

任が大きいのは、誘致を決断したときの知事と

いうことだと私は思います。だからこそ、知事

には、国体開催に向けた方針を力強く定めてい

ただいて、そのメッセージを明確に、そしてで

きるだけ早く、関係者のみならず県民に伝えて

いただくことが重要だと思います。

問いは、先ほども申しましたが、施設整備に

ついての基本的な考え方と、具体的な判断を行

う時期について、明確に御答弁をいただきたい

と思います。

県有のスポーツ施設に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、老朽化が進んでいる施設や、国

体の施設基準を満たしていないものがあるわけ

でありまして、２巡目国体を円滑に開催するた

めには、改修などの対応が必要となってくるわ

けであります。このため、県の陸上競技場、プ

ール、体育館につきましては、平成28年度の当

初予算案でお願いをしております国体準備スタ

ートアップ事業におきまして、施設整備のあり

方等について調査を行うこととしております。

また、国体の施設整備につきましては、日本体

育協会が定める国体の基本方針におきまして、

「できるだけ既存施設の活用に努め、必要最小

限度にとどめること」と示されております。こ

うした考え方を基本的に尊重して取り組んでま

いりたいと考えておりますし、調査結果、基本

方針を踏まえ、市町村の施設の状況や、国体開

催後の施設の利活用等についても考慮しなが

ら、平成29年度を目途に整備方針を定めてまい

りたいと考えております。

「平成29年度を目途に方針を○渡辺 創議員

定める」という明快な御答弁があったというふ

うに理解します。新年度にはそのための調査も

始まるということです。さまざまな要望も出さ

れている中で、知事としては大変難しい判断に

※ 206ページに訂正発言あり

平成28年３月１日(火)
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なると思いますが、ぜひ十分に調査をして、総

合的な判断の答えを平成29年度に出していただ

きたいと思います。

続いて、財源確保についてお伺いします。財

源確保といっても、大きく分けて大会の開催経

費と施設整備に係る２つがあると思います。開

催経費に関しては、近年の国体では50億から60

億を想定するところが多く、国体に向けて基金

の造成をするところも少なくないようです。基

金を新たに設けるというのも、「国体にはお金

が必要なんだ」というメッセージをきちんと県

民の皆さんと共有する上では効果的なのかなと

いう気もしますが、もちろんお金に色がついて

いるわけではありませんので、さまざまな手法

でお金を準備していくということはあるのだろ

うと思います。いずれにしても、国からの運営

費補助は、和歌山国体で３億8,000万しかないと

いうふうに聞いています。差し引きが極めて大

きな額であることは明らかですので、施設整備

に関しても、先ほど答弁があった平成29年度以

降、相当な額が必要になると考えますが、どの

ように確保し、その確保に向けた動きはいつご

ろから本格化してくるのでしょうか、知事にお

伺いいたします。

国体の開催経費は、今○知事（河野俊嗣君）

御指摘がありましたように、施設整備に係る費

用と、いわゆる運営経費になるわけであります

が、施設整備費用につきましては、今後決定さ

れます県有施設の整備方針、また、運営経費に

つきましては競技種目によって大きく変わるも

のと考えております。県有施設の整備につきま

しては、県有施設維持整備基金の残高が193億円

余あるわけでありますが、これはスポーツ施設

のみではありませんで、県有施設全体の維持整

備を目的とした基金でありますことから、国体

開催に係る経費の確保につきましては、今後の

整備方針や運営方針とあわせて検討してまいり

たいと考えております。

ありがとうございました。私○渡辺 創議員

は、この項目の冒頭でお伺いした、企業局から

の繰出金をそのまま国体向けの資金としてプー

ルをするというのも一つの知恵ではないかと

思っていたのですが、これはつぶやきにとどめ

ます。いずれにせよ、これからというところか

と思いますので、今後引き続き議論をさせてい

ただきたいと思います。

国体のあり方については、正直なところ、地

方の都道府県にとって極めて財政的な負担の重

い、今のような全国巡回方式が妥当なのかも含

めて、いろいろと考えるべきではないかなとい

うのが個人的な思いですが、やると決めた以上

は、全国から集うアスリートの皆さんや関係者

に、宮崎のよさを知ってもらい、充実した国体

にしなければなりません。そのための機運づく

りも重要かと思います。具体的には準備委員

会、実行委員会と組織されていく中で協議をし

ていくことになるんだと思いますけれども、現

時点でのお考えを教育長にお伺いします。

２巡目となる国体の○教育長（飛田 洋君）

開催は、県民の皆様のスポーツへの関心を高め

るとともに、宮崎の魅力や自然、文化のすばら

しさを全国に発信する絶好の機会になると考え

ております。昨年の和歌山国体では、各競技会

場や駅などに、地元小中学生の応援メッセージ

が書かれたのぼりや、県民の方々がお育てに

なったプランターの花が、全国から訪れた選手

や観客を出迎えており、私も幅広い方々のおも

てなしの心に触れ、大変感動いたしたところで

あります。また、本県で開催した全国レベルの

イベントということであれば、口蹄疫の非常事
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態宣言の後に開催した全国高校総合文化祭で、

本当にいろんな方が喜んでいただいた、あのと

きの感動も記憶に残っております。２巡目宮崎

国体におきましても、このような例を参考とし

ながら、全ての県民の皆様が、熱い気持ちを

持って、スポーツをする、スポーツを見る、ス

ポーツを支える、あるいはおもてなしをすると

いったさまざまな立場で国体に携わっていただ

けるよう、工夫を重ねながら機運の醸成に取り

組んでまいりたいと考えております。

申しわけありませんが、訂正をさせていただ

きます。先ほどのスケジュールの答弁で、リ

ハーサル大会は「37年度」でありますが、私、

「38年度」と答弁をさせていただきました。お

わびして、訂正をさせていただきます。

知事、関係部長、企業局長、○渡辺 創議員

教育長と非常にたくさんの質問になりました

が、御丁寧に答弁いただきましたことに感謝を

申し上げまして、次の問いに移りたいと思いま

す。

奨学金に関連してお伺いいたします。今回の

議会でも幾つか質問があっておりましたが、県

では宮崎県育英資金を運営しています。高校生

への貸し付けが中心ですけれども、平成26年度

の貸与状況について、教育長にお伺いします。

宮崎県育英資金の平○教育長（飛田 洋君）

成26年度の貸与者数は総数で3,940人であり、貸

与額は12億4,990万5,000円となっております。

内訳といたしましては、高校生及び高等専門学

校生が3,6 2 3人でありまして、貸与額が10

億7,314万2,000円、大学生及び短大生が180人で

ありまして、貸与額が１億860万3,000円、専修

学校生が137人でありまして、貸与額が6,816万

円となっております。

同年度の返還状況について○渡辺 創議員

も、教育長にお伺いします。

平成26年度の返還を○教育長（飛田 洋君）

要する人の総数は１万810人でありまして、その

うち滞納者が3,004人であります。また、平成26

年度中に返還されるべき総額 前年度までの―

未返還額を含めた額 は12億7,249万円であり―

ましたが、そのうち４億5,806万9,000円が返還

されておらず、返還率は64％となっておりま

す。その未返還額約４億5,800万円のうち、半分

以上の約２億8,600万円は、前年度までに累積し

てきた未返還額でございます。平成26年度だけ

で見ますと、新たに返還が始まった金額につい

て、その総額は約８億7,000万円であるのに対し

て、未返還額は約１億7,200万円であり、平成26

年度単年度だけで見ますと返還率は80.2％でご

ざいます。

単年度で見れば２割ぐらいが○渡辺 創議員

滞納になっているということかと思いますが、

以前からのものも積み上げていくと、その率は

どんどん高まっていくということになっている

ようです。

今のような状況でしたけれども、滞納者への

対応と、また、平成25年度からは滞納者に法的

対応を始めたということのようですが、その経

緯について、教育長にお伺いします。

返還が滞っている方○教育長（飛田 洋君）

への対応につきましては、職員や債権管理員に

よる訪問や電話による聞き取りなどを行い、で

きるだけ返還者の事情を考慮して、分割納入な

どを含めて、可能な限り丁寧な対応をしてきて

いるところであります。しかしながら、返還で

きるだけの収入がありながら、再三の催告にお

いても返還に応じない方や、長期にわたって返

さない方が増加している傾向にありますので、

育英資金貸与制度の安定的な運営に支障を来す
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おそれが懸念されたため、やむを得ず法的な対

応を行うとしたところであります。

返還金の滞納者というのは、○渡辺 創議員

それぞれ経済的な事情を抱えている可能性も高

いということかと思いますけれども、昔の日本

育英会などでは、民間の債権回収会社、いわゆ

るサービサーというところに回収業務を委託す

るような場面も出てきているようですが、その

民間業者に回収業務を委託するという考えは、

教育委員会としてございますでしょうか。

債権回収業務の民間○教育長（飛田 洋君）

への委託についてでございますが、本県では、

奨学金の返還金の回収業務についてはさまざま

な配慮を要する場合がありますので、きめ細や

かな対応をしたいと考えております。そこで全

面的に民間等へ委託をするということはいたし

ておりません。ただし、返還が始まったすぐの

方に対しては、延滞につながらないように、電

話による返還の呼びかけを行う業務のみを、現

在、債権回収会社に委託をしているところであ

ります。また、当初予算にお願いしております

「宮崎県育英資金返還促進・回収強化事業」の

中で、さまざまな事情を抱えた返還者のうち、

法的な観点からの助言を必要とすると県で判断

した方のみ、今回新たに、高い専門性を有する

職である弁護士に返還回収業務を委託すること

としております。

今、奨学金をめぐる状況が社○渡辺 創議員

会問題化しつつあります。今の大学生の50％以

上が奨学金を得て大学に通っています。県内で

も、例えば宮崎公立大学で奨学金を受けている

学生さんは、全体の56.8％に上るということで

す。しかも、これは全国的な話ですが、借り受

ける額が500万円を超えるというようなケースも

そう珍しいという話ではなくなってきているよ

うです。仮に500万円を借りている２人がすごく

早い時期に結婚をしたとすれば、その時点で、

世帯の借金というか奨学金の借受額は1,000万円

を超えるというようなケースも出ています。こ

の状態で、そもそも結婚すること自体に慎重に

ならざるを得ないだろうと思いますし、子供を

産み育てる、住宅を購入するというようなこと

もままならないだろうと思います。そういう状

態であれば、大きなハンデを背負って社会生活

を送ることになってしまうわけです。しかも終

身雇用、年功序列賃金などは崩れて、雇用の調

整弁としての非正規雇用が大きく拡大をしてし

まっている。最初の就職に失敗をすれば、たち

まち奨学金の返済がままならないという状態

が、今の若年層を取り巻いていると言ってもお

かしくはないだろうと思います。お話ししたい

実態はとめどなくありますけれども、この程度

にしたいと思います。

大学生の奨学金の場合、その大半は旧日本育

英会、今の日本学生支援機構であって、基本的

に県が所管する問題ではないというのは重々承

知をしておりますが、宮崎県出身の若者たちが

その環境に置かれていることも事実です。今、

非常に大きくなりつつある奨学金の問題につい

て、知事と教育長の御所感をそれぞれお伺いし

たいと思います。

奨学金制度につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、意欲と能力のある若者が、経済的理由に

より進学を諦めることなく、安心して学ぶこと

ができる制度として、大変重要であると考えて

いるところであります。最近の雇用状況につき

ましては改善の傾向を示しているものの、学生

の就職後の収入が十分でない例も見受けられる

ことを踏まえ、国におきましては、奨学金の貸

与につきまして有利子から無利子への流れを加
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速するための事業の拡充がなされるなど、学生

の負担軽減のために奨学金制度の改善が図られ

てきているものと認識をしております。子供の

貧困、さらには人口減少、労働力不足、国家間

の競争の激化、さまざまな状況を背景として、

我が国の将来の社会・経済・文化の発展を支え

る若者、その貴重な人財がしっかり学ぶことが

できる奨学金制度を築き上げていくことは、大

変重要な課題であろうと考えております。

変化が激しい現代社○教育長（飛田 洋君）

会においては、生涯学び続け、変化に対応でき

る若者を育てることが求められておりますし、

若者自身のことを考えても、自己学習ができて

変化に対応できる人であってほしいと考えてお

ります。そのためには、学びに向かわせる動機

づけができるような教師の存在、そして学びを

支える奨学金制度が大切であると考えておりま

す。近年、生活保護世帯の増加やひとり親世帯

の困窮が進む中、十分な生活環境に置かれてい

ない子供が増加し、そのような環境が子供たち

の進学率などに影響することにより、貧困が世

代を超えて連鎖することが強く懸念されており

ます。そのような時代であるからこそ、しっか

り学ぶことを支援できる奨学金制度は、より重

要になってくると考えております。

今、知事の御答弁の中に、奨○渡辺 創議員

学金が有利子から無利子へという流れにあると

いう内容がございましたけれども、ただこれ

は、もともと圧倒的に無利子が多かったもの

が、有利子中心にどんどん変わっていって、よ

うやくその反省に立って無利子へという流れが

生まれてきたにすぎません。日本学生支援機構

のデータでは、1998年、私が大学生のころです

けれども、無利子と有利子の比率は78対22だっ

た。これが2013年には29対71に、全く入れかわ

るぐらいの状態になっています。ですから、

今、国が示している流れというのは、ようやく

本来の形に戻りつつあるというところなのかな

と思っています。ただ、無利子化が加速してい

くということは非常にいいことであって、状況

の改善のためにも、まず実現していかなければ

ならないことだろうと思います。そして、その

先には、給付型の奨学金をふやしていくという

ことに取り組むべきだと考えますが、県内での

給付型奨学金の現状を、教育長にお伺いしま

す。

県内の給付型の奨学○教育長（飛田 洋君）

金制度につきましては、聞き取りをしたところ

では、一部の市町村と県立高校３校の同窓会に

おいて実施されております。県では、給付型の

奨学金制度ではございませんが、高校生等奨学

給付金事業を平成26年度の入学生から実施し、

低所得世帯の高校生等に対し、学用品費やＰＴ

Ａ会費等に充てていただくための給付金を支給

いたしております。

ここで提案ですが、今御答弁○渡辺 創議員

のあったような給付型の奨学金を推進する象徴

的な取り組みとして、県が主体もしくは中心と

なって給付型の奨学金を創設してはいかがかと

考えます。もちろん財源の課題もあるというの

はよくわかりますので、小規模なものでも構わ

ないと思います。社会の今の状況に対して、県

としての姿勢を示すという意味合いでもいいと

思いますので、今の提案について、教育長いか

がお考えでしょうか。

奨学金の貸与を受け○教育長（飛田 洋君）

た若者が、社会のスタートラインとなる大学卒

業の段階において、先ほどの御指摘にもありま

したが、でき得る限り奨学金の返済額が少ない

ほうが望ましいものとは考えております。その
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負担を軽減する制度の一つとして、給付型の奨

学金も考えられるところでありますが、本県独

自に給付型奨学金を創設することにつきまして

は、本県の財政事情等から難しいものと考えて

おります。国では、平成26年８月に取りまとめ

られた「学生への経済的支援の在り方につい

て」の検討結果を受けて、無利子奨学金の貸与

人員の増員、月の返済額を所得に応じた額とす

るための制度の変更など、学生の経済的負担を

軽減する取り組みを進められているところであ

ります。そのような国の動きを注視しますとと

もに、奨学金制度の運営のために必要な財源が

確保できるよう、国への要望をこれからも続け

てまいりたいと考えております。

なかなか簡単なことではない○渡辺 創議員

のかなというのも理解をしました。きょうは時

間の制約もありますので、この程度にしたいと

思いますが、奨学金の問題、引き続き議論をさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。

次の質問に入りたいと思いますが、その前

に、済みません。私、先ほど国体の関連の質問

の中で、国体時の知事の期数を間違って理解を

していたようです。国体直前ではなく、国体直

後に知事の選挙が来るようでございますので、

そこは訂正をさせていただきたいと思います。

続けて、県内大学生の就職状況について質問

をさせていただきます。きょうは何の日か御存

じでしょうか。「大学生の就職状況」と言いま

したのでわかるかもしれませんが、きょうは、

来春の卒業予定の大学生、大学院生に向けた企

業情報の解禁日ということになっています。こ

こ数年、ルールの変更が相次いでいる大学生の

就職活動ですが、来年春に向けては、いよいよ

きょうから本格的なスタートが切られるという

わけです。昨年は、高校卒業人材の県内就職率

の低迷がたびたび議会でも取り上げられてきま

した。この２月議会でも幾つかの指摘があった

ところです。基本的には大学生についても同じ

傾向にあるのだろうと思いますけれども、県内

大学等で学んだ学生の県内就職率の現状と、そ

の数字に対する県当局の認識を、商工観光労働

部長にお伺いします。

県内の大○商工観光労働部長（永山英也君）

学、短期大学及び高等専門学校を対象に県が実

施をいたしました調査の結果では、平成26年度

卒業者の県内就職率は46.1％となっておりま

す。大学生等の県内就職率を示します全国的な

統計がないことから、全国あるいは九州各県と

の比較はできませんけれども、約半数の学生が

卒業を機に宮崎県を離れている状況にありまし

て、県といたしましても、地域の活力の維持と

いう観点からも、より多くの若者に、宮崎県内

に就職をし、あるいは宮崎県内に残っていただ

きたいと考えております。

半分以上が県外に就職をする○渡辺 創議員

ということのようです。県内での就職率が低い

水準になっている原因について、商工観光労働

部長どのようにお考えでしょうか。

本県の大○商工観光労働部長（永山英也君）

学等への入学者の内訳を見てみますと、県外出

身者が約４割、県内の出身者が約６割となって

おります。一方、卒業時の状況は、県外出身者

の約85％が県外に就職をし、また、県内出身者

の約30％が県外に就職をしているという状況に

ございます。大学の担当者等からは、学生が県

外就職を選択する主な理由といたしまして、専

門的に学んだことを生かせる企業が県内に少な

いこと、都市部の企業のほうが給与等の待遇が

よいこと、また、一度は県外に出てみたいとい
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う都会への憧れがあることなどと伺っておりま

す。さらに、これは高校生とも同じでございま

すけれども、県内企業の魅力や宮崎で働くこと

の意味を県内の学生に十分伝え切れていないと

いう面も、要因としてあると考えております。

人口減少社会を踏まえれば、○渡辺 創議員

地方創生の観点から言っても、結婚や出産を控

えた若い世代が宮崎に残ってもらえるかという

のは、極めて重要なポイントになるだろうと思

います。今、大学生のインターンシップを受け

入れているんですが、先日、インターンシップ

の大学生の友人に、就職地を決める要素をヒア

リングしてもらいました。そうしたら、「宮崎

が好きになったから」とか「友達がいるから」

「結婚したい人がいるから」とか、さまざまな

理由が並んでいたようですけれども、いずれに

しても、魅力的な場所であるということが極め

て重要な要素になるのだろうと思います。大学

生の県内就職促進のために、県はどのような対

策をとっていくのか、あわせて商工観光労働部

長にお伺いします。

若者の流○商工観光労働部長（永山英也君）

出を抑制する観点からは、宮崎県出身の学生に

県内就職を働きかけることが大事であります。

また一方で、県外からの流入を促進し、それを

定着させるためには、県外出身の学生に宮崎で

働く魅力をしっかりと伝えることが大事であり

ます。そういう取り組みを進めていくことが、

地方創生の実現につながると考えております。

このため県ではこれまで、「みやざきＪＯＢ

パーク＋（プラス）」において、就職相談から

職業紹介までをワンストップで提供しますとと

もに、就職説明会の開催や企業紹介冊子の配布

などを行っております。また、今後、インター

ンシップの効果的かつ効率的な実施に向けて取

り組むこととしております。先月、宮崎大学の

工学部と県との連携協議会を開催し、県内企業

への就職促進等について議論を深めました。今

後、県内の各大学ともこのような機会を設けま

して、企業と大学の接点をどのようにふやして

いくか、あるいは宮崎で働くことの意義をどの

ように学生に伝えていくか、そういうことにつ

いて連携して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございました。県○渡辺 創議員

の立場でさまざまな取り組みを進めているとい

うことは理解できました。

再び大学生との意見交換の話に戻りますが、

その意見交換の中で、「宮崎の求人票に載って

いる初任給の額はとても安い。やはり20万ぐら

いはないと生活はできない」という大学生の声

がありました。そこで、調べてみたんです。労

働局等のデータを活用するという手もあったん

ですが、あえてアナログな手法で、インターン

生の大学生が、宮崎公立大学に昨年度来た求人

票全てを調べて初任給の平均値を出してみまし

た。同じ求人でも大卒と院卒で複数の初任給設

定があるというものもありましたので、それに

関しては中間値を利用しました。学生さんの調

査ですので、若干の計算ミスなどあるかもしれ

ませんが、大きな傾向に影響はないと思います

ので、その御認識でお聞きいただければと思い

ます。宮崎公立大学に昨年度あった求人は、宮

崎県内企業が72社、この72社には、本社所在地

は県外ですが、勤務地が宮崎限定というものも

含みます。そして、県外求人は625社です。初任

給の平均値は、県外からまいりますが、県外求

人が20万1,87 8円に対して、県内求人は14

万8,258円ということでした。先ほど部長から、

県内就職率が低い要因についてさまざま考察を
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いただいたところですけれども、やはり賃金の

格差というのも非常に大きいと考えざるを得ま

せん。この点について、知事の御所見をお伺い

したいと思います。

移住やＵＩＪターンな○知事（河野俊嗣君）

どのフェアなどでよく申し上げますのは、「見

かけの給料も問題でありますけど、宮崎は全国

で最も物価が安い。家賃や交通費、そういった

ところも考えるべきだ」ということはしっかり

申し上げているところでありますが、学生とし

ては、企業選択において初任給というのは重要

な要素の一つであろうと思います。そのため県

としては、今回策定します「みやざき産業振興

戦略」に基づきまして成長産業の振興や中核企

業の育成などに取り組むことで、付加価値の高

い産業の振興を図り、初任給も含めた「良質な

雇用の確保」を実現してまいりたいと考えてお

ります。一方、初任給以外にも、例えば、やり

たい仕事ができるということ、会社の安定性、

働きがいなど、さまざまな大学生が重視する要

素があろうかと考えております。県内の成長性

の高い企業やグローバルに展開する企業など、

県内の企業のさまざまな魅力を、私自身が企業

を訪問して魅力の発信をするお手伝いも今して

いるところでありますが、いろんな工夫をこれ

からも凝らしていきたいと思います。また、人

材育成や職場環境の面で、魅力のある職場づく

りなくして県内就職の促進は望めませんので、

今月設立する産学金労官連携によります「産業

人財育成プラットフォーム」の場などを通じ

て、関係団体・企業に対し、積極的な取り組み

を働きかけてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。知○渡辺 創議員

事の御答弁にありましたように、私も給料だけ

が仕事を選ぶという理由にはならないというふ

うにも思います。ただ、賃金の格差というのは

大きな問題ではあって、特にこの問題は労政サ

イドだけで解決できる問題でもありませんし、

ある意味では、県の総力をかけて取り組んでい

るけれども、構造的なものも含めてなかなか是

正ができないという難しい問題だと思います。

ただ、前の項目で質問をした奨学金でも明らか

になりましたが、若い世代が非常に厳しい環境

にあると。先ほど例示したように、15万円程度

の初任給で一定の奨学金の返済を続けるという

ことは容易ではありません。しかも給料がずっ

と上がっていくとか、いつまでも雇用が守られ

るというのも非常に不安になってきている。就

職がままならないで、進んで選択したわけでも

ない非正規の仕事につかなければならないとい

う方々もいらっしゃいます。我々はやはり、若

い人たちの置かれている環境にしっかりと目を

向けていく必要があるかなということを、改め

て提起をさせていただいて、このテーマを終わ

りたいと思います。

続けて、「日本のひなた宮崎県」の推進状況

についてお伺いをいたします。

昨年５月の発表以降、順調にスタートを切っ

て、県内外に着実に浸透しつつあるという手応

えを多くの関係者が感じているところだろうと

思います。先日、宮崎市であった「知事とのふ

れあいフォーラム」に、私も出席しましたが、

その場でも、「日本のひなた、すごくいいキャ

ンペーンだ」というふうに声が上がって、知事

も非常に喜んでいらっしゃるようにお見受けを

いたしました。私も、５年前の初当選以降、県

の統一的かつ戦略的なプロモーションの必要性

を説いてきた立場として、素直にうれしいと思

うところです。今回の質問でも、さらなる推進

を求める立場として、改めて現時点までの展開
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状況を、商工観光労働部長にお伺いします。

「日本の○商工観光労働部長（永山英也君）

ひなた宮崎県」のプロモーションにつきまして

は、昨年５月末に発表して以来、県民の皆様の

理解を深めるとともに、県外に向けてひなたの

魅力を着実に浸透・定着させるためのさまざま

な取り組みを行ってまいりました。具体的に

は、テレビＣＭや新聞広告などによる広報宣伝

に加え、ひなたソング・ダンスの制作や、本県

ゆかりの著名人に参加いただいたポスターの作

成、有名ボーカルグループのイメージソングに

よるＰＲ動画の配信などに取り組んでまいりま

した。また、民間団体等で構成します官民推進

会議を中心に、市町村や民間企業、県民の皆様

におかれましては、１万8,000個を超えるピン

バッジを購入され着用いただいていますほか、

宮崎空港勤務職員によるひなたダンスでのア

ピール、航空機や移動販売車を初め、みずから

の商品、広報・広告物を活用したＰＲなど、さ

まざまな分野、地域で県を挙げた情報発信の取

り組みが広がっているところでございます。

執行部としても順調な滑り出○渡辺 創議員

しであると認識をされているというのがよく伝

わりました。ゆかりのある方々のポスターは

今、県内のコンビニ等でもたくさん張られてい

まして、見るとうれしくなるんですが、この

キャンプの時期等もたくさんの方が目にされた

んじゃないかと思います。かつてこの議場でも

指摘をしましたが、参加型キャンペーンの手本

とも言える高知県の「高知家」にも決して引け

をとらない流れになっていくのではないだろう

かと期待をしております。

さて、知事も県内外でのプロモーション活動

に数多く参加をされて、さまざまな方の反応に

接する機会も多いと思いますけれども、知事

に、この１年弱の展開状況も踏まえて、今後の

展開の方向性と意気込みをお伺いしたいと思い

ます。

このプロモーションで○知事（河野俊嗣君）

は、県民や県議会を初め、本県ゆかりの著名

人、市町村や民間企業・団体の皆様など、まさ

にひなたの人が一丸となって、全国の皆様にひ

なたの魅力を届けていただいているわけであり

ます。おかげさまで県内外の多くの皆様から好

感を持った評価をいただいておりまして、その

御協力に対し心から感謝をいたしております。

今、議場で見ておりましても、先生方にひなた

のバッジを多くしていただいておりまして、議

員もぜひよろしくお願いいたします。物産館で

販売をしておるところでございます。きょうは

たまたまつけておられませんが……。失礼しま

した。

今後のプロモーションにつきましては、これ

までの取り組みによる実績や成果を生かしなが

ら、ひなたが持つ魅力をしっかり伝える映像等

により情報発信しますとともに、民間事業者等

の皆様と連携をして、ひなたの関連の商品開発

を行うなど、宮崎にかかわる多くの皆様ととも

に、引き続き積極的に展開してまいりたいと考

えております。こうした取り組みを通じまし

て、ゆったりした時間をつくる、人を元気にす

る、そんなひなたの力や、その力で育まれた宮

崎の魅力というものを全国に着実に浸透・定着

させ、さらなる宮崎の認知度・好感度の向上を

図ってまいりたいと考えておりますし、大事な

ことは、さらに国外に向けたプロモーションと

いうのも非常に重要ではないかと考えておりま

すので、そうしたもろもろ展開することによ

り、本県の経済の活性化にもつなげてまいりた

いと考えております。
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ありがとうございました。御○渡辺 創議員

答弁にも、「ひなたの人が一丸となって」とあ

りましたけれども、さらなるイメージの浸透の

鍵は「参加型」ということだと思います。この

ことは、これまでも代表質問や一般質問の中で

指摘をしてきましたが、ＰＲビデオに出たり、

ダンスを踊ったりというのはまれなかかわり方

でしょうけれども、今、知事から御指摘もあり

ました、ピンバッジをつける、ステッカーを張

る、名刺に刷り込む、いろんなかかわり方があ

ると思います。私も、ステッカーを張る、名刺

に刷り込む、いろいろやっております。じわじ

わでもいいので、たくさんの県民の方が「私も

かかわっている」と思ってもらえるようなキャ

ンペーンにしていくことが大切なんだろうと

思っておりますので、さらに御奮闘をお願いし

たいと思います。

最後に、質問ではございませんけれども、先

ほど質問の中でちょっと申しましたが、今、２

カ月間、インターンシップの大学生を２人受け

入れています。今議会、たくさん大学生らしき

人が傍聴に来ているのは、そのせいだろうと思

いますが、全国的な展開をしているドットジェ

イピーというＮＰＯがマネジメントをしていま

して、宮崎でも今年度からスタートしました。

県政の関係では、私のほかに清山議員や有岡議

員のところにもインターンシップの学生さんが

来ております。私もこの議会の中では若いほう

ですので、大学生の皆さんと感覚や意識はそう

違わないのかなと思っておりましたが、驚くよ

うな気づきがたくさんあります。こちらのほう

がむしろヒントや知恵を与えていただいている

というようなところですけれども、この宮崎で

のインターンシップ実現のためには、熊本から

大学生の皆さんがたびたび宮崎に入って一生懸

命マネジメントをしていただいています。そう

いう熊本の大学生の皆様にも心から感謝をした

いと思っているところです。

知事にお願いですが、３月末までまだ活動期

間がありますので、ぜひインターンの学生さん

たちとお話をしていただく機会をつくっていた

だければと思います。話していませんが、３人

の議員のところ一緒でいいと思いますので。そ

れはきっと、将来についていろんな悩みや迷い

を持っている大学生の皆さんにも貴重な機会と

なるかと思いますので、ぜひ御検討いただきま

すようお願いを申し上げたいと思います。

質問の中で事実誤認、確認ミスがありまして

御迷惑をおかけしましたが、訂正させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○中野 明副議長

きます。

次は、後藤哲朗議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○後藤哲朗議員

は。延岡市選挙区の後藤哲朗でございます。よ

ろしくお願いいたします。

ところで、教育現場を大事にされる飛田教育

長には、昨年末に、私の母校であり、孫も通う

延岡市立東小学校の学習発表会を視察いただき

ました。この学校の校歌の２番は、「愛宕山

ふるきつたえや 土はゆたかに 黄金のみのり
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学びの窓に 結びしなかま いつまでも 守

れふるさと」です。この愛宕山の古き名は、笠

沙山、笠沙の岬と言われ、神話・伝説が残る山

であります。この神話に基づき、神話でまちづ

くりに取り組んでいるメンバーと地元の酒造

メーカーとのコラボで、新銘柄の純米大吟醸酒

「出逢いの聖地」が完成しました。ラベルの揮

毫は、高千穂神社の後藤宮司が手がけられまし

た。先日の延岡市合併10周年記念式典の記念品

として、このお酒が出席者の皆様に配付されま

したので、知事、議長を初めとした皆さんは、

古代ロマンに思いをはせ、しみじみ味わってい

ただいたことと思います。また、神と人と花が

出会う早春の五ヶ瀬川での「延岡花物語」の中

で、先週の27日、28日には「このはなウォー

ク」が開催されました。その開催中、この「出

逢いの聖地」が限定販売され、近畿からの里帰

りツアーの方々がお土産として購入されている

のを見て、ふるさとを思う気持ちのありがた

さ、大切さを感じたところであります。

それでは、知事にお尋ねいたします。

本年１月に、内閣府主催の地方分権改革シン

ポジウムに参加してきました。このシンポジウ

ムは、地方分権改革に係るこれまでの経緯や現

在の取り組み、京都府など先進自治体の取り組

み事例の紹介など、非常に興味深い内容でし

た。

地方分権改革については、これまで、機関委

任事務制度の廃止や、地方に対する規制緩和と

して義務づけ・枠づけの見直し、そして現在で

は、地域の事情や課題に精通した地方の発意と

多様性を重視した改革を推進するため、個々の

地方公共団体から全国的な制度改正の提案を広

く募集する「提案募集方式」が導入されており

ます。また、権限移譲に当たっては、地域特性

や事務処理体制などに大きな差があることを踏

まえ、個々の地方公共団体の発意に応じ、選択

的に移譲する「手挙げ方式」が導入されている

とのことです。このときの内閣府の資料には、

地方分権改革の推進は、地域がみずからの発想

と創意工夫により課題解決を図るための基盤と

なるものとあります。

県政の最重要課題の一つである地方創生につ

きましても、さまざまな目標を実現するために

は、これまでのように、国から示されたメニ

ューに沿った取り組みを進めるだけでなく、地

方分権改革推進の理念と同様に、みずからの発

想と創意工夫を生かした取り組みが求められま

す。そこで、地方創生において、地方分権の果

たす役割と今後の展望について、知事に御所見

をお伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。知事に

おかれましては、これまで、真の地方創生を実

現する「みやざきモデル」の提言や日本創生の

ための将来世代応援に係る緊急提言など、さま

ざまな政策提言に取り組まれておりますが、地

方創生を実現するためには、これまでの固定概

念を打ち破るような、大胆なダイナミックな政

策が必要と考えます。そこで、地方創生には、

本県の課題や地域特性を踏まえ、本県ならでは

の取り組みが必要だと思いますが、知事の御所

見をお伺いいたします。

同じく知事に、トップセールスについてお尋

ねいたします。ある新聞に掲載されています

「知事の動き」を見ますと、多忙きわまるスケ

ジュールをフットワークよく活動されていると

思います。県政を担うトップとして、生きが

い、やりがい、働きがい、そして使命感を持た

れての公務・政務の取り組みに敬意を表しま

す。さて、その「知事の動き」の中で、国内を
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問わず海外を含め、県産品等のＰＲ・販路拡大

等に知事みずからのトップセールスという文言

が多々見受けられます。そこで、知事はどのよ

うな思いでトップセールスに取り組んでおられ

るのか、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後の

質問は質問者席からさせていただきます。(拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、地方創生と地方分権改革についてであ

ります。地方創生は、東京一極集中の是正と人

口減少の克服に向けて、地方の実情に応じた取

り組みにより、その自立的な成長を促進するも

のであります。一方、地方分権改革は、権限移

譲を通じて地方公共団体の自主性、自立性の強

化を図り、地域がみずからの発想と創意工夫に

よって課題解決を図るための基盤となるもので

ありまして、地方創生の中核をなす重要な改革

の一つであると考えております。人口急減、超

高齢化が進展する中で、我が国の発展のために

重要なことは、これまで積み上げてきた地方分

権改革の大きな流れをとめないことでありま

す。我が国にふさわしい国と地方のあり方を構

築していくため、今後とも、地方分権の確立に

向けて、また、地方創生の実を上げていくた

め、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、本県ならではの地方創生の取り組みに

ついてであります。地方創生のためには、それ

ぞれの地方公共団体が、地域の特性を生かした

取り組みを進めていくことが大変重要でありま

す。本県では、東九州自動車道などインフラ整

備の着実な進展、新たな国際定期路線やＬＣＣ

の就航、大型クルーズ船の相次ぐ寄港など、国

内外に向けて飛躍する基盤が整いつつありま

す。また、これまで培ってきた高い生産性やブ

ランドを有する農林水産業を初め、御指摘があ

りました、お酒を初めとする加工品、県産品、

そして、すぐれた子育て環境やスポーツ環境、

また、「日本のひなた宮崎県」というコンセプ

トでアピールしております、温かい人柄や温暖

な気候、さらには、綾ユネスコ・エコパーク

や、世界農業遺産に認定された高千穂郷・椎葉

山地域など、本県の誇る強みや資源が多々ある

わけであります。このようなポテンシャルにさ

らに磨きをかけるとともに、最大限活用するこ

とで、本県ならではの地方創生を実現してまい

りたいと考えております。

最後に、トップセールスについてでありま

す。厳しい地域間競争の中、すばらしい県産品

や観光、企業立地の場所として宮崎を選んでい

ただくため、県内企業・団体の皆様と連携をし

ながら、国内外でのトップセールスを積極的に

行っているところであります。トップセールス

は、私が、相手先の代表者の皆様と直接お会い

することで、顔の見える関係、信頼関係を築い

て、その後の継続的な関係構築が図れることか

ら、極めて効果的であると考えております。ま

た、消費者の皆様に対しましては、直接その魅

力や優位性をアピールすることで、宮崎に対す

る親しみや信頼、好感度を高めることができる

ことから、大変有効な手段であると考えており

ます。このトップセールスを効果的なものとす

るため、担当部署におきましては、事前の情報

収集やその後の営業・販売促進などに日ごろか

ら取り組んでいるところでありますが、こうし

た取り組みを十分生かしながら、今後も引き続

き、私が先頭に立って、オールみやざきの体制

で宮崎を売り込んでまいりたいと考えておりま
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す。以上であります。〔降壇〕

地方分権改革について、これ○後藤哲朗議員

まで積み上げてきた改革の流れをとめないこと

が重要と述べられました。頭脳明晰な知事です

ので、ぜひとも、全国的な制度改正の提案を募

集する提案募集方式に積極的に挑戦、また取り

組んでいただきたいなと、そのように思いま

す。

次に、知事のトップセールス後のフォロー

アップ体制について、各部長にお尋ねいたしま

す。

財政改革ではよく耳にする用語があります。

それは、選択と集中、アウトプットではなくア

ウトカム 事業量ではなく成果 、費用対― ―

策効果等です。知事のトップセールスを初め、

プロモーション、イベント、物産フェア等、相

当の経費がかかっていることは御案内のとおり

であります。攻めの姿勢が問われる中、一過性

に終わることなく、しっかりとした各部各課の

フォローアップが実を結んでいくものと考えま

す。そこでまず、環境森林部長にお尋ねいたし

ます。先人たちの御苦労、御努力で、「みやざ

きスギ」が全国版になりつつあり、海外展開に

も明るいものがありますが、県産材についてど

のようにフォローアップされているのか、お伺

いいたします。

環境森林部で○環境森林部長（大坪篤史君）

は、トップセールスの商談会に参加いただいた

企業を訪問しまして、木材利用技術センターや

県内企業の視察等を通じました県産材採用の働

きかけなどに、鋭意取り組んでいるところであ

ります。この結果、大手ハウスメーカーの構造

部材や、川崎市の住宅メーカーの大規模な住宅

改修部材として、本県産材が採用されたほか、

韓国では、昨年度までの２カ年で約50棟の受注

につながるなど、その成果が徐々にあらわれて

きております。今後とも、私どもは、こういっ

たルートセールス、つまりは、樹木がしっかり

と根を張るように地道に営業活動を展開するこ

とですが、このルートセールスにしっかり取り

組みながら、トップセールスと連動しまして、

県産材の需要拡大等を図ってまいりたいと考え

ております。

今、部長から答弁いただきま○後藤哲朗議員

したけれども、樹木がしっかり根を張るように

地道に営業活動を展開するルートセールスと。

このルートセールス、まさしく行政にも民間の

感覚が問われてきている時代に入ったなと、そ

ういう感じがしております。どうぞ今後ともよ

ろしくお願いいたします。

次に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。商工観光労働部では、オールみやざき営業

課など、まさしく攻めの姿勢、営業力が問われ

る各課を組織機構化されております。県産品の

販売促進や販路拡大についてどのようにフォ

ローアップしておられるのか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

県産品の○商工観光労働部長（永山英也君）

販路拡大を図りますためには、トップセールス

は大変有効でありますことから、その取り組み

を着実な成果につなげるため、フォローアップ

に積極的に取り組んでおります。具体的には、

首都圏や関西等において、宮崎の魅力を集中的

に発信します「みやざきweeeek!!」を毎年実施

しておりますけれども、連携・協力して取り組

んでいただく企業や店舗の掘り起こし、ＰＲに

努めてきた結果、その数や業種に広がりが出て

きており、それに伴い、県産品取引拡大や販売

促進にもつながっております。また、海外で

は、昨年７月に締結しました香港新華日本食品
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との連携協定を受けまして、その後、香港での

共同プロモーションの実施や、海外事務所を活

用したバイヤーへの商品提案などに取り組んで

おりまして、現地飲食店での県産品の新たな取

引につながってきております。今後とも、トッ

プセールスを着実な成果につなげることができ

るよう、継続的なＰＲや営業活動に取り組んで

まいります。

今回も出ていますけど、自治○後藤哲朗議員

体間の競争、都市間競争が加速化してきている

わけでありますが、職員の皆さん方も大変な御

苦労をされていると思います。プレッシャーも

あろうかと思います。ですから、知事のプレゼ

ンテーション力というか、セールストークは非

常にたけたものがあると思います。知事の出番

をたくさんつくっていくことが、職員さん方の

軽減にもつながっていくんじゃないかと思いま

すので、知事を大いに活用していただきたい、

そのように申し上げます。

次に、農政水産部長にお尋ねいたします。今

議会でも、ＴＰＰ対応策として、農林水産物の

海外への展開や販路開拓、国内での都市間競

争、産地間競争、ブランド力強化など、攻めの

姿勢が取り沙汰されていますが、農政水産部で

は、農水産物についてどのようにフォローアッ

プされているのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

農政水産部で○農政水産部長（郡司行敏君）

は、取引先とのパートナーシップ強化とより一

層の取引拡大を目指しまして、卸売市場や量販

店、ホテルなどで、農水産物のトップセールス

に取り組んでいるところであります。フォロー

アップにつきましては、トップセールスを行っ

た量販店等との商談・フェア、バイヤーの産地

招聘等を継続的に実施することで、日本一の

「宮崎牛」や、「ビタミンピーマン」等の本県

の特徴を生かした健康認証商品、さらには、

「完熟きんかん」や「空飛ぶ玉ネギ」等の地域

特産の野菜や果実などの定番・定着化が進み、

販売実績が向上するなど、着実な成果につな

がっているところであります。今後とも、生産

者や農業団体等と連携しながら、トップセール

スをしっかりと取引拡大に結びつけることがで

きるように、効果的なフォローアップに努めて

まいります。

農水産物の販路拡大も大変な○後藤哲朗議員

御苦労があるかと思います。食の宮崎の看板を

背負っているというやりがい感を持って取り組

んでほしいなと思います。引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします。

次に、東九州軸の連携推進についてお尋ねい

たします。

御案内のとおり、来月、東九州道の北九州―

宮崎間が開通することとなり、県内の観光、経

済関係者等からは喜びの声が上がっています。

工業都市北九州、大分県と結びつきが強まるこ

とで、地域間交流や連携が拡大し、県内沿線自

治体の観光、経済等に大きな効果をもたらすも

のと期待がかかります。県としても、この開通

を観光・経済の浮揚の契機と捉え、施策を展開

しなければなりません。そこで、東九州自動車

道が北九州までつながることにより、都市間連

携が期待されますが、県はどのように推進して

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

東九州地域に○総合政策部長（茂 雄二君）

おける魅力ある広域経済圏の形成や、産業・経

済の活性化に向け、これまで関係４県の官民で

構成される東九州軸推進機構を通じた取り組み

を進めてまいりました。このたび、東九州自動
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車道の整備が大きく前進し、宮崎市から北九州

市までが一本の高速道路で結ばれることは、宮

崎の魅力を売り込む大きなチャンスであり、都

市間連携や九州の一体的発展の起爆剤となるも

のであります。今後とも、未開通となっている

県南区間や、九州中央自動車道の整備促進に全

力を傾けながら、九州北部や中国・四国地方か

らの誘客促進、自動車や医療機器産業の取引拡

大など、あらゆる分野で開通効果を最大限に発

揮できるよう、東九州軸推進機構や関係自治体

等と連携した取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

開通を効果に結びつけるとい○後藤哲朗議員

う大きな命題があるわけですが、開通を最大限

に生かす取り組みを、県としてリードしていく

役目を担っております。関係市町村、当然重要

であります。先ほども東九州軸推進機構という

のが出ましたけれども、民間の方々との連携強

化をよろしくお願いしたいと要望しておきま

す。以上です。

次に、ＪＲ県内各駅への自動改札機・ＩＣ

カードの導入についてお尋ねいたします。

ＪＲ日豊本線においては、昨年の11月から、

ＪＲ宮崎駅を中心とする宮崎エリアでのＩＣ

カード「ＳＵＧＯＣＡ」システムが導入される

ことに合わせて、県内で初めての自動改札機が

宮崎駅に設置され、また、宮崎交通株式会社に

よる交通系ＩＣカード「ｎｉｍｏｃａ」のサー

ビスも県下一斉にスタートしました。これによ

り、宮崎エリアにおいては、鉄道及びバスのＩ

Ｃカードが相互利用できるなど、公共交通の利

便性が向上し、また、電子マネーとしての消費

活動の促進も図られる状況となりました。宮崎

エリア以外のＳＵＧＯＣＡ未導入エリアとの県

民の利便性の格差は拡大しつつあります。そこ

でまず、今回県内に導入されたＪＲの交通系Ｉ

Ｃカードについてはどのように評価しておられ

るのか、総合政策部長にお伺いいたします。

昨年11月か○総合政策部長（茂 雄二君）

ら、宮崎駅を中心とする12駅において、全国で

相互利用が可能な交通系ＩＣカード「ＳＵＧＯ

ＣＡ」のサービスが開始されたところでありま

す。これまで本県は、全国相互利用型のＩＣ

カードが利用できる交通機関がない、いわゆる

ＩＣカード空白県でありましたが、ＳＵＧＯＣ

Ａと同時に、宮崎交通もＩＣカード「ｎｉｍｏ

ｃａ」を県内全路線バスに導入されたところで

あり、１枚のカードで鉄道もバスも利用可能な

環境が整ったことは、大変大きな進展であった

と考えております｡ＳＵＧＯＣＡ及びｎｉｍｏｃ

ａの本県への導入により、県民はもとより、県

外からの観光客、ビジネス客等の利便性が大き

く向上したことから、今後、公共交通の利用促

進・活性化につながるものと考えております。

なお、決済端末が設置してあります県内商業施

設において、電子マネーとして買い物などにも

利用できますことから、消費意欲が喚起され、

地域経済の活性化にも貢献するものと大いに期

待しております。

消費意欲が喚起され、地域が○後藤哲朗議員

活性化するということです。そして、ＪＲ延岡

駅への自動改札機・ＩＣカードの導入について

お尋ねいたします。現在、本県北の玄関口であ

るＪＲ延岡駅周辺では、交通結節点としての利

便性の向上と、中心市街地のにぎわいの創出に

向け、複合施設やＪＲ九州株式会社による延岡

駅舎改修、宮崎交通株式会社による延岡バスセ

ンターの移転などが、29年度完成を目標に進め

られているところであります。今後、県北地域

の主要駅となりますＪＲ延岡駅のリニューアル
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に合わせて、自動改札機・ＩＣカードが導入さ

れることで、相当の効果を生むものと考えられ

ますが、総合政策部長に御所見をお伺いいたし

ます。

ＳＵＧＯＣＡ○総合政策部長（茂 雄二君）

の利用可能エリアは、現時点では宮崎地区のみ

でありまして、その導入効果は限定的なものに

とどまると考えております。また、現在、ＪＲ

延岡駅周辺整備事業を進めている延岡市を初

め、鉄道沿線自治体の利用可能エリア拡大への

期待も非常に大きいことから、県といたしまし

ては、機会あるごとにＪＲ九州に対し、要望を

行っているところであります。私も、昨年11月

にＪＲ九州本社を訪問しまして、直接お願いし

てきたところでありますが、ＪＲ九州からは、

現行システムにおいては相当な投資が必要であ

り、新しい技術の発達や、利用状況を見ながら

考えていきたいとのことでありました。このた

め、今回の宮崎県内へのＳＵＧＯＣＡ導入を大

きな契機としまして、沿線自治体と連携をしな

がら、県内鉄道のさらなる利用促進とエリア拡

大についてのＪＲ九州に対する要望を、今後と

も粘り強く行ってまいりたいと考えておりま

す。

あえて延岡駅を出させていた○後藤哲朗議員

だいたのは、リニューアル中だということと、

やはり県央宮崎エリアとの格差是正というのを

図っていかなきゃいけない。医師の偏在の問

題、県営施設及び県営スポーツ施設の県央集

中。大きな大会・会合の県央での集中化。ス

ポーツランドみやざきではなく、スポーツラン

ド宮崎市ではないかなど、いろいろな御意見、

御指摘を議員として受けております。東京オリ

ンピックのサーフィン競技の県北日向での開催

誘致等に頑張っている日向市民の方々も、何も

宮崎市周辺を第一に考えなくてもいいのではな

いかという強い思いと、波のよさと環境整備等

に自信があるからだと思います。

前回の私の質問で、知事から、都城市、延岡

市等、県内それぞれの地域の中心市は、人口流

出のダム機能を発揮してほしい旨の答弁をいた

だきました。県の大きな役割として、それぞれ

の市町村の自立を促しながらも、支えていくこ

とも大きな役目だと思います。部長答弁の、Ｊ

Ｒ九州に対する要望を粘り強く行っていくとい

うことに期待をさせていただきます。よろしく

お願いします。

次に、みやざきジビエ普及拡大推進事業につ

いてお尋ねいたします。

個体差があるジビエの安定供給と安定消費へ

と結びつけるためには、処理加工、販売と連携

して、流通可能なシステムの構築が不可欠だと

考えます。そこでまず、県内のジビエ処理施設

の衛生基準とその施設数について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

野生鳥獣肉、○福祉保健部長（桑山秀彦君）

いわゆるジビエを処理する施設につきまして

は、食品衛生法に基づき、牛や豚の処理を行う

食肉処理業と同様の構造設備基準が適用されて

おりまして、主な内容としては、１つ目には食

肉処理専用の施設であること、２つ目には使用

器具の洗浄や消毒の設備が整っていること、３

つ目には冷凍・冷蔵設備を備えていることなど

となっております。このような基準を満たし、

ジビエを処理している施設は、本年１月末現在

で、県内で26施設となっておりまして、各保健

所ごとの内訳としましては、日南が２、都城が

３、小林が４、日向が５、延岡が９、高千穂が

１及び宮崎市保健所管内が２となっておりま

す。
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引き続き、ジビエ普及につい○後藤哲朗議員

てお尋ねいたします。供給元の県内の処理施設

の実態等を今お聞きしたところですが、安全・

安心な「みやざきジビエ」に向けて、その処理

施設へ衛生的な処理を行うために、どのような

啓発や指導をされているのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

ジビエにつき○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ましては、野生鳥獣肉の衛生的な取り扱いが求

められる中、国の指針が示されたことを受けま

して、県では、狩猟から運搬、処理加工、販売

に至るそれぞれの工程において、衛生的な処理

を行うためのガイドラインを平成27年３月に定

めたところであります。これを踏まえ、今年度

から、「ジビエの衛生管理普及啓発事業」に取

り組んでおりまして、狩猟者や食品取扱事業者

等を対象とした講習会の開催や、処理施設に対

する立入調査を通じまして、ガイドラインに

沿った衛生管理を行うよう指導しているところ

でございます。

引き続き、ジビエ普及につい○後藤哲朗議員

てお尋ねさせていただきます。安定した生産供

給体制が構築され、安全・安心と品質確保が確

立されれば、流通体制の確立と、県民に対する

ジビエの認知度の向上策、そして消費拡大策の

構築であります。そこで、先進事例としまし

て、「くまもとジビエ研究会」があります。鹿

やイノシシの肉を、地域資源「くまもとジビ

エ」としてもっと有効に活用することで、被害

軽減につなげていくことを目的に、熊本県が中

心となって、狩猟に携わる方や関係市町村、県

内のレストランの皆さんたちと一緒に会を立ち

上げ、平成24年度から、「ヘルシーで栄養豊

富、そして美味しい！新たな名物へ！くまもと

ジビエ料理」として、積極的な活動をしていま

す。現在、会員数は、処理加工施設８社、飲食

店43者、４市町村、熊本県の合計55の企業・団

体、行政機関で構成されていますが、特筆すべ

きは飲食店の43者であります。私は、飲食店の

方々が関心・興味を持っていただくことが消費

拡大につながりますので、県民の皆さん方への

認知度向上策と並行して、飲食店への普及が大

事であると考えますが、どのように取り組んで

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

ジビエの普及○総合政策部長（茂 雄二君）

拡大を図るためには、飲食店が求める品質・規

格等を満たした肉の安定的な供給体制等の確立

を図ることが必要であります。このため、平

成28年度当初予算案に計上いたしました「みや

ざきジビエ普及拡大推進事業」におきまして、

処理加工業者や行政等で構成する協議会に飲食

関係団体にも参加をいただき、統一表示基準、

認証制度等を検討するとともに、肉の供給者と

飲食店等とのマッチング支援や、ワインや焼酎

等の関連産業とのコラボレーションなどの実施

により、飲食店への普及拡大に取り組んでまい

ります。さらには、ジビエイベントの開催や、

飲食店等を紹介したパンフレットなどにより、

一般消費者へのＰＲにも取り組んでまいりたい

と考えております。

同じく、ジビエの普及であり○後藤哲朗議員

ます。先月、福岡市で第２回日本ジビエサミッ

トが開催されました。自民党の鳥獣食肉利活用

推進議員連盟の会長を務める石破地方創生担当

相の基調講演では、「地域の創意工夫によるジ

ビエの活用は、地方創生の一つの鍵を握ってい

る」と言っておられます。政府として、ジビエ

振興を後押しする考えを改めて示したと思いま

すし、来年度、国では、（仮称）ジビエ振興対
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策室を設置する動きもあるとの情報も入ってお

りますので、スピード感を持って取り組むこと

を要望させていただきます。

ジビエについては最後であります。お尋ねと

いうか、感想を聞かせてください。「日本のひ

なた宮崎県「ひむか食サミット」ｉｎのべお

か」が、一昨日の28日の日曜日に開催されまし

た。６つのメニューが用意され、レシピは各

シェフから提案されたものですが、その中に、

みやざきシェフズクラブの河野氏のジビエ料

理、「延岡獲れ鹿ロース肉のポワレ甘酸っぱい

ポワブラードソース」があったそうです。知事

を初め、稲用副知事、茂部長、永山部長が出席

し、食されていますので、それぞれに感想をい

ただきたいところですが、代表して、知事に感

想をお願いいたします。

今、御指摘のありまし○知事（河野俊嗣君）

た「ひむか食サミット」でありますが、本県出

身で首都圏で活躍する一流シェフが、延岡を中

心とした地域の豊富な農水産物を使用して、前

菜からデザートに至るまで６品を、１人１品担

当して提供していただくスペシャルなディナー

だったわけであります。宮崎の食材そのものの

おいしさがあるわけでありますが、一流シェフ

の卓越した技術により、さらにそれが引き立て

られたという感想を持ったところであります。

特に御指摘のジビエ料理 延岡どれの鹿ロー―

ス肉を使用した料理 は、川南町出身の河野―

透シェフ 東京でフレンチレストランのオー―

ナーシェフを務めておられます 今回の食サ―

ミットの中心的な取りまとめをしていただいた

わけでありますが、とてもやわらかく、うま味

たっぷりの赤身肉を使われまして、甘酸っぱい

ソースがかかっており、非常にすばらしい、見

た目も舌も満足させる一品でありました。

そして、特に、ジビエの普及拡大にはさまざ

まな課題はありますが、レストラン等が必要と

しているものを安定的・定量的に供給するシス

テム、これは大変重要な課題であります。今回

のスペシャルディナーは、参加者が255人という

ことでありました。それに一挙に提供するに当

たりまして、延岡学園の調理科の３年生が卒業

式前日に裏方で手伝っていただいたというの

は、人材育成という面でもすばらしい面があっ

たわけであります。また、鹿肉は数十頭分が必

要であったということで、捕獲のたびにそれを

ストックしておいて、この日に間に合わせたと

いうことであります。これは、今後、ジビエ料

理の普及促進を図る上で一つのヒントになるの

ではないかと思ったところでありますが、中山

間地域の魅力的で大きな可能性を秘めた食の資

源でありますので、今後ともさまざまな工夫を

凝らしながら、飲食店・レストランでの利用の

拡大、一般消費者へのＰＲなど、普及に取り組

んでまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

続きまして、ソーシャルビジネスについてお

尋ねいたします。

未来みやざき創造プラン（アクションプラ

ン）の重点施策、新しい「ゆたかさ」展開プロ

グラムの中で、「いきいき共生社会づくりプロ

グラム」があります。その中で、重点項目の取

り組みとして、県民参加型の地域経営の推進が

掲げられています。実施内容に、「環境・福祉

・まちづくり等における社会的課題を解決する

ため、モデル的な取り組みや、ソーシャルビジ

ネスなどの手法を活用した取り組みなどを支援

します」とうたわれております。ソーシャルビ

ジネスは、定年退職した人が自分の強みを社会

のために発揮したり、子育てを終えた女性がそ
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の経験を生かしたり、若者が社会問題の解決に

自分の生き方を見出したりするなど、困ってい

る人を支援したい、自分の能力や技術を社会の

ために役立てたいと考えるさまざまな立場の

人々が、さまざまな形で社会とかかわるビジネ

スであります。それは、社会的課題の解決と同

時に、活動する人のやりがいや、新たな雇用や

市場の創出にもつながっていくものと私は考え

ます。そこで、地域課題を解決するために、

ソーシャルビジネスの手法を活用することが有

効であると考えますが、総合政策部長に御見解

をお伺いいたします。

ソーシャルビ○総合政策部長（茂 雄二君）

ジネスは、高齢者や障がい者の生活支援、地域

活性化、集落機能維持など、多種多様な地域課

題に対し、住民、ＮＰＯ、企業などさまざまな

主体が協働しながら、ビジネスの手法を用いて

解決する取り組みであります。この取り組み

は、資金調達や採算性などの面で一定の課題が

ありますが、お金の循環や雇用の発生が見込め

るなど、地域の実情に応じて持続的な課題解決

を図る上で、大変有効な手法であると考えてお

ります。

次に、同じく、ソーシャルビ○後藤哲朗議員

ジネスの関連についてお尋ねいたします。地域

社会での課題を解決するために、地域の知恵を

結集し、住民主体で地域課題を解決するための

取り組みの仕組みと仕掛けをつくったり、県民

活動やＮＰＯが、多様化・複雑化する課題に対

し政策提言を行う際に支援したり、新たな公共

サービスに対して、効果的かつ効率的な解決の

装置をつくり出していく上で、県・行政の役割

は高いものがあり、地方創生の視点からも重要

と思います。そこで、新年度新規事業である

「ネットワークで明日（あした）に繋ぐ！「宮

崎ひなた生活圏」モデル構築事業」の背景と概

要について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

中山間地域振○総合政策部長（茂 雄二君）

興計画の改定に当たり、昨年度行いましたアン

ケートでは、集落機能の低下が強まる中、住民

の約８割の方が、住みなれた地域で今後も暮ら

し続けることを希望されております。そのた

め、本計画では、日常生活に必要なサービスが

集約・整備された「小さな拠点」の形成を初め

とした、集落のネットワーク化を促進し、集落

の維持・活性化を図ることとしております。こ

の事業では、中山間地域における旧市町村の中

心部等と周辺集落で一体的に形成された生活圏

の中で、地域の課題に多様な主体が協働で取り

組む「ひとのネットワーク」づくりと、集落間

を結ぶ新たな交通・物流の仕組みづくりを構築

する「むらのネットワーク」づくりを同時に進

めることにより、住民が安心して生活できる仕

組みづくりを行うものであります。

宮崎ひなた生活圏モデル構築○後藤哲朗議員

事業について、この事業の中で、どのような

ソーシャルビジネスの展開が考えられるのか、

総合政策部長にお伺いいたします。

この事業で○総合政策部長（茂 雄二君）

は、例えば、地域のＮＰＯ等が担い手となり、

高齢者等への見守りを兼ねた買い物支援や、バ

スやタクシーだけでは十分な移動が確保できな

い地域での過疎地有償運送、道の駅で販売する

農作物の庭先集荷を行う地域内の宅配便など、

ソーシャルビジネスの手法を用いた展開が考え

られるところです。県内の動きといたしまして

は、西米良村小川地区において、コミュニティ

バスで運ばれてきた貨物を、住民でつくる任意

団体が宅配する実験が行われましたほか、重点



- 220 -

平成28年３月１日(火)

道の駅に選定された延岡市の道の駅「北川はゆ

ま」におきましても、農作物等の集荷や高齢者

等への宅配などが検討されております。県とい

たしましては、このような動きも踏まえなが

ら、地域課題の解決につながる持続性のあるモ

デル的な取り組みを支援し、ほかの地域にも広

げていけるよう努めてまいります。

今の答弁にありました、ほか○後藤哲朗議員

の地域にも広げていけるように努力していく。

モデル事業、事業評価は、他の地域というか、

波及していくことであり、あくまで県はきっか

け、仕組みづくりの構築であって、多様な主

体、行政ではない民間団体等が担っていく事

業、それこそビジネスにつながっていって雇用

を生んでいく、そういうシステムになっていか

ないと、モデル事業というのは単年度とか２カ

年、３カ年ですので、行政としても財源厳しい

折、継続してできないものですから、ぜひ、こ

のモデル事業というものを波及させていただき

たいなと、そのように思います。

ソーシャルビジネスの関連で最後にお尋ねし

ます。真の地方創生を実現するには、産学官、

そして金、金融機関との連携が必要不可欠だと

言われております。地域の活力創出や経済活性

化に関して目指す基本的な方向は、行政と同じ

だと言えますし、金融機関が地域経済に与える

影響は大きいものがあります。新たなビジネス

の展開の創業支援、起業促進は、今後、地方創

生を進める上で重要な取り組みになってくるも

のと考えます。そこで、ソーシャルビジネスに

対する相談体制について、総合政策部長にお伺

いいたします。

ソーシャルビ○総合政策部長（茂 雄二君）

ジネスの相談体制としまして、県では、宮崎駅

前のＫＩＴＥＮビル内にあります「みやざき県

民協働支援センター」において、ソーシャルビ

ジネスの主な担い手となる地域づくり団体やＮ

ＰＯへの相談対応を行っているところです。ま

た、昨年11月には、日本政策金融公庫の呼びか

けにより、県を初め、産学金や関係団体で構成

する「宮崎ソーシャルビジネス支援ネットワー

ク」が設立されたところであります。このネッ

トワークでは、それぞれの機関が持つ知見とノ

ウハウを生かした相談対応を行うとともに、相

談内容に応じて、各機関同士で紹介等を行うワ

ンストップでのサービスを提供することといた

しております。今後とも、ネットワークの各機

関で連携をしながら、相談体制の充実に努めて

まいりたいと考えております。

ソーシャルビジネス関連につ○後藤哲朗議員

いては終わりたいと思います。

次のテーマに移らせていただきます。次に、

地域福祉の推進についてお尋ねいたします。

急速な少子高齢化に伴う人口減少、ライフス

タイルの変化による核家族化の進行、人とかか

わることを好まない価値観の広がりにより、地

域コミュニティーが持つ伝統的な助け合いの機

能は弱まりつつあると言われて久しいものがあ

ります。また、生活困窮や自殺、孤独死など

の、従来の公的制度だけでは対応できない新た

な福祉課題も起こっています。このたび、この

ような現状を踏まえ、より課題の解決に対応し

た施策や方向性を示し、地域福祉を一層推進す

るため、宮崎県地域福祉支援計画が改定されま

す。そこでまず、地域福祉に関する各種統計

や、県民及び地域福祉関係者への調査結果の分

析から見えてくる、本県の地域福祉における主

な課題にはどのようなものがあるのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

計画の策定に○福祉保健部長（桑山秀彦君）
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当たっては、御質問にありましたように、各種

統計データの分析でありますとか、県民等への

アンケート、あるいは福祉関係者や学識経験

者、公募委員等から成る策定委員会などにおき

まして御意見を伺って、課題の分析を行ったと

ころでございます。その結果、過疎地域におけ

る人口減少、都市部における人と人とのかかわ

りを好まない価値観の広がりなどに起因して、

地域福祉の担い手確保が困難となっている実態

や、複雑化する福祉課題へ対応するための関係

機関の一層の連携強化、そして、地域における

見守りのさらなる充実などの課題を把握したと

ころであります。

同じく、地域福祉の推進につ○後藤哲朗議員

いてお尋ねいたします。この地域福祉支援計画

は、宮崎県総合計画の部門別計画として位置づ

けるものであり、他の福祉・保健・医療の各分

野の計画との連携・整合を図りながら、各計画

に共通する基盤を整備するとともに、いわゆる

縦割りの福祉制度や施策について、地域の観点

から横断する、いわば、つないですき間をなく

す役割を担うものと私は思います。「ともに支

え合い、助け合う あたたかい思いやりの社会

づくり」という基本理念の実現を図るため、地

域福祉を担う人づくり、地域福祉サービスの基

盤づくり、みんなで支え合う地域づくりの３つ

を基本目標に掲げ、さまざまな取り組みによっ

て、その実現を目指そうとしております。そこ

で、地域の福祉課題解決のためには、地域福祉

でまちづくりを行っていくという視点が私は重

要だと思いますが、このことについて、地域福

祉支援計画ではどのように位置づけておられる

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

地域のさまざ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

まな課題解決のために、地域福祉でまちづくり

を行っていくという視点は、大変重要だと思っ

ております。ただいま御紹介いただきました、

この計画で掲げております基本理念の「ともに

支え合い、助け合う あたたかい思いやりの社

会づくり」は、まさにその重要性を示したもの

でありまして、本県の強みである人情味あふれ

る県民性を生かし、一歩を踏み出すこと、よい

意味でのおせっかいの気持ちを持つこと、そう

いう人の温かさや思いやりを大事にしながら、

地域福祉でまちづくりを進めていく必要がある

と考えております。そうしたことから、この計

画では、３つの基本目標の１つとして「みんな

で支え合う地域づくり」を掲げて、その主な取

り組みとしまして、地域住民が世代を超えて交

流する居場所づくりや、地域の見守りや生活支

援を行うソーシャルビジネスの促進などを盛り

込んだところであります。

今、御答弁でいただいたよう○後藤哲朗議員

に、いい意味でのおせっかいの気持ちというの

が非常に大事だなと。目に見えない、例えば、

電球のかえができないとか、ごみ出しのときの

大型のごみとか、課題として上がってきていな

い、そういうのが今、高齢者の方々は非常に

困っている状況等があり、いい意味でのおせっ

かいの気持ちを持つということ、非常に大事だ

なと思っています。答弁の中で最後のほうの

「ソーシャルビジネスの促進などを盛り込んだ

ところ」、ここに触れさせていただきます。

今回の地域福祉支援計画の中で、福祉で進め

るまちづくりの推進の中で、基本方向として、

「福祉をテーマとした産業等の振興に努めま

す」とうたっております。また、主な取り組み

として、「福祉でまちづくりの推進」の中で、

「地域の資源を活用して、地域の福祉課題解決

のためのサービスを提供するソーシャルビジネ
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ス、コミュニティビジネスの取り組みを促進し

ます」とうたっています。私は、地域の福祉課

題解決には、ソーシャルビジネスを真剣に考

え、一つでも事業を起こし、一人でも雇用が生

まれる仕組みをつくり上げていくことが大事だ

と思います。そこで、地域福祉支援計画に記載

されているソーシャルビジネスについては、具

体的にどのように進めていかれるのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

ソーシャルビ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ジネスの取り組みは、住民自身が地域で互いに

支え合い、助け合う仕組みづくりに資するとと

もに、雇用創出などの地域経済の循環といった

効果も見込めるものと考えております。福祉保

健部の事業で申し上げますと、平成28年度当初

予算におきまして、農山漁村のひとり暮らし高

齢者などの支援が必要な方を対象としまして、

ふだんの生活におけるちょっとした困り事の解

決や、見守り等につながる配食サービスなどの

ソーシャルビジネスを始める際の初期費用を支

援するモデル事業を提案させていただいている

ところでございます。今後、この事業で得られ

ました成果を県内全域に広げまして、地域福祉

によるまちづくりを進めてまいりたいと考えて

おります。

この事業も実際、モデル事業○後藤哲朗議員

ですね。ですから、先ほど申しましたように、

モデル事業をいかに他の地域に波及させて、そ

の事業に参画しという、まさに協働ですね。そ

ういうのをぜひ取り組んでいただきたいと、そ

のように思います。

次に、保育士等確保対策についてお尋ねいた

します。

県においては、昨年３月に、子ども・子育て

支援新制度の実施主体となる市町村が策定する

子ども・子育て支援事業計画を踏まえた、「み

やざき子ども・子育て応援プラン」を策定され

ました。この応援プランでは、県の役割とし

て、子ども・子育て支援の実施主体である市町

村を支えることとなっています。具体的には、

子ども・子育て支援の必要性について社会全体

の認識・理解を深めること、幼児教育・保育に

携わる人材の確保と資質・専門性の向上を図る

こと、働きやすい職場環境づくり等が役割だと

思います。

ところで、今、教育・保育施設等に従事する

職員数の需給状況では、保育士不足問題が取り

沙汰されているのが現状であります。そこで、

県としては、保育士等の確保に今後どのように

取り組んでいかれるのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

子供たちに質○福祉保健部長（桑山秀彦君）

の高い保育を提供していくためには、保育人材

を安定的に確保することが大変重要でありま

す。このため県では、スキルアップのための研

修の充実や、関係機関と連携した処遇改善など

に取り組むことによりまして、保育士の就業継

続などの支援に努めてきたところでございま

す。さらに、今年度始まった子ども・子育て支

援新制度によりまして、保育人材のニーズが高

まったことを踏まえまして、来年度からは、保

育士修学資金等の貸し付けや、保育士支援セン

ターの運営に取り組みますほか、子育て支援員

を養成することで、保育の担い手の裾野を広げ

ていくこととしております。県といたしまして

は、今後とも、市町村や関係機関と連携を図り

ながら、保育人材の確保に努めてまいります。

最後に、保育士確保対策関連○後藤哲朗議員

でお尋ねいたします。今回、地域において、保

育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や
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子育て支援分野の各事業等に従事することを希

望する県民には、本当にありがたい、有効な子

育て支援員研修事業が予算に計上されました。

支援の担い手となる人材を確保していくこと

で、子供が健やかに成長できる環境や体制が確

保されていくことを期待します。

ところで、環境と言えば、保育所等の職場環

境における保育士の業務負担軽減を図るため、

負担となっている書類作成業務について、ＩＣ

Ｔ化推進のための保育システムの購入に必要な

費用を、国は本年度補正予算で、「保育所等に

おける業務効率化推進事業」として措置しまし

た。そこで、本県におけるこの事業の取り組み

状況を、福祉保健部長にお伺いいたします。

今回創設され○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ましたＩＣＴ化推進のための事業は、国から市

町村へ補助金を直接交付して、保育所等への業

務支援システムの導入による保育士の業務負担

軽減などを図ろうとするものであります。市町

村が実施主体となりまして、平成28年度まで

に、県内の15市町の197カ所で導入される見込み

でありますが、保育士の勤務環境改善が期待さ

れますことから、県といたしましても、有効な

活用が図られるよう必要な支援を行ってまいり

ます。

部長、よろしくお願いしま○後藤哲朗議員

す。実は、この子育て応援プランでも、保育士

さんたちの需給状況、29年度ピークというのが

国の試算で出ていたんです。県もそれに準じて

いるんですが、地域の実情に合ったというのが

あります。県内でもいろいろありまして、国の

そういった指標に基づくんじゃなくて、地方の

場合は、それが30年であったり31年であったり

するわけですから、そこをもう少し精査してい

ただくよう要望しておきます。

今回は、地方創生に関連して質問をさせてい

ただきました。本県ならではの地方創生が実現

するよう応援していきたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）

次は、野﨑幸士議員。○中野 明副議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○野﨑幸士議員

は。自由民主党の野﨑幸士です。私は議員をや

る傍ら、障がいのある子供たちに和太鼓の指導

をしています。指導というか一緒に汗を流し、

触れ合っています。本当に素直で純粋で、何に

でも好奇心旺盛な子供たちです。先日、20年く

らいおつき合いのある、みなみのかぜ支援学校

の和太鼓卒業終了コンサートに出席しました。

体育館は保護者の方でいっぱいでした。議員に

なってなかなか顔を出せなかったのですが、中

学部の各学年、１年生から３年生がそれぞれす

ばらしい演奏を見せてくれました。その姿に本

当に感動しました。本人の努力はもちろんです

が、職員の方々の御努力、御苦労があってのこ

とだと感銘を受けました。私は、子供たちの

堂々とした姿を見て、大きな自信がついただろ

うなとうれしくなりました。また保護者の方々

も、子供たちの純粋でがむしゃらな力強い姿を

見て、明るい希望というか、可能性というか、

力が湧いてきたと思います。

先日、丸山議員の代表質問にて教育長が、障

がいのある児童生徒の幸せを願う公教育の大切

さについて、今後の希望、思いを含めて心のこ

もった答弁をされ、深く感銘を受けました。

我々議員、また執行部の皆様方は、健康であっ

ても何らかの原因で元気をなくし困っている

方々、また、自分自身ではどうしようもできな

い障がいのある方、高齢者の方々に対して、元

気と希望を取り戻すために支援をし、救うこと

が使命だと思います。私も、こういった思いを



- 224 -

平成28年３月１日(火)

胸に秘め、皆様方の近いところで、気さくに

フットワークよく、全力で活動してまいりま

す。

それでは、２月定例議会に当たり、議長のお

許しをいただきましたので、質問通告書に従い

まして質問を進めてまいります。

まず、「親亡き後」について質問いたしま

す。

「親亡き後」の問題、皆様方もお聞きになっ

たことはあると思いますが、身体的・精神的ま

た知的に障がいのある方は、家族、行政、地域

社会で温かい生活支援がなされています。その

中でもやはり家族が、その大部分の生活支援を

行っています。我が子のことを思うと、その親

は自分の時間を捨て、いっときも離れず愛情を

注いでいます。このような生活をしていく中

で、もし、その親自身が病気や事故、死亡等に

よって我が子を見られなくなった場合、我が子

はどうなるのか、誰が我が子の生活を見てくれ

るのか。一緒に生活しながら、月日が流れ、年

を重ねるごとにその不安が増していきます。ま

た、社会福祉の面からも非常に大きな課題で

す。これが「親亡き後」の問題であります。子

が障がいを持つに至った経緯はさまざまで、障

がいの程度も、軽度から重度なものまでさまざ

まですので、今回は、知的障がい者に絞って質

問を進めていきます。

平成26年度の障害者白書によりますと、知的

障がい者の概数は74万1,000人と推計されており

ます。平成２年では38万5,100人で、平成12年で

は45万9,100人ですから、右肩上がりに増加して

いる状況です。そこで、本県において、知的障

がいのある方がどのくらいおられるのか、近年

の推移を含め、福祉保健部長にお伺いし、以下

の質問は質問者席よりお伺いしてまいります。

(拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（桑山秀彦君）

えいたします。

本県における、療育手帳の交付を受けておら

れる知的障がいのある方の人数は、平成２年度

は5,252人、平成12年度は7,257人、平成26年度

は１万786人となっておりまして、全国と同様、

増加傾向にあります。以上であります。〔降

壇〕

本県でも、急激な伸びではな○野﨑幸士議員

いですが、右肩上がりにふえている状況がわか

りました。親亡き後を支えるには、財産（所得

保障）、人（成年後見）、場（行政による介護

サービス）が不可欠であると言われています。

その中でも問題となるのが成年後見人でありま

す。知的障がい、精神障がい、認知症などの理

由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯

金などの財産管理をしたり、身の回りの世話の

ために介護などのサービスや施設への入所に関

する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり

する必要があっても、自分でこれらのことをす

るのは困難です。また、自分に不利益な契約で

あっても、よく判断ができずに契約を結んでし

まい、悪徳商法の被害に遭うおそれもありま

す。実際、全国では、これらの障がいのある方

を狙った悪徳商法の事例が多くあります。この

ような判断能力の不十分な方々を保護し、支援

するのが成年後見制度です。そこで、本県にお

ける成年後見制度についての申し立てや利用状

況について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

本県における○福祉保健部長（桑山秀彦君）

成年後見の申し立ての状況等につきまして、管

轄している宮崎家庭裁判所に確認しましたとこ

ろ、知的障がい、精神障がい、認知症などに伴
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う新規申し立て件数は、平成24年が318件、平

成25年が306件、平成26年が278件となっており

ます。また、成年後見の申し立て後は、家庭裁

判所において、申し立て書類の審査や申立人等

の面接、本人の判断能力を医学的に判定するた

めの鑑定などが行われ、最終的に後見等が認め

られるかどうかの審判がなされることになりま

す。こうした審判を経て、実際に成年後見制度

を利用しておられる方は、全体で、平成24年

が1,664人、平成25年が1,763人、平成26年

が1,840人となっております。

知的障がい、精神障がい、認○野﨑幸士議員

知症の方々が、実際に成年後見制度を利用され

ている数は、平成26年では1,840人とのことでし

た。一概に言えないかもしれませんが、それぞ

れを合計したとすると、成年後見制度を利用さ

れている方が少ないと感じます。

私は、この問題に当たり、支援学校の高等部

に通う生徒の保護者や中学生で障がいがある子

を持つ保護者の方々に、「成年後見制度を知っ

ていますか」という聞き取り調査をしたとこ

ろ、全ての方が制度自体を知りませんでした。

話を聞いてみると、全員が、「進学や就労と

いった目の前の問題で頭がいっぱいで、将来の

ことについては考える余裕がない」とのことで

した。ただ、私が、先に親が亡くなった後のそ

の子供の生活の場、財産管理など、さまざまな

話をしていくと、少し実感が湧いたようでし

た。ある保護者は、「娘と息子の２人きょうだ

いで、下の息子が知的障がいがあるが、将来、

私たち親が先に死んでも、上の娘には迷惑をか

けたくないから、こういった制度をしっかり

知っておきたい」と、心配する様子でした。先

ほどの答弁の制度の活用状況からもわかるよう

に、成年後見制度はまだ十分に浸透していない

状況だと思いますが、成年後見制度の利用が少

ない要因等、どう捉えているのか、福祉保健部

長にお伺いいたします。

県では、この○福祉保健部長（桑山秀彦君）

成年後見制度の利用が必要な方がどれほどい

らっしゃるのか、また、その方々の実際の利用

の状況など、具体的な分析は行っておりません

が、県社会福祉協議会において、県内の市町村

や地域包括支援センターを対象に調査を行って

いるところであります。それによりますと、制

度を利用される方々の課題認識といたしまし

て、申し立てから審判までに時間を要し、戸籍

謄本や診断書など、多くの書類が必要となるな

どの事務手続の煩雑さや、さらに、手続に要す

る費用、特に、弁護士等が後見人となった場合

の報酬等が大きな経済的負担となることなどの

意見が挙げられているところであります。

調べたところ、成年後見制度○野﨑幸士議員

の課題としては、先ほどの答弁以外にも、家族

でやらなければならないという意識があり、制

度を利用することの後ろめたさを感じている、

身近な相談場所がわからない、後見人になって

くれる人が見つからない等が挙げられますが、

やはり、成年後見制度自体がまだ十分に知られ

ていないこと、知っていても、本人や家族がそ

の必要性について認識していないことが一番の

要因だと思います。この問題に対しては、直接

県が携わる問題ではないと思いますが、窓口に

なっている家庭裁判所や国に対して、例えば支

援学校の中等部・高等部に出向き、保護者に対

して説明会をするなどの、啓発運動を積極的に

働きかけていただくことを強く要望いたしま

す。

最後に、知的障がい者を取り巻く財産管理を

めぐる「親亡き後」の問題に対して、県はどの
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ように取り組まれているのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

成年後見制度○福祉保健部長（桑山秀彦君）

は、知的障がいのある方にとりまして、預貯金

などの財産管理や福祉サービスの契約などの支

援が受けられますので、いわゆる「親亡き後」

の生活には極めて有効であると考えておりま

す。このため県では、成年後見の申し立てに要

する経費や後見人等の報酬の全部または一部を

補助する成年後見制度利用支援事業に取り組む

市町村への支援を行いますとともに、講演会の

開催などを通じて、成年後見制度の周知に努め

ているところであります。今後とも、市町村や

社会福祉協議会などの関係機関と連携しなが

ら、成年後見制度の周知、利用促進に積極的に

努めてまいりたいと考えております。

言葉では「親亡き後」となっ○野﨑幸士議員

ていますが、重要なのは、親が死亡した後では

なく、親が元気なうちにどのように亡き後の対

策を備えておくかです。障がいを持つ方々の人

数の推移からも、今後ますます、社会的に大き

な問題になっていくと思いますので、県が音頭

を取って、国・市町村と連携をとり、しっかり

取り組んでいただくことを要望いたします。

次に、「下流老人」問題について質問しま

す。

昨年2015年、流行語大賞候補に「下流老人」

という言葉がノミネートされました。流行語大

賞とは、世論がその１年間に発生した言葉の中

から、世相を軽妙に映し、多くの人々の話題、

社会的に影響のあった言葉にかかわった人物、

団体を顕彰するものです。このことからも、

「下流老人」という言葉が、今の日本社会の大

きな問題提起になった言葉かがわかります。

「下流老人」とは、生活困窮者支援を行うＮＰ

Ｏ法人「ほっとプラス」代表理事で、社会福祉

士の藤田孝典氏がつくった造語及び、2015年の

藤田氏の著書の題名で、高齢者の逼迫した生活

をめぐる問題を捉えた言葉です。藤田氏の定義

によれば、「下流老人」とは、生活保護基準相

当で暮らす高齢者及び、そのおそれがある高齢

者のことです。

2015年現在、下流老人は日本国内に600万か

ら700万人いると推定されています。日本におけ

る高齢者の相対的貧困率は20％程度であり、５

人に１人は、健康で文化的な暮らしが送れてい

ない可能性があると指摘されています。また、

ひとり暮らしの高齢者に至っては、さらに相対

的貧困率が上がる状態です。こういった状況の

中でも、高齢者の貧困問題を取り巻く政治や政

策は、消費税増税や年金削減、生活保護基準引

き下げ、介護保険制度の利用基準引き下げと自

己負担割合の増など、貧困や格差だけを考えれ

ば大変厳しい一面も見えます。高齢者の貧困に

ついては、今後も拡大することが予想され、早

急に対処すべき深刻な問題となっております。

そこで、本県における、このような貧困に陥

り、生活保護を受給して暮らしている高齢者は

どのくらいおられるのか、またその推移を福祉

保健部長にお伺いいたします。

本県における○福祉保健部長（桑山秀彦君）

生活保護受給世帯のうち、高齢者世帯は、平

成27年11月現在で7,290世帯となっておりまし

て、全体の世帯数１万4,285世帯の約半数を占め

ております。これを高齢者世帯数の伸びで見ま

すと、リーマンショックの起こりました平成20

年度の4,995世帯と比べ、この７年間で2,295世

帯増加し、約1.5倍に増加しているところであり

ます。なお、生活保護受給世帯数の全体も同様

の伸びを示しておりますことから、全体に占め
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る割合としましては、同程度で推移していると

ころであります。

生活保護受給世帯の約半分を○野﨑幸士議員

高齢者が占めている状況やその伸びからもわか

るように、本県でも高齢者の貧困が深刻化して

いるのは明らかです。藤田氏によれば、現役時

代に一般的な水準の年収を得ていた方でも、突

発的な出来事や生活環境の変化が原因となり、

下流老人に陥る危険性があると指摘していま

す。突然の病気や事故による高額な医療費の支

払いが生じたり、子供が無職、ワーキングプア

やひきこもりで親に寄りかかっていたり、熟年

離婚や、ひとり暮らし状態での認知症の発症な

ど、本人の病気と家族の介護をダブルで抱えて

いる人もいれば、60歳を過ぎて妻と別れ、途方

に暮れている男性もいます。そこで、さまざま

な要因で貧困に陥る高齢者に対して、本県はど

のような取り組みをされているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

高齢の生活困○福祉保健部長（桑山秀彦君）

窮者に対しましては、その抱えている課題に対

応したさまざまな支援制度があります。例え

ば、医療費の関係であれば、高額療養費支給制

度や生活保護制度の活用、同居する子供の就労

の関係であれば、ハローワークや福祉事務所な

どによる就労支援、また、ひとり暮らしの高齢

者については、民生委員や地域による見守りな

どの支援があります。こうした制度を活用し、

必要に応じて、市町村、社会福祉協議会、地域

包括支援センターなどの関係機関が連携を図り

ながら、一人一人に応じた支援計画を策定する

など、きめ細やかで継続的な支援に努めている

ところであります。県としましては、対象とな

る方には、一人でも多く制度を活用していただ

くために、市町村とも協力しながら、これら各

種の支援制度やそのための相談窓口につきまし

て、広報誌も活用するなどしまして、周知や啓

発を行ってまいりたいと考えております。

県としても、さまざまな取り○野﨑幸士議員

組みをされていることがわかりましたが、なぜ

高齢者はこんなに貧困になってしまったのか。

高齢者の貧困は、とても自己責任などと言って

本人を責めていられるような状況にはないと思

います。それは、社会環境、社会経済、年金制

度、医療・福祉制度等、本人ではどうしようも

ない要因が背景にあるからです。

しかし、我々地域社会でもできることが一つ

だけあります。それは、高齢者を一人にさせな

いということです。核家族化が進み、高齢者を

支える家族も縮小し、子や孫は自分たちの生活

が精一杯で面倒を見られない状況になり、ひと

り暮らしの高齢者が急増し、孤独死が全国で多

発している状況です。また、地域住民の生活状

態を適切に把握しているであろう民生委員につ

いては、個人情報保護に過度に敏感な考え方な

どで、事細かにその生活状態を把握できない状

況にあります。先ほどの答弁にもありました

が、行政が取り組まれているさまざまな制度・

事業は、民生委員の把握している情報がかなめ

です。県・市町村ではどうしようもできない法

律や国の制度によって、解決方法がない問題、

状況に対しては、積極的に国へ声を上げる必要

があると強く思います。戦争を体験し、先駆者

として日本経済を立て直し、今の安全・安心な

暮らしを築き上げてきた高齢者に対して、心か

ら敬意を示し、普通に安心して送れる老後の暮

らしをつくっていくことが、今後の高齢化問題

の解決につながると思います。

次に、飼料用米について質問いたします。

我が国の米の１人当たりの年間消費量は、昭
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和37年度をピークに、一貫して減少傾向にあり

ます。具体的には、37年度には、年間１人当た

り118キロの米を消費していましたが、平成24年

度には、その半分程度の56キロにまで減少して

いるような状況です。今後、我が国は少子高齢

化が進展し、ますます米の消費量が減少するこ

とは間違いありません。今回調べてみて本当に

驚いたのですが、日本では、現在、人の食べる

食用米は約160万ヘクタール栽培され、年間

約800万トンが生産されています。一方、トウモ

ロコシなどの濃厚飼料の自給率は10％で、年

間1,400万トン程度輸入しています。家畜に飼料

として与える穀物を、人間が食べる米の倍近く

も輸入しているのが実態です。

近年、水田の有効活用や飼料自給率向上のた

めに、トウモロコシなどの従来利用されている

飼料用輸入穀物のかわりとして、濃厚飼料の飼

料用米、稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）、稲わらな

どの作付が推進され、牛、豚、鶏などの家畜に

利用されています。農林水産省では、飼料用米

のメリットとして、稲作農家にとっては、「排

水不良田や未整備水田でも作付可能であり、農

地の有効活用を図ることができる」「田植えか

ら収穫まで通常の稲作栽培体系と同じで取り組

みやすい」「農機具については新たな投資が要

らない」等、また畜産農家にとっては、「既存

の配合飼料と同様の扱いで給与でき、特別な設

備や手間が要らない」「畜産物のブランド化に

よる高付加価値化や、耕畜連携による資源循

環、地産地消の推進など」を挙げています。

そのため、飼料用米は新たな転作作物として

期待を集めていますが、問題は、飼料用米がど

れだけ生産できて、しかも事業として成り立つ

のかということです。調べたところ、全国の飼

料用米の栽培面積は、2004年から2010年の６年

間で約338倍も増加しています。大幅に増加した

背景として、飼料用米の作付に対して補助金の

交付が行われていることなどが考えられます。

補助制度の１つ、平成26年度から始まった「水

田活用の直接支払交付金」では、交付対象作物

の中で、地域の主食用米、平年収量を確保すれ

ば、10アール当たり８万円、収量がこれを上回

れば助成額をふやし最大10万5,000円、下回れば

減らして下限を５万5,000円にするという生産助

成（直接支払い）が行われているとのことです

が、本県における飼料用米の作付面積の状況

を、今までの推移を含めて農政水産部長にお伺

いいたします。

本県におきま○農政水産部長（郡司行敏君）

す飼料用米の作付は、飼料用米が新規需要米と

して位置づけられまして、国の交付金を活用し

て本格的な推進を行った平成20年度から徐々に

拡大し、近年は、おおむね200ヘクタール前後で

推移してきたところであります。このような

中、議員の御指摘のように、平成26年度から、

飼料用米に、収量に応じて交付金が支払われる

数量払いの仕組みが導入されたことや、国が主

食用米の需給調整を強力に進めたことから、全

国的に、主食用米から飼料用米等への作付転換

が進み、本県におきましても、27年度には449ヘ

クタールと作付が増加しているところでありま

す。

26年度から「水田活用の直接○野﨑幸士議員

支払交付金」が導入され、27年度には大幅に作

付がふえたとのことでしたが、県の資料による

と、飼料用米はＷＣＳに比べて大きく作付面積

が少ない状況ですが、その主な要因についてど

うお考えなのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

畜産主産県で○農政水産部長（郡司行敏君）
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あります本県におきまして、自給飼料の安定確

保を図る観点から、転作作物として、飼料用米

やＷＣＳ用稲等の作付を推進しているところで

あります。そのような中で、近年大きく作付を

拡大しておりますのは、御指摘にもありました

が、ＷＣＳ用稲でありまして、平成27年度の作

付面積は、5,828ヘクタールとなってございま

す。飼料用米の作付がＷＣＳ用稲に比べてそれ

ほど伸びていないのは、コンバインによる収穫

や、乾燥・調製作業等の生産コストがかかるこ

とや、最高10万5,000円の交付金が支払われると

いう数量払いのメリットが十分に生かされてい

ないことなどが影響しているものと考えており

ます。

販売額、戦略作物助成、産地○野﨑幸士議員

交付金、耕畜連携助成等を加算していけば、Ｗ

ＣＳより飼料用米のほうが助成合計額は有利な

はずなのですが、そういった交付金のメリット

がまだまだ生かされていないことや、答弁にも

ありましたように、何より生産コストがかかり

過ぎるという問題があります。飼料用米の生産

拡大にはコスト削減が重要と考えますが、その

対策についてどのようにお考えなのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

飼料用米の着○農政水産部長（郡司行敏君）

実な生産拡大を図るためには、御指摘のとお

り、生産から流通に至る各段階におきまして、

さまざまなコスト削減対策を構築することが重

要であると認識しております。具体的には、直

まき栽培や、刈り取り時期をおくらせてもみの

水分を低下させる立ち毛乾燥により、作業の省

力化を図ることや、規模拡大や団地化による作

業能率の向上、さらには、地域における稲作農

家と畜産農家とのマッチングによる流通経費の

削減が効果的であると、そのように考えており

ます。県といたしましては、引き続き、飼料用

米の生産に取り組みやすい環境づくりに努めて

まいりたいと考えております。

飼料用米は、鶏の場合は、も○野﨑幸士議員

み米そのままの状態でも給与が可能であります

が、牛や豚の飼料としては、乾燥、圧力をかけ

て押し潰す圧扁や粉砕等の加工が必要です。加

工や他の餌との配合は、おおむね飼料工場で行

われます。こういったもろもろのコストを考え

ると、輸入しているトウモロコシ等の濃厚飼料

のほうが安くなる状況です。今後の飼料用米の

推進を図るために、県はどのような支援策をお

考えなのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

飼料用米の推○農政水産部長（郡司行敏君）

進に当たりましては、最高10万5,000円が交付さ

れる制度の仕組みを最大限に活用し、耕種農家

の経営を安定させるとともに、畜産農家の需要

に応じた生産拡大を図っていくことが重要であ

ると考えております。このため、本議会でお願

いしております「宮崎オリジナル水田フル活用

支援事業」を活用し、これまでの現地試験で有

望と思われる多収性品種の導入促進や、適切な

栽培管理の実証・普及を行うとともに、生産規

模の拡大や団地化を図る生産集団に対し、農業

機械等の導入支援を行ってまいります。また、

産地交付金につきましても、飼料用米への上乗

せ助成を行うなど、地域の実情に応じた飼料用

米の生産を推進してまいりたいと考えておりま

す。

飼料用米は、さらに低価格で○野﨑幸士議員

の販売が求められるものの、それに対する生産

・流通コストの削減はさほど進んでいない現状

にあります。また、補助金交付についても、い

つまで続くのかといった懸念もありますが、水



- 230 -

平成28年３月１日(火)

田の有効活用や飼料自給率向上のために作付が

推進された飼料用米でありますので、今後、さ

らなるコスト削減の取り組みや流通体制の整備

等に御尽力していただくことを要望いたしま

す。

次に、河川環境について質問いたします。

県内のどの河川にも、水田などへの農業用水

の取水や、流量や水位を調整するために、河川

を横断する施設、頭首工（堰）があります。し

かし、その頭首工の中には古くにつくられたも

のもあり、今や田畑が住宅地などになり、受益

地・受益者がなくなっていたり、管理者が不明

であったり、放置された状態にあるものも見受

けられます。また、既存の頭首工には、魚道が

設置されていなかったり、設置はしてあるが、

その機能を果たしていない頭首工もあると、河

川環境保護に努めていらっしゃる関係者からよ

くお聞きします。県は、昨年11月に、土地改良

区などの堰の管理者や、県内の内水面漁業協同

組合に対しまして、魚道に関するアンケートを

実施されたようですが、県内の頭首工のうち、

利用されていない頭首工と魚道が設置されてい

ない頭首工の数について、農政水産部長にお伺

いいたします。

御質問にあり○農政水産部長（郡司行敏君）

ましたように、昨年11月から、土地改良区など

の施設管理者等に対しまして、魚道設置の必要

性や、設置する場合の費用負担などについての

アンケート調査を実施しておりまして、現在取

りまとめを行っているところであります。な

お、昨年４月に、市町村の協力を得て実施いた

しました頭首工に関する調査では、県内1,235カ

所の頭首工のうち、宅地化などで受益地がなく

なり、現在利用されていない頭首工が85カ所、

また、魚道が設置されていない頭首工が1,112カ

所ございました。

まず、魚道が設置されていな○野﨑幸士議員

い頭首工が1,112カ所と、県内の各河川でこんな

にも存在していることに驚きました。川に生息

する魚には、一生の間に川の上流と下流、海を

行き来する回遊魚がいますが、河川にダムや堰

などが設置された場合は、回遊する魚には大変

な障害となり、遡上が妨げられるため、その河

川からは回遊する魚が減少していくということ

です。県内では、各河川にある内水面漁業協同

組合等が、河川環境・資源の保護に努めてい

らっしゃいますが、その方々からも、「アユや

ウナギの放流を行っているが、魚が遡上しない

ため一向にふえない。だから毎年放流をしなけ

ればならない。遡上ができるためには魚道を設

置してほしい」と、要望を受けます。また生態

系保全の面からも、あらゆる魚と水生生物は、

河川内で大小にかかわらず回遊しています。こ

ういうことからも、このような頭首工について

どのような認識を持たれているのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

既存の頭首工○農政水産部長（郡司行敏君）

への魚道の設置につきましては、新たな費用負

担が必要となることから、頭首工の改修に合わ

せて魚道の整備を行っている状況にございま

す。このため、魚道の設置など頭首工の改修を

行う場合、費用負担を含め、施設管理者等の合

意形成が不可欠であると認識をしております。

県といたしましては、現在実施しております施

設管理者等へのアンケート調査の結果を踏まえ

ますとともに、関係市町村等の意見も十分伺い

ながら、今後の対応について検討してまいりた

いと考えております。

治水や取水のために設置され○野﨑幸士議員

た堰や頭首工ですが、大事なのは、もともと
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あった河川の状態に近い構造物であるべきだと

思います。また、利用されていない頭首工も数

多く存在します。河川災害や生態系保全を考え

ると、河川が自然に近い、スムーズで一本につ

ながっている状態が理想だと思いますので、今

後、さらなる御検討、御努力をされますことを

要望いたします。

次に、２巡目国体（第81回国民体育大会・

第26回全国障害者スポーツ大会）について質問

いたします。

10年後の平成38年に本県で開催されます２巡

目国体ですが、選手育成・選手強化のために、

去る１月16日に県体育館で開催された「ワール

ドアスリート発掘・育成プロジェクト」１次

オーディション、小学４年生と６年生を対象に

行われたようですが、このオーディションの成

果、また子供たちの様子、今後、１次オーディ

ションに受かった子供たちをどう育成していく

のか、教育長にお伺いいたします。

１月に開催いたしま○教育長（飛田 洋君）

した１次オーディションには、県内各地から定

員の10倍以上に当たる443名の参加があり、ス

ピードや敏捷性をはかる30メートル走や反復横

跳びなど、５種目の測定を実施いたしました。

選考に当たった職員から、真剣なまなざしで

チャレンジしていたという子供たちの様子の報

告や、体力・運動能力に非常に秀でた子供たち

が参加していたという報告を聞き、本プロジェ

クトの手応えを感じたところであります。今

後、２次オーディションを行い、４月には１期

生として40名程度を認定し、身体能力を高める

ことはもとより、トップアスリートに必要なコ

ミュニケーションスキルなどの能力の習得や、

その子供に、より適性に合う種目を見つけるた

めのさまざまな競技体験、さらには、保護者向

けに、子供の健康や栄養を支えるための講座な

どを実施し、世界で活躍できるアスリートの育

成に積極的に努めてまいりたいと考えておりま

す。

定員の10倍以上の参加があっ○野﨑幸士議員

たということで、関心の高さのあらわれだと思

います。全国各地のトップアスリートが地元を

背負い都道府県対抗で行われる国体、選手・団

体が入賞すれば、順位に応じて点数が与えら

れ、総合的な順位が決まります。昭和54年に本

県で行われた１巡目国体では、本県選手団は男

女12競技で優勝し、天皇杯・皇后杯を手にしま

した。今後、さらに２次オーディションで絞り

込んでいくとのことでしたが、答弁にもありま

したように、将来有望な子供たちですので、子

供たちの保護者を含めたその環境を整え、この

取り組みを検証しながら、大事に大事にしっか

り育成していただくことを要望いたします。

次に、指導者についてですが、前回、本県で

行われた１巡目国体では、国内トップクラスの

選手を教員として多く採用し、競技者として国

体で貢献し、その後は、指導者としてもジュニ

ア選手の育成に力を入れ、結果を出した経緯も

ありますが、２巡目国体に向けた指導者の確保

や養成についてどのようにお考えなのか、教育

長にお伺いいたします。

２巡目宮崎国体に向○教育長（飛田 洋君）

け、県民の皆様方に感動をお届けできるような

成果を出すためには、指導者の確保や養成は大

変重要であると認識をいたしております。そこ

で、教員採用試験においては特別選考枠を設

け、計画的に実績のある指導者の確保に努めて

おり、私自身も、全国大会で活躍した有望選手

が所属する複数の大学に足を運び、直接、「宮

崎に来ていただいて指導していただけません
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か」というような声をかけさせていただいてい

るところであります。また、資質向上を図るた

め、本県指導者をＪリーグチーム等へ派遣した

り、ラグビー日本代表監督であったエディー・

ジョーンズ氏に、「勝つために必要な戦略」に

ついて講演をしていただいたりするなど、指導

者の資質向上も図っているところでございま

す。今後とも、高い見識と指導力を持った志の

高い指導者の確保と養成に全力で取り組んでい

きたいと考えております。

いくら運動能力が高いジュニ○野﨑幸士議員

ア選手を発掘しても、指導者次第では、その能

力を引き出すことはできません。答弁にもあり

ましたように、指導者の確保においても、教育

長みずから御尽力されているなど、大変な努力

をされていることには感銘を受けます。選手の

育成、指導者の養成にさらに御尽力され、宮崎

県最強の国体チームをつくり上げていただきた

いと思います。

約40年前の１巡目国体の際に行われた施設整

備、今や老朽化が進み、開会式などの式典、ま

た競技によっては、懸念される部分が多々あり

ます。特に、老朽化が進む県体育館、総合運動

公園の陸上競技場、プールなどの施設整備につ

いては、今後の財政にも関係すると思います

が、施設整備の試算についてはどのように考え

ておられるのか、教育長にお伺いいたします。

県の体育館、陸上競○教育長（飛田 洋君）

技場、プールにつきましては、老朽化が進んで

いることや、国体の施設基準を満たしていない

などの課題があり、今後、改修などの対応が必

要と考えております。このため、平成28年度当

初予算案において、「国体準備スタートアップ

事業」をお願いいたしているところでありま

す。その事業の中で、３つの施設に関する必要

な機能や、施設の規模、設置場所、改修の費用

やスケジュール等について、コンサルタントに

調査を委託することを計画しておりますが、そ

の調査結果を踏まえながら、お尋ねの整備費の

試算も含め、施設の整備等について全庁的に検

討してまいりたいと考えております。

今議会で提案されている「国○野﨑幸士議員

体準備スタートアップ事業」、平成28年度の１

年間かけて、準備委員会の設置をする準備、コ

ンサルタントによる施設整備、費用を含めた調

査研究がなされるとのことですが、しっかりと

した運営計画・費用の算出なしでは、それに伴

う財政計画も立てられません。200億とも300億

とも言われている国体の費用。10年後とはい

え、10年しかないという気持ちで、後手後手に

ならないよう、早目早目に進められることを要

望いたします。

また、競技施設の改修・整備次第では、国体

終了後も各種大会が誘致しやすくなり、引き続

き経済効果が期待できるとともに、本県のトッ

プアスリートの育成、県民の健康増進や地域ス

ポーツ振興につながり、本格化する超高齢社会

においても、健康寿命の促進にもつながると思

いますので、こういった国体終了後の本県のさ

まざまな効果を見据え、施設改修・整備に取り

組んでいただくことを要望いたします。

次に、競技種目や競技会場についてですが、

前回の本県で行われた１巡目国体では、県内17

の市町で29の競技が行われました。10年後の２

巡目国体では、競技種目や競技会場などをどの

ように選定されるのか、教育長にお伺いいたし

ます。

国体の会場等につき○教育長（飛田 洋君）

ましては、県及び市町村の施設を中心に、隣県

の施設等も含め、選定することになろうかと考
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えております。その際、市町村の意向をお伺い

しながら、平成29年度に設置予定の県準備委員

会の中で協議し、それぞれの競技種目の競技会

場を選定していくことになると考えておりま

す。２巡目宮崎国体におきましては、市町村や

関係機関の協力をいただきながら、日本体育協

会が掲げている「国体を通した地域の活性化」

の趣旨が生きるように取り組んでまいりたいと

考えております。

国体までのスケジュール案に○野﨑幸士議員

よると、来年、平成29年に競技種目が決定され

るとともに、準備委員会を設置し、市町村など

の会場地の選定を平成30年から34年に行い、35

年に実行委員会を設置する流れになっています

が、選定された市町村においては、準備、計

画、費用などの負担が考えられます。先ほどの

施設整備同様、早目早目の取りかかりが必要だ

と思いますので、重ねて要望いたします。

次に、国体終了後に開催される全国障害者ス

ポーツ大会について質問いたします。全国障害

者スポーツ大会は、障がい者に対するスポーツ

の普及、障がい者の社会参加推進、スポーツを

通しての友情、障がい者への理解を高める目的

で、第56回の国体から開催された障がい者ス

ポーツの祭典です。結果もですが、結果よりも

福祉的な面で大変意味のある大会だと思います

が、10年後の２巡目国体後に開催される第26回

全国障害者スポーツ大会にどう取り組まれてい

くのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

県ではこれま○福祉保健部長（桑山秀彦君）

でも、各地域での障がい者スポーツ教室の開催

など、障がい者スポーツの普及・振興のための

取り組みを行ってまいりましたが、全国障害者

スポーツ大会が本県で開催されることを契機と

しまして、より一層の障がい者スポーツの振興

を図る必要があると考えております。このた

め、来年度予算案における新規事業として、著

名なパラリンピック選手による講演会や体験教

室の開催のほか、障がい者スポーツに関する広

報誌の発行によります普及啓発などを行うこと

によりまして、選手・指導者の育成はもとよ

り、県民の理解促進や、大会開催に向けての機

運醸成にも努めてまいりたいと考えておりま

す。

冒頭にも申したとおり、私○野﨑幸士議員

は、障がいのある子供たちに和太鼓を教えてい

ますが、まずは体験させて、楽しさや喜びを味

わってもらうことを大事にしています。また、

指導する中で、大勢の人々の前で披露すること

が自信につながることも実感しています。障が

い者スポーツも同様だと思います。障がいのあ

る方がスポーツの楽しさを体験し、また、大勢

の人の前で競技することによって、障がいに対

する理解も深まるような、「日本のひなた宮崎

県」ならではの温かい大会にしていただくこと

を要望いたします。

最後に、２巡目国体への決意、思いを知事に

お伺いいたします。

国体についての一連の○知事（河野俊嗣君）

質問が続いておるところでありますが、国体、

それから全国障害者スポーツ大会は、各県持ち

回りで行われるわけでありますが、その県の置

かれた状況によって、随分、意味合いとか意義

が違ってくるのではないかなということを、今

つらつら感じております。私は、愛知県春日井

市に勤めておりましたときに、愛知国体を直接

経験いたしましたし、埼玉県で財政課長をやっ

ておりましたときは、その何年後かの埼玉国体

に向けての準備。一方で、2002年ワールドカッ

プの決勝戦を誘致したいというスタジアムづく
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りも並行して行っておりましたので、いずれに

しても、こういうものに対する期待、注目度、

盛り上がりにはかなり違いがあるわけでありま

すが、本県は「スポーツランドみやざき」を掲

げ、これだけ合宿・キャンプの受け入れ、さら

にはさまざまな競技力の向上を図っている。そ

ういう中での国体、障害者スポーツ大会、特別

なものがあろうかと思います。

２巡目国体は、47年ぶりの開催となるわけで

ありまして、競技力の向上、さらにはスポーツ

施設の整備にも努めてまいりたいと思います

し、県民の皆様一人一人が、豊かなスポーツ文

化に触れて、健康増進や体力向上の意識を一層

高める好機となる。私どもは健康長寿日本一を

目指しておりますので、そういう動きとも絡め

てまいりたいと思いますし、スポーツランドみ

やざきの魅力を全国に向けて発信する絶好の機

会であると考えております。

そして、国体とともに開催されます全国障害

者スポーツ大会、これは先ほど質問がありまし

たように、本県では初の開催となるわけであり

ますが、障がい者スポーツの競技力の向上とあ

わせて、障がい者の社会参加の促進というもの

を図る。さらには、障がいのある方々に対する

県民の理解を深め、障がいのある方もない方も

ともに暮らしやすい宮崎県づくりの実現につな

がるものと、また、そのような大会にしてまい

りたいと考えております。

今後、本県開催に向けまして、市町村や競技

団体、経済団体等、さまざまな団体と連携を図

りながら、官民一体となって受け入れ準備に取

り組みまして、県民総参加型の宮崎らしい、お

もてなしの心あふれる大会にしてまいりたいと

考えております。

選手などの競技関係者、観覧○野﨑幸士議員

者などの来県者数、それに伴う観光消費、大会

に伴う雇用創出など、本県の経済波及効果も相

当額期待できます。答弁にもありましたよう

に、宮崎県の魅力を全国に発信できる絶好の機

会だと思いますし、何より、国体成功に向けて

県民がスクラムを組み、一つになっていくその

姿が、これからのふるさと宮崎をつくる原動力

になると思います。将来の宮崎をつくっていく

上で、いろんな意味を含んでいる10年後の２巡

目国体、「日本のひなた宮崎県」とともに県民

総力戦で必ず成功させましょう。これで私の全

ての質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

ここで休憩いたします。○中野 明副議長

午後２時39分休憩

午後３時10分開議

休憩前に引き続き会議を開○中野 明副議長

きます。

次は、中野一則議員。

〔登壇〕（拍手） 本日最後の○中野一則議員

一般質問です。しばらくのおつき合いをよろし

くお願いいたします。

２月19日に開会しました本議会、本日で12日

目であります。わずか12日の間に、えびのに

とって大きなニュースが２つありました。１つ

は、えびの産ヒノヒカリが宮崎県産米として初

めて食味ランキングで特Ａをとりました。この

ニュース。もう１つは、えびの高原にあります

硫黄山の火山活動のことであります。硫黄山の

ことにつきましては、後ほど質問で述べていき

たいと思います。

特Ａをとったえびの米のことでありますが、

実は長い歴史があって、今回、食味特Ａをとり

ました。この３年間は、地元えびの市、ＪＡえ
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びの市を中心に、農家のいろんな御努力をいた

だきまして、プロジェクトチームをつくりまし

た。その３年目での快挙でありました。このも

とはというか、裏には県の大きな支援がありま

した。特に知事、農政水産部長を初め、関係職

員の皆さん方が大きく支えた結果、特Ａをとっ

たわけです。

もともとこのヒノヒカリは、宮崎県農試が開

発した品種であります。そして、今回、全国で

４県が、えびの産ヒノヒカリが特Ａです。熊本

県、広島県、遠く奈良県もその中に入っており

ます。奈良県はずっとヒノヒカリで特Ａなんで

す。九州は全県がヒノヒカリを毎年出されてい

る。中国ないし四国もほとんどが出している。

そういう中で宮崎県でつくった品種が初めて特

Ａになったわけです。えびのの人たちも大変な

喜びようでありました。あしたは早速、知事と

担当部長にえびの産ヒノヒカリでつくった握り

飯を持って表敬訪問したいということになって

おるそうであります。議員の皆さん方にもなる

だけ配付できるように、きょうお願いをしてお

きたいと思います。

前段はそのぐらいにいたしまして、今から質

問に入りたいと思います。

知事が２期目に就任されて１年が経過いたし

ました。知事は政策提案ということで、いわゆ

る公約をひっ提げて立候補されて当選されたわ

けです。そこで、その公約が実現可能なのかど

うかということを質問していきたいと思いま

す。１年しかたっていない、まだ３年もあるで

はないか、こういうことになろうかと思います

が、３年もあるから、ぜひぜひその公約を実現

してほしい、そういう思いから質問していきた

いと思います。

知事の今回の政策提案の中には、「日本一」

というのがたくさんあります。前回は「何とか

運動」で、「運動」でごまかされて、これは達

成せんじゃないかと言ったら、これはそのため

の運動だという、「運動」でかわされてしまい

ました。今回の日本一も「何々を目指す」と

なっているわけですね。目指すばかりではいけ

ません。３年もあるわけですから、ぜひぜひ政

策を実行されて、実現してほしい、こう思って

おります。その実現が本当に可能なのかどうか

ということを、まずはお聞きしたいと思いま

す。

後は質問者席からお尋ねしたいと思います。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

「くらしの豊かさ日本一」を初めとする政策

提案での目標ということであります。本県には

温かい県民性や地域の支え合いなどがしっかり

と息づいており、これに加えて、美しい自然や

豊富な農林水産物、特Ａをとるヒノヒカリを初

めとして、すばらしい資源に恵まれているわけ

でありまして、全国に誇れる有形無形のすばら

しい資源であろうと考えております。

私は、本県のこのような宝に一層磨きをか

け、経済的な豊かさと、お金にかえられない価

値との両方が調和し、心豊かに暮らせる宮崎県

にしていきたいという思いから、政策提案で

「くらしの豊かさ日本一」の実現を目指すこと

としたところであります。「地域の宝に磨きを

かける」、これにはさまざまなものがあろうか

と思いますが、今御指摘のありましたヒノヒカ

リで特Ａをとった、これは米のおいしさという

ものに磨きをかけて、いわばこれも日本一を

とったということであろうかと思いますし、宮

崎牛、さらにはお茶、農産物ということで捉え
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ても、そのような例があろうかと思っておりま

す。政策提案というものは、県民の皆様に対す

るお約束であり、県政を進める上での一つの目

標であろうかと考えております。「日本一」が

多いではないかという話がありましたが、やは

り県民の皆様の注目を集め、やる気を喚起する

には、大きな目標を掲げる。「日本一」という

ものは一つの大きな重要なキーワードではない

かと考えておるわけであります。今後とも、当

初予算案に掲げた重点施策や地方創生の取り組

みなど、あらゆる施策を動員し、着実に成果を

上げながら、県民の皆様とともにその実現に向

けてしっかりと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〕

「くらしの豊かさ日本一」、○中野一則議員

今、話をされました。その豊かさを実現するた

め、指標化するということでありました。これ

は大変重要なことで、物事を求めるためには、

それを数値であらわすのかどうかわかりません

が、やはり指標化して目標に向かって進むこと

は、大事なことだと思うんです。この前、担当

の方に聞いたら、１年たったけれども、まだ指

標化は実現していないということでありまし

た。一日も早くそれを実現して、その目的に

従って公約を実現する、その方向でやっていた

だきたいと思います。その指標化の実現はいつ

になるのかをお尋ねしたいと思います。

先ほど御説明をしまし○知事（河野俊嗣君）

た、経済的な豊かさと、お金にはかえられない

価値が調和をした「新しいゆたかさ」というこ

とで、これまでも総合計画に掲げておりました

ところでありますが、「新しいゆたかさ」と

いっても、感覚的には伝わるわけであります

が、具体的なデータをもってしっかりと説得力

を持ってアピールしていきたい、これが豊かさ

の指標化ということであります。例えば、「子

育てのしやすさ」といった暮らしやすさであり

ますとか、「家庭での団らん」といった心の豊

かさなどにつながる項目を、わかりやすい指標

で示したいと考えております。

指標の作成に当たりましては、庁内での検討

作業はもとより、作成過程において、県民の皆

さんと本県のよさについて考え、理解を深めて

いく、そのプロセスも非常に重要ではないかと

考えております。県内８カ所での県民会議と総

合計画審議会の専門委員の皆さんとの意見交換

などを行い、現在、詳細な検討を進めていると

ころであります。この豊かさの指標化を通じ

て、県民の皆さんに、本県の持つ価値を見詰め

直し、地域への誇りを育んでいただく機会とす

るとともに、経済的な数値だけでは比較できな

い本県の優位性についてもアピールをしていき

たいと考えておるところであります。

あと２つほど、日本一を目指○中野一則議員

すものについて質問していきたいと思います。

「日本一の読書県」を目指すということになっ

ておりますが、これは読書が好きな小中学生の

割合をもって日本一を示すということでありま

す。宮崎県は平成26年が72.2％、平成27年

が70.7％であります。平成30年には80％を目指

すということであります。既に秋田県は80％を

超えているわけですから、80％では日本一にな

れませんから、それ以上にならないとどうにも

なりません。なお、第二次県教育振興基本計画

では100％を目指すとなっておりますから、限り

なく100％に近い目標を立てておるわけですの

で、80％を超え、名実ともに日本一になってほ

しい、こう思うんです。ですから、平成30年

の80％はどうかと思いますので、これを超える

目標に変えて、これを必ず達成するという意気
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込みが欲しいと思うんです。それをお聞かせく

ださい。

まず、「日本一の読書○知事（河野俊嗣君）

県」という目標について説明をさせていただき

ますが、変化の激しい社会を生き抜き、自己実

現を図るためには、生涯にわたって学び続け、

変化に対応できる力を身につける必要がある。

そのためには、読書習慣というのは大変重要で

あろう、今後の宮崎の子育て・子育ちを考える

と、「日本一の読書県」という大きな目標を掲

げていきたいということであります。ただ、そ

の指標というのがなかなか難しい、とり方が難

しいわけでありまして、今、読書が好きな小中

学生の割合というのを計画の中では位置づけし

ておりますが、それは一つの見方であって、幅

広い形での読書の充実というものを図ってまい

りたいと考えております。

もちろん、今の小中学生の割合というのも増

加に努めていくわけでありますが、大事なこと

は、例えば家庭や学校での読み聞かせ、これも

大変重要だというふうに思っておりますので、

県民の皆様の理解や協力を得て、これも広めて

いきたいと思っております。また、読書活動の

充実を図るためには、推進役となる方々の専門

性というのも重要でありますので、各学校の図

書担当職員や公立図書館職員の研修を充実して

まいりたい。「日本一の読書県」という目標を

掲げて、できることを関係者が全力で取り組ん

でいく、そのような方向で進めてまいりたいと

考えております。

「日本一の読書県」、これは○中野一則議員

子供も大人もということでの目標であります

が、今、既に知事が言われました。いろいろな

取り組みがあるように言われましたが、特に学

校教育での読書というのが非常に大切だと思う

んです。教育の役割もそこにあるかもしれませ

ん。専門の先生云々ということも言われました

が、実は司書教諭の資格を持った先生を各学校

に配置されているわけですけれども、これもか

なり偏りがあります。12学級以上が司書教諭を

配置することになっているのだそうです。確か

に12学級以上ある学校が県内には134校あって、

全てに先生が配置されております。ところが、

それ以下の学校が小・中・高で239校ありま

す。239といったら全体の64.1％、そこにはわず

か18校、7.5％しか配置されておりません。いわ

ゆる義務は12学級以上ですから、そこの学校に

は必ず配置されるわけですけれども、それ以下

には配置されないわけですから、司書教諭とい

う立場から、専門性を持った教育が一向になさ

れていかないということになりますので、ここ

は全てに配置されるように司書教諭の資格を取

得することを目指していただきたい、こう思う

んです。

資格取得には10単位必要なんだそうです。宮

大でもとれる。計画的に職員を派遣する、ある

いは新人の教諭はその資格を持たないと採用し

ない、そうすると、ある年度内には全校に配置

できると思うんです。ですから、そういうこと

への挑戦にも取り組んでいただきたい。そのた

めには、出張させたり、研修費、お金も要るわ

けですから、その辺の取り組み、特に４月から

は教育長の制度も変わるわけですので、知事の

指導力でそのことを発揮していただきたい、こ

う思っております。知事、いかがでしょうか。

御指摘のように、「日○知事（河野俊嗣君）

本一の読書県」づくりのためには、専門的な人

材の活用、特に学校の読書環境を整えていくこ

とは大変重要であり、司書教諭がその中心的な

存在ということであります。一方で、司書教諭
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の有資格者が限られているということで、12学

級以上、必ず置かなければならないところには

配置ができているわけでありますが、それ以外

の学校の充実というものは今後の課題であろう

かと思っております。また、今、単位の御紹介

がありましたが、それを取得するには数年かか

るということで、かなり時間も費用もかかる。

これも計画的な取り組みが必要であろうかと思

います。

また一方で、教育委員会におきましても、学

校での読書指導の充実のためには、専門的な知

識を有し、リーダーシップをとる人材が必要で

あるという課題意識を持って、司書教諭はもと

より、学校の図書担当職員に対して、子供たち

への読書指導や学校図書館整備のあり方につい

ての研修を行っているということであります。

さまざまなそういう知恵を出しながら、担当職

員の専門性の向上に取り組んでまいりたいと考

えております。

司書教諭を全校に配置した、○中野一則議員

そのことが読書県日本一を証明することになる

だろうと思いますので、計画的にということも

言われましたから、計画的に10年そこそこでぜ

ひ達成していただきたい。要望しておきたいと

思います。

次に、「健康長寿日本一」「健康寿命日本

一」ということでありますが、既に宮崎県はこ

れも届きそうな順位なんですね。男性が71.06歳

で全国11位、女性が74.62歳で全国８位なんで

す。知事が政策提案されたときはその順位、そ

して最近では、それがうんと上位になりまし

て、男性が８位、女性が４位ということであり

ます。ちなみに、最近では日本一が山梨県で男

性72.5歳、同じく女性も山梨県で75.78歳です。

宮崎県との差が男性0.77歳、女性が0.41歳なん

です。山梨県は今、日本一ですが、前回の調査

のときには男性が５位、女性が12位だったそう

です。５位、12位が日本一になれたということ

は、８位、４位の宮崎県ですから、わずかの間

に日本一になれる、こう思います。0.77と

か0.41とかいうのは小数点以下の年齢だけれど

も、そこが大きな差がある、こう思いますけれ

ども、知事の目標では、平成30年には男性を８

位、女性を６位にしたい、こういうことなんで

す。それは既に達成しているんです。そして、

平成42年に１位になりたいということですか

ら、名実ともに任期中の平成30年には日本一を

達成してほしい、こう思うんです。力を入れて

やってください。意気込みをお聞かせくださ

い。

心身ともに健康という○知事（河野俊嗣君）

のは、豊かな暮らしを支える非常に重要な要素

で、また県民の満足度、社会における効用、大

変高いものがあります。比較的健康寿命が上位

にあるということをもって、さらに努力してい

き、日本一を目指したいというのがこの目標で

あります。男性11位、女性８位から、男性が８

位、女性が４位に今回上がったということは、

大変うれしく思っているところでありますが、

健康寿命の算定に当たりましては、主観的な要

素が入りまして、かなりばらつきのある数字に

なっております。例えば前回、男性１位であっ

た愛知県が今回12位になっているということ

で、大きな変動があるわけであります。したが

いまして、今回、順位が上がったということは

うれしいことではありますが、これに気を緩め

ることなく、今年度から健康長寿社会づくりプ

ロジェクトをスタートさせたところでありま

す。健康づくり、高齢者の生きがいづくり、県

民一人一人の参加、これを大きな３つの柱とし
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て取り組んでおりますし、国体というような大

きなスポーツ事業を視野に入れながら、さらに

県民のスポーツなり健康づくりを促進してい

く、そのようなことと相まってこのプロジェク

トを進めてまいり、「健康長寿日本一」の実現

を目指して全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、県職員の不祥事案の対○中野一則議員

策についてお尋ねしたいと思います。知事は今

回、議会の冒頭で陳謝をされました。その理由

は、職員の不祥事が多発したことから謝罪をさ

れたわけですけれども、本当にことしになっ

て、あるいは本年度になって多発したんだろう

かということで、ちょっと調べさせていただき

ました。確かに本年度は、これは県警職員は除

いた数字でありますが、除いたところで本年度

は６名なんです。ところが、６名というのが、

急に６名なのかと思って調べたら、既に平成23

年からこの５年間、ずっと５名、６名が続いて

いるんですね。合わせて５年間で26人なんで

す。逮捕者だけで26人なんです。今回多発した

わけじゃなくて、もう前から多発しているわけ

です。その取り組みをもっと早くからしてもら

えば、対策もうまくいったんだろう、こう思う

んですけれども、今からでも遅くないわけです

から、その防止策について取り組んでいただき

たい、こう思っております。抜本的な対策が必

要だと思いますので、その抜本的な対策と、や

はり日ごろの職員との交流ということも、幹部

職員、知事を含めて、大切なことだと思います

が、その辺の考え方をお聞かせ願いたいと思い

ます。

職員の不祥事が相次い○知事（河野俊嗣君）

で発生したことにつきましては、まことに遺憾

でありまして、県政に対する信頼を大きく損な

う、極めて憂慮すべき事態であると認識してお

ります。服務規律の保持につきましては、これ

までも厳しく指導してまいりましたが、それに

もかかわらず、御指摘のような不祥事が絶えな

い状況につきましては、大変申しわけなく思っ

ているところであります。

不祥事につきましては、例えば交通違反など

は、職員の規範意識の不足、気の緩みなどが原

因と考えられますことから、改めて職員一人一

人の服務規律の徹底を図ることにより、再発防

止に取り組んでまいりたいと考えております。

また、非行行為など事案によっては、その原因

を特定するのはなかなか困難な面もあります

が、家族や健康状態を初め、公務内外のさまざ

まな悩みなどが背景となっているケースもある

のではないかと考えております。このような不

祥事を未然に防止するためには、議員からも

今、御指摘がありましたが、職員が問題を一人

で抱え込まないよう、不安や悩みなど、職員の

状況を面談等により早期に把握する、また、上

司や同僚などに相談しやすい風通しのよい職場

環境づくりに取り組むことが重要であろうかと

考えておりますので、県庁内でのコミュニケー

ションをよく図り、服務規律の保持というもの

を改めて一人一人が重く受けとめて、徹底を

図ってまいり、このような事態の根絶に努めて

まいりたいと考えております。

服務規律を守ったりすること○中野一則議員

は当然なんですけれども、個人的な悩みが背景

にあるとかも言われました。そういう悩みを解

消したり、言われた、コミュニケーションを持

つ場をやっぱりつくっていかないといけないと

思うんです。知事は、職員とのコミュニケー

ションの場というものをどんなふうにされてお

るわけですか。
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知事である私と、私を○知事（河野俊嗣君）

支える幹部職員、その部下である職員との間、

さまざまな形でコミュニケーションを図ってお

るところでございます。もちろん、会議打ち合

わせの場というところは、一つの重要な接点で

あろうかと思いますし、例えば、さまざまな地

域に出かけましたときは、それぞれの出先機関

の職員とのランチミーティング、食事をとりな

がらの意見交換というのもあります。また、庁

内ＬＡＮというシステムを活用しまして、庁内

メール、また全庁掲示板を利用して、私の思い

を伝えるというような取り組みを進めておると

ころであります。今後とも、さまざまな形でコ

ミュニケーションを図り、風通しのよい職場、

そして、それぞれの思いを伝え合い、支え合う

ことのできる職場づくりに努めてまいりたいと

考えております。

出先に行かれたときはそこで○中野一則議員

の云々のことも言われましたが、知事との接

点、接触というのは余りないんじゃないかな

と。決裁をもらいに来たとか、あるいは議会の

事前打ち合わせをするのに職員が行ったとき

に、知事室で何か会話するぐらいじゃないかな

と。職務上だから、なかなかそこに胸襟を開い

て職員もということではなかろうと思うんで

す。

知事は大変すばらしいことをやっているんで

す。知事の動きを私は注意してよく見ているん

ですが、「役場でくるまthe談義」というのがあ

りますね。市町村役場ではそういうことをされ

ているわけですから、そのことは、やはりこの

庁内でも県庁職員ともやる必要があるんじゃな

いかと思うんです。ぜひ、市町村役場ばかりで

なくて県庁職員も含めて、何かいいネーミング

をつくってやってほしいと思うんですが、いか

がでしょうか。

御指摘ありがとうござ○知事（河野俊嗣君）

います。「役場でくるまthe談義」は、役場の職

員と膝詰めで議論をし、ことしは２年度目に

入っておるわけでありますが、ことしは特に役

場の若手の職員などと、夜の懇親会も含めての

機会でやっております。現場の生の声を私が聞

き取るとともに、県としての考え方、知事とし

ての思いを伝える双方向のコミュニケーション

のよい場になっているのではないかと思いま

す。ただ、「くるまthe談義」をやるたびに、県

庁職員と同じような形でコミュニケーションを

図れているだろうかと、確かに御指摘のとおり

考えておるところであります。ランチミーティ

ングのような場もあり、また先日、職員の結婚

式に出る、そのような場での仕事外での出会い

の場というのもあるわけでありますが、さまざ

まな工夫を凝らして、そういう機会を設けてい

きたいと考えております。

県庁職員は、役場職員の前に○中野一則議員

俺たちとやってほしい、そういう思いでおられ

るかもしれませんから、ぜひ何かいいネーミン

グをつくって取り組んでほしい、こう要望して

おきたいと思います。

次に、硫黄山の安全対策についてですが、硫

黄山の火山活動と関係機関との連携がうまく

いっているのかどうかということを含めて、ま

た県の役割について統括監にお尋ねします。

まず、県の○危機管理統括監（金丸政保君）

役割でございますが、環境森林部が登山道の管

理を行っております。また、県土整備部が県道

の管理を行い、危機管理局が火山防災全般に関

する総合調整を行っております。また、気象台

は、火山活動の観測・監視や、噴火警報等の発

表などを行い、えびの市は、住民や登山者に最
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も身近な立場から、立入規制の実施、あるいは

避難計画の策定、噴火警報が発せられた場合の

住民等への伝達などの役割を担っております。

火山対応につきましては、必要に応じまし

て、本県、鹿児島県、関係の市町、気象台、国

土交通省、警察、消防、自衛隊などの関係機関

で構成いたします霧島火山防災連絡会を開催す

るとともに、日ごろから関係機関で情報共有、

意見交換を図りまして、顔の見える関係の構築

に努めているところでございます。

気象台が28日に発表しました○中野一則議員

噴火警報、火口周辺危険ということですが、普

通のレベル２に値するわけですけれども、この

発表した基準をお尋ねしたいと思います。

気象台にお○危機管理統括監（金丸政保君）

きましては、２月28日の11時に、硫黄山に火口

周辺警報を発表しております。この理由といた

しましては、当日、２月28日の10時までに火山

性地震が32回発生しておりまして、この回数が

過去の硫黄山の火山性地震の中では最も多い回

数であったということがあります。また、硫黄

山につきましては、昨年来、火山性微動が起

こっており、また12月には噴気も確認されてお

ります。また、火山性のガスが発生しておりま

して、そういったことを総合的に考慮しまし

て、気象台のほうでこういう発表がなされたも

のと考えております。

言うならば、地震が多発した○中野一則議員

ということで、そういう警報を発令したと思っ

ております。では、硫黄山の噴火の可能性、本

当にあるのかないかということを、気象台でも

ないわけですけれども、いろいろ勉強もされて

いるだろうと思いますから、予報官のつもりで

お答えください。

私ども県の○危機管理統括監（金丸政保君）

立場といたしまして、噴火の可能性というのを

申し上げる立場にはございませんで、我々とし

ましては、噴火は起こり得るものだということ

を念頭に、その対策を講じているところでござ

います。

火口周辺危険、レベル２とい○中野一則議員

うのは、噴火が発生する可能性が高いから警報

を発令しているわけですね。本当に噴火するん

だろう、そういうことで立入禁止もしているわ

けですから、噴火するであろうということを前

提にこれからも取り組んでほしい、こう思って

おります。

今回の立入規制、１キロ以内のあれですが、

前回の平成26年10月と今回、立入規制の考え方

というか、状況が少し違ったようにも思います

が、違いがあるんですか。同じだったんでしょ

うか。

えびの市が○危機管理統括監（金丸政保君）

立入規制を行っております。これは、硫黄山か

ら半径１キロの円内ということでございまし

て、実は前回行いましたえびの市、当初行いま

したのが平成26年10月24日でございますが、こ

のときの半径１キロの円を途中で、その２カ月

後、12月に一部修正をしております。今回行い

ました立入規制の範囲は、その修正後のものと

同一でございます。

半径１キロというのは、その○中野一則議員

とおりでありますが、私が聞きたかったのは、

前回と今回、今回は特に、さっきもありました

とおり地震が多発、32回、最終的に１日53回で

したか、あったということで、これは本当に噴

火ということになるのかなという思いもしたん

です。前回は火山性微動が多かったとか何とか

というような記憶があるんです。そこに差が

あったから、今回は地震多発だったから噴火に
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結びつくのかなという思いがしました。そうい

うことでお尋ねしたところであります。

仮定の話で申しわけありませんが、本当に噴

火したらと思ったときに、今回のこの緊急な体

制がもっと短時間にいろいろできなかったもの

かなという気がしておりますので、お尋ねした

いと思います。

なお、知事はけさの新聞で、硫黄山の対応を

高く評価されたということで記事がありました

けれども、うまくいったとは思うんです。11時

にいろんなのが発令されて、立入規制もできま

した。しかし、11時からそれを本当に取り組む

までの間、実際は12時ごろでしたから、１号線

を交通どめしたのも、私もすぐ行ったんですけ

れども、12時が既に過ぎておりました。そし

て、その時点では硫黄山あたりにはたくさんま

だ車もありました。えびの市も、聞いたら、11

時30分に防災無線で放送したと。ところが、そ

れでは全域には届かないということでありまし

たから、もっと何か、本当に噴火すれば一刻を

争う場合もありますから、恐らくこういう規制

をするようになったのは、あの御嶽山の噴火が

もとで、あれを参考に、そしてまた二度とああ

いうことにならないようにということで、硫黄

山に対しても、いろんな規制がされてきている

と思うんです。本当に噴火したときには、この

前のようなことではという気がいたしました。

32回ということを言われましたが、32回地震

が28日あったのは、10時までのデータで32回

あったんですね。それをもとにして、やはりこ

れは大変だということで火口周辺警報を発令さ

れた。恐らく10時台にそのことを決断されて、

そして11時に発令しようということになったと

思うんです。10時には32回がわかったわけです

ので、それから11時まで、なるだけ早いうちに

事前の対策というものはとれぬものかなという

ことを思ったところであります。えびの市の防

災無線も、11時になったのを見て、11時30分に

したそうです。ところで、県がやっている「あ

おぞら」も来て空中を舞っていましたが、何時

にえびの高原に到着したんでしょうか。

「あおぞ○危機管理統括監（金丸政保君）

ら」につきましては、当日11時18分に宮崎空港

を離陸しまして、現地に到着した時間について

は、今、手元にありませんが、20分か25分後に

現地に到着していると思います。

私が行ったときには、来て、○中野一則議員

いろいろされていました。何でこういうことを

言ったかというと、えびのの防災無線も韓国岳

の８合目までは届くけれども、それ以上は届か

ないそうです。昼前にはかなり登山者が、普通

だったら韓国岳に行きますから、そこに下山を

指示するのは「あおぞら」が一番いいと思うん

です。早く来て、空から「早く下山しなさい」

と呼びかけることがですね。今回は地元の消防

署も、えびの市からのお願いで行って、消防署

員が登山口からずっと歩いて頂上まで行って、

「下山しなさい」と言ったそうです。本当にあ

りがたかったなと思うんです。ヘリコプターは

すぐ行くけれども、できたら、何か事前にいろ

いろあるときには、発令せんと動かないんで

しょうから、近くに、えびの高原でもどこかに

待機して、発令したと同時に行くようなとか、

あるいは、どうももっと危険性も高いからとか

いうことで、発令の前に何かそういうことはで

きないものか等含めて、そういう対応はできな

いか、統括監にお尋ねしたいと思います。

実は、今回○危機管理統括監（金丸政保君）

も気象台から最初に地震が多く発生していると

いうことの情報が入りましたのは、当日の８時
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台でございます。私もそのときに連絡を受けま

して、場合によっては火口周辺警報が出るかも

しれない、場合によってはお昼ごろ出るかもし

れない、そういうような予想のもとに関係機関

には全部連絡をいたしまして、事前の準備をす

るようにお願いしたところでございます。

気象台から11時に火口周辺警報が出るという

ことを知りましたのは、連絡がありましたの

は10時50分でございました。10分前でございま

した。そういったような内容もありますので、

また今後、少しでも早く対策がとれるように、

今、議員がおっしゃったことも含めまして、気

象台あるいは関係機関とそういう連絡会の場を

通じまして意見交換をしたいと考えておりま

す。

前向きに検討していただきた○中野一則議員

いし、32回の地震は10時にわかったわけですか

ら、もっと決断を早くできないかということも

気象台にもお願いしていただきたい、こう思っ

ております。また、「あおぞら」の対応とか、

関係機関とか、そこにも呼びかけてください。

たまたま当日は日曜日でしたから、土木事務

所の動きとか、交通どめをするのにいろいろ

あったんだろうと思うんです。本当に噴火した

場合には、ああいうことではいけないなという

気がいたしました。知事は対応を評価されてい

ましたけれども、評価は評価でいいんです。私

は、短い間にやってくれたと本当に感謝してお

ります。しかし、本当になった場合に一人も犠

牲者を出さないという対応には、もっともっと

努力も必要じゃなかろうかな、こう思ったとこ

ろであります。

硫黄山に対しての発令ですが、実際は噴火の

レベル、噴火警戒レベル運用がされていない火

山ということですね。運用されている火山に一

日も早くして、レベル１ではどうだ、２になれ

ばこうだというのがみんなにわかるように、そ

の情報を市民も県民も、えびの高原にいる人み

んなが共有できるような、そうしないとレベル

運用されていない火山ということだから、何か

文言もわかったようなわからんような言い方な

んです。その分、統括監なんかも大変御苦労さ

れていると思うんです。新しい法律も改正され

ました。来年度からは協議会をつくってという

ことで、協議会が立ち上がればそれをしたいと

いうことだろうと思いますが、一日も早く取り

組んでほしい、これは要望しておきます。

それと今度は解除です。前回のときも私は、

解除はどうも気に入らなかった。なかなか解除

してくれなかった。御嶽山の二の舞はしてはな

らぬという気象台のこともあったんだと、もち

ろんあそこの判断でしょうから、あったんだと

思うんですが、もう今はまたしなくなったわけ

ですから、何かその辺の基準もぴしゃっとし

て、解除のあり方もスムーズにいくように、そ

れも検討していただきたい。そうしないと、え

びの高原は大きな観光地であると同時に、いろ

んな人が全国から来ているわけですから、あそ

こで働く人もたくさんいる。事業所もある。そ

ういうことですので、ぜひそれも取り組んでい

ただくようにお願いしておきたいと思います。

取り組む姿勢だけを統括監。

先ほど申し○危機管理統括監（金丸政保君）

上げましたように、これは火山対策だけではな

く防災対策全般に言えることですけれども、100

点満点というときが到来するのはなかなか難し

いと思いますが、一つ一つ経験を踏まえなが

ら、意見交換をしながら、一歩一歩前進してま

いりたいと考えております。

次に、ＴＰＰの農業への影響○中野一則議員
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とその対策についてお尋ねしたいと思います。

これは代表質問、一般質問、何人かが質問し

て、それぞれ回答されました。県の考え方は、

国の試算に基づくものに妥当性がある、こうい

うことでの答弁をずっとされております。であ

るならば、知事にお尋ねしたいと思いますが、

国会決議はきちっと守られた、遵守されたとい

う御認識ですね。

ＴＰＰ協定は、相手の○知事（河野俊嗣君）

ある話で大変難しい交渉であります。国として

国益をかけたぎりぎりの交渉が行われたもので

あり、その結果について私としても重く受けと

めているというところであります。

重く受けとめると、ずっと同○中野一則議員

じ答弁をされているんです。遵守されたという

認識です、そういう明快な言葉が欲しいんで

す。まあ、それはそれでいいでしょう。

では、県独自の試算をなぜ行わないんだろう

かと、これもいろいろ質問がありましたよ。Ｊ

Ａ中央会側の試算との差もありました。実に604

億3,000万円の大きな開きがあるんですよ。それ

から、熊本県、これも質問がありました。私も

注意深く、選挙前だからパフォーマンスかなと

いう思いもしたんですけれども、彼らは生産量

への影響があるんだと、そういう認識で独自試

算をされましたよね。それから、鹿児島県はま

だ試算をしていないんです。担当大臣が鹿児島

県出身だからかなと思っておったんですが、そ

うじゃないですよ。ＴＰＰの影響がどうなのか

ということは全く不透明だということと、国内

対策も不十分だ、そういう認識に立って、まだ

試算をしていないというのが鹿児島県の対応と

か態度なんです。それから、長崎県も報告して

おりませんが、大方は国の試算ですけれども、

ミカンに関しては独自の試算をされている。私

は、九州・沖縄全ての県に聞きました。本州、

四国、北海道にもあちこち農業県に聞いたんで

す。いろいろ県がありましたが、九州だけ見れ

ばそういう対応なんです。

そう見ても、私は、独自試算をすべきだと思

うんです。そうしないと、本当に宮崎県の損害

というか、影響がどのくらいあるのか、あれば

あった分だけをやはり国に要求せないかんで

しょう。この前の誰かの答弁でもありました

が、関連政策大綱に基づいていろいろと対応し

ている、予算も補正、本予算含めてやってい

る、それを長くしていくという話だけれども、

宮崎県の本当の影響額をきちんと把握しない

と、隣の南九州の農業県である鹿児島、熊本は

やっていないわけですから、独自か、そういう

不満がある県なんですから、宮崎県も同じだろ

うと思うんです。特に畜産というのは影響が大

きいですから、私は、独自の試算をすべきだと

思うんです。知事にその決意があるかないかを

お尋ねしたいと思います。

今回の国の試算は、国○知事（河野俊嗣君）

のＴＰＰ関連政策大綱に基づいて、しっかり国

内対策を実施し、国内生産量を維持するという

前提のもとの試算ということでありまして、本

県としても、そのような国の姿勢というものを

踏まえて、本県なりの、本県としての試算を

行ったところであります。

今御指摘のあったような、独自の試算という

ようないろんなこともあろうかと思います。こ

れは、前提を変えればいろんな数字が出てくる

わけでありますが、かえってそのことにより、

現場にさらなる不安ということもあるのではな

いか、そういうことも心配されるところであり

まして、今回、我々は、これまで答弁しました

ように、国のそういう対策をしっかり行うとい
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う方針のもとの試算に準拠して行ったわけであ

りまして、大事なことは、国の対策をしっかり

と行っていただくこと、そして財源を確保し、

県としても、あわせて農業を守るためのしっか

りとした対策を打っていくことではないかと考

えております。

鹿児島県は国の対策が不十分○中野一則議員

だと、大臣を出している鹿児島県でさえもそう

―思っているんだから。そしてまたあなたは

あなたというと失礼ですね 知事は、国会決―

議を遵守しているとは言わずに、重く受けとめ

るという裏には、独自試算を出したいなという

気持ちがあられて、そういう答弁をされている

のかなとも思っているんです。だから、ぜひ独

自試算をやってください。お願いします。

時間がありませんが、肉用牛あるいは養豚に

与える影響も大きいと思うんです。そういう経

営継続が本当に可能かどうかを、担当部長にお

尋ねします。

県では、畜産○農政水産部長（郡司行敏君）

分野におきましても、宮崎県ＴＰＰ対応基本方

針に基づき、生産体制の強化や経営安定対策に

取り組むことといたしております。

まず、生産体制の強化といたしましては、畜

産クラスター事業及び、県で新たに実施いたし

ます宮崎の畜産体制強化事業などを活用して、

畜舎等の施設整備や家畜導入への支援に力を入

れ、生産性の向上や担い手の育成にしっかり取

り組み、畜産経営の収益性向上に努めてまいり

たい、これによりＴＰＰに負けない生産体制を

ぜひつくっていきたいと考えております。ま

た、経営安定対策といたしましては、国が現在

検討しております牛・豚マル緊事業の拡充であ

るとか、肉用子牛保証基準価格の見直しにしっ

かり対応できるようにしてまいりたいと考えて

おります。これらの対策を関係機関・団体と一

体となって推進いたしますことで農家が安心し

て経営を継続できるように、ＴＰＰに負けない

体制ができますように環境づくりを整えてまい

りたいと考えております。

宮崎県も特に山間地がＴＰＰ○中野一則議員

の影響が大きいと思うんです。えびのにも山間

地で農業をしている地域があります。例えば上

江小学校の旧霧島分校校区内、全部が山の中で

す。そこは道路が狭くて、今、畜産をやってお

りますが、途中でトラックの積みかえをせない

かん。水源を求めるのも16キロも先からせない

かん。それが古くなっている。何とかしてくれ

と、そういう要望があるんです。ましてや鳥獣

被害もそういうところはあります。そういうと

ころがＴＰＰで大変になれば、どうにもこうに

もならぬということなんです。そういうところ

に対策することはできるんですか。

中山間地域に○農政水産部長（郡司行敏君）

おきましては、平場に比べまして、競争力強化

のさまざまな対策を打つ上で条件がよくないと

いうことは十分承知しているところです。中山

間地域もＴＰＰの影響を大きく受けるというこ

とでありますので、これらについても、平場と

同じようにＴＰＰに負けない営農ができますよ

うに支援をしっかりやっていきたい、そのよう

に考えております。

関税撤廃ということで、輸出○中野一則議員

拡大をしたいという攻めの農業と言われており

ます。そういう11カ国には関税がかからないわ

けですから、そういうところへ職員を派遣して

多くの調査研究していただくように、そういう

ことにも取り組んでいただくように要望して、

質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○中野 明副議長

平成28年３月１日(火)
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平成28年３月１日(火)

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問及

び議案・請願の委員会付託であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時１分散会


