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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

監 査 事 務 局 長 小八重 英

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、一般質問及び議案・請願の委

員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、河

野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。

「誰も置き去りにしない」、昨年９月、国連

サミットで採択された「持続可能な開発のため

の2030アジェンダ」に盛り込まれた17の目標

が、ことしの１月に正式に発効されました。各

国は今後15年間、あらゆる形態の貧困に終止符

を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処するた

めの取り組みを進めることになります。その基

調となったのが最初の言葉であります。地方議

員の一人であっても、「誰も置き去りにしな

い」、常に心にとめながら活動してまいりま

す。

まずは、気候変動に一番敏感な森林資源を支

える林業についてであります。

平成26年９月の代表質問で、我が会派の重松

議員が林業振興の質問をしたとき、初めて知事

は、「東京オリンピック・パラリンピックで活

用される施設に、本県の有する杉の利活用技術

の提案をする」と言及されました。「これが実

現すれば、日本のおもてなしにも貢献しつつ、

ひいては県産材の需要拡大にもつながる、さら

には、森林資源の循環利用というものを国外に

もアピールできることになるのではないかと期

待して取り組んでいる」と答弁されました。昨

年11月の議会でも確認されたことでございま

す。国は、昨年５月に、2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会に向けた木材利用の実

現可能性調査の結果を公表しています。それに

よりますと、2010年バンクーバー冬季大会で、

スケート会場の大規模アリーナの屋根アーチ構

造、天井板に5,000立方メートルもの地元産材を

使用しています。ＦＳＣ認証材等を積極的に活

用し、木材による環境効果をアピールしていま

した。また、2012年ロンドン夏季大会で、自転

車競技施設の競技トラックにシベリアマツ、外

壁にベイスギを、同じく5,000立方メートル使用

しています。ＦＳＣ及びＰＥＦＣ認証材を使用

し、持続可能性に配慮したこと等、事例を挙げ

ていました。また、全国の自治体のうち49自治

体が、東京大会における木材利用等に関する取

り組みを検討していること、うち18自治体が、

大会に向け、ＦＳＣ、ＳＧＥＣ等の認証材取得

を推進または検討とありました。他自治体も大

きく動いていることがわかります。そこ

で、2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会において、県産材の利用・活用に向け

た具体的な取り組みについて、知事にお伺いい

たします。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

2020年東京オリンピック・パラリンピック大

会関連施設に、杉などの国産材が利用されるこ

とは、我が国の木の文化を世界に発信するとと

もに、木材の新たな需要を喚起する、またとな

い機会であると考えております。また、特に本

県にとりましては、杉の生産量が24年連続日本

一、そして、高い利活用技術を積み重ねた蓄積

があるわけでありまして、本県ならでの貢献を

し、また、世界に向けて発信をしていく絶好の

チャンスであろうと考えております。このため

平成28年３月２日(水)
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県では、昨年末に公表されました新国立競技場

の整備計画を受け、提案者である建築家の隈研

吾氏や設計会社、建設会社、ＪＳＣ（日本スポ

ーツ振興センター）などに出向き、本県が有す

る豊富な木材やその利用技術の活用について、

働きかけを行ったところであります。また、関

連施設等の多くを整備する東京都に対しても、

杉利活用事例や技術等について提案を行ったと

ころであります。今後とも、県内の業界団体等

と連携を図りながら、大会関連施設における県

産材の利活用に向け、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

戦略的なことがありますの○河野哲也議員

で、これ以上はたださないことにしますが、昨

年10月、国のワーキングチームの会合の中で、

遠藤東京オリンピック・パラリンピック大臣

は、「新国立競技場については、整備計画を策

定した。特に配慮すべき事項として、木材の活

用を図ると明記している。施設整備主体の東京

都、組織委員会において、責任持って木材利用

を検討し、コスト面も含めて、適材適所の考え

方のもと、木材を最大限利用する方向で進めて

まいりたい」と述べています。絶好のチャンス

であります。知事におかれましては、環境に最

大限に配慮した、宮崎ならではの木造建築だと

言える提案をしていただき、「みやざきスギ」

活用に尽力していただきたいと思います。

ＦＳＣ認証材の先進である諸塚と山元の椎葉

に入り、オリンピック・パラリンピックの木材

利用の可能性を含め、林業振興について両村長

にお話を聞きました。共通していたのは、材の

安定した買い取り価格、できれば１万5,000円以

上。それと、山の保全を最大限に考えたとき、

担い手不足解消に支援をいただきたいとのこと

でありました。そこで、林業担い手の確保・育

成が重要だと考えます。県の取り組みについて

環境森林部長にお伺いいたします。

本県では、新○環境森林部長（大坪篤史君）

規就業者の定着を目的とした国の「緑の雇用事

業」に、平成15年度から取り組んでおりまし

て、現在、557名が森林組合等の林業事業体で就

業しております。また、新規就業希望者に対し

まして、林業に必要な知識や技術を習得できる

「みやざき林業青年アカデミー」を昨年度開設

しまして、研修を終了した５名全員が就業し、

本年度の８名も就業に向けて最終の準備を進め

ているところでございます。このほか、林業担

い手の確保・育成に資するため設置した基金を

活用しまして、就労条件の改善や林業技術者の

養成等に取り組んでいるところであります。今

後とも、こういった施策、関係機関との連携等

を通じまして、若者にも魅力ある職場づくりを

促進し、林業担い手の確保・育成に精いっぱい

努めてまいりたいと考えております。

みやざき林業青年アカデミー○河野哲也議員

は、一昨年、公明党県議団としても調査させて

いただきました。少数でも確実に人材が育って

いること、今後とも注目してまいります。

１月19日、建設中のウッドエナジー協同組合

新社屋の見学会に参加いたしました。木造軸組

みに耐震壁として御案内のＣＬＴ、いわゆる直

交集成材、床スラブとして集成材の、それぞれ

の素材を最大限に生かしたものでありました。

木造では追随を許さない倍率20倍の高耐力の壁

をＣＬＴで実現したようであります。見学会の

中で会長がおっしゃいましたけど、「どこでも

ここでもＣＬＴではない。使用意義を考え、適

材適所に用いることによって、より可能性は広

がる」との言葉に、ＣＬＴを活用した開発・実
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用化への県の取り組みは重要であると考えまし

た。そこで、ＣＬＴを使用する意義について伺

いたい。また、ＣＬＴならではの使い方の検討

を含め、どのように普及して取り組んでいくの

か伺います。

ＣＬＴにつき○環境森林部長（大坪篤史君）

ましては、これまで木材が使われてこなかった

中高層の建築物に使用できるなど、木材の新た

な需要を喚起するものとして、大変期待をして

いるところでございます。また、ＣＬＴの利用

範囲をより広げる観点から、中高層建築物のみ

ならず、軽くて強いという特徴を生かしまし

て、木造軸組みや鉄骨づくりの建築物の耐震壁

として使うなど、ＣＬＴならではの使い方につ

きましても、検討や実証などを行っているとこ

ろでございます。国のほうでは、本年４月に

も、建築基準法に基づく告示を施行する見込み

でありまして、ＣＬＴによる中高層建築物の建

築等が加速することが期待されます。ただ、一

方で、今後ＣＬＴの普及を図るためには、いか

にコストを下げるかという課題もございますの

で、需要拡大につながるこのようなＣＬＴなら

ではの使い方につきましても、積極的に検討・

実証し、その成果の周知・定着などに取り組ん

でまいりたいと考えております。

ぜひ、県の発信を強化してい○河野哲也議員

ただきたいと思います。

2014年のソチ冬季大会のアメリカのプレスセ

ンターは、ＣＬＴを用いた壁工法を採用しまし

た。仮設を念頭に設計されており、30回の分解

と組み立てに対応できるとし、木材の再利用技

術を大きくＰＲしたとのことです。先ほどの部

長の答弁からも、ＣＬＴの可能性を宮崎が提案

できるのではないでしょうか。そこで、知事に

御決意をということで、東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会における県産材の活用に

向けて、改めて知事の決意をお伺いいたしま

す。

先ほども少し触れまし○知事（河野俊嗣君）

たが、本県は、先人が営々と植え育てた豊富な

森林資源と全国トップクラスの生産基盤を背景

としまして、杉の生産量が24年連続で日本一な

ど、木材供給の面でも日本トップクラスであ

る。さらには、木材利用技術センターで培った

すぐれた利活用技術があるわけであります。東

京オリンピック・パラリンピック競技大会の成

功に、本県ならではの大きな貢献ができるので

はないかと考えておるところでありますし、日

本を代表する森林・林業県としての底力という

のを国内外に発信することができる。そのこと

を通じて、本県の林業・木材産業の発展、そし

て、山村地域の活力につながるものではないか

と考えております。このため、大会関連施設

に、県産材及び当県の有する技術が活用される

よう、私を先頭に、全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

知事の先頭に立った陣頭指○河野哲也議員

揮、よろしくお願いしたいと思います。

あわせて、今回、県は、これらを支える環境

計画、森林・林業長期計画の２つの計画改定案

も提案しています。ぜひ実効性のあるものにし

ていただきたいと思います。

福祉保健部長に何点かお伺いいたします。農

福連携でございます。

農業分野で働く障がい者を支援するため、厚

生労働省は、平成28年度予算案で、農業と福祉

の連携を促す「農福連携による障害者の就農促

進事業」に１億1,000万円を計上いたしました。

同省が農福連携に特化した事業を行うのは初め

てであります。同事業は、障がい者施設に、農
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業技術や６次産業化に向けた指導・助言のでき

る専門家を派遣するほか、農産物や加工品のマ

ルシェを開催する施設に対して支援を行うとし

ています。農林水産省が行った平成25年度実態

調査によれば、農業活動に取り組んでいる障害

福祉サービス事業所は33.5％に達し、「今後、

農業活動をやりたい」と回答する事業所も12.7

％に上がっています。今後、農業と福祉のつな

がりは強くなっていくと予想されます。本県で

も、平成19年のデータで、28.9％の障害福祉サ

ービス事業所が農業活動に取り組んでいます。

そこで、障害福祉サービス事業所において、農

業分野での生産活動を取り入れている事業所は

直近でどうなっているでしょうか。本県の状況

をお伺いいたします。

県内の障害福○福祉保健部長（桑山秀彦君）

祉サービス事業所のうち、生産活動により障が

い者に工賃を支払います就労継続支援Ｂ型事業

所は、本年２月末現在で111事業所ございます

が、このうち65の事業所において、農産物の栽

培や加工・販売といった農業分野を含めた生産

活動が行われているところでございます。

大きく拡大していると思いま○河野哲也議員

す。障がい者にとって、就労先の拡大につなが

る、工賃のアップにつながる。農業者側にとっ

ても、高齢化で不足する労働力を補うことがで

きる。農福連携の取り組みを、県としても積極

的に推進すべきだと考えます。例えば、愛媛県

砥部町の障害福祉サービス事業所「メイド・イ

ン・青空」では、地域でふえ続ける耕作放棄地

を借りて、自然栽培で米や野菜などをつくって

います。工賃は、雇用契約に基づく就労が困難

な障がい者のための同様の事業所と比べ、４倍

以上の月約６万円に上り、25人の障がい者が喜

々として働いているという報告があります。大

事なことは、農業サイドと福祉サイドをマッチ

ングさせる仕組みづくり、農業の現場で技術指

導や支援を行う人材育成であります。このた

め、コーディネーターを配置して、農業と福祉

施設の橋渡しを積極的に進めているところもあ

ります。本県は農業に特化したものは報告され

ていませんが、障害福祉サービス事業所で働く

障がい者の工賃向上の支援に関して、成果を上

げている事例についてお伺いいたします。

県では、障が○福祉保健部長（桑山秀彦君）

い者の社会的自立を支援する取り組みの一環と

しまして、就労継続支援Ｂ型事業所に対して、

経営コンサルタント等による売り上げ向上やコ

スト削減、製品開発等の指導・助言を行うこと

によりまして、工賃の向上の取り組みを支援し

ているところでございます。こうした取り組み

によりまして、例えば弁当宅配事業を行ってい

る事業所に対して、スタッフの意識改革や新メ

ニューの開発といった指導・助言を行いまし

て、工賃が前年度比で18％の伸びを実現した事

例など、平成25年度で申し上げますと、支援を

行った８事業所のうち、７事業所において工賃

額が向上したところであります。

専門的なアドバイスを行って○河野哲也議員

いるところは、確実に効果が上がっているとい

うふうに考えられます。鳥取県は、平成22年度

から農福連携を推進する事業に力を入れ、県の

東部、中部、西部に各１人ずつコーディネータ

ーを配置して、農家側から必要としている仕事

内容を聞き出し、福祉施設につないでいます。

平成25年度は84件の連携が行われたと報告され

ています。そこで、農業と福祉の連携による障

がい者支援の効果についてお伺いしたいと思い

ます。

農業と福祉の○福祉保健部長（桑山秀彦君）
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連携により、障害福祉サービス事業所にとりま

しては、農業分野の専門的な技術指導が受けら

れることで、事業規模の拡大や栽培技術の向上

による収益の増加が図られ、工賃の向上が期待

できるものと考えております。また、少子高齢

化や就業構造の変化などに伴います農業の担い

手不足が課題となる中で、農業に関する知識や

技術の習得により、障がい者の雇用促進が図ら

れますとともに、農業分野における担い手確保

にもつながっていくものと考えております。こ

うした観点から、これまでも、農業関係者を対

象にした障がい者雇用セミナーなどを開催して

きたところでありまして、今後とも引き続き、

農業と福祉の連携の促進に努めてまいりたいと

考えております。

農福連携にはいろんな形があ○河野哲也議員

ると思います。延岡でも、菌床ブロックを用い

てシイタケ栽培を行って、生シイタケとか乾燥

シイタケ、シイタケの粉、すし用の乾燥具を製

品にして販売しているＮＰＯ作業所がございま

す。その理事長とちょっとお話をしました。売

り上げは今伸びてきているんですけれども、実

は工賃アップまではなかなか。なぜかという

と、設備投資のための減価償却があるので、ま

だ工賃アップまでは行っていないということで

ありましたが、そういうところ、作業拡張のた

めを考えると、支援というのが必要だなと感じ

ます。その理事長も、「農業関連の作業に障が

いのある方々を雇用することについては、県と

してもぜひ取り組んでいただきたい」とおっ

しゃっていました。「現状の一般企業への就労

支援については限界があって、就労しても、不

安定な精神障がい者などの定着率というのは高

くないんだ。そのためには、障がい者の雇用の

範囲を広げ、その方の特性に合った仕事を選択

させる必要がある。そのために農福連携という

のは必要不可欠だ」というふうにおっしゃって

いました。

続いて、同じく福祉保健部長にお伺いしま

す。脳脊髄液減少症についてでございます。

厚生労働省の諮問機関が、同症の治療に有効

なブラッドパッチ療法の保険適用を承認いたし

ました。やっと４月から適用される運びとなり

ました。私が県議会で脳脊髄液減少症について

初質問したのが、平成19年の６月議会でした。

延岡在住の患者さんからの相談を受けてです。

交通事故でむち打ち症と診断されましたが、頭

痛、全身の痛み、脱力感で起きていることがで

きず、一日中横になっていたこと。外傷がない

ために周囲から理解されず、毎日不安でつら

く、精神的苦痛は想像を絶するものだったこ

と。広島の病院で脳脊髄液減少症と診断され、

治療ができたこと。脳脊髄液減少症とわかって

も、体の自由がきかない、仕事ができない、健

康保険が使えない、治療費の負担、治療できる

病院の少なさのため、数カ月～１年以上順番待

ちで、検査や治療も受けられない人がいる。な

お苦しんでいらっしゃる方がいるということを

お聞きして、この質問をさせていただきまし

た。

交通事故など激しい衝撃で脳と脊髄を循環す

る髄液が漏れ出し、頭痛や目まいなどを引き起

こす脳脊髄液減少症。全国で数十万人、宮崎で

も数千人の患者と推定されています。この治療

法は、髄液が漏れている硬膜の外側に患者自身

の血液を注入して漏れをとめる「ブラッドパッ

チ療法」、厚生労働省研究班の調査では、治療

を受けた９割の患者に効果が認められていま

す。一定の診断基準を満たせば、入院費などが

保険適用となる先進医療に指定されています
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が、全額自己負担となると数十万に上るなど、

多額の費用がかかります。患者の会からも、早

期の治療促進と健康保険適用が必要だと要望を

受けて、議会質問、陳情活動を繰り返しまし

た。宮崎県議会でも、「脳脊髄液減少症の研究

・治療等の推進を求める意見書」として平成19

年３月９日、「脳脊髄液減少症の診断・治療の

確立を求める意見書」として平成22年12月７

日、「ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊

髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見

書」として平成25年３月21日、いずれも全会一

致で国へ提出していただきました。この県議会

の動きに合わせて、県はこれまでどのような取

り組みを行っていただいたか、お伺いいたしま

す。

県におきまし○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ては、患者の会からの県に対する要望等も踏ま

え、平成19年度、22年度、25年度に、脳脊髄液

減少症の診療に関する実態調査を行いまして、

県のホームページに、疾患やブラッドパッチ療

法に関する情報、それから、診療が受けられる

医療機関の情報等を掲載しまして、県民への周

知を図ってまいりました。また、平成25年度

と26年度には研修会を開催しまして、医療関係

者はもとより、交通事故やスポーツ外傷等がこ

の原因となりますことから、警察本部や教育委

員会の関係者にも参加していただいたところで

あります。さらに、国に対しましても、平成19

年度以降、毎年度、全国衛生部長会などを通じ

まして、有効な治療法への保険適用などについ

て要望を行ってきたところであります。

県も大きく動いていただきま○河野哲也議員

した。ありがとうございます。あわせて、県難

病団体連絡協議会、県難病相談・支援センター

の御尽力に敬意を表します。全国でも公明党は

患者団体と連携し、治療法の確立やブラッド

パッチ療法の保険適用を、国・地方議員が総力

を挙げて長年政府に要望してまいりました。保

険適用の実現は、多くの患者にとって悲願であ

り、今後の治療に大きな希望をもたらします。

治療件数がふえれば、同症のメカニズム解明な

ど、研究の促進に貢献することも期待できま

す。

一方で、治療に携わる医師のスキルアップが

喫緊の課題であります。脳脊髄液減少症は、症

状を外見から判断することが難しいため、「異

常なし」や精神疾患と診断するなど、医療現場

の理解は必ずしも十分ではありません。ブラッ

ドパッチ療法後のケアも含め、医療従事者への

詳細な情報提供が欠かせません。診断基準に満

たない18歳未満の子供の症例研究の推進、自賠

責保険や労災保険、障害年金の認定について

も、患者の実態に沿った制度へ見直し等、取り

組むべき課題は少なくありません。そこで、平

成28年４月からブラッドパッチ療法が保険適用

となりますが、県は今後どのような取り組みを

行うか、お伺いいたします。

県としまして○福祉保健部長（桑山秀彦君）

は、脳脊髄液減少症の診療が可能な医療機関の

情報に加えまして、ブラッドパッチ療法が新た

に保険適用となったことをホームページで県民

にお知らせしますほか、県難病相談・支援セン

ターなどで、患者の方々からの相談にも対応し

てまいりたいと考えております。

何より、この病気に対する社○河野哲也議員

会的な理解を広げることが重要だと考えます。

職場や学校で仮病と疑われ、無理解と心ない言

葉に苦しむ人、重篤で寝たきりになって職を

失った人。患者や家族が抱える苦しみははかり

知れません。患者が安心して治療に専念できる
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環境整備への支援を求めます。

済みません、福祉保健部長ばかりの質問にな

りますが、もうちょっと我慢してください。

家庭的養護の強化についてでございます。

「家庭的養護みやざきモデル推進プロジェク

ト」の概要については、代表質問の中で確認が

ありましたので、割愛いたします。

11月に質問した愛知式新生児里親委託が縁

で、里親の会の皆さんと懇談を持ち、この推進

プロジェクトについて意見交換をいたしまし

た。特に、家庭的養護の今後の方針、委託制度

について、里親の研修等に不安な部分があると

のことでありました。本県の里親等委託率は、

平成27年３月現在で14.1％であり、里親委託が

進んでいない現状を、養育里親に関する理解が

進んでいないこと、里親年齢の高齢化にあると

し、具体的な施策の提案をしていただいていま

す。そこでまず、乳児院、ファミリーホームの

本県の現状と今後の整備の方向性についてお伺

いいたします。

県内には、お○福祉保健部長（桑山秀彦君）

おむね２歳未満の乳幼児を預かる乳児院が１カ

所、里親が、養育を補助する者を置いて、５名

から６名の児童を預かるファミリーホームが１

カ所、それぞれ宮崎市内に設置されておりま

す。今後の整備につきましては、昨年10月に策

定いたしました宮崎県家庭的養護推進計画に基

づき、乳児院を来年度、都城北諸県地域に整備

する予定であり、その後、県北地域におきまし

ても、なるべく早い時期に乳児の入所枠を児童

養護施設に設けることとしております。また、

ファミリーホームにつきましては、多くの児童

を受け入れることができる制度でありますの

で、養育力と熱意のある里親に対しましては、

ファミリーホームへの転換を支援してまいりた

いと考えております。

あくまでも里親委託が推進さ○河野哲也議員

れるということが前提で整備をお願いしたいと

思います。

懇談の中で、特に支援員との信頼関係がこの

事業の成否を分けると感じました。乳児院に併

設される児童家庭支援センターにおいて実施予

定の里親トレーニング事業について、里親とト

レーナーの信頼関係の構築が重要になると考え

ますが、事業の内容についてお伺いいたしま

す。

里親トレーニ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ング事業につきましては、児童家庭支援センタ

ーに配置されました里親トレーナーが、子育て

の経験がないなど、児童の養育に不安を抱える

新規の里親などに対しまして、委託後に見られ

る児童の愛情確認行動である、いわゆる赤ちゃ

ん返りなど、養育上のさまざまな状況に対応す

るためのトレーニングを実施するものでありま

す。また、御指摘のように、トレーナーと里親

との関係は、トレーニングを行う上で非常に重

要な要素となりますことから、里親の状況に応

じた細やかな助言等が行えますよう、社会福祉

士等の専門資格を持って児童福祉に精通した人

材を配置することによりまして、信頼関係を構

築してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。県○河野哲也議員

は、平成31年度までに、児童養護施設、乳児院

の全施設に里親支援専門員を置くとしていま

す。地域の里親への相談・レスパイトケアの体

制づくりをしっかり進めていただきたい。そし

て、新生児里親委託への準備もぜひ進めていた

だきたいと思います。

保育人材確保についてでございます。

２月上旬、県政報告会の後、延岡市の保育士
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の方々と意見交換をさせていただきました。雇

用形態について、賃金格差について、処遇改善

について、職員配置について、質の向上につい

て等、さまざまな課題についてお話しすること

ができました。保育士の確保につきましては、

昨日、後藤議員が問題提起されたので、重複す

るところは避け、質問させていただきます。

県は、みやざき子ども・子育て応援プランの

幼児教育・保育等の提供体制の中で、保育に係

る量の見込み及びその提供体制の確保対策を位

置づけています。まずは、全国的には保育士の

不足が問題になっていますが、本県の状況につ

いてお伺いいたします。

今年度からス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

タートしました「子ども・子育て支援新制度」

におきましては、保育所等の定員増や、一時預

かりの充実などによる保育の量の拡大ととも

に、職員配置の改善による質の向上を図ること

とされておりますことから、保育人材に対する

ニーズが一層高まってきているところでありま

す。こうした中、本県におきましても、保育士

の有効求人倍率が上昇傾向を示しているなど、

以前よりその確保が困難な状況にあると考えて

おります。

本県においても、乳幼児の年○河野哲也議員

齢による充実した配置を目指すと、基準を超え

るものになり、不足するという分析になると思

います。そのような中、中堅の保育士が大きな

課題であると感じていることが、新卒の保育士

が、養成機関では学べない多様な課題に対応で

きず、その結果、早期の離職が多くなっている

ということでございました。例えば、法令や制

度、発達障がいに関すること、児童虐待への対

応、保護者への対応などでございます。そこ

で、保育士の離職防止のために、保育士の基本

研修の充実と、喫緊の課題に対応していくため

の研修の拡充等、専門性向上が重要だと思いま

すが、県はどのように取り組んでいくのか、お

伺いいたします。

保育士の離職○福祉保健部長（桑山秀彦君）

防止のためには、給与の引き上げや休暇制度の

充実など、職場環境を改善しますとともに、保

育士のキャリアに応じた研修を実施していくこ

とが必要であると考えております。このため、

県におきましては、関係機関と連携した処遇改

善などに取り組みますとともに、障がい児の受

け入れ対応など、スキルアップのための研修を

充実させてきたところであります。さらに、来

年度からは、保育団体等が行う研修に対する支

援や、事故防止や乳児保育など、保育現場の喫

緊の課題に対応するための研修を新たに実施す

ることによりまして、保育士の専門性の一層の

向上を図ってまいりたいと考えております。

新卒保育士の不安を払拭する○河野哲也議員

ための御努力、よろしくお願いしたいと思いま

す。

“ひむか”の授業づくりについて、教育長に

お伺いいたします。

合同政策研究会で事業の概要説明を受けたと

き、この事業に違和感を持ちました。まず、今

まで、小学校６年生、中学校３年生の全国学力

・学習状況調査と、その前の学年の５年生、中

学２年生の県作成の学習状況調査を実施してい

ましたが、今回、学力の経年変化を掌握すると

して、小学校４年生、中学校１年生も加えて、

小学校４年から中学校３年まで実施するとなっ

たことでございます。

そこで、違和感を感じた理由として、全国学

力検査の前年度の県学力検査だけでは、今まで

効果が上がってきていなかったということか。

平成28年３月２日(水)
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それと、それ以外の学力テストは、標準学力テ

ストということでＣＲＴ（絶対評価）を使って

いたんですけど、私は、そのほうが個別の学力

というのは丁寧に掌握できるはずだがなと思い

ました。もう一つ、研修センターの知恵を結集

したＷｅｂ単元システムというのがあったと思

いますが、これは一体どうなるのか。教育委員

会の反感を買うのを覚悟の上で、ロジックが

しっかりしている全国学力検査を県の学力検査

は踏襲できるのか、そういう疑問、違和感があ

りました。

この事業も、時間の許す限り、現職の先生方

に意見を求めました。推進に賛成だという意見

と問題ありという意見が半々でございました。

経年比較の学力検査について賛成だとの意見の

中に、先ほども挙げましたけど、「Ｗｅｂ単元

システムは、１学級40人分を細かな項目ごとに

点数集計し、毎単元入力する。この作業という

のは相当なもので、できたら学力検査で統一し

ていただきたい」という声がございました。県

が独自に実施する学力検査と全国学力・学習状

況調査の経年変化から、子供たちの学力が掌握

できるのか、まずはお伺いしたいと思います。

学力調査で学力を正○教育長（飛田 洋君）

確に把握するには、基礎力を問うのか、あるい

は活用する力を問うのかなど、観点を明確にし

て問題を作成していくことが大切であります。

また、調査の後に、その問題が、想定していた

観点をしっかり評価できていたかなどについて

も検証することが必要であります。また、さら

に、国が作成する全国調査の問題を、問題作成

のモデルとして研究することも大切であると考

えております。本県では、このような観点か

ら、問題作成の検証や研究を行い、調査問題の

質を高めてきているところであります。また、

学力調査の結果をどのように生かすのかという

視点からは、結果の分析が御指摘のとおり大切

でありますので、例えば、上位層の生徒が多い

のか、下位層が多いのかなど、学力の分布を明

確に把握したり、現在の中学生が、小学校のと

きから学力の状況がどう変化してきているの

か、あるいはどの分野に課題があるのかをつか

むなど、改善に生かせるよう、利用の観点を明

確にした分析を行ってまいりたいと考えており

ます。このような工夫を続けて、子供たちの学

力の正確な把握に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。県作○河野哲也議員

成の検査は全国レベルであるということを期待

したいと思います。

今、教育長の説明の中と、事業計画書の説明

の中に、「各学校の課題やニーズに柔軟に対応

する」という項目がありました。ニーズに柔軟

に対応するということがよくわからなかったん

です。結局、検査結果をどう生かすのかという

のが大事になってくると思うんですけど、これ

が各学校に委ねられてしまう危険性というか、

そうなると、この分析とかが生かされないん

じゃないかなという気がします。私も現職時

代、あんまり言っちゃいけないかもしれません

けど、例えば県学力テスト、管理職の指導は結

果のみを重視して、同じような問題を山ほどさ

せるとか、宿題にするとか、プリントにすると

か、そういうことが強いられてしまうと、現場

の真面目な先生方は飽和状態になってしまうの

ではないかと、そういうふうに考えたところで

ございます。教職員の意識改革の推進は極めて

重要であります。しかし、事業内容を見ると、

これまでさんざんやってきているのではないか

という声も聞きます。何がこれまでと違うのか
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明確にする必要があります。そこで、教職員の

意識改革を図るため、「子どもの学びを高める

“ひむか”の授業づくり推進事業」における特

色ある取り組みについて、教育長にお伺いいた

します。

子供たちに確かな学○教育長（飛田 洋君）

力を身につけさせるためには、一過性のもの

じゃなくて、一人一人の子供たちがわかるよう

になったとか、あるいはできるようになったと

実感できるように授業を改善していくことが大

切であると考えております。そのために、市町

村教育委員会が指導する、県が指導する、それ

を乗り越えて、まずは県と市町村が課題意識を

共有し、学校の指導に当たることが必要であり

ますので、具体的な指導項目等を県と市町村が

一緒になって検討し、同じ思いを持って指導に

取り組むための戦略を練る会議として、新たに

学力向上推進委員会を設置いたします。また、

県学校政策課、教育事務所、県教育研修センタ

ーの指導主事で支援チームを新たに組織して、

各市町村ごとに担当者を明確にして、年間を通

して切れ目なく学校訪問をし、授業改善の指導

を、ニーズに応え、現場に寄り添いながら、手

厚くしていくこととしております。さらに、現

場の教職員で組織している各教科の研究会に、

新たに指導主事も加えてプロジェクトチームを

組織しまして、学力調査の分析や授業モデルの

構築を教科ごとに行いますとともに、研修会の

企画運営などの取り組みも推進してまいりたい

と考えております。

教育長の答弁、実は、教育委○河野哲也議員

員会側の意識改革が必要だということだと思い

ます。今の答弁の中で、市町村支援チームなど

の新設をするわけですけど、現在の県の人員体

制で十分対応できるかなということが大変心配

でございますが、いかがでしょうか。

今回、新たな事業を○教育長（飛田 洋君）

展開するに当たり、指導主事が学校訪問等にか

かわる回数がふえます。また、現場の教職員と

密接に協議して行う業務も新たに加わることに

なります。このため、これらの業務に十分取り

組むことができるよう、学校政策課、教育事務

所、県教育研修センターなどがかかわるこれま

での事業の見直しを図りたいと考えておりま

す。具体的には、例えば、実際今やっている学

校訪問の形態を改善します。改良いたします。

そういう見直しをするとか、会議をもっと簡素

化して簡単に打ち合わせができるようにすると

か、そういうさまざまな工夫を重ねながら、新

規事業の効果を上げることができるよう取り組

んでまいりたいと考えております。

現場の先生方もおっしゃって○河野哲也議員

いました。学力を上げた学校、教師の講じた対

策が偽りなく公開されるということが非常に大

事だと。その学力を授業で上げたのか、それ以

外で上げたのか。授業で上げた部分、どんな授

業でどんな教材が活用されたのか。そういうこ

とをしっかりと公表していただきたいというふ

うにありました。それが前提条件じゃないと、

この新しい対策というのは効果が望めるのかと

いうことも声としていただきました。県が成功

事例から学ぶ姿勢を持っているのか、民間の教

育団体とか塾等の活用を図る方法というのを模

索するべきじゃないかということでございま

す。研究や研修のニーズを教員が選択できるよ

うにすべきだと考えます。現状では選びようが

ありません。研修等に民間の研究団体や塾の活

用はできないのか、教育長にお伺いします。

教職員の授業力を高○教育長（飛田 洋君）

めるために、そして子供たちの学力向上を図る
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ためには、これまで行ってきた研修の充実を一

層図るということも大切でありますが、新たな

発想、例えば外部の民間からのお知恵をおかり

する。そういうものも加えながら、教職員一人

一人の意識を改革することが大変重要であると

考えております。その一環として、本年度、ま

ず教育委員会職員からということで、教育経済

学者で、国の教育再生実行会議のメンバーでも

ある慶應大学准教授の中室牧子先生を講師とす

る研修や、今関心が高まっているアクティブラ

ーニングについて、先駆的な実践を行っておら

れる羽根拓也先生を講師としてお招きし、教育

委員会事務局職員向けの研修を行ったところで

あります。また、学校現場におきましては、高

等学校なんかでは、学校とＰＴＡが連携して予

備校講師を招き、生徒に指導を行っていただく

とともに、教職員もその指導のよさを学ぶなど

の取り組みがなされております。今後とも、幅

広い分野の人材を活用いたしまして、本県教育

の充実に努めてまいりたいと考えております。

今の答弁の中の高等学校の事○河野哲也議員

例は、教育委員会主催じゃありませんので、中

室准教授、羽根先生の講話をぜひ今回の事業に

生かしていただきたいなと思います。今後、教

職員に対してどのような取り組みをしていく

か、最後にお伺いします。

先ほど御紹介させて○教育長（飛田 洋君）

いただきました中室牧子先生、羽根拓也先生の

研修を受講した職員に聞いてみますと、「業務

に対する意識を変える必要性を感じた」とか、

「授業改善のポイントが整理できた」などの感

想を言ってくれました。実は、私もこの二人の

先生の研修に参加しまして、私自身も、一定の

価値がある、すばらしいと思ったところでござ

いました。そのため、来年度は、県教育研修セ

ンターで、早速、教職員を対象とする講座に中

室先生を講師とした研修を計画したほか、民間

の方を含め、さまざまな方々にも講師をお願い

することを、今、計画いたしているところでご

ざいます。県教育委員会におきましては、幅広

い外部人材も活用することで、今後とも、教職

員一人一人の力量や意識を高める取り組みを積

極的に進めてまいりたいと考えております。

ぜひ、現場の先生方のお声も○河野哲也議員

しっかり受けとめていただいて、この事業を進

めていただきたいと思います。

飛田教育長におかれましては、平成24年９月

議会以来、私の拙い質問に対して真摯に対応し

ていただきました。心より感謝を申し上げて、

質問の全てを終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

次は、日髙陽一議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日髙陽一議員

んにちは。自由民主党、宮崎のひなた、日髙陽

一です。

本日は、傍聴席にお忙しい中足を運んでいた

だきまして、まことにありがとうございます。

今回、２度目の質問ということで、先輩方に比

べればまだまだ未熟ですが、精いっぱい頑張り

ますので、皆様、どうか、どうか寝ないでくだ

さい。お願いします。

さて、先日、東京の友人からメッセージがあ

りまして、「東京で宮崎のポスターを見たよ。

日本のひなた宮崎、イメージどおり、ぴったり

だね」というメッセージをいただきました。先

日、渡辺議員も質問していらっしゃいました

が、本当にすばらしいプロモーションだと思い

ます。東北の方と先日お話をした際、「宮崎は

暖かくてゆったりとしたイメージがあります」

とお話をいただきました。きょうも、東日本は
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交通が麻痺をするほどの本当に荒れた天気であ

ります。しかし、この宮崎は本当にすばらしい

天気であります。まさに日本のひなた宮崎で

す。私もこのＰＲにしっかりと積極的に取り組

んでいきたいと思います。皆さんもぜひ、この

バッジをつけて、宮崎の営業マンとして御協力

をよろしくお願いいたします。

さて、質問に入りたいと思います。まずは、

農水産業振興についてお伺いをいたします。

先日、平成26年農業産出額が公表されまし

た。本県は、平成25年から113億円増加し3,326

億円で、全国５位となりました。これは、口蹄

疫が発生する前の平成21年の順位に回復したも

のであり、関係する皆様の御尽力のたまものと

深く感謝をいたしますとともに、農業をなりわ

いとする私としても感慨深く思った次第であり

ます。一方、時を同じくして、国から2015年農

林業センサスの結果が発表されましたが、その

内容はショッキングなものでした。本県の総農

家数は、５年前から16.4％減少して４万4,747人

となり、その平均年齢も65歳を超えるなど高齢

化も進んでおります。また、昨年10月のＴＰＰ

大筋合意を受け、農業への影響を不安に思う声

も多い一方で、まだまだ地域を支え頑張ろうと

いう生産者も多くいます。このような意欲を

持った若者を育て、あるいは新しく迎え入れ、

夢を描ける宮崎の農業に向け、知事にはぜひ先

頭に立って引っ張っていただきたいと考えてお

ります。そこで、農業者が減少する中、将来の

本県農業を担う人財育成・確保について、知事

にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席にてお伺いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

農業人財の育成・確保についてであります。

御指摘がありましたように、農業産出額が全国

第５位という全国に冠たる食料供給基地、こう

した本県農業の持続的発展を図っていくために

は、時代の変化に対応した、たくましい実践力

を備えた担い手の育成・確保が喫緊の課題であ

ると認識をしております。このため、農業大学

校を次世代農業の総合研修拠点として位置づけ

まして、企業等と連携した先進的農業が学べる

チャレンジファームを整備しますとともに、私

が塾長を務めますトップランナー養成塾を設置

し、将来の本県農業を担う若手農業者の育成に

努めるなど、新たな取り組みも開始したところ

であります。この養成塾では先週、第１期19名

を送り出したところであります。私も何度か意

見交換をする機会を得たわけでありますが、

「ＴＰＰなどさまざまな課題がある中で、この

変化が激しいときに農業ができることは幸せで

ある。大きなチャンスを感じる」という大変心

強い言葉もいただいたところであります。

また、本県での就農に関心のある方々を対象

としまして、都内において就農講座などを開催

して、私からも直接、宮崎農業の魅力を伝える

など、本県への移住促進にも努めたところであ

ります。参加者といろいろ意見交換をしたわけ

でありますが、今現在、技術者として都内で活

躍をしておられる方で、「いずれお墓のある宮

崎に戻ってきたい。そのときにＩＣＴを活用し

た農業を積極的に取り組んでみたい」、そうい

うような意欲を持った参加者もおられたところ

であります。大いにこの宮崎の農業に対する関

心の強さ、そして可能性というものを感じたと

ころであります。

今後とも、こうした取り組みを積極的に展開

しながら、本県農業を牽引する若い担い手を育
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成しまして、彼らとともに夢と希望を持てる宮

崎農業の実現を目指してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。１○日髙陽一議員

人でも多くの後継者が育つよう、どうぞよろし

くお願いいたします。

現在、少子高齢化もそうですが、人口減少も

大きく取り沙汰されています。日本の2030年の

労働人口は、現在の6,657万人から1,070万人も

減ると言われています。昨年９月の一般質問で

対応等を質問させていただきました、いわゆる

女性活躍推進法が４月から全面施行されます

が、日本は女性の活躍の場がまだまだ少ない状

況です。女性の活躍の場がしっかり整えば、日

本のＧＤＰは15％上がるとも言われています。

そして定年退職60歳、会社によっては55歳、65

歳とそれぞれですが、皆さん、まだまだ若くて

元気な世代であります。政府は、家庭、職場、

地域で誰もが活躍できる一億総活躍社会実現に

向けた施策を推進しておりますが、本県にもそ

うした力を持て余している人材がたくさんいる

中、農業における女性や高齢者の活躍に向けて

どのように取り組んでいくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

しなやかな感○農政水産部長（郡司行敏君）

性や発想を有する女性や、幅広い経験を有する

高齢者が元気に活躍する場を確保していくこと

は、本県農業の持続的発展にとって大変重要で

あると認識をしております。このため本年度か

ら、産地で雇用調整を行う「援農隊」の育成等

により、定年退職者や女性が円滑に農業に参画

できる仕組みづくりを進めております。さら

に、来年度からは、本議会でお願いしておりま

す「「みやざき農業女子」元気活躍促進事業」

により、元気な農業女子の発掘とネットワーク

づくりを支援しながら、将来、女性経営者を目

指す人材育成にも取り組んでまいりたいと考え

ております。

「援農隊」、そして「「みや○日髙陽一議員

ざき農業女子」元気活躍促進事業」を、どうぞ

よろしくお願いいたします。

国は、農業法人化、規模拡大など大規模農家

に力を注いでいます。農林業センサスによる

と、法人化をしている農業経営体数は725経営体

で、５年前に比べて166経営体が増加し、法人化

が進みつつあります。しかし、実際日本の食を

支えているのは中小規模農家であります。本県

においても、法人化をしていない農業経営体

が97.2％と大部分を占めており、さらに、現在

の農業人口の半分が高齢者で、これから規模拡

大をするのが難しい方々もたくさんいます。そ

こで、本県農業を支えている家族経営を中心と

した中小規模な農家の生産性や所得の向上に向

けて、県は今後どのように営農指導をしていこ

うと考えておられるのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

農業を基幹産○農政水産部長（郡司行敏君）

業とする本県において、家族経営体を中心とし

た担い手の生産性や所得をさらに向上させるこ

とは、極めて重要であると考えております。こ

のため県では、関係機関・団体等と連携しなが

ら、生産技術や農業経営の改善といった営農指

導の強化に取り組んでいるところであります。

さらに来年度からは、本議会でお願いしており

ます「宮崎方式産地改革総合支援事業」によ

り、これまでモデル的に取り組んでまいりまし

た、農業者や産地の技術レベルを分析して経営

を改善する取り組みを、県内全域に拡大してま

いりたいと考えております。また、農家カルテ

を整備し、農業者の経営発展段階に応じた研修
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を行うとともに、指導者の資質向上のための研

修を体系化するなど、県と農業団体が連携して

現場指導を行う、本県独自の営農支援体制を構

築してまいりたいと考えております。

これまで宮崎の農林水産業を○日髙陽一議員

支えてこられた方々、そして、これから担う若

者のために、宮崎独自の支援体制をよろしくお

願いいたします。

先ほど知事より、「宮崎農業の魅力を伝え、

移住促進にも努めていきたい」という答弁をい

ただきましたが、その農業の魅力が伝わり、い

ざ農業を始めようとするときに問題なのが、初

期投資であります。施設栽培を始めると、施設

代に加え、さまざまな機械も購入しなければな

りません。新規就農を促進するには、農業技術

の習得や農地確保の支援に加え、こうした初期

投資の負担軽減を図ることが必要と考えます。

農業機械の導入には初期投資を要することか

ら、リース事業の活用を推進する必要があると

思いますが、県の考えについて、農政水産部長

にお伺いいたします。

農業機械の導○農政水産部長（郡司行敏君）

入は、生産性の向上や労働負荷の軽減、労働力

の削減など、本県農業の競争力強化や経営規模

の拡大等を図る上で不可欠でありますが、御指

摘のとおり、初期投資が高額であるという課題

がございます。このような中、初期投資を軽減

できることなどから、農業機械のリースが注目

を集めており、本県では、27年度のＪＡグルー

プの利用実績だけでもおよそ700件となるなど、

着実にその利用が増加しているところでありま

す。今般、国におきまして、農業の国際競争力

の強化や産地の活性化を目的とした「産地パワ

ーアップ事業」が創設されておりますが、この

事業などをうまく活用することで、農業機械の

リースに対する支援をしっかりやっていくこと

が重要であると考えております。県といたしま

しては、関係機関・団体と連携し、この事業の

周知や推進を図り、リース事業の積極的な活用

を図ってまいりたいと考えております。

積極的な活用をよろしくお願○日髙陽一議員

いいたします。

宮崎には新鮮でおいしい農産物がたくさんあ

ります。しかし、本県は食料の大消費地から遠

隔地にあるため、農産物が届くまで時間を要し

ます。ということは、宮崎でないと食べること

ができない味があるわけです。日本一の宮崎牛

とあわせて、宮崎でしか食べられない幻の食材

ブランディングをつくり上げて、県外から宮崎

に来て食してもらえば、観光促進につながるの

ではないでしょうか。そして、本県農産物は、

おいしさ、鮮度に加え、世界トップレベルの残

留農薬分析技術による安心・安全という大きな

強みがあります。先月、ブルネイのヤスミンエ

ネルギー産業大臣が来県された際、昨年10月に

開所した総合農業試験場内にある食の安全分析

センターを視察いただきましたが、世界最先端

の分析体制に大変関心を寄せていらっしゃいま

した。そこで、食の安全分析センターを今後ど

のように活用していくのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

一般社団法人○農政水産部長（郡司行敏君）

食の安全分析センターでは、県と株式会社島津

製作所等が共同開発した、500成分を50分で一斉

分析できる世界最先端の分析装置と、総合農業

試験場が長年にわたり蓄積したノウハウ等を活

用して、この４月から、本格的に残留農薬等の

受託分析業務を開始することといたしておりま

す。また、今後、分析技術の国際認証でありま

すＩＳＯ17025を取得し、国内外のニーズに対応



- 264 -

平成28年３月２日(水)

できる分析拠点として機能の高度化を図る計画

でございます。県といたしましては、食の安全

分析センターを活用し、「宮崎産は安全・安

心」という信頼性の向上、加工業者等との契約

取引や輸出の拡大、さらには機能性に着目した

商品の開発等に取り組み、本県の農水産業や食

関連産業の競争力の強化に努めてまいりたいと

考えております。

宮崎の強い攻めのブランディ○日髙陽一議員

ングを、どうぞよろしくお願いいたします。

先ほども述べましたように、宮崎は安心・安

全でおいしい、すばらしい食材の宝庫です。こ

のような中、本県での学校給食における県産食

材の使用率は、平成25年度で30％超えと、全国

平均の25.8％を上回ってはいるものの、まだ伸

ばせる数字だと思っております。価格の問題な

どありますが、宮崎の子供たちには宮崎の安心

・安全な食材を食べていただきたいと思ってい

ます。食材は、野菜もそうですが、安定供給が

確保できないと、どうしても価格が高騰してし

まいます。特に水産物は、その日の水揚げに

よって価格が変わってきます。魚は、肉に負け

ない高血圧など成人病を予防するたんぱく質、

人間の脳の細胞をつくり働きを活発にするＤＨ

Ａ、またタウリン、カルシウムなど、特に子供

たちに摂取してほしいいろいろな成分が入って

います。そんな栄養満点の水産物を、ある程度

の量があるときに加工して保存しておけば、安

定供給ができるのではないでしょうか。そこ

で、本県水産物の加工促進と販売拡大の取り組

みについて、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

水産物の加工○農政水産部長（郡司行敏君）

販売の推進につきましては、消費者への安定供

給や魚価の安定を図る上で大変重要であると認

識をしております。このため県では、専門家の

指導のもと、消費者のライフスタイルの変化に

合わせた、家庭で簡単に調理ができるファスト

フィッシュや、本県産シイラを活用した学校給

食向けの業務用加工品の開発を支援いたします

とともに、県漁連と水産加工業者との連携によ

る加工・販売体制の構築などの取り組みを促進

しているところであります。県といたしまして

は、今後とも関係者と連携しながら、これらの

取り組みを積極的に促進してまいりたい、その

ように考えております。

今後とも、加工品の開発をど○日髙陽一議員

うぞよろしくお願いいたします。

次に、海岸松林保護について質問をいたしま

す。

県は、平成17年度に海岸防災林造成事業とし

て住吉海岸に防潮護岸を設置しましたが、昨

年、台風の被害で大きく破損しております。先

日、私も現地を見てきましたが、大変危険な状

況にありました。海岸防災林は、言うまでもな

く、潮害や風害の災害防止機能を有しており、

農地や居住地を災害から守る重要な役割を果た

しております。防災林がなくなってしまうと大

きな被害が出ることから、地域住民は大変心配

しております。そこで、宮崎市浜山地区の防潮

護岸についてどのような復旧対策を進めていか

れるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

浜山地区の防○環境森林部長（大坪篤史君）

潮護岸につきましては、昨年８月に発生した台

風15号に伴う暴風や波浪によりまして、前面の

砂浜が侵食され、285メートルにわたって沈下や

破損などの被害を受けたところでございます。

その復旧につきましては、護岸の背後にある松

林を保全し、地域の方々の生活を守るために、

暴風や波浪による砂浜の侵食にもしっかりと耐
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え得る構造となるように検討を行いまして、そ

の必要となる経費について、今回の補正予算に

計上いたしました。具体的には、高波を直接受

ける本体は、コンクリートにより補強し、前面

には砂の流出を防止するためのマットを新たに

敷設するなど、より強固な構造としたところで

ございます。

富士市の巨大堤防までとは言○日髙陽一議員

いませんが、しっかりとした復旧対策をよろし

くお願いいたします。

続いて、前回９月定例県議会でも質問をさせ

ていただきました、松くい虫被害対策について

お伺いをいたします。前回の質問時には、「こ

こ10年ほど横ばいで推移していたが、猛暑や少

雨等の影響もあって、平成25年度以降、被害が

増加している」と答弁がありました。先月、読

売新聞に、「今年度の最終的な松くい虫の被害

量は、過去10年で最悪の見通し」と出ておりま

したが、これらへの対応として、今定例県議会

に、松くい虫伐倒駆除事業約8,300万円の補正の

増を提案しておられると思います。そこで、松

くい虫被害の状況について、環境森林部長にお

伺いいたします。

本年度の松く○環境森林部長（大坪篤史君）

い虫の被害量につきましては、９月末時点で前

年度の約1.4倍、宮崎市につきましては約３倍と

なっているところでございます。本年度末時点

の想定ですが、既に被害を受けて松枯れを発生

する面積が、今後さらに県全体で2,700立方メー

トル増加しまして、最終的には昨年度末の1.5倍

となる約5,800立方メートル、本数の推計で約８

万3,000本になるのではないかと見込んでいると

ころであります。

８万3,000本、大変な被害で○日髙陽一議員

す。この８万3,000本の松の伐倒となると、作業

も植林も大変であり、喫緊の問題であると思い

ます。県は、昨年11月に松くい虫被害緊急対策

プロジェクトチームを設置し、関係者が一体と

なって防除対策の実施を協議すると伺っており

ますが、この松くい虫被害緊急対策プロジェク

トチームにおける取り組みについて、環境森林

部長にお伺いいたします。

議員もおっ○環境森林部長（大坪篤史君）

しゃいましたように、県では、拡大する松くい

虫被害に対しまして、関係者が一体となった防

除対策に緊急に取り組むために、昨年11月、庁

内にプロジェクトチームを設置したところでご

ざいます。さらに、国有林を所管する森林管理

署や民有林を所管する市町村、ゴルフ場等の関

係団体との連絡会議を設置しまして、有識者を

招いての現地検討会や、関係者約160名のボラン

ティアによる被害木の伐倒作業等に取り組むな

ど、被害の現状や防除意識の共有を図っている

ところでございます。被害木につきましては、

今年度末の被害見込み量に対して、現時点で約

５割の伐倒作業を実施したところでございます

が、５月下旬ごろからは、新たな成虫が被害木

から飛び立って、さらに被害が広がる可能性が

ございますので、それまでには全ての被害木の

処理を完了することといたしております。今後

とも、関係者としっかり連携しながら適切な防

除を行い、県民の貴重な財産である海岸林の保

全に努めてまいります。

これ以上被害が広がらないよ○日髙陽一議員

うに、プロジェクトチームでしっかり対応して

いただきたいと思います。

続きまして、少子化対策について質問いたし

ます。

少子化が急速に進む現在、次世代の社会を担

う子供を安心して産み、健やかに育てられる環
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境づくりを社会全体で進めることは、喫緊の課

題でありますが、宮崎は子育てをするにはすば

らしい環境が整っていると思います。平成26年

の合計特殊出生率は1.69となっており、全国２

位の高水準を維持しておりますが、人口維持に

必要とされる水準2.07には達していない状況に

あります。この出生率を上げるには、子育て支

援や、仕事と生活の調和の推進などはもちろん

のことでありますが、少子化の大きな要因であ

る、未婚・晩婚化への対応も重要と考えます。

そこで、みやざき結婚サポート事業の現在の状

況と今後の取り組みについて、福祉保健部長に

お伺いします。

みやざき結婚○福祉保健部長（桑山秀彦君）

サポート事業につきましては、宮崎、都城、延

岡の各市に、昨年８月以降、順次サポートセン

ターを設置しまして、12月から結婚を希望する

独身男女の１対１のお見合いを実施していると

ころであります。２月末日現在の登録会員数

は、男性が312名、女性が249名の合計561名と

なっておりまして、縁結びサポーターがお引き

合わせを行った数は100組となっております。県

としましては、今後とも、結婚の希望がかなう

環境づくりを推進するため、市町村や民間団体

等とより一層の連携を図りながら、３つのセン

ターから離れたところでの登録窓口の開設など

による会員の確保や、研修の実施による縁結び

サポーターの養成、スキルアップなどに取り組

むことによりまして、事業のさらなる展開を

図ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。１組○日髙陽一議員

でも多くのカップルができるよう、よろしくお

願いいたします。

引き続き、少子化対策に関しての質問です

が、無事に結婚しても、子供を授かれない夫婦

もいらっしゃいます。私の友人も現在不妊治療

を行っておりますが、診察を受けるために予約

をしようとしたら、「初診まで１年待ち」と言

われたそうです。それほど不妊治療の待機者が

いるということは、県内に多くの不妊で悩んで

いる方々がいると思いますが、県内で不妊治療

を行っている人はどの程度いらっしゃるのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

全国的には、○福祉保健部長（桑山秀彦君）

不妊の治療を受けたことがある夫婦の割合は６

組に１組と言われております。県内で不妊治療

を行っている方の総数は把握しておりません

が、不妊治療のうち、体外で受精させて子宮内

へ移植する体外受精など、高度な治療でありま

す特定不妊治療については、治療費の助成制度

がありまして、平成26年度において県内で延

べ840件の助成実績があります。

体外受精など高度な不妊治療○日髙陽一議員

は、公的な保険適用がなく、治療費が高額とな

るため、多くの家庭が多大な費用捻出と闘って

おられる状況にあります。また、治療に対して

不安も大きく、さまざまな悩みを抱えている御

夫婦も多いと思いますので、経済的な負担軽減

とあわせて、精神的な面でのサポートも必要で

あると考えます。そこで、不妊治療を行ってい

る人に対して県はどのような支援を行っている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

先ほど申し上○福祉保健部長（桑山秀彦君）

げました特定不妊治療につきましては、平成16

年度から、国の制度を活用した治療費の助成事

業を実施しており、今年度からは、不妊の原因

の約半数を占めると言われております男性不妊

についても、国に先駆けて、治療費の助成を開

始したところでございます。また、薬物療法や

タイミング指導などの一般不妊治療につきまし
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ても、治療費の助成事業を実施している市町村

に対しまして、今年度から、県単独で事業費の

補助を開始しております。さらに、これらの治

療費の負担軽減策に加えまして、県内の３つの

保健所に専門相談窓口「ウイング」を設け、不

妊に関する情報提供やさまざまな悩みの相談に

対応しております。

１組でも多くの夫婦が悩みを○日髙陽一議員

解消できるように、取り組みをよろしくお願い

いたします。

続きまして、難病対策について質問をいたし

ます。

一昨日、２月29日は「世界希少・難治性疾患

の日」でした。宮崎市内では、希少難病セミナ

ーが開催され、美容体験や上映会など多彩な企

画を楽しまれたようであります。現在、私の友

人はＡＬＳという難病と闘っています。この病

気は、50代での発症が多く、手足に力が入らな

くなり、筋肉が痩せていきます。片側の手の先

に力が入らなくなり、徐々に全身に広がりま

す。彼も手を動かすのが困難な状況です。そん

な状況の中、難病医療費助成の申請手続に多く

の書類を書いて提出しなければなりません。こ

のＡＬＳは、継続して進行し、かつ致命的な疾

患であり、現在のところ根本的な治療法はあり

ません。そこで、この難病医療費助成を受ける

ための申請手続の簡素化について、福祉保健部

長にお願いいたします。

難病医療費助○福祉保健部長（桑山秀彦君）

成を受けるためには、申請書に、医師の診断書

や住民票の写し、それから所得・課税証明書、

各種同意書などを添えて県に申請することとさ

れております。これらの添付書類につきまして

は、法令で定められておりますことから、現時

点で簡素化することは困難であります。なお、

国からの事務連絡によりますと、マイナンバー

制度の活用によりまして、平成29年７月には、

情報提供ネットワークシステムを利用して住民

票などの情報の確認が県で可能となりますた

め、一部書類の添付が不要となる予定とされて

おります。

困っている方もたくさんい○日髙陽一議員

らっしゃいますので、マイナンバー制度の活用

が始まった際には、すぐにこれが簡素化できる

ように、よろしくお願いいたします。

この宮崎県にも、さまざまな難病と闘われて

いる方が多くいらっしゃいます。「難病の患者

に対する医療等に関する法律」の施行により、

医療費の助成対象の疾患は、平成27年１月１日

より、56疾患から110疾患に拡大され、その後、

７月１日には306疾患に拡大されました。平成26

年度末の県内の医療費助成対象の患者数は、延

べ9,683人となっております。多くの患者の方が

支援を必要としています。医療費等の経済的な

負担はもちろんですが、その症状により介護等

に著しく人手を要するため、家族の負担も重

く、また精神的にも負担が大きいと思います。

そこで、医療費助成以外の難病患者に対する支

援のための県の取り組みについて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

難病患者に対○福祉保健部長（桑山秀彦君）

する支援につきましては、県福祉総合センター

内に難病相談・支援センターを設置しまして、

日常生活における相談や患者会活動の支援など

を行っております。また、各保健所におきまし

ては、在宅の難病患者に対する支援のため、難

病患者の交流会の開催や、患者宅への相談員の

訪問などを行っているところであります。さら

に、入院治療が必要となった際の入院施設の確

保や、退院した際の地域の医療機関への受け入
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れがスムーズにできるように、病院や訪問看護

ステーションなどで構成します県難病医療連絡

協議会を設置しているところでございます。

ありがとうございます。しっ○日髙陽一議員

かりとしたサポート体制をよろしくお願いいた

します。

続きまして、交通・物流対策について質問を

いたします。

九州で唯一、全国相互利用型のＩＣカードが

使えなかった我が県ですが、昨年11月から、よ

うやく宮崎の路線バスに、全国で相互利用がで

きるＩＣカードが導入されました。小銭を持た

なくても、１枚のカードで複数の公共交通機関

を利用できるようになり、地域の利用者の利便

性向上につながることが期待されます。ＩＣカ

ードは、県民はもとより、県外からのビジネス

客や観光客の移動の円滑化にも貢献するもので

すので、しっかりと利用促進を図っていただ

き、公共交通の活性化、地域の活力向上に結び

つけていくことが必要だと思います。そこで、

交通系ＩＣカード「ｎｉｍｏｃａ」導入後の利

用状況と利用促進に向けた取り組みについて、

総合政策部長にお伺いいたします。

昨年11月14日○総合政策部長（茂 雄二君）

に、宮崎交通の交通系ＩＣカード「ｎｉｍｏｃ

ａ」が導入されましたが、利用者数は、導入翌

月の12月で延べ約15万3,000人、１月には約25

万6,000人と順調に伸びております。また、サー

ビスが開始された昨年11月中に、ＪＲ東日本の

Ｓｕｉｃａなど、相互利用できる10種類全ての

交通系ＩＣカードの利用があったとのことであ

り、県内のみならず、県外から本県を訪れる観

光客等の利便性向上にも大きく寄与しているも

のと考えております。さらなるｎｉｍｏｃａの

普及のため、宮崎交通ではポイント付与キャン

ペーンなどを実施されておりますが、県としま

しても、生活情報紙やホームページなどの各種

媒体による交通系ＩＣカードのＰＲを初め、さ

まざまな機会を捉えて周知を行い、利用促進を

図ってまいりたいと考えております。

昨年、高校以来25年ぶりにバ○日髙陽一議員

スに乗りました。実際に利用すると、とても便

利で、最近では機会があるごとに利用していま

す。もちろんＩＣカードを使って乗っておりま

す。しかし、都会と違って便数が少ない宮崎で

は、時刻表の到着予定時刻を過ぎてしまうと、

バスが到着しないと不安になってしまいます。

私の場合は帰宅時の利用が多いのですが、出勤

でバスを利用される方など特に大変だと思いま

す。そうした不安を解消するため、走行中のバ

スの位置や行き先などを把握し、この情報をコ

ントロールセンターから伝送するバスロケー

ションシステムというものがあります。本県で

のバスロケーションシステムに係る取り組みの

状況について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

路線バスは、○総合政策部長（茂 雄二君）

道路事情や天候等によりおくれが生じる場合が

ありますが、ＧＰＳなどを利用してバス利用者

に到着予想時刻を情報提供するバスロケーショ

ンシステムは、運行頻度の低い本県において、

利便性を向上させる大きな手段だと考えており

ます。このため今年度、日向・東臼杵地域の公

共交通に関する計画策定の一環として、済生会

日向病院においてバスロケーションシステムを

約１カ月間導入する社会実験を実施いたしまし

たところ、利用者からは、「待ち時間を計画的

に使える」「不安が解消する」といった評価が

寄せられております。宮崎交通におきまして

も、県内で広くバスロケーションシステムを導
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入することは利便性向上に大変有効であるとの

認識でありますが、導入に当たっては多額の投

資が必要でありますことから、国庫補助制度の

活用等を含め、事業者とともに今後研究してま

いりたいと考えております。

これは、掲示板などを設置す○日髙陽一議員

ると膨大な費用がかかると思いますので、携帯

電話、スマホなどで情報をとることができるよ

うな簡易なシステムがあれば、比較的費用も抑

えられ、導入しやすいと思います。研究をどう

ぞよろしくお願いいたします。

続いて、物流関係についてお伺いいたしま

す。代表質問の中で山下博三議員も質問されま

したが、今、トラックドライバー不足の問題が

大きく取り上げられています。県の基幹産業で

ある農産物の物流を支えているのは、９割以上

がトラックでありますので、このトラックドラ

イバーの減少は、本県の経済の流れを揺るがす

ものであります。トラックドライバーの方は、

今、拘束時間が13時間を超える運行が43.7

％、16時間を超える運行が22.2％という厳しい

状況で仕事をしていらっしゃいます。また、高

校を卒業したばかりの新入社員を採用しても、

普通免許取得後約３年たたないと大型免許を取

得することができません。そこで、トラックド

ライバーの不足に対して、具体的にどのような

ことに取り組んでおられるのか、総合政策部長

にお伺いいたします。

トラックドラ○総合政策部長（茂 雄二君）

イバーの確保は、県産品を安定して輸送してい

く上で非常に大きな課題であると認識しており

ます。国においては、昨年、ドライバー確保の

妨げとなっている長時間労働の改善に向けて、

都道府県ごとに地方協議会を立ち上げたのを初

め、大型免許等を有する退職自衛官が、トラッ

ク業界に再就職しやすい枠組みを設けたところ

であります。県といたしましても、地方協議会

に参加しますとともに、県トラック協会と自衛

隊宮崎地方協力本部との話し合いの場を設ける

など、国と連携して取り組んでいるところであ

ります。さらに、県独自の取り組みといたしま

して、運送事業者と農林水産業や商工業の荷主

等による意見交換会を開催し、ドライバーの負

担軽減等について、荷主の理解と協力が得られ

るよう努めているところであります。今後と

も、さまざまな機会を捉えながら、トラックド

ライバー確保に向けた取り組みを積極的に展開

してまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

最後に、観光振興について質問をいたしま

す。

今、東アジアからのクルーズ船による団体観

光客の爆買いが大きな問題になっております。

現在は団体旅行者が主流ですが、日本もそう

だったように、これからは個人旅行者が増加す

ると言われています。都会では、個人のニーズ

に着目し、観光に加え、新たな産業が進出して

います。例えば、美容室のサービスなど、訪日

外国人からは高い評価を受けています。私が美

容室の話をしても説得力はありませんが、今

後、取り組み次第では、美容サービスは訪日観

光のおもてなしの目玉となる可能性があると言

われています。ほかにも、癒やしのマッサージ

や、世界一の技術でつくられるスイーツなど、

おもてなしの目玉にできるものがたくさんあり

ます。急速な経済成長を遂げている東アジア

は、中間層、富裕層の増加によって世界の消費

市場として拡大をしていきます。この成長と活

力を宮崎に取り込んでいくために、東アジアか
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らのさらなる誘客促進策として、通常の観光目

的だけではなく、ターゲットを絞った新たな取

り組みが必要だと思いますが、商工観光労働部

長の考えをお伺いいたします。

近年、東○商工観光労働部長（永山英也君）

アジアを中心に訪日外国人が大幅に増加する

中、旅行者の興味・関心やニーズが多様化して

おります。さらなる誘客促進を図るためには、

ターゲットを絞った取り組みも推進する必要が

あると考えております。本県におきましては、

これまでも、宮崎の強みを生かしまして、韓国

などからのゴルフ客の誘致を初め、マラソンの

人気が高い台湾をターゲットに青島太平洋マラ

ソンへの誘客等を行っております。また、新た

な企画として、海外での挙式がブームとなって

おります香港をターゲットに、現地の大手旅行

会社等と連携し、本県でのウエディングツアー

の商品造成も行っているところでございます。

県といたしましては、今後とも、現地旅行会社

や関係団体、民間事業者等と連携を図りなが

ら、旅行のニーズに対応した新たな商品開発に

向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

よろしくお願いいたします。○日髙陽一議員

先ほど答弁の中で、マラソン人気の高い台湾

をターゲットに青島太平洋マラソンへの誘客に

取り組んでいるとありましたが、マラソンを経

験して、さらに忍耐を求める選手が次に挑戦す

るトレイルランニングという競技があります。

この競技は、日本語で言うと、マラソンと登山

の要素を持ち合わせた山岳マラソンとか山岳耐

久レースなどと紹介されています。現在、県内

では５つの大会が行われていますが、競技自体

が、山間部で朝早くから夕方まで行われる大会

なので、参加者の多くは前日から宿泊し競技に

挑みます。大会が開催される地域の宿泊施設な

どは選手でいっぱいになりますので、本県への

誘客に大変有効と考えます。そこで、このトレ

イルランニング大会の現状と県の取り組みにつ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

起伏のあ○商工観光労働部長（永山英也君）

る山中を駆け抜けますトレイルランニングにつ

きましては、「霧島・えびの高原エクストリー

ムトレイル」や「西米良スカイランニングクエ

スト」など多数の大会があり、特に県内最大規

模のえびのの大会は、参加者600名のうち８割以

上が県外から参加するなど、人気の高い大会で

あります。こういった大会は、参加者の多く

が、御質問にもありましたように近隣の宿泊施

設を利用するなど、地域経済に与える効果が大

きいものがあることから、県では、大会の開催

に当たって、コース設定についての関係機関と

の調整や、開催に必要な備品購入費用の一部助

成等も行っているところであります。近年、人

気が高まりつつありますトレイルランニング大

会は、特に中山間地域の活性化に寄与すること

から、県といたしましては、支援を行うととも

に、宮崎の自然環境のすばらしさとあわせて、

スポーツランドみやざきの多様な魅力の一つと

して全国に発信してまいりたいと考えておりま

す。

この宮崎のすばらしい自然を○日髙陽一議員

感じてもらうためにも、ぜひよろしくお願いい

たします。

続いて、先月までプロ野球やプロサッカーの

キャンプで大いに盛り上がった宮崎県ですが、

この２月のキャンプを輪をかけて盛り上げたＷ

ＢＣワールドベースボールクラシックについ

て、お伺いをいたします。第１回、第２回と連

覇から始まったこの大会、前回大会は惜しくも
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敗れてしまいましたが、御存じのとおり、日本

中が注目する４年に一度の大会であります。前

回大会もキャンプを宮崎で行いましたが、日本

の12球団とメジャーリーグで活躍する選手の選

抜チームなので、全国からファンが集まり大変

盛り上がります。そこで、前回のＷＢＣキャン

プ誘致による経済効果と、次回のＷＢＣキャン

プ誘致について、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

前回のＷ○商工観光労働部長（永山英也君）

ＢＣキャンプにつきましては、2013年２月の15

日から21日まで実施され、その間、延べ観客数

が約８万5,000人、うち県外から約６万人と、非

常に多くの集客があったところであります。ま

た、前回ＷＢＣキャンプを実施しました2013年

春季キャンプ全体の経済効果は、前年と比較し

まして約15億円の増加であり、これは、主にＷ

ＢＣキャンプの実施によるものと考えておりま

す。次回のＷＢＣキャンプは、来年２月の実施

が見込まれておりますことから、ことし１月に

は、日本野球機構を訪問し、本県でのキャンプ

の実施について要望を行ったところでありま

す。県といたしましては、ＷＢＣキャンプは、

本県にとって大きな経済効果はもちろんのこ

と、スポーツランドみやざきの魅力向上にもつ

ながると考えております。これまでの受け入れ

実績や受け入れ環境の充実ぶりをアピールしな

がら、本県へのキャンプ誘致につなげてまいり

たいと考えております。

ぜひ、小久保ジャパン、そし○日髙陽一議員

てまた、たくさんのファンが訪れていただくよ

うに、よろしくお願いいたします。

次は、ＷＢＣキャンプの行われた球場、ＫＩ

ＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム宮崎につ

いてお伺いいたします。毎年キャンプシーズン

には、青々とした立派な天然芝がテレビの画面

に映し出されるサンマリンスタジアムでありま

すけれども、選手も思い切って練習ができる

と、とても好評であります。このキャンプが終

わると、夏の高校野球、秋のキャンプまで閑散

としたイメージのあるサンマリンスタジアムで

すけれども、この期間、野球以外の行事で使用

できないものでしょうか。３万人収容できる球

場は、地方ではなかなかありません。グラウン

ドを使用すれば、４万人も収容が可能だと思い

ます。福岡ドームではさまざまなイベントが行

われますが、とても大きな経済効果が生まれて

います。大物アーティストのコンサートなど

は、あの福岡でさえホテルの予約がとれない状

況になるそうです。２月のキャンプの終わった

後、ＫＩＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム

宮崎を野球以外のイベント等で有効活用ができ

ないか、教育長にお伺いをいたします。

ＫＩＲＩＳＨＩＭＡ○教育長（飛田 洋君）

サンマリンスタジアム宮崎は、全国に誇れる硬

式野球場でありますが、その最大の特徴は、先

ほど御質問で御紹介がありましたように、内外

野全てが天然芝であることでありまして、これ

までプロ野球キャンプなど、年間を通じて数多

く利用されてきているところであります。野球

関係者からは、良好な芝の維持管理など、施設

環境に高い評価をいただいておりまして、プロ

野球の公式戦や全国大会、さらには国際大会が

開催され、スポーツランドみやざきを象徴する

施設として本県観光振興の一役を担っていると

ころでございます。これまで、硬式野球での使

用を優先して利用いただくとともに、芝の維持

管理等にも相当な期間を要すること、それから

イベント時に、実際、あの芝をどう養生するか

という技術的な課題もあり、他のイベント等に
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は活用していないところでありますが、施設の

有効活用を図るという観点から、野球以外のイ

ベント等にも利用できないか、今後研究してま

いりたいと考えております。

ぜひ有効活用をお願いしたい○日髙陽一議員

と思います。横浜アリーナでも、天然芝の上で

養生マットを敷いて大規模な大物アーティスト

のコンサートが行われます。シーガイアのスク

エア１では、夏に大きなコンサートが行われた

２週間後には、ラグビー日本代表の合宿が入り

ました。サンマリンスタジアムの芝は、このシ

ーガイアのスクエア１と全く同じ芝を使用して

おります。可能だと思いますので、ぜひ前向き

に御検討をよろしくお願いいたします。

続いて、伝統文化、伝統芸能についてお伺い

をいたします。

宮崎にも地域に伝えられるさまざまな伝統文

化、伝統芸能がありますが、これを継承してい

くということは、かなりの努力を要します。私

も神楽保存会に所属しておりますが、後継者が

見つからず苦労している保存会は多く存在しま

す。ここ数十年の間に、社会情勢の変化の中

で、貴重な伝統文化や伝統行事が簡素化された

り、場合によっては失われてしまったところも

多いと聞きます。しかし、本県の貴重な財産で

ある伝統文化・芸能は、地域住民に誇りと愛着

をもたらし、また、地域のコミュニティー形成

に果たす役割も大きいものではないかと思いま

す。そこで、神楽など民俗芸能の継承につい

て、県としてどのような支援や取り組みを行っ

ているのか、教育長にお伺いいたします。

日本を代表する伝統○教育長（飛田 洋君）

芸能である神楽が県内に数多く伝承されている

ということは、本県の文化的土壌の豊かさを象

徴するものでありまして、誇りであると認識を

いたしております。このような神楽を初めとす

る民俗芸能の継承活動への支援といたしまして

は、保存団体や文化財愛護少年団に対して、後

継者育成に要する経費や用具の整備などに助成

を行っているところであります。特に、将来の

後継者となる子供たちということを考えまし

て、子供たちが日ごろの練習成果を発表する大

会や体験交流会を、市町村と連携して実施して

いるところでもあります。伝統芸能の中でも、

特に神楽は県内に207の保存会がございますが、

その神楽の映像、音声等の記録を残すととも

に、神楽の持つ価値が再認識されますように、

また保存継承がより一層図られますように、ユ

ネスコ無形文化遺産への登録を目指す活動を、

他県とも連携して取り組んでいるところでござ

います。今後とも、県内の神楽などの民俗芸能

の後継者の育成や保存継承に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

ありがとうございます。宮崎○日髙陽一議員

は、古事記や日本書紀に描かれた日本発祥にま

つわる日向神話の舞台であり、多くの伝説や伝

統文化、史跡等が残されています。先月、宮崎

出身の西島数博さんの出演された、スーパー神

話ミュージカル「ドラマティック古事記」を見

てまいりました。宮崎の神話を題材にしたとて

も美しい舞台で、改めて神話のすばらしさを感

じたところであります。本県では、記紀編さ

ん1300年を記念して平成32年までの期間に、伝

説や伝統芸能等の地域の文化資源や観光資源等

に光を当て、県内外に強く情報発信をすること

としています。そこで、記紀編さん1300年記念

事業について、これまでの取り組みと今後の展

開を、知事にお伺いいたします。

記紀編さん記念事業に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、これまで、「神話の源流みやざ
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き」の認知度向上、それから県民の意識啓発も

含めて取り組んでまいったところであります

が、その結果、神話ゆかりの地の観光客数が増

加をするなど、効果が徐々にあらわれてきてい

るのではないかと感じております。こうした成

果をさらなるステップアップに結びつけてまい

りたいということで、例えば、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック開会式でのセレモニ

ーで天の岩戸開き神話の再現を目指していきた

い、これについても今、さまざまな賛同の輪も

広がりつつある。今御指摘がありました「ドラ

マティック古事記」も、こうしたところも見据

えた上での取り組みであるわけでありますし、

本県の古墳や神楽についての世界遺産を視野に

入れた調査・研究でありますとか情報発信、新

たな取り組みも進めているところであります。

「神話のふるさと県民大学」ということで、県

内の大学、さまざまな講師とも連携をしたリレ

ー講座、先日の日曜日には「神話のふるさと講

演会」ということで、県民大学を締めくくるも

のとして、酒場詩人の吉田類さんに講演をいた

だいた。これも大変好評いただいたところであ

ります。さらに来年度は、記紀編さん記念事業

にかかわる多くの関係者の皆様の力添えもいた

だきながら、東京国立能楽堂での神楽公演も決

定をしたところであります。さまざまな形で、

本県の神話、歴史資源の文化的価値、これは世

界にも通用するものだと思っておりますので、

しっかりアピールに努めてまいりたいと考えて

おります。

冒頭の質問の中で、日本のひなた宮崎のプロ

モーションについての評価をいただいたところ

であります。きょう、申し合わせたかのよう

に、議員も私も、ひなたカラーのネクタイであ

るなと思いながら伺ったところでありますが、

この神話につきましても、日本の最高神、太陽

神がアマテラスである、そういうことも、ひな

たプロモーションとも絡めることも可能であろ

うと思っておりますし、ことし、伊勢志摩サ

ミットが三重で開催される、これもアマテラス

との絡み、また、宮崎というものも、これに絡

めてアピールすることもできるのではないか。

さまざまな知恵を凝らしながら、今後とも、全

国から注目される展開となるように努めてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。神話○日髙陽一議員

のふるさと宮崎、多くの伝説や伝統文化に光が

当たるよう、よろしくお願いいたします。私も

神楽の舞い手の一人として、光り輝き発信して

まいりたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

以上をもちまして、質問の全てを終了いたし

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45分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、横田照夫議員。

〔登壇〕（拍手） 自民党の横○横田照夫議員

田照夫です。通告に従い一般質問をさせていた

だきます。

県議会議員になったばかりのころ、中部農林

振興局の方に管内の農業用水利を案内していた

だきました。国富町の法華嶽に登り、国営綾川

土地改良事業の綾川用水が綾北ダムから取水さ

れ、あの山あの谷越えて佐土原町の海岸近くま
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で流れているとお聞きし、まさに「大地に絵を

描く」とはこういうことかと感激しました。

私の家に近くに金丸用水が流れています。明

治４年に旧佐土原藩士の金丸惣八により創設さ

れたかんがい用水です。西都市に井堰が設置さ

れ、一ツ瀬川下流の新富町と佐土原町の水田

約1,000ヘクタールを潤しています。佐土原のほ

うは、大きな三財川をサイホンでくぐり、佐土

原小学校の校庭や街の中を暗渠で流れ、海外近

くまで流れています。金丸惣八は、自家飯米に

も事欠く村民の窮状を憂い、水利開田を決意し

たそうですが、明治の初めに大きな一ツ瀬川を

どうやってせきとめたのかを考えるだけでも、

相当の難工事だったと容易に想像できます。

綾川用水の前身も明治６年にさかのぼり、関

係者たちの地獄の苦しみを乗り越えて今に至っ

ているそうです。県内一円に数多くつくられて

いる農業用ため池の造営等も含めて、水田を潤

す農業用水利に対する為政者や農民の思いに胸

が熱くなります。このような農業用水利施設に

対する知事の思いをお聞かせください。

以下の質問は質問者席からやらせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

農業用水利施設についてであります。金丸用

水を初め、本県の農業用水利施設は、その多く

が明治以降の農業土木技術が乏しい時代に、先

人の並々ならぬ努力によりつくられたものであ

ると考えております。私も、世界農業遺産に認

定されました「高千穂郷・椎葉山地域」の山腹

水路、これは全長500キロありますが、日之影町

で見せていただきました。

日之影町のものは七折用水路ということで、

全長34キロメートルでありますが、急峻な山々

を縫うようにつくられた用水路、また至るとこ

ろで岩盤に突き当たっているわけであります

が、そこをわざわざ通して水路をつくった。そ

れは当時、のみとかつちとかで穴をあけて、そ

れを委託された事業者が、余りにも厳しいので

２年で放棄してしまった。それを地元の皆さん

が、自分たちでやろうということで引き継いで

取り組まれてきた。そのストーリーも含めて伺

いますと、先人たちの農業に対する熱い思い、

そして、次の世代に対する強い使命感のような

ものを感じたところでありまして、世界農業遺

産としての価値を再認識するとともに、先人の

そういう努力に頭の下がる思いがしたところで

あります。

本県は、全国でも有数の農業県であります

が、その生産を常に支えてきた農業用水利施設

を健全な状態で次世代に引き継ぐこと、また、

そういう先人の努力というものも含めて次世代

に引き継ぐことは大変重要でありますし、本県

の農業をさらに発展させていくことが、今を生

きる私たちの責務であると考えております。以

上であります。〔降壇〕

どうもありがとうございま○横田照夫議員

す。

これから農政水産部長にお尋ねします。これ

らの大事な農業用水利を守っていくための状況

が、現在、極めて厳しいものになりつつありま

す。農業用水利は土地改良区や水利組合等で管

理されていますが、農家数の減少とか担い手の

高齢化とか後継者不足などにより、賦課金徴収

もままならなくなりつつあります。また、農地

中間管理事業が進むことにより、担い手が極端

に少なくなることで、土地改良区や水利組合の

存続も難しくなり、水利の管理ができなくなる
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のではないかと心配する声もあります。担い手

に農地を集約することと水利をどうするのか

は、あわせて考える必要があると思います。今

後の農業用水利施設の保守に対する県の考え方

をお聞かせください。

本県農業の持○農政水産部長（郡司行敏君）

続的な発展を図るためには、農業用水利施設を

適切に維持管理していくことが大変重要である

と認識しております。このため、県といたしま

しては、平成26年度からスタートいたしました

多面的機能支払制度を活用して、施設の維持管

理を行う集落の共同活動を支援しているところ

であります。御指摘のとおり、農業者の高齢化

や後継者不足等により、施設の維持管理を行う

農業者の減少が懸念されておりまして、将来、

誰が施設を管理していくのかが課題となってい

るところであります。

このことから、市町村と連携し、活動組織の

広域化を重点的に推進することで、集落間で施

設の維持管理が、お互いに助け合い、補完し合

う関係を構築していくとともに、集落の共同活

動に地域住民の理解が得られるよう啓発に努め

てまいりたいと、そのように考えております。

多面的機能支払制度は、地域○横田照夫議員

住民や団体を巻き込んで、農地のり面の草払い

とか水路の泥上げ、また農道の維持整備などを

してもらうという制度ですけど、幾ら日当が出

せるとしても、非農家の人たちがそう簡単に出

てくれるとは到底考えられません。水田の多面

的機能への理解が相当進まないと机上の空論に

なりかねませんので、地域住民の理解が得られ

るよう、しっかりと啓発に努めていただきたい

と思います。

これまで開渠の部分の用水路は、賦課金等の

収入で順次改修をしてきましたけど、先ほど言

いました暗渠の部分は、全く手つかずの状況だ

そうです。つくられて60年ぐらいたっておりま

すので、当然コンクリートなども経年劣化して

いると思われます。以前に調べたときには、木

の根っこが壁からはみ出しているところもあっ

たそうです。暗渠の部分の上には、学校施設と

か道路、民家などもありまして、もし水稲時期

に陥没でもしたら用水をとめざるを得ず、下の

田んぼが全滅するということにもなりかねませ

ん。本来は土地改良区で改修すべきと考えます

けど、その体力はないように思われます。農業

用水路が大事な社会的資産という考え方で、ま

た、それらの施設の機能維持や長寿命化対策を

図るため、行政が公的支援をするべきではない

かと考えますが、いかがでしょうか。

御指摘のよう○農政水産部長（郡司行敏君）

に、本県の農業用水路の多くは、近年、老朽化

が進んでおりまして、住民生活に直結いたしま

す道路や住宅などへの影響が懸念される施設も

ありますことから、計画的な対策が必要である

と認識しております。このため、県といたしま

しては、基幹水利施設ストックマネジメント事

業により、施設の劣化度や対策時期などを示し

た機能保全計画の策定や対策工事の実施に取り

組むなど、施設管理者である土地改良区等への

支援を行っているところであります。今後と

も、土地改良区や市町村等との連携を図りなが

ら、計画的に対策を講じますことで、農業用水

路の適切な維持管理や長寿命化に努めてまいり

たいと考えております。

よろしくお願いいたします。○横田照夫議員

農家の子供が都会等に転出して、そちらで家

庭を持っている人は多いです。もしそういう状

態の農家の親が亡くなった場合、都会にいる子

供たちが相続人となることになりますけど、当
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然その農地で農業はできませんので、売りたい

と考えると思います。でも、今、農地は、農地

法とか都市計画法などの土地規制法により、農

業者にしか売買できない状況にありますけど、

新たに農地を買おうとする農家はほとんどおり

ません。

農地は、耕作しなくても持っているだけで固

定資産税や水利費などを払い続けなければなら

ないし、不動産としての価値も非常に低いの

で、よそで生活している相続人が相続放棄をす

ることも今後ふえてくるのではないでしょう

か。相続放棄をすると、その土地は国庫に帰属

することになるということですけど、そうなる

と、当然荒れてくるのではないでしょうか。こ

のような状況が発生した場合、県としてどのよ

うな対応を考えるのかお伺いします。

本格的な人口○農政水産部長（郡司行敏君）

減少社会となる中で、農村地域におきまして

は、農業就業者の減少が進んでおりまして、不

在村地主や未相続農地が増加する傾向にござい

ます。このため、平成21年度の改正農地法で

は、農業委員会が相続の情報を把握した場合

は、届け出の有無にかかわらず、農地が適切に

相続されるよう働きかけることとされておりま

す。

また、相続がされていない農地の権利移動等

につきましては、相続持ち分の過半の同意で貸

借が可能となる農地中間管理事業や、ＪＡ等が

貸借や売買を代行いたします農地所有者代理事

業の活用を推進しております。農地は本県農業

の持続的発展のための重要な資源でありますこ

とから、県といたしましては、引き続き農業委

員会やＪＡ等と連携して、適切な相続や活用が

図られますよう、指導の強化を図ってまいりた

いと考えております。

農地を荒らさないためには、○横田照夫議員

そういう方向に持っていくことが大事だと考え

ますけど、遺産には、農地だけでなくて家屋敷

も含まれます。それらもあわせて、相続するの

か放棄するのかの判断になります。将来、農家

の相続放棄はあり得ると思いますので、その対

応の仕方を今のうちから検討していただければ

と思います。

数年前まで重油価格が高騰していて、その対

策として、農業用ハウスの木質ペレット暖房機

の導入を推進してきました。しかし、ここ最

近、燃油価格の変動により、重油価格は大幅に

下落し、逆にバイオマス発電の拡大等により、

木質ペレットの価格は上昇してきました。その

ために、木質ペレット暖房機に変更した農家は

苦しんでおられます。石油の産油国は生産量の

据え置きを検討しているようですけど、１月に

経済制裁が解除されたばかりのイランは増産す

る構えで、産油量調整の効果は疑問視されてお

ります。

また、原油価格が上がれば、アメリカがシェ

ールオイルを増産するとも言われ、価格を反転

することができるかどうかは疑問ということも

言われております。そういう中で、来年度の改

善事業として「木質バイオマス利用効率化支援

事業」が上げられていますけど、今後の木質ペ

レット暖房機に対する考え方をお伺いします。

木質ペレット○農政水産部長（郡司行敏君）

暖房機につきましては、化石燃料依存から脱却

した施設園芸の確立に向け、推進してきたとこ

ろでございますが、御指摘のように、このとこ

ろの重油価格の低下により、経営的なメリット

が見出しにくい状況にございます。このため、

御質問にありましたように、「木質バイオマス

利用効率化支援事業」等により、竹や牧草のネ
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ピアグラスなど新たな資源を活用した低価格な

ペレット製造の実証や、配送の効率化による流

通コストの低減に、ペレット製造事業者や関係

機関・団体と一体となって取り組むことといた

しております。県といたしましても、このよう

なペレットの低コスト化の取り組みを進めるこ

とにより、引き続き、施設園芸農家が木質ペ

レット暖房機を利用しやすい環境の整備に努め

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○横田照夫議員

しくお願いいたします。

次に、環境政策について、環境森林部長にお

尋ねします。

子供のころ、学校に噴水があったんですけ

ど、そのところにつららがたくさん下がってい

ました。農業用ため池が凍って、スケートをし

て遊んだこともあります。しかし、今は、氷ど

ころか霜柱もほとんど見かけません。消防団に

いたころ、消防学校で、50ミリの雨はバケツを

ひっくり返したような雨と習いました。でも今

は、100ミリ以上の雨が当たり前のように降りま

す。熱波とか大雨、干ばつ、強烈な嵐などの気

象異変が相次ぎ、世界中の多くの人が気候変動

に対して大きな危機感を感じています。

先日、パリで開催されましたＣＯＰ21におい

て、2020年以降の地球温暖化対策に関する新し

い国際枠組みが合意されました。温暖化への危

機感を世界が共有して踏み出す有意義な第一歩

だと思います。県は、５年前に策定された10カ

年計画であります宮崎県環境計画がちょうど５

年目の折り返し地点だとして、河野知事が昨年

５月に県環境審議会に諮問をし、先日答申があ

りました。県は、その答申を踏まえて、宮崎県

環境計画の改訂版を今回議案第44号として提案

しています。この宮崎県環境計画の目的や意義

はどこにあるのかをお聞かせください。

県の環境計画○環境森林部長（大坪篤史君）

は、環境づくりに関する施策の総合的な推進を

図り、本県の恵み豊かな環境を県民共有の財産

として保全し、将来の世代によりよい形で引き

継ぐことを目的としています。本計画によりま

して、行政はもとより、県民や事業者等の果た

すべき役割や取り組みの方向性を示すことで、

関係機関が一体となった推進が図られ、その結

果、地球温暖化への対応や循環型社会づくりが

進むものと考えています。あわせまして、県民

の環境に対する意識が高まり、魅力ある地域づ

くりにもつながっていくものと期待していると

ころです。

地球温暖化の原因は温室効果○横田照夫議員

ガスにあると言われていますが、その温室効果

ガスとして二酸化炭素のことがよく言われま

す。でも、エアコンとか冷凍・冷蔵庫、食品ス

ーパーなどで使われるショーケースなどに冷媒

として使われている代替フロンは、二酸化炭素

の100倍から１万倍以上の温室効果があると言わ

れています。

それらのフロン類の回収率の低迷とか機器使

用中の大規模漏えいが判明するなどの問題が生

じて、フロン回収・破壊法が改正され、フロン

排出抑制法、いわゆる改正フロン法として昨年

４月１日に施行されました。この改正法では、

全ての業務用冷凍空調機器のユーザー、いわゆ

る管理者は、簡易点検や、機器の規模によって

は定期点検が義務づけられました。点検の対象

は、県庁舎とか学校、病院、ほとんどのオフィ

スビル等で使用されているエアコンなども含ま

れるということで、それらのユーザーへの周知

が必要です。これまでの周知の状況を教えてく

ださい。
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フロン排出抑○環境森林部長（大坪篤史君）

制法の施行を受けまして、県ではこれまで、業

務用の冷凍空調機器を点検する業者等で構成さ

れる団体と連携しまして、こういった機器を設

置している事業者向けに法律の改正内容の説明

会を行い、周知を図ってまいりました。また、

小売業や宿泊業などの236の業界団体等に対しま

しても、会員への周知を文書で要請するととも

に、県の担当部局、関係部局や市町村に対して

も、説明会を行ってきたところでございます。

こういったことから、県としましては、一定の

周知が図られているものと認識しております。

この改正法では、点検記録簿○横田照夫議員

などは、その機器が存在する限り保存しなけれ

ばならず、管理者に対する指導や命令等は都道

府県知事が行うこととなっており、立入検査等

を行う際に点検記録簿を確認し、点検実施の有

無を検査することにもなるそうです。これらの

点検は管理者の法に基づく義務であり、違反し

た場合は罰則の対象になることもあるようで

す。

こういう法律だからこそ、しっかりと周知す

ることが大事だと思います。まだ施行されて１

年しかたっていませんので、やむを得ないとは

考えますけど、４月から厳重にやっているとこ

ろもあれば、全く知らないところもあるそうで

す。どこかの時点でチェックを始めないと、法

律は守られていかないと思います。

でも、この法律の対象になる機器はおびただ

しい数に上りますので、それらを全てチェック

するのは難しいかもしれません。そこで、一つ

の例なんですけど、法律を守っている機器や事

業所に、見ただけでわかるような本県独自のシ

ール等を発行して張ってもらえば、多くの管理

者への意識づけにもなると思います。冷凍空調

工業会と連携をして、役割分担しながら進める

ことも大事だと思います。管理者に対する周知

期間はどれくらい必要と考えるのか、また、今

後の進め方をあわせてお伺いします。

先ほど申しま○環境森林部長（大坪篤史君）

したように、県では、事業者への周知に努めて

いるところですが、規制の対象となる事業者は

膨大な数になりますので、できるだけ速やかに

全ての事業者に対して周知が図られるように取

り組んでまいりたいと存じます。今後はさら

に、建設業やサービス業等の事業者が参加する

さまざまな講習会等でも説明しますとともに、

来年度からは、法律の改正内容が徹底されてい

るかどうかを確認するために、事業者への立入

検査も実施してまいりたいと考えているところ

でございます。

県も、出先機関も含めて数多○横田照夫議員

くの対象機器を持っていると思います。それら

の点検や記録簿の整備は大丈夫でしょうか。ま

ずは、指導する立場の県が徹底することが大事

です。これまでの取り組み状況と今後の取り組

み方についてお伺いします。

本県ではこれ○環境森林部長（大坪篤史君）

まで、冷凍空調機器が適正に管理されるよう

に、全ての所属に文書で通知するとともに、機

器を管理している部署等への説明会も開催しま

して、周知を図ってまいりました。今後、対象

機器を管理している所属ごとに、機器の点検の

実施状況等について毎年報告を求めるなど、適

正管理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。

よろしくお願いいたします。○横田照夫議員

宮崎県環境計画は、本県の環境保全施策のマ

スタープランとして位置づけられていますけ

ど、その施策の一つとして「生活排水対策の推
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進」があります。その対策の方向性を示し、施

策を実施するために、第２次宮崎県生活排水対

策総合基本計画が平成14年に策定され、上位計

画である宮崎県環境計画の終期である平成32年

に合わせる形で昨年改定が行われました。

その基本計画には、「生活排水処理施設の整

備等」の章に「合併処理浄化槽に対して県費助

成する」とあります。にもかかわらず、新築の

場合、平成27年度以降は県費助成がゼロ円にな

りました。県がゼロ円にしたために、市町村の

中にもゼロ円になったところもありますし、大

幅に減額したところもあります。

国の浄化槽整備事業である循環型社会形成推

進交付金は、平成27年度が84億2,100万円で、28

年度も同額を確保予定だそうです。国がしっか

り予算づけをしているのに、県が全額カットす

るようでは、何のための計画かわかりません。

計画は県民に対しての約束だと思います。県に

はそれを履行する義務があるのではないでしょ

うか。転換を伴わない新築の県費助成を廃止し

た理由と、目標達成に向け、今後どのように取

り組んでいくのかをお聞かせください。

生活排水処理○環境森林部長（大坪篤史君）

率の向上を図るためには、県内に設置されてお

ります約13万8,000基の浄化槽のうち、およそ半

分を占める単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に

転換することが効果的であります。一方、住宅

等を新築する際には、法律で合併処理浄化槽を

そもそも設置しなければならないということに

なっているところでございます。そこで、予算

を効率的・効果的に執行するため、本年度から

新築については補助の対象外とし、既存の住宅

に設置されている単独処理浄化槽からの転換に

ついて重点的に取り組むこととしたところでご

ざいます。

生活排水処理率の平成32年度の目標は83.0％

でありまして、このうち、合併処理浄化槽につ

きましては、約5,700基を今後、転換整備する必

要がございます。このため、宮崎県浄化槽協会

等の関係団体や市町村と連携しまして、今年度

から10月の浄化槽適正管理推進月間に県内一斉

のキャンペーンを実施しているところでありま

して、整備促進のための機運を高め、関係機関

と一体となった取り組みをさらに進めてまいり

たいと考えております。

わかりました。新築は法律○横田照夫議員

上、当然、合併処理浄化槽を設置しなければな

らないとなっていることから、単独から合併へ

の転換に重点的に予算を振り向けていくという

ことだと理解していいですよね。転換がさらに

進んでいくことを期待します。

国は来年度、単独転換促進を指導する立場で

ある地方公共団体が所有する単独処理浄化槽を

合併処理浄化槽へ転換するための事業を新規で

創設するということです。本県には、県や市町

村が所有する単独処理浄化槽は何基ぐらいある

のかをお聞きします。もしあれば、それらを早

急に合併処理浄化槽へ転換すべきと考えます

が、いかがでしょうか。先日、新見議員も言わ

れましたけど、「先ず隗より始めよ」だと思い

ます。県の考えをお聞きします。

県が所有する○環境森林部長（大坪篤史君）

公共施設には、現在310基の浄化槽が設置されて

おりまして、このうち85基が単独処理浄化槽で

あります。また、市町村では、4,155基のう

ち928基が単独処理浄化槽であります。県では、

これらの単独処理浄化槽の使用状況等を調査し

まして、環境への影響を考慮しながら、段階的

に転換することとしております。また、市町村

に対しましては、県と同様に使用状況等を勘案
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して、計画的に転換するよう要請したところで

ございまして、国が来年度予算で実施予定の助

成制度について、今後、情報を提供してまいり

たいと考えております。

行政所有施設によっては、ト○横田照夫議員

イレ以外の雑排水はほとんど出ないような施設

もあるかもしれません。でも、指導する立場で

ありますので、転換は早目に進めるべきだと考

えます。

来年度新規事業として「浄化槽情報ネットワ

ークシステム事業」が挙げられています。全国

に先駆けたモデルケースということで、大いに

期待と評価をしています。この事業で、市町村

や関係団体等と浄化槽に関する情報をリアルタ

イムに共有するシステムを構築するとあります

けど、情報を共有するのが最終目的ではなく

て、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換とか適正な維持管理の早期確立及び災害対応

力の強化等につなげることが目的であり、そう

いう意味で、市町村とか関係団体等の理解や協

力も必要だと考えますけど、県の取り組みにつ

いてお伺いします。

御質問のシス○環境森林部長（大坪篤史君）

テムが整備されますと、浄化槽の設置場所を地

理情報として把握することができますので、効

果的な生活排水処理施設の整備促進に資すると

ともに、大規模災害時の公衆衛生の確保にも役

立つものと考えております。また、浄化槽法で

管理者に義務づけられております保守点検や清

掃、法定検査の実施状況を関係機関で共有する

ことによりまして、浄化槽の適正管理に向け

て、迅速かつ的確に対応できるものと考えてい

ます。実は、このシステムは、本県と宮城県仙

台市が全国に先駆けて、来年度から運用を予定

しているものでございます。よい先進事例とな

りますように、市町村や関係団体等と連携を図

り、なおかつ個人情報の管理にも十分留意しつ

つ、積極的に取り組んでまいりたいと考えてい

るところであります。

公共下水道には、当然、受益○横田照夫議員

者負担がありますけど、その建設には多額の費

用が必要となることから、国や県の補助金もつ

ぎ込まれます。その中には、浄化槽利用者の税

金も含まれるわけで、その平等性を確保するた

めにも、浄化槽の法定検査である11条検査費用

を公費で賄うことはできないかとも思います

が、いかがでしょうか。

浄化槽法で○環境森林部長（大坪篤史君）

は、浄化槽の設置者に対しまして、浄化槽を適

切に管理し、正しく機能しているか把握するた

め、法定検査を義務づけています。また、浄化

槽は個人の財産で、設置者みずからが責任を

持って管理しなければならないものでありま

す。このようなことから、検査料金を公費で負

担することは困難だと考えておりまして、全国

各県でも同様の状況となっております。

一方、浄化槽設置者の負担軽減という観点か

ら、浄化槽からの排水が法で定められている基

準を満たしていれば、清掃や保守点検を含めた

維持管理制度の簡素化を図るべきという御意見

もありますので、今後、環境省や各県とも相談

してまいりたいと考えております。

維持管理負担の軽減を図りな○横田照夫議員

がら、また一括契約などの手法も取り入れなが

ら、浄化槽が適正に使用されるよう取り組んで

いただければと思います。よろしくお願いいた

します。

次は、総合政策部長にお尋ねしますが、来年

度の重点施策である「みやざき新時代チャレン

ジ産業づくり」の中のイの一番に、新規事業
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「水素エネルギー等利活用構想策定基本調査事

業」が挙げられています。私は、平成23年６月

議会で、「宮大で燃料電池のもとになる水素の

量産化の研究開発をするのだから、将来は全国

の中での水素や燃料電池の生産拠点を目指すべ

きではないか」という質問をしました。そうい

うことで、今回の新規事業を大変うれしく思っ

ています。この事業の目的やその効果をどのよ

うに考えているのかをお聞かせください。

水素エネルギ○総合政策部長（茂 雄二君）

ー等利活用構想策定基本調査事業は、工場から

発生する水素や天然ガスなど、地域にあるエネ

ルギー資源量の把握などの基礎的な調査と、本

県の特性を踏まえた水素の利活用に関する検討

を行うものであります。具体的には、水素の蓄

電池としての機能に着目しまして、再生可能エ

ネルギーで発電した電気を蓄え、地域で活用す

る方策の検討や、水素のわかりやすい利用形態

で、全国的に導入が進みつつあります燃料電池

自動車等の普及促進策の検討などに取り組むこ

ととしております。これらの取り組みによりま

して、県民の水素に対する関心を高め、中長期

的な視点から、エネルギーの地産地消を目指し

てまいりたいと考えております。

メガソーラーで発電した電気○横田照夫議員

は、それを大量にためることが難しく、現在、

送電線に送られていますけど、例えば、その電

気を水素という形で蓄え、夜間、その水素を

使って燃料電池で発電して、地域に電気を送る

ことができるかもしれません。燃料電池の可能

性ははかり知れません。究極のエコエネルギー

です。宮崎県環境計画の実効ある推進とあわせ

て、さっきも出ましたけど、環境日本一を目指

して、ＵＩＪターンにもつなげていきたいもの

です。

次に、三世代同居についてお尋ねします。

私は、平成21年９月議会で、三世代同居への

政策的誘導について質問しました。「大きな家

族規模のときは、病気になったときや介護が必

要になったときは家族内の相互協力でカバーで

きていたし、子育てや教育なども祖父母の手助

けや経験が大いに役立っていた。しかし、核家

族ではそれができず、高齢者介護は公的なサー

ビスとして行う必要が出てきたし、育児ノイロ

ーゼや児童虐待などの現象も多く見受けられる

ようになってきた。そして、このような核家族

化により生み出される現象をカバーするため

に、行政は大きな財政負担をせざるを得なく

なってきたし、その負担は今後さらに大きくな

るのではないか。もちろん、どのような家族形

態で住むかという判断はそれぞれ自由だが、社

会負担や行政負担がさらに大きくなっていくこ

とを考えると、ここらあたりで三世代同居への

政策誘導を考えていいのではないか」といった

質問でした。

先日の新聞報道によりますと、国土交通省

が、三世代が同居して子育てや介護を支え合う

ことで社会保障に係る公的負担を減らす狙いと

して、今年度の補正予算案に100億円前後の関連

費用を盛り込むとしたようです。まさに我が意

を得たりという思いです。三世代同居に関する

国の事業として、「地域型住宅グリーン化事

業」と「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

があるようですが、これらの事業概要と県の取

り組みについて、環境森林部長と県土整備部長

にそれぞれお伺いします。

まず、私から○環境森林部長（大坪篤史君）

「地域型住宅グリーン化事業」についてお答え

させていただきます。この事業は、省エネ性能

や耐久性等にすぐれた良質な木造住宅の建築に
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対しまして、その費用の一部を、国が直接、民

間事業者等に補助するものでございます。今

回、国の平成27年度補正予算におきまして、

キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち、い

ずれか２つ以上を複数設置し、三世代同居対応

住宅として建築する場合には、30万円を限度に

加算されることになっております。県としまし

ても、本事業が県産材の利用促進と環境負荷の

低減に資するものであることから、関係団体等

に対しまして、周知を図ってまいりたいと考え

ているところでございます。

「長期優良住○県土整備部長（図師雄一君）

宅化リフォーム推進事業」についてでございま

すが、住宅の耐震性の確保や省エネ性能の向上

など、一定の要件を満たすリフォームを行う場

合に、その費用の一部を国が建築主に直接補助

するもので、国の平成28年度当初予算案では、

これまでの対象工事に加え、三世代同居のため

の改修工事が追加されております。具体的に

は、三世代同居のために、トイレ、キッチン、

浴室または玄関のうち、いずれか２つ以上が複

数となるような改修工事を行う場合に、その改

修費用の３分の１が補助され、１戸当たりの上

限額は50万円となっております。県といたしま

しては、リフォームセミナーや研修会などさま

ざまな機会を通じ、県民や建築関係団体に対し

て、三世代同居の促進につながる本事業の周知

に努めてまいりたいと考えております。

河野知事が所属しておられる○横田照夫議員

「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネッ

トワーク」の「新たな国づくりのための政策提

案」の中にも、「三世代が同居できる住宅取得

のための支援制度の創設」がうたわれていま

す。知事の三世代同居に対する考えをお聞かせ

ください。

三世代同居を促進する○知事（河野俊嗣君）

支援制度や優遇税制につきましては、私も加入

しております知事の政策グループである「自立

と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワー

ク」が提案してきたものでありまして、今回、

国において、こうした一定の措置がなされ、大

変心強く感じたところであります。三世代同居

につきましては、子育てに係る負担の軽減、ま

た子供たちの人間性や社会性を養うというこ

と、また在宅介護の充実など、さまざまな効果

が期待されるわけであります。一方、その割合

は全国的に減少してきている状況もございま

す。

三世代同居につきましては、それを希望する

かどうか、各個人の事情・判断、いろいろあろ

うかと思っております。まずは、誰もが生き生

きと心豊かに暮らせるよう、働く場の確保や県

内就職の促進、医療や福祉や子育て環境の充

実、さらには、郷土を大切にする教育やＵＩＪ

ターン等の推進にしっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

確かに、地元に働く場がない○横田照夫議員

と三世代同居はできませんので、雇用の場など

暮らしやすい環境を整備することが優先なのか

もしれません。でも、現在、宮崎で暮らしてい

る若者もたくさんおりますので、そういう人た

ちが、できるだけ多くこういう事業を使って、

三世代で同居しようと考えてくれるとうれしい

なと思います。近い将来、県独自で三世代同居

に対する事業が立ち上がってくれることを期待

したいと思います。

次に、入札制度等について、県土整備部長に

お尋ねします。

私たちがふだん何の心配もなく道路とか橋、

建物を利用できているのは、業者が一流の技術
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でしっかりとした施工をしてくれているからで

す。もし若い技術者が育たなくて技術が継承さ

れなかったら、県民への安心の提供もできなく

なります。でも、現実には、建設産業に若い技

術者が育っていない状況にあります。何で若い

技術者が育っていないのか。その原因として、

賃金水準の低さや労働条件の悪さ、福利厚生の

不備、休日の少なさなどが挙げられています。

これらを解決するため、品確法などの建設三法

が改正され、本格運用が始まりました。改正品

確法などをしっかりと履行できれば、先ほどの

問題などもかなり解決できるのではないかと多

いに期待をしています。そこで、それらの進捗

状況などをお尋ねします。

まず、適正な利潤を得られる仕組みづくりに

ついてです。適正な利潤を得られることが、賃

金水準の低さを解消することにつながるからで

す。国土交通省の調査では、賃金水準を引き上

げられない理由として、「発注者や元請から請

け負った金額が低く、賃金引き上げ費用を捻出

できない」とか、「経営の先行きが不透明で、

引き上げに踏み切れない」などが挙げられてい

ます。このために、改正品確法では、予定価格

の適正な設定やダンピング受注の防止などが挙

げられています。このほかに、技能労働者の適

切な賃金水準の確保のための取り組みのさらな

る周知徹底や、建設産業の将来の見通しの明確

化などが必要だと考えます。

技能労働者は、元請にはなり得ない型枠工や

とび工、鉄筋工、左官業などの下請業種が抱え

ていることが多く、そのために、元請は下請の

利益分まで含めた落札価格を確保することが大

事だと思います。その上で、技能労働者の適正

な賃金を確保するために、適切な価格での下請

契約の締結を目指すべきだと思います。元請が

下請に支払う請負金が、手形で支払われること

もかなりあると聞きます。技能労働者の平均年

収を全産業労働者平均レベルに近づけることが

建設業への人材確保につながると思いますが、

現在でも、材工一括契約により労務賃金が不透

明になっているものもあるらしいです。元請か

ら下請に支払われる労務賃金を明確にすること

が不可欠だと考えます。適正な予定価格の設定

や適切な価格での下請契約の締結等が必要だと

考えますが、県の取り組みをお聞かせくださ

い。

適正な予定価○県土整備部長（図師雄一君）

格の設定や適切な下請契約の締結等は、大変重

要であると考えております。このため、県にお

きましては、予定価格の算定に当たって、最新

の単価を適用することや現場条件に応じた積算

を行うなど、その適正な設定に努めているとこ

ろであります。また、下請契約等につきまして

は、建設業法の規定にのっとって、請負契約や

代金支払いなどを適正に行うよう、毎年開催す

る建設業者研修会などにおいて指導を行ってお

ります。

さらに、県発注工事においては、「建設工事

元請・下請関係適正化等指導要綱」を定め、受

注者に対し、この要綱の趣旨を徹底するよう文

書による要請を行い、請負代金の支払い状況等

の報告を求めるとともに、工事現場における施

工体制の点検等において、下請契約の履行状況

を確認しているところであります。

来年度から、広い意味での地○横田照夫議員

産地消を取り入れるとして、総合評価落札方式

において、地元下請業者や地元で生産される資

材等を使う場合を評価することが決まりまし

た。それと同じような考え方で、下請契約等を

評価することはできないものかお伺いします。



- 284 -

平成28年３月２日(水)

建設工事の下○県土整備部長（図師雄一君）

請契約につきましては、それぞれの現場条件を

初め、施工者の技術力や経験、建設機材の保有

状況などによって、下請工事の内容や支払い方

法、契約額などが異なる状況にあります。この

ため、総合評価落札方式において、民間企業の

間で行われているさまざまな下請契約を一律の

基準で適正に評価していくことは難しいものと

考えております。県といたしましては、今後と

も、先ほど申し上げましたような取り組みを通

じて、適正な価格での下請契約等の促進に努め

ていきたいと考えております。

特に、「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」の改正により、昨年の４月

から、下請の施工範囲や金額等の計画を記載し

た施工体制台帳の作成義務の範囲が変更されま

して、下請工事を有する全ての公共工事に拡大

されたところであり、これに伴い、県で行う施

工体制点検につきましても、その対象工事の範

囲を広げて、下請の契約内容や支払い方法など

について点検を行っているところであります。

次は、発注や施工時期の平準○横田照夫議員

化についてです。行政は単年度主義であるため

に、どうしても発注や施工時期が年度後半に偏

り、特に年度末が近づくと、休日がとれないよ

うな状況になります。もし前年度中に積算など

の入札準備ができれば、新年度になってすぐに

入札・発注ができます。そのための手法とし

て、ゼロ県債などの債務負担行為などが考えら

れます。さらに、改正品確法では、余裕期間の

設定といった契約上の工夫等を行うとともに、

週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた

適切な工期の設定ともうたってありますが、県

としての発注や施工時期の平準化の取り組みに

ついてお伺いします。

公共工事の発○県土整備部長（図師雄一君）

注や施工時期の平準化につきましては、品質の

確保はもとより、企業の経営基盤の強化や労働

者の処遇改善などを図る上で、大変重要である

と考えております。このため、県といたしまし

ては、年度間の切れ目のない発注を確保するた

め、先ほど御指摘のございました、今年度はゼ

ロ県債を設定するなど、平準化に努めることと

しております。また、施工時期の平準化を図る

取り組みとして、工事着手時期を柔軟に運用で

きる「余裕期間を設定した建設工事」を本年１

月から試行しているところでありまして、今

後、その効果を検証してまいります。

さらに、完全週休２日に対応する工期を設定

したモデル工事の実施など、そういう新たな取

り組みにも取り組んでまいりたいと考えており

ます。今後とも、国、県、市町村で構成する連

絡協議会等で、発注者間の情報共有を図りなが

ら、発注や施工時期の平準化に取り組んでまい

りたいと考えております。

平準化は全国共通の課題で、○横田照夫議員

埼玉県草加市では２カ年ローリング予算制度と

かを検討しておられたようですけど、憲法や法

律の壁があって実現には至っていないようで

す。今回、ゼロ県債を設定していただいている

ことは大変ありがたいと思いますが、できるだ

け多くの工事が対象となるように、いろんな可

能性を一緒に考えていきたいと思います。

また、先日起こりましたスキーバスツアーの

事故など、格安価格による弊害が指摘されてい

ます。公共工事も税金で行われるものだから安

ければ安いほうがいいという考え方には、大き

な弊害が伴うと思います。元請が安く受注すれ

ば、そのあおりを食うのは下請であり、そこで

働く技能労働者ということになります。建設産
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業を今後も健全に持続させるためにも、発注

者、元請、下請が、同じ問題意識を持って取り

組んでいくことが極めて大事だと思います。

次に、先ほど日髙陽一議員も触れましたけ

ど、難病支援対策について、福祉保健部長にお

尋ねします。

難病新法が施行されて１年が過ぎました。指

定難病は56から306へと、１年前と比べると大幅

の増加となりました。宮崎県内でも約１万人の

患者がいるそうですが、難病に気づいていない

人もいて、実際はもっと多いとも言われていま

す。難病は、確率は低いものの、国民の誰もが

発症する可能性があり、その支援は、難病の患

者及びその家族を社会が包含して行われるべき

であり、国及び地方公共団体のほか、難病患

者、その家族、医療従事者、福祉サービスの提

供者など、広く国民が参画し、実施される必要

があります。

また、難病患者が住みなれた地域において安

心して暮らすことができるよう、難病患者を多

方面から支えるネットワークの構築が大事です

し、国や地方公共団体は、法に基づく医療費助

成制度や保健医療サービス、福祉サービス等を

難病患者が円滑に利用できるよう取り組むべき

だと思います。難病医療費助成の対象疾患が拡

大する中、難病患者がスムーズに医療費助成や

保健医療福祉サービスを受けるため、県はどの

ような取り組みを行っているのかをお伺いしま

す。

難病患者がス○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ムーズに医療費助成を受けられるためには、新

規あるいは更新の申請時に必要となる診断書を

作成します指定医をふやすことが重要でありま

す。そのため県では、県医師会等を通じて、医

療機関・医師への関係資料の配付を行いますと

ともに、保健所主催の会議等におきまして、指

定医等に関する制度の説明を行うなどしました

結果、指定医数は、平成26年度末の800名弱か

ら、ことし１月末には1,200名余に増加している

ところでございます。また、ことし２月には、

指定医の資質向上のため、県内８カ所におきま

して、診断基準等の研修会も開催したところで

あります。

さらに、地域で生活する難病患者が、スムー

ズに医療、福祉、就労支援など公的サービスを

受けられますよう、保健所を中心として、市町

村や医療・福祉関係者を集めての連絡会を開催

したり、また、個別事例に対しては、患者・家

族を含めましてケース会議を行うなど、関係者

の協力・連携に努めているところでございま

す。

難病法施行後、制度が充実さ○横田照夫議員

れる一方で、医療、福祉、就労支援では窓口が

違うなど、非常に複雑になっているともお聞き

しました。難病患者に対しての理解の浸透を図

る必要があると考えますが、患者への支援制度

の周知のため、県はどのような取り組みを行っ

ておられるのかをお伺いします。

難病患者に対○福祉保健部長（桑山秀彦君）

する公的支援には、医療、福祉、就労支援な

ど、さまざまなものがありまして、制度によっ

ては対象疾患が異なる場合もありますので、患

者の方々にとって、それぞれの制度について理

解することは大変なことだと思っております。

そのため県では、制度改正に合わせまして、県

のホームページやリーフレットの作成・配布に

よりまして、制度の周知を図ったところであり

ます。

また、県福祉総合センター内に設置しており

ます難病相談・支援センターや各保健所におき
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まして、患者や家族の方々の医療費助成や療養

上の相談に対応いたしますとともに、他の制度

に関します申請の窓口や手続の概要等について

も情報提供を行っているところであります。今

後とも、難病患者や家族の方々にわかりやすい

丁寧な説明に努めてまいりたいと考えておりま

す。

先日、私も「知事とのふれあ○横田照夫議員

いフォーラム」に出席してきました。たくさん

の御意見・要望が出されましたけど、そのほと

んどは、私たちがふだんから議論しているよう

な内容でした。議論しているにもかかわらず、

そういう要望が出てくるということは、まだま

だ県民が満足できるものになっていないという

ことだと思います。職員の皆さん方も一生懸命

されているのだとは思いますけど、さらに県民

の満足に近づけるよう一緒に頑張っていきたい

ものです。

以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、 原正三議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） スイートピ○ 原正三議員

ーが咲く季節になりました。最後の一人でござ

います。もうしばらくおつき合いをいただきた

いと思います。

昨年11月、ビッグサイトのモーターショー

で、自動運転車を見てまいりました。一言で言

えば、走るコンピューター。自動運転に使う人

工知能等の研究も進んでいるようでありますか

ら、自動運転車が公道を走る日も近いと実感い

たしました。現に、2020年には、無人タクシー

ロボットタクシーと言うそうでありますが―

を運行する計画も着々と進んでいるとの報―

道であります。車の次は、農業や建設、医療、

介護等の現場に、その応用がＩＣＴ技術の進化

と相まって、ロボットとして徐々に、やがて加

速度的に広がっていくのだろうと思います。

それでは、質問に入ります。

当初予算に対する知事の思いについて伺いま

す。代表質問で、我が会派の山下議員からも県

民所得について質問がありましたが、他の指標

の中には、一部全国トップクラスの位置を占め

るものはあるものの、まことに残念なことなが

ら、総合的に見れば、他県との比較において、

本県が後塵を拝していることは認めざるを得な

い状況であります。

各県対抗駅伝に例えるならば、はるか前方を

颯爽とひた走る東京や大阪、愛知のトップグル

ープにおくれること数十分、40位台をキープし

ながら隣県チームを追走する河野監督率いる宮

崎県チームの姿が想像されます。沿道では、そ

の差を縮め、順位を一つでも上げてほしいと、

多くの県民の皆様方が小旗を振りながらの必死

の応援であります。

知事は、平成28年度予算を「躍動する『みや

ざき新時代』予算」と銘打って今議会に上程さ

れました。広辞苑によれば、躍動とはすなわち

「おどりうごくこと。いきいきとして勢いのあ

ること」とあります。そこで、宮崎県チームの

監督を務められる河野知事にお尋ねいたしま

す。知事は、今年度の予算で、宮崎県チームに

どのような勢いをつけ、沿道応援団の期待に応

えるべく、その差を縮め、あるいは順位を上げ

ようとしておられるのか、御見解をお聞かせく

ださい。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

平成28年度当初予算についてであります。

原議員から駅伝に例えてのお話がありました
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が、こうしたスポーツの世界では、しばしば

「ジャイアント・キリング」という言葉が使わ

れるわけであります。いわゆる番狂わせであり

ます。昨年開催されましたラグビーワールド

カップで南アフリカに勝利した日本代表につい

て、イギリスの新聞は、「史上最大の番狂わ

せ」と報じたところであります。これがどの程

度の番狂わせだったかと、いろんな表現がネッ

トでも出回っておりまして、「サッカー日本代

表がブラジル、アルゼンチンに勝ったようなも

のだ」というような話もありますし、「のび太

が一人でジャイアンに勝ったようなものだ」と

か、そんな例えもあるわけでありますが、私は

あの試合を見て、単に運がよかったというもの

ではないと感じているところであります。

エディー・ジョーンズヘッドコーチが「ジャ

パン・ウエー」というものを掲げられました。

日本人の持ち味、勤勉さ、忍耐力、俊敏性、そ

ういったものを生かして、日本ならではのチー

ムづくりをやっていく、強い相手に何度もタッ

クルに行き、それで複数でタックルに行く、攻

め続けた諦めない姿、そして、終了間際に訪れ

たチャンスに、ペナルティーゴールで同点では

なく、勝つためにトライをとりにいった姿、そ

のような姿に、宮崎合宿での厳しい練習風景が

重なり、小さな努力の積み重ねと諦めない強い

気持ちが勝利に結びついたと感じたところであ

ります。あの試合の80分間、フィールドには躍

動する日本代表選手の姿があったものと考えて

おります。

県におきましても、一つ一つの事業や取り組

みは小さなものであっても、それらを積み重ね

ていくことで、さまざまな場面で、県や市町

村、そしてスクラムを組んで、県民全体が躍動

することができるのではないか。エディー・

ジョーンズヘッドコーチの「ジャパン・ウエ

ー」、強みを知り、強みを伸ばすということで

あります。この言葉をかりるのであれば、「宮

崎ウエー」というものがあるのでないかという

こと、今、地方創生も本県の強みを生かしてい

こうという取り組みをしておるところでありま

して、そのことにより県民全体が躍動する宮崎

をつくっていきたい、そのような思いを込め

て、平成28年度当初予算案は、「躍動する『み

やざき新時代』予算」としたところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

念じればかなうと申しますか○ 原正三議員

ら、「ジャイアント・キリング」という言葉を

お使いでの答弁でございましたけど、ぜひ一緒

に頑張りたいと思います。

具体的なことについては、２点ほど予算でお

伺いしますが、研究開発予算について伺いま

す。このことについては、未来への投資という

観点から、当初予算時に過去２年続けて質問し

てまいりました。今回は３回目の質問というこ

とになります。来年もきっとやると思います。

これは、２月初め、ブルネイ・ダルサラーム

国を訪問し、先ほど日髙議員からも出ておりま

したが、その後、ヤスミン大臣が来県されたと

きの話であります。我々一行は、宮崎県を紹介

するに当たり、宮崎和牛日本一はもちろん、本

県が野菜等の残留農薬分析技術日本一の能力を

有しており、本県産の野菜がいかに安心・安全

であるかを強くアピールできたわけであります

が、これもひとえに、これまでの長きにわたる

研究の成果があったからこそであります。大臣

には強い関心を寄せていただきました。知事に

お尋ねいたします。今年度の研究費はどうなっ

ているのか、昨年度と同じ比較においてお聞か

せください。
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研究開発への投資は、○知事（河野俊嗣君）

本県独自の新技術や新産業の創出等につながる

ということで、極めて重要であると認識してお

りまして、来年度実施します県の研究開発予算

は、27年度比で0.3％増の約36億8,000万円を計

上しているところであります。このような中、

産学官での研究成果をもとに、農産物の残留農

薬や機能性成分分析などを行います「一般社団

法人食の安全分析センター」が昨年10月、農業

試験場内に設立されるなど、長年の研究開発の

成果が、新たな産業振興にもつながりつつある

ところであります。

また、今後、木材の新たな需要先として期待

されておりますＣＬＴへの県産杉の活用を進め

るための研究など、本県の基幹産業であります

農林水産業の成長産業化や中核的企業の育成等

につながる研究開発を推進するとともに、今後

とも、必要な予算確保に努めてまいりたいと考

えております。

後ほど述べますが、農機具メ○ 原正三議員

ーカーに調査に行きました。メーカーと自治体

は同じように比較はできませんが、このメーカ

ーは１兆6,000億円の売り上げをする会社であり

ますが、研究開発400億円です。そういうこと

で、先から先を見込んで、企業はいろいろと

やっている、基礎的な部分はしっかり自治体が

やらないといけない、そういうふうに思っての

質問であります。

小規模企業への支援について伺います。小規

模企業支援は究極の地方再生であると言われま

す。早い話が、仕事がなければ若者は県外に出

て行くしかなく、ＵＪＩターンの希望者がいて

も、職場がなければＵＪＩターンできるはずが

ないわけであります。このことについては、こ

れまで多くの議員から指摘があり、その支援・

振興のあり方について、さまざまな議論がなさ

れているところでありますが、重ねて質問いた

します。

国会において小規模企業振興基本法が成立し

たのを受け、昨年９月議会で、本県としても早

期に条例を制定すべしとの質問をいたしました

ところ、執行部においては、早速、中小企業振

興条例の改正作業に取り組んでいただき、小規

模企業振興の項目を追加した改正条例案を今議

会に上程の運びとなりました。その素早い対応

に敬意を表するものでありますが、要は実行、

条例の次に来るものは、条例の意図を反映した

予算でしかありません。そこで、来年度予算に

おいて、小規模企業に対してどのような支援を

行うのか、知事にお伺いいたします。

小規模企業は本県経済○知事（河野俊嗣君）

の屋台骨を支えているわけでありまして、その

振興は大変重要であると考えております。県で

は、今議会に上程しました宮崎県中小企業振興

条例の改正案におきまして、小規模企業の持続

的発展に向けた基本方針等を定めるとともに、

策定中の「みやざき産業振興戦略」におきまし

て、具体的取り組みとして「小規模企業支援プ

ロジェクト」を位置づけることとしておりま

す。

来年度の主な事業としましては、新規の「小

規模企業総合支援事業」におきまして、販路開

拓等の支援を強化するとともに、小規模企業に

とって身近な支援機関である商工会などの重要

性を踏まえまして、経営指導員のさらなる支援

能力の向上に取り組むこととしております。ま

た、小規模事業者持続化補助金など国の施策を

有効に活用するために、企業に対して指導・助

言を行う専門家の派遣についても、引き続き実

施してまいります。県としましては、今後と
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も、小規模企業が地域において光り輝く存在で

あり続けるよう、商工会等と連携・協力して取

り組んでまいりたいと考えております。

予算については以上としまし○ 原正三議員

て、次に、農業問題に移りたいと思います。

私は時折、商店街を農業に例えてみることが

あります。過去、街の中央通り商店街は、江戸

のころからずっと個人商店が大小軒を並べて形

成されておりました。そこに変化があらわれた

のは、近代になってからであります。デパート

なるものが個人商店街に割って入る形で誕生

し、ここまでは共存共栄、両者プラスに作用し

ながら街の繁栄を支えてきておりました。しか

し、それも10数年前、郊外型の大規模店舗が進

出すると、中央通り商店街は一変、客足は遠の

き、相次ぐ閉店でシャッター通りと化してしま

いました。農業への例えで言えば、個人商店は

家族経営型農業、デパートは農業法人、大規模

店舗は企業経営型農業ということになろうかと

思います。以下、農業問題について３点質問い

たします。

中山間地の農業についてであります。中山間

地等においては、高齢化が進行、後継者はな

く、農地を預けようにも預け先もない状況が顕

著になりつつあります。余談ですが、国におい

ては、この預けようもなく耕作放棄地にならざ

るを得ない農地に、わずかな額とはいえ集約化

に反するとして、課税を賦課するなどとの案が

ありましたが、これは全くの的外れでありま

す。現場を知らない、まさしく机上農業の典型

であります。土地の値上がり転売をもくろむ都

市部の資産保有とは全く本質が異なるわけであ

ります。

さて、そういう危機的状況を迎えつつある中

山間地等の農業でありますが、これはどういう

状況を迎えようとも、本県の農業は家族経営型

農業が基本にならざるを得ないし、家族経営型

農業は必然的に残るものと考えます。中山間地

の農業に特化して質問いたします。どうしても

家族経営型農業を基本とせざるを得ない中山間

地等 いわゆる条件不利地と言ってもいいか―

と思いますが の農業を守るため、平成28年―

度はどのような事業に取り組もうとしておられ

るのか、農政水産部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

平成28年度の○農政水産部長（郡司行敏君）

中山間地域の農業振興対策といたしましては、

中山間地域の実情に合った地域サポート体制の

構築を図りますため、「輝く中山間園芸産地構

築事業」により、林業などの他産業と連携した

受託組織の施設整備を支援いたしますほか、

「地域農業サポート体制支援事業」により、地

域コントラクター育成による繁殖農家への飼料

供給などに取り組むことといたしております。

これらに加え、中山間地域ならではの特産品

を活用した６次産業化の推進や、「宮崎方式産

地改革総合支援事業」によるＪＡグループと一

体となった特色ある地域品目の生産指導、さら

には、日本型直接支払制度による多面的機能の

維持・発揮への取り組み支援を一体的に進める

こととしております。県といたしましては、こ

れらの事業により、条件が厳しい中山間地域に

おきましても、農業者が継続して生産活動に従

事できますよう、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

次は、企業の農地所有につい○ 原正三議員

て伺います。農業特区の兵庫県養父市が、農業

生産法人の要件を緩和し、企業の農地保有を解

禁する案を提案し、政府は前向きに検討してい

るとの報道でございます。その内容は、現行の
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農地法が、農業者主体の経営を担保するため、

農地を保有できる農業生産法人について、企業

の出資（議決権）比率は４分の１以下、農業の

売上高が２分の１以上とする要件を課している

のを、企業の出資（議決権）を２分の１以上、

それから、農業の売上高を２分の１未満にそれ

ぞれ緩和するよう求めているものであります。

企業の出資比率については、企業との連携に

より６次産業化を促す狙いで、昨年８月施行の

改正農地法で、現行の４分の１以下から、こと

し４月以降、２分の１未満まで緩和、引き上げ

られようとしている寸前であります。企業の出

資要件のこれ以上の緩和については、企業が撤

退した場合、農地の原状復帰を担保できるの

か、企業の経営支配を認め、農業者の立場を弱

くしないか、外国企業の参入を防げないなど、

さまざまな疑問や懸念があるようであります

が、他方では、農業にイノベーションを起こす

ためには、資金力や技術開発力にすぐれた企業

の力が必要との意見もあります。いずれにし

ろ、農業者を中心に据えてきた農地制度を根幹

から揺るがしかねない法律改正であります。

今は一農業特区の話でありますが、ここで議

論とすべきは、特区を突破口に、近い将来、全

国で解禁となる可能性が否定できないからであ

ります。例えば、過去には、リース方式での企

業の農業参入が03年に構造改革特区で認めら

れ、わずか２年後の05年には全国展開されたこ

とがあるからであります。企業の農地所有を解

禁することが、宮崎の農業にとってプラスにな

ることなのか否か、簡単には結論の出せない問

題のようであります。

もし企業の農地保有が本県農業にとって災い

をなすものであれば、我々は「困ります」の声

を東京に向かって発しなければいけないし、ま

た、プラスに作用するものであれば、その準備

を怠るわけにはまいりません。メリット・デメ

リット、そして企業の農地保有に対する農政水

産部長の御見解をお聞かせください。

企業の農業参○農政水産部長（郡司行敏君）

入につきましては、遊休農地の解消、新たな担

い手の確保などに有効であると考えております

が、本県におきましては、参入企業と地元地域

との連携を何よりも重要視しております。本県

における企業の農業参入案件につきましては、

すべてリース方式による農地の貸借契約であ

り、企業ニーズからしても、リース方式で十分

であると考えております。

企業の農地所有につきましては、国家戦略特

区において議論がなされていることは承知して

おりますが、安心して農地を利用できるメリッ

トはあるものの、初期投資の増加や経営不振に

陥った際の農地の荒廃化、さらには、転用目的

での農地の取得などが懸念されるところであり

ます。国家戦略特区における企業の農地所有に

つきましては、厳しいハードルが設けられてい

るとの報道もあり、引き続き、国家戦略特区に

関する議論など、国の検討状況等を注視してま

いりたいと考えております。

しっかり情報収集しながら、○ 原正三議員

我々もやりますけれども、絶えず流していただ

きたいと思います。今の答弁からすれば、どう

も好ましくないなと、はっきり言えば反対だな

ということのように私は文脈から受け取りまし

たけれども、言うならば、商店街になぞらえ

て、大規模店舗を認めるのか認めないのか、そ

のために宮崎の農業はどうなっていくのかとい

う大事な視点だと思いますから、よろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、農業技術のイノベーションについて、
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第七次宮崎県農業・農村振興長期計画が見直し

時期を迎えました。後期の計画期間は、ことし

平成28年度から平成32年度の５年間でありま

す。これからの農業はどのように変わり、農業

をどのように変えていくのか、農業技術のイノ

ベーションについて伺うわけでありますが、先

日、大手農機具メーカー２社を調査・訪問いた

しました。メーカーであればこそ、縮小する農

機具市場の将来に危機感を持ち、新しい農業技

術の開発等に力を注いでいるはずと思ったから

であります。訪問先では、幹部の皆さんがおい

でいただいて、ハード・ソフト両面の現在の取

り組み状況について詳しく御説明を賜り、機械

の進化とソフト面の進化が、これからの農業に

大きな変化を与えつつあると強く感じた次第で

あります。

代表例を紹介しますと、ＧＰＳを利用してト

ラクターが無人走行するシステムが２年先には

実現すると、確信を持って話しておられまし

た。その精度も数センチメートル。これが実現

しますと、昼夜を問わず作業が可能であり、人

は家にいながらにして、もしかしたら他の作業

をこなしながら、あるいはテレビを見ながら、

端末機を操作するだけで、刈り取りや耕うんが

可能となるわけであります。

ほかにも、果樹経営に使用するおなじみアシ

ストスーツや、あるいはドローンを利用しての

種まきや薬剤散布、あるいはトラクターが故障

したとき、どこにトラクターがいて、どういう

故障をしたのか、リアルタイムでサービスセン

ターに知らせが届いて、作業停止時間が短縮さ

れるシステムなどの開発が進んでおり、工場が

過去、そして現在、そうでありますように、省

力化や軽労化、低コスト生産技術に視点・力点

を据えた新技術の開発がかなり進みつつあると

強く感じました。

農業の現場にもいよいよ変化が起きつつある

し、起こさなければならないと考えます。長期

計画の改定に際し、農業技術の革新、いわゆる

イノベーションをどのように進めようとしてお

られるのか、農政水産部長の御見解をお聞かせ

ください。

現在、改定作○農政水産部長（郡司行敏君）

業を進めております第七次宮崎県農業・農村振

興長期計画においては、今後、急速に農業従事

者が減少する中で、本県農業の生産力や競争力

を確保していくため、生産性の向上や高品質化

に向けた新たな技術の開発に積極的に取り組む

ことといたしております。具体的には、ＩＣＴ

による次世代施設園芸団地における複合環境自

動制御技術や、御紹介も少しありましたけれど

も、お茶の無人走行型収穫・防除機などのロ

ボット技術の開発、さらには、輸出に対応した

日もちのよいスイートピー品種の育成などの技

術開発に一生懸命取り組んでいきたいと、その

ように考えているところであります。

私は、議員も同じ考えだと推察いたしますけ

れども、新しい技術が新しい時代の扉を開く

と、そのように考えております。今後とも、産

学官金連携のもと、国の研究資金等を有効に活

用しながら、本県農業の成長産業化に向けたイ

ノベーションの促進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。国○ 原正三議員

もことしは、農業に関するロボット化に対する

予算とか、そういう項目を概算要求の段階でつ

けておられたようです。今後とも、ひとつそう

いうことで、一緒に情報収集しながら頑張りた

いと思います。

次は、少し楽しい話をしたいと思います。東
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アジア経済交流戦略についてであります。

丸山議員の代表質問にもありましたように、

先般、一行８名でブルネイ・ダルサラーム国を

訪問してまいりました。調査目的はＴＰＰと経

済交流について、ブルネイ国はＴＰＰ積極推進

国であります。大使館の格別の計らいにより、

首相府や一次資源・観光省を訪問いたしまし

た。首相府においては、エネルギー・産業大臣

を表敬、大臣との意見交換や、首相府担当官に

よるＴＰＰ協定に伴う影響や今後の動向、海外

市場開拓の取り組み、太陽光プラント等につい

てブリーフィングいただき、一次資源・観光省

では、ＴＰＰ協定関連を初め、観光政策や１次

産業の現状についてブリーフィングを賜りまし

た。

この会議に際して、我々が宮崎をしっかりＰ

Ｒしてきたことは言うまでもないことですが、

現地の新聞 ２つの新聞でありますが に― ―

会議の模様が写真入りで報道されたのには多少

驚かされました。ブルネイ国の日本に対する関

心の強さを実感した次第であります。知事にお

尋ねいたします。我々の訪問を受け、ヤスミン

エネルギー・産業大臣が来県されました。知事

も大臣とさまざまなお話をされたことと思いま

すが、知事は外交官を志望されていたこともあ

ると聞いております。大臣の宮崎訪問につい

て、知事の感想をお聞かせください。

原議員を初め、県議○知事（河野俊嗣君）

会の皆様のブルネイ訪問を契機に、早速今回、

ヤスミン大臣の宮崎訪問が実現したというこ

と、ブルネイの産業・エネルギー政策担当の政

府要人との交流の機会をいただき、大変ありが

たく思っているところであります。今回の大臣

の訪問の目的は、将来の石油や天然ガスの枯渇

に備え、ブルネイ経済の多角化を図るため、太

陽光パネルや医療機器の製造、農業分野の技術

などを視察したいというものでありましたが、

それぞれの訪問先で温かい歓迎を受け、感激さ

れるとともに、宮崎のすぐれた技術に対し高い

評価をいただき、今後の交流の可能性を感じた

ところであります。

さらに、歓迎レセプションでは、ハラール処

理した県産和牛を初め、宮崎の食の豊かさを堪

能していただいたわけでありますし、日髙県議

が舞われた神楽、また野﨑県議の太鼓というこ

とで、日本の文化にも触れていただき、大変満

足いただいたところであります。県議みずから

神楽や太鼓ということで、宮崎の文化度の高さ

といいますか、文化力も大いに発信することが

できたのではないかと、敬意を表するものであ

ります。

また、ヤスミン大臣の訪問の直後であります

が、東京で古事記ゆかりの県知事のシンポジウ

ムがありました。実は、和歌山の仁坂知事はブ

ルネイの大使を務めた経験があり、ヤスミン大

臣とも親友関係にあられるということで、その

話でのまた盛り上がりがあったところでありま

す。最近、仁坂知事は、「神武天皇は大阪では

拒否されたものの、和歌山をすっと通っていた

だいて奈良に入ったんです」というようなこと

をいろいろ説明しておられますが、昨年の世界

農業遺産も含めて、いろんなつながりが出てき

たということであります。

今回の訪問を契機として、さまざまな国々と

の多様な交流の必要性、そして、それがどうい

う人のつながりを生み、また、さらなるネット

ワークの広がりが図られるか、いろんな可能性

があるなということを感じたところでありまし

て、ブルネイを初め、さまざまな国との交流を

さらに進めてまいりたいと考えております。
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議長も一緒に行っていただき○ 原正三議員

ましたし、議長表敬もありましたが、議長に感

想を聞くわけにはいきませんので、次に移りた

いと思います。

ハラール対応について、ブルネイ国産業大臣

によりますと、世界には19億人のイスラム教徒

がおり、ハラール食の市場規模2.4兆円とのこと

でありました。将来、宮崎から輸入した農産物

を加工して、ハラール食として海外に売り出す

ことも考えられる等の話もされました。ハラー

ル食の可能性を認識したところでありますが、

オリンピック・パラリンピック東京大会に向け

て、ムスリム旅行者を受け入れるためには、ハ

ラール対応が重要であります。東京大会に向け

てどのように取り組んでいくのか、現在の本県

の取り組み状況もあわせてお聞かせください。

商工観光労働部長、お願いいたします。

東南アジ○商工観光労働部長（永山英也君）

ア等から日本へ訪問するムスリム旅行者は年々

増加しております。安心して食事ができるハラ

ールや礼拝などのムスリム対応は大変重要に

なってきております。このため、本県におきま

しては、平成26年から、みやざき観光コンベン

ション協会やジェトロ宮崎貿易情報センターと

も連携しながら、ムスリム旅行者の受け入れや

食品輸出に関するハラールセミナーなどを実施

しているところであります。

また、来週には、宮崎大学と連携し、宿泊施

設や飲食店等を対象に、専門家による講演や留

学生との意見交換会を実施することにしており

まして、ムスリム対応への理解を深め、受け入

れ施設の拡充につなげてまいりたいと考えてお

ります。県といたしましては、2020年に向けま

して、ムスリム旅行者を初めとする外国人観光

客の受け入れ環境の充実に、県内の市町村や関

係団体等と連携を図りながら、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、ブルネイ国との交流促○ 原正三議員

進について伺いたいと思いますが、ブルネイ・

ダルサラーム国は、人口約40万人、広さは三重

県と同程度の小さな国ながら、石油や天然ガス

などの豊富な資源で外貨を獲得し、税金もな

く、１人当たりＧＤＰも日本よりはるかに高い

大変豊かな国であります。両国間には、過去の

長い歴史やエネルギーの輸出あるいは車の輸入

等を通じて深い関係があり、外交樹立30数年、

大変親日的な国であります。政治制度は立憲君

主制であり、国王による安定した政治・経済情

勢が維持されております。

伊岐大使の現地情勢ブリーフィングでは、ブ

ルネイ国は地政学的にも有利な位置を占めてお

り、例えば、ハラールなど各国に輸出するには

優位性があると聞きました。ヤスミン大臣には

来県時、県乳用牛肥育事業農業協同組合による

「ハラール宮崎ハーブ牛」の説明の後、東郷メ

ディキットや県総合農業試験場、そしてソーラ

ーフロンティア工場を視察していただきました

が、いずこにおいても、かなり強い関心を示し

ておられました。ちなみに、ブルネイ国には、

宮崎産ソーラーフロンティアの太陽光パネルが

設置されております。

宮崎空港で大臣を見送りながらつくづく思っ

たことは、今、ブルネイ国と本県が特別深い関

係を持ち合わせているわけではありませんが、

この小さな友好の芽を将来に向けて大きく育て

ていけば、次の世代に何かが生まれるのではな

いかということであります。そこで、商工観光

労働部長にお尋ねいたします。ことし、「みや

ざきグローバル戦略」を策定の予定と聞いてお

ります。この機会に、ブルネイ国との交流を促
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進してはどうかと考えます。グローバル戦略の

中で、このような交流をどのように位置づけ、

取り組んでいかれるのか、お考えをお聞かせく

ださい。

海外との○商工観光労働部長（永山英也君）

経済交流の拡大を図りますためには、輸出の促

進や観光誘客に取り組むだけではなく、今回の

県議会の皆様によるブルネイとの交流のよう

に、海外のさまざまな活動で築いた人的ネット

ワークをいかに経済や人材の交流につなげてい

くかという視点も大変重要であると考えたとこ

ろであります。このため、現在策定を進めてお

ります「みやざきグローバル戦略」におきまし

ては、「海外との連携・多様な交流の促進」を

戦略の柱の一つとして位置づけまして、その中

で、ブルネイを含むＡＳＥＡＮ地域の展開の方

向性として、「海外の自治体との連携の推進」

や「相互交流につながる多様な人的ネットワー

クの維持、拡大」などを掲げているところでご

ざいます。

県といたしましては、今後、ブルネイとの交

流を初め、県内において、さまざまな国とあら

ゆる分野で交流の芽が広がるよう、各種の交流

団体とも十分に連携しながら、戦略の推進に努

めてまいりたいと考えております。

ヤスミン大臣は大変ゴルフの○ 原正三議員

好きな方で、飛行場を飛び立たれる前に、ゴル

フショップに連れていけということでございま

したから、あるショップに連れていきました。

前日、電話しておきまして、「Ｍｉｙａｚａｋ

ｉ」シャフトというのを都城でつくっておりま

すから、試打コーナーに連れていきまして、

「これが絶対あなたに合うよ」と言って、「Ｍ

ｉｙａｚａｋｉ」シャフトをお買い上げいただ

いて帰っていただきましたので、ずっと宮崎と

いう名前はゴルフをするたびに思い出していた

だけるし、また、私も営業マンの一端を担った

ということを御報告申し上げて、次に移りたい

と思います。

介護ロボットの導入について伺います。

ロボットについては、過去２回、15～16年前

と10年前に質問したことがあります。当時から

すれば、産業用ロボットを見る限り、その進化

ぶりには驚かされます。正月明け、北九州市が

国家戦略特区 介護施設へのロボット導入だ―

そうでありますが に指定されたとの報道が―

ありました。現地の状況を調査したいと思って

いる矢先、今年度の予算に「介護ロボット導入

調査検証事業」が組まれているのを知り、早

速、北九州市に調査に行ってまいりました。

市の新産業振興課課長みずからの丁寧な説明

をいただいた後、関連企業を訪問し、展示館等

を見せてもらいました。対象が人であるがゆえ

に、産業ロボットほどの急激な進化はまだまだ

これからでありましょうが、腰痛対策や人手不

足解消の対策あるいは職場改善などなど、介護

現場が抱える問題を解消または負担軽減するな

ど、今後の介護のありようを大きく変える画期

的な技術と言えると思います。介護現場におけ

る介護ロボットの導入に、県はどのように取り

組んでいかれるのか、福祉保健部長の御見解を

お聞かせください。

介護ロボット○福祉保健部長（桑山秀彦君）

は、介護従事者の負担軽減に資するものであり

まして、介護人材の定着を図る上で有効であり

ますことから、国においても、導入に対する補

助事業が創設されるなど、普及促進の機運が高

まっております。こうした中で、本県では、最

新の介護ロボットの機能が、介護の現場におい

て十分に理解されていないのではないかという
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声を伺っております。このため、来年度当初予

算案の新規事業におきましては、まずは、試験

的に介護ロボットを導入していただいて、その

機能や操作方法などを広く知っていただくこと

としております。その上で、効果や課題につい

て検証しまして、各事業所が導入・活用するに

当たっての判断材料としてもらいたいと考えて

おります。

判断材料、検証という話が出○ 原正三議員

ましたが、当然１年間やってみて、その検証結

果を次に生かしていかないといけないと思いま

す。今回の試験的導入の検証結果をどのように

生かしていくのか、再度、福祉保健部長の御見

解をお聞かせいただきたいと思います。近い将

来、先ほど申し上げましたが、介護ロボットは

ごくごく汎用的で身近な存在になっていく、こ

れができるとなれば、加速度的に進んでいくと

思います。例えば、介護ロボット導入プランと

まで言えないにしても、そういうベクトルを

持った指針みたいなものは今のうちからつくる

準備をして、他県に先駆けて先進県となるよう

な、そういうことを目指していただきたいと思

いますが、検証結果をどのように生かすのか、

御見解をお聞かせください。

介護ロボット○福祉保健部長（桑山秀彦君）

導入の目的は、介護従事者の負担軽減や業務の

効率化、あるいは介護を受けられる方へのサー

ビスの質や安全性の確保などでありますので、

今回の事業におきましては、これらの目的に対

する効果や課題を検証してまいります。その上

で、各事業所におきまして、利用者や介護従事

者にとりまして、最も効果的・効率的に介護ロ

ボットを活用するための体制づくりを検討して

いただきたいと考えております。

また、今後は、関係団体とも連携しながら、

今回の事業の検証結果や先進的な取り組み事例

等も踏まえまして、介護ロボットの導入・活用

に当たっての基本的な考え方を整理してまいり

たいと考えております。

今回、アシストスーツも、ま○ 原正三議員

だまだ使い勝手の悪い、一回一回脱着しないと

いけませんから、ずっと作業をやっているわけ

じゃないので、ほんの試験的なものになろうか

と思いますが、先々はこれがまたいろんなとこ

ろに進化していくんだと思います。北九州の場

合は、シニア・ハローワークと一体になってい

るんですね。いわゆる地方創生で、例えば40

代、50代の方にどうぞ北九州においでくださ

い、帰ってきてください、ＵＪＩターンで来て

ください、老後は、こういうことで、特区でロ

ボットを使って、非常に安心・安全な充実した

介護体制をつくりますから、そのために帰って

きてくださいということで、一体のものになっ

ているようでございます。紹介しておきたいと

思います。

次に、ロボットを関連技術ということで広め

て、産業としてのロボットということでお尋ね

したいと思いますが、本県のロボットに関連す

る技術水準は、どの程度の、どのような位置に

あるのか、産学官の取り組み状況についてお聞

かせください。商工観光労働部長、お願いいた

します。

県内での○商工観光労働部長（永山英也君）

ロボット関連技術の取り組みについてでありま

す。民間企業において、工場内の搬送ロボット

の開発・製造や産業用ロボットの部品製造に取

り組む例などがあります。また、県の工業技術

センターにおきましては、これまで県内企業と

連携し、ロボットの動作制御システムや安定制

御技術に関する研究を実施するなど、ＩＣＴを
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活用したロボット関連技術に関する研究開発を

行ってきております。

また、宮崎大学では、環境ロボティクス学科

を中心に、基礎から応用まで幅広い研究が行わ

れておりますが、例えば、人の入れない下水管

の劣化状況を検査するロボットの実用化や、手

足が不自由な方が目線の動き等で電動車椅子を

制御する装置の開発等が行われております。さ

らに、都城高専では、病院や工場内の狭い空間

で、全方位に物を運搬できる移動ロボットなど

の研究のほか、ロボットコンテストを通じた基

本動作の制御システムの開発実習などに積極的

に取り組んでおられます。

また、質問にありました介護ロボット分野に

つきまして、県内の産業界、大学あるいは公設

試がいかにかかわることができるかについて

は、今後、関心を持って見ていきたいと思って

おります。

そこで本題でありますが、東○ 原正三議員

九州自動車道宮崎―北九州間がいよいよ全線開

通いたします。ロボットやＩＣＴ技術産業の先

進地である北九州市と、かなり近くなります。

日本ロボット工業会によると、産業用ロボット

も含めたロボットの市場規模は、2025年には、

これはやや古いデータでありますが、その―

当時の試算でも 約８兆円に達すると予測さ―

れております。

現在も豊前市に事務所を開設するなど、自動

車道の開通効果の発揮に努力されているところ

ではありますが、この際、自動車産業に、ロ

ボットやＩＣＴ産業等 その他にもいろいろ―

ありますから、いろいろ加えても結構ですが

を加えた事業の拡大展開を図ってはどうか―

と思います。本県産業の厚みが増し、さらなる

発展につながるものと思われます。商工観光労

働部長の御見解をお聞かせください。

東九州自○商工観光労働部長（永山英也君）

動車道宮崎―北九州間の全線開通に伴い、ロ

ボットやＩＣＴ技術、自動車関連産業など、先

端技術開発の先進地である北九州市とつながり

ますことは、本県のものづくり企業にとりまし

て、新分野進出、技術連携の促進などの効果が

期待されるところであります。本県ではこれま

でも、沿線の大分県や北九州市と連携を図り、

東九州メディカルバレー構想の推進や自動車産

業関連企業の取引拡大などに取り組んでおりま

すが、特に自動車分野につきましては、大分県

や北九州市の関連企業団体と合同で自動車産業

交流ツアーを実施するなど、県域を越えた企業

間連携を強化しているところであります。

なお、現在策定を進めております産業振興戦

略におきましても、ロボット技術などのイノベ

ーションを生み出す新たな取り組みを、しっか

りと位置づけているところであります。宮崎―

北九州間の全線開通を契機としまして、先進地

との連携をさらに深め、本県の産業振興を図っ

てまいりたいと考えております。

これはものづくりで有名な東○ 原正三議員

大阪市ですね。ここにも先般、行ってまいりま

したが、大阪府の職員さんの話ですけれども、

東大阪はなぜものづくりの町として栄えたか、

いわゆる企業城下町としての基礎があったか

ら、そういうふうな技術の発展を見たんだとい

うことでありました。宮崎の場合は、旭化成さ

んというビッグビジネスはありますけれども、

企業城下町らしきところはなかなかないわけ

で、近くなりました北九州、かつては鉄都と言

われました。鉄の町あるいは工都、工業の町北

九州、そことつながるわけでありますから、や

や遠い地でありますが、そこの企業城下町とし
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て栄えることを目指していってはどうかなとい

うことで質問したところであります。

最後に、刑法犯対策について伺います。

警察本部長にお願いいたしますが、この質問

を通告してからも、去る27日、福岡市で、19歳

の予備校生が同じ予備校に通う19歳の少年に刺

され、死亡する事件が発生いたしました。昨年

２月にも、川崎市の中学１年、上村遼太君が多

摩川の河川敷で無残に殺害されました。先日、

横浜地裁の裁判員裁判は、19歳の無職少年に懲

役９年以上13年以下の不定期刑を言い渡したと

の報道があったばかりであります。被害者の肉

親の立場にすれば、その感情たるや想像を絶す

るものではないかと考えます。相次ぐ凶悪事件

の報道に、何とか未然に防ぐ手だてはないもの

かと、やり場のない怒りをテレビにぶつけなが

ら思うことしきりであります。さて、本県はど

うなのか、心配にもなります。県内の刑法犯の

現状についてお聞かせください。

県内の犯罪発生○警察本部長（野口 泰君）

状況につきましては、平成27年の刑法犯の認知

件数は6,632件で、前年と比較して689件、率に

して9.4％減少しております。刑法犯の認知件数

は、ピーク時の平成14年以降、年々減少傾向に

あり、昨年は、現在の統計方式となった昭和41

年以降、最も低い件数となったところでありま

す。一方、昨年の刑法犯検挙件数は2,490件、検

挙率が37.5％で全国平均を５ポイント上回って

おります。

刑法犯の中でも、悪質で社会的反響が大き

く、県民に著しく不安を与える殺人・強盗・強

姦・放火の４罪種を凶悪犯罪と呼んでおりま

す。この凶悪犯罪の認知件数は15件で、前年と

比較して25件、率にして62.5％減少しており、

検挙件数につきましては、18件で率にして120％

に上り、前年比減少率、検挙率ともに全国１位

であります。

また、人口10万人当たりの認知件数を示す犯

罪率が、凶悪犯罪につきましては、1.3％と全国

一低い現状にあります。しかし、この種犯罪

は、いつ発生するかわからず、昨日未明、宮崎

市内のコンビニエンスストアで強盗未遂事件が

発生するなど、予断を許さない状況にありま

す。

刑法犯は、昨年9.4％の減少○ 原正三議員

で、認知件数は昭和41年以降、最低、検挙率も

全国平均を５ポイント上回り、また、凶悪犯罪

は、前年比減少率がマイナス62.5％で全国１

位、人口10万人当たりの認知件数を目安にする

犯罪率が1.3％で全国一低く、検挙率も120％で

全国１位との答弁をいただきました。ありがと

うございました。とても安心いたしました。こ

れが悪ければ、認知件数が増加しておれば、

「なぜですか」と質問するところであります

が、大幅に減少しているとの答弁でありますの

で、逆の質問をいたします。刑法犯の減少要因

についてお聞かせいただきたいと思います。

本県の刑法犯が○警察本部長（野口 泰君）

減少した要因としまして、まず、警察では、制

服警察官による街頭活動の強化や、防犯ネット

ワークの整備による地域安全情報の積極的な発

信など、犯罪情勢を的確に分析した効果的な犯

罪抑止対策に取り組んでまいりました。そのほ

か、防犯ボランティアによるパトロール活動や

防犯カメラの増加により、犯罪を警戒する地域

社会の目が密になったこと、車や自転車、住宅

の施錠設備の改善など、さまざまな要因が考え

られます。今後とも、県民が安心して暮らせる

宮崎県を目指し、犯罪の抑止に取り組んでまい

ります。
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最後になりますが、警察のテ○ 原正三議員

ロ防止対策について伺います。国際テロ組織や

イスラム過激派によるテロが世界各地で発生

し、国際テロ情勢は依然として厳しい状況にあ

ります。2013年１月には、在アルジェリア邦人

に対するテロが発生、日本人10人を含む40人が

死亡、さらに、同年４月には、アメリカボスト

ンマラソンのゴール付近で爆弾が連続して爆

発、３人が死亡し、200人以上が負傷、2015年１

月には、フランスパリにおいて、イスラム教の

風刺画を掲載した週刊誌社が襲撃されるテロ事

件が発生するなど、世界各国がテロの脅威に直

面している状況にあります。

こうした状況の中、2020年にはオリンピック

・パラリンピック東京大会の開催が決定し、本

県においても、野球やサーフィン等の大会開催

や事前合宿あるいはキャンプ等の誘致に努力し

ているところであります。大規模な国際スポー

ツ大会等は、格好のテロの攻撃対象になりやす

いと聞きます。テロ防止対策についてお聞かせ

ください。

警察では、本年○警察本部長（野口 泰君）

開催の伊勢志摩サミット、2020年開催予定のオ

リンピック・パラリンピックを控えております

ことから、テロに関連する情報の収集、空港、

港湾等の関係機関と連携した水際対策、重要施

設、公共交通機関、大規模集客施設等の管理者

と連携した警戒警備の強化などのテロ防止対策

を、本県警察を含め、全国警察一丸となって推

進しております。警察といたしましては、今後

とも、県民の協力をいただきながら、テロの未

然防止に万全を期すこととしておりますので、

県民の皆様の御理解と御協力をよろしくお願い

いたします。

意外と凶悪事件とかが多いん○ 原正三議員

じゃないかというつもりで質問いたしました

ら、本県は非常に発生率も減少し、検挙率も高

く、凶悪犯罪も非常に少なくなっているという

ことで、平たく言うと日本一だなということの

ようであります。なぜテロのこと等々聞いたか

といいますと、先ほど言いましたように、これ

からいろんなスポーツ大会、合宿等の誘致をす

るわけでありますが、日本がもし世界で一番安

全な国とするならば、その中の全国一なわけで

すから、宮崎県は世界で一番安全なところであ

ると言っても過言ではないわけでありまして、

これは宮崎県にとって、誘致合戦をする上で、

大きな売り、セールスポイントになるのではな

いかと思っております。そういうことで、知事

を初め、皆さん方には頑張っていただくとあり

がたいと思っています。

実は、通告で少年法というのを私は書いてい

まして、それをやりませんから、なぜかと思わ

れる方がいるといけませんので、ちょっと時間

がありますから、問題提起だけにして終わりた

いと思います。

こんな議論があります。改正公職選挙法で

は、18～19歳は、当面、選挙権は持つが、少年

法の適用年齢であり続ける。判断能力を備えた

大人と認めて選挙権を付与するなら、同時に相

応の責任も負うべきであり、少年法の適用年齢

についての議論は、公選法の改正と並行して行

うべきであったというものです。これは、先ほ

ど質問の中に出てきましたが、多摩川河川敷の

事件で、被告の19歳少年に対する判決が、成人

だったらもっと重い罪が科せられたはずという

疑問に端を発したものであります。

少年法の目的は保護や更生であることは、よ

く理解しております。18歳を大人と見るのか、

子供と見るのかということになりますが、世界
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の多くの主要国では、選挙権、少年法とも18歳

を境界としているのだそうであります。民法、

そのほかいろいろな法律との兼ね合いがありま

すので、難しい、難しい問題であると思いま

す。これは国会でやることではありましょうけ

れども、国民的議論が必要なのではないかと思

いまして、問題提起だけにしておきたいと思っ

ております。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○星原 透議長

た。

議案第１号から第76号まで及び請願◎

委員会付託

次に、今回提案されました議○星原 透議長

案第１号から第76号までの各号議案を一括議題

といたします。

質疑の通告はありません。

ここで、議案第１号から第76号までの各号議

案及び新規請願は、お手元に配付の付託表のと

おり、それぞれ関係の委員会に付託いたしま

す。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす３日から６日までは、常任委員会等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、７日午前10時開会、平成27年

度補正予算関係議案についての常任委員長の審

査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会


