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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、丸山裕次

郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○丸山裕次郎議員

ございます。自由民主党の丸山裕次郎です。

本日は２月25日ですが、多くの国立大学で前

期日程試験が行われております。受験生に負け

ないように、代表質問に当たり調査研究してま

いりましたので、明確な答弁を知事初め執行部

にはよろしくお願いいたします。

なお、本日は夕刊紙が初めて1969年に発刊さ

れた日ということで、「夕刊紙の日」のようで

あります。この代表質問がぜひ新聞等に大きく

取り上げられることをお願いしておきます。

それでは、通告に従い質問させていただきま

す。

まず、平成28年度当初予算について、知事に

お伺いいたします。現在、国会において平成28

年度当初予算について審議中ですが、経済再生

と財政健全化の両立する予算として、１つ目

に、一億総活躍社会の実現に向けて、希望出生

率1.8、介護離職ゼロに直結する子育て支援、介

護サービス等の充実、地方創生の本格化を図

る。２つ目として、持続可能な社会保障制度の

確立に向けて、社会保障費の伸びを経済・財政

再生計画の目安に沿って抑制するため、診療報

酬の適正化、改革工程を策定することを推進。

３つ目として、事前防災・減災対策の充実や老

朽化対策など国土強靱化の推進。４つ目とし

て、攻めの農林水産業に向けた施策を推進する

といった項目を基本とした、総額96兆7,000億円

の予算となっておりますが、まず、国の当初予

算に関してどのように評価しているのか。ま

た、本県の当初予算にどのように反映したの

か、知事にお伺いいたします。

本県の平成28年度当初予算総額は5,821億円余

となっており、ここ３年間を見ると積極的な予

算編成になっております。重点施策として、

「みやざき新時代チャレンジ産業づくり」「世

界ブランドのふるさとみやざきづくり」「２つ

のふるさとづくり」「子育ての希望を叶える県

づくり」の４本の柱にした狙いについて、知事

にお伺いいたします。

次に、平成27年度補正予算についてお伺いい

たします。一億総活躍社会の実現に向けて緊急

に実施すべき対策や、ＴＰＰ関連政策大綱実現

に向けた施策などを含む３兆5,000億円余の補正

予算が国会で成立しましたが、県としてこの補

正予算にどのように対応されたのか、知事にお

伺いいたします。

次に、今回新たに基金造成される県営電気事

業みやざき創生基金についてお伺いします。こ

れまでも県企業局から一般会計への貸し付けは

ありましたが、今回初めて地方振興積立金を財

源に一般会計へ繰り出しを行い、それをもと

に、地方創生の推進を初め地域活性化の取り組

みを重点的に展開するための県営電気事業みや

ざき創生基金が造成されます。そこで企業局長

に、一般会計への繰り出しに至った経緯と思い

についてお伺いいたします。

次に、地方創生についてお伺いいたします。

平成28年２月25日(木)
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県では、人口減少対策の一環として、出生

率2.07という極めて高い目標を設定し、地方創

生のトップランナーを目指すなどの「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定されました。

ことしは、地方創生の本格的展開を図る極めて

重要な年であります。地方創生を推し進める上

で重要な予算として、国の補正予算で措置した

全額国費の地方創生加速化交付金1,000億円、国

の当初予算で措置した補助２分の１の新型交付

金1,000億円。県で、先ほど述べました県営電気

事業みやざき創生基金がありますが、県として

今後どのように地方創生に取り組もうとしてい

るのか、総合政策部長にお伺いいたします。

次に、公共施設等総合管理計画についてお伺

いします。これまでも公共施設等総合管理計画

について議会で質問があり、「県としても、厳

しい財政状況や人口減少等を踏まえ、長期的な

視点を持って公共施設の更新、統廃合、長寿命

化などを計画的に行うことにより、財政負担の

軽減・平準化や公共施設等の適切な配置の実現

をするため、全庁的な組織を立ち上げ検討を進

め、今年度中に素案を取りまとめる」と答弁さ

れておりますが、具体的にはどのような検討が

行われ、どのような方針になるのか、総務部長

にお伺いいたします。

次に、活火山対策についてお伺いいたしま

す。新燃岳の約300年ぶりの大噴火から５年が経

過し、死者58名、今なお行方不明者５名という

戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火から約

１年半が過ぎようとしております。これらの活

火山の事案を受け、国において活動火山対策特

別措置法が昨年改正されました。そのような

中、桜島が数カ月ぶりに大噴火を起こし、本県

でも、霧島連山の硫黄山で火山性微動や火山ガ

スが観測され、硫黄山周辺に立入規制が出され

ました。また、本県及びえびの市などが、法に

基づく火山災害警戒地域に指定されておりま

す。そこで、法改正を受け、霧島山に関して、

県として今後どのように対応していくのか、危

機管理統括監にお伺いいたします。

次に、地域医療構想についてお伺いいたしま

す。地域医療構想は、本格的な人口減少社

会、2025年には団塊の世代が75歳以上になる超

高齢化社会を迎えることから、今後の地域医療

に大きな影響を与える医療構想となります。県

では、二次医療圏ごとに意見集約をする一環と

して、地域医療構想調整会議を開催しておりま

すが、昨年末に西諸地域医療調整会議を傍聴さ

せていただきました。会議を傍聴して、病床機

能ごとの病床数の変動や削減という、今後の地

域医療にとって大きな影響を与える構想なの

に、熟度が低いと感じてしまいました。これま

で県では、今年度中に地域医療構想を策定する

予定としておりましたが、現在の進捗状況と今

後のスケジュールはどうなるのかをお伺いしま

す。

またあわせて、県内各地の意見の集約状況並

びにそれらの意見をどう生かしていくのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

次に、宮崎県環境計画の変更についてお伺い

いたします。昨年末に行われた国連気候変動枠

組条約（ＣＯＰ21）では、京都議定書にかわる

温暖化対策に向けた「パリ協定」が、歴史上初

めて、全ての国が参加する新たな国際枠組みで

採択されました。我が国では、パリ協定を踏ま

え、2030年度までの温室効果ガス排出量を2013

年度比で26％削減する目標を示すなど、地球温

暖化の取り組み方針を昨年末に決定しておりま

す。このような中、今議会に宮崎県環境計画の

変更を上程しておりますが、どのような変更内
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容になるのか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

次に、「みやざきグローバル戦略」について

お伺いいたします。国内の人口減少等により国

内市場が縮小する中、海外の成長市場の活力を

取り込むことは、本県経済・産業の活性化を図

る上で重要な課題であります。これまで県とし

て、東アジア戦略を推進するため、香港事務所

などの開設を行ってきました。昨年は、ＥＵ市

場開拓の一環として、ミラノ食の博覧会やドイ

ツ・アヌーガの商談会に、民間事業者と一緒に

積極的に取り組んでおります。そのような折、

昨年末、ＴＰＰが大筋合意され、世界のＧＤＰ

の４割を占める経済圏をカバーする巨大なマー

ケットが創出される大きな一歩を踏み出しまし

た。

我々自由民主党の有志一同で、ＴＰＰ発起国

であるシンガポール、ブルネイ、マレーシア

を、東アジア戦略、ＴＰＰ等の調査でことし１

月に訪問させていただきました。３国とも急成

長しており、日本の高度成長期のような状況だ

と感じました。特にブルネイでは、ヤスミンエ

ネルギー・産業大臣と、宮崎の農畜産物、医療

産業、太陽光産業等について意見交換する時間

をいただきました。その際、大臣は宮崎に大変

興味を示され、お忙しい中、２月上旬に御来県

いただき、宮崎の農畜産、医療産業、太陽光産

業の現場調査等をしていただきました。このよ

うに世界経済が大きく動く中、海外の成長市場

の活力を取り込むため、「みやざきグローバル

戦略」をどのように進めるのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

次に、水産振興についてお伺いいたします。

水産業を取り巻く状況は、数年前の燃油高騰で

経営状況が非常に厳しかったときからすると、

燃油も下がり窮地を脱した感があるものの、魚

価の低迷、水揚げ高の減少、さらには担い手不

足など大きな課題が山積しております。そのよ

うな中、喫緊の課題である担い手の育成・確保

や漁業の収益性の改善を図るため、水産業界み

ずから、未来の担い手育成、漁村の活性化を目

的に、ことし２月、公益社団法人宮崎県漁村活

性化推進機構を設立しました。機構が十二分に

水産振興に大きな役割を果たしてほしいと考え

ておりますが、今後県では、機構とどのように

連携を図り、担い手育成や漁業の収益性の改善

に取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

次に、土木行政についてお伺いします。災害

復旧事業を除く県の公共工事の予算の決算状況

を見てみますと、平成25年度の978億円が、平

成26年度には882億円となっております。平成27

年度は、前年度からの繰り越しがさらに少ない

ことから、ここ数年で最低の決算になるのでは

と心配しております。建設産業は、県土の整備

はもとより、災害時の緊急対応、口蹄疫などの

防疫活動の際にはなくてはならない産業であり

ます。本県において、公共工事が急激に伸びる

要素は少ない状況ですが、今後、建設産業の育

成に向けて、公共工事予算確保も含め、県土整

備部でどのように取り組んでいくのか、部長に

お伺いいたします。

次に、公金の管理についてお伺いいたしま

す。日銀は先月末、我が国において初めてマイ

ナス金利導入を決定しました。マイナス金利決

定以降、株価が乱高下するとともに、国債が初

めてマイナスの利回りになりました。金融機関

は、住宅ローン金利や定期預貯金の金利利下げ

等を行っている状況にあります。急激な変動と

いうことで、県で管理している基金等にも影響
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が出るのではないかと心配しております。そこ

で、基金など公金の管理と運用は非常に重要な

課題であると考えておりますけれども、本県の

状況はどうなっているのか、本会議場の花であ

り、花の好きな、花の似合う会計管理者にお伺

いいたします。

次に、県立病院事業についてお伺いします。

渡邊病院局長は、当時の県立病院課長や県民政

策部長などを歴任され、平成24年４月に病院局

長に就任されました。就任前の病院事業は、一

般会計から50億円近くの繰り入れがあるにもか

かわらず、３億円以上の経常赤字という厳しい

決算状況でした。渡邊病院局長就任以来、医師

や看護師等の医療スタッフの確保育成や医療提

供体制の充実などさまざまな改善に取り組ま

れ、経営状況を見ても、平成26年度には３億円

を超える経常黒字を達成しております。そこ

で、この４年間をどのように総括しているの

か、今後の県立病院のあり方を含め、病院局長

にお伺いいたします。

次に、教育委員会にお伺いします。新教育委

員会制度が新年度よりスタートとなり、島原教

育委員長並びに飛田教育長は、現制度での最後

の教育委員長、教育長になります。飛田教育長

とは、高校再編で閉校になった高原高校農業実

習地での稲刈り作業や高原高校の閉校式、さら

には年末恒例の京都での高校駅伝など、さまざ

まな行事で一緒でありました。いいときだけで

なく、時には教育委員会の職員の不祥事による

謝罪もあったと記憶しております。そこで、教

育長としての４年間の総括をお伺いします。

また、島原教育委員長には、最後の教育委員

長として、今後の宮崎の教育に対する思いをお

伺いいたします。

壇上からの最後の質問として、警察本部長に

お伺いいたします。昨年、宮崎市内で、高齢ド

ライバーが歩道を暴走し６人を死傷させる痛ま

しい交通事故が発生しました。また、てんかん

等の病気を持ちながら運転していたドライバー

が事故を起こし、免許更新時の病気の有無に関

する虚偽記載で追起訴される事案も発生してお

ります。これまでも、さまざまな交通事故減少

対策に取り組まれてきておりますけれども、新

規事業で、「運転免許保有者の認知症等対策推

進事業」を提案されております。具体的な事業

内容と効果について警察本部長にお伺いし、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。

まず、国の当初予算の評価と本県の当初予算

についてであります。国の平成28年度当初予算

の一般会計総額は96兆7,000億円と過去最大の規

模となりまして、一億総活躍社会の実現ととも

に、人口減少対策や地域活性化、地域経済好循

環の推進、さらに国土強靱化の推進など、本県

を初めとする地方が繰り返し訴えてきたことを

踏まえて編成されているものと、一定の評価が

できると考えております。

また、県の平成28年度当初予算におきまして

は、「財政改革の着実な実行」「重点施策の推

進」「役割分担を踏まえた施策の推進」の３つ

を基本方針としております。厳しい財政状況の

中ではありますが、地方創生のトップランナー

を目指して展開します地域活性化の取り組み

や、県民の安全・安心の確保に向けた取り組み

などを積極的に展開しますため特別枠を設け、

また、地方創生推進交付金など国の補助・交付

金事業も十分活用しながら、地方創生に資する

事業や防災・減災対策を加速化する事業、子供
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の貧困対策に向けた事業などを構築し、「躍動

する『みやざき新時代』予算」として積極的な

予算編成を行ったところであります。

次に、重点施策の狙いについてであります。

本県では、昨年９月に「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、長期的視点に立った人

口減少対策を進めております。来年度は、地方

創生を本格的に展開させていく非常に重要な年

でありますので、当初予算の重点施策につきま

しては、総合戦略と連動した４つの柱としたと

ころであります。１つ目の「みやざき新時代

チャレンジ産業づくり」については、産業振興

と経済の活性化、２つ目の「世界ブランドのふ

るさとみやざきづくり」は、中山間地域を初め

とする地域の活性化を、また、３つ目の「２つ

のふるさとづくり」については、移住・ＵＩＪ

ターン及び都市部との交流の促進、４つ目の

「子育ての希望を叶える県づくり」は、子育て

しやすい環境の整備をそれぞれの狙いとしてお

ります。こうした取り組みを通じまして、社会

減の抑制と出生率の向上、その相乗効果による

好循環を生み出し、本県が地方創生のトップラ

ンナーとして躍動できるよう、全力を挙げてま

いりたいと考えております。

最後に、国の補正予算への対応についてであ

ります。まず、公共事業につきましては積極的

に財源を確保することとし、補助・交付金事業

で95億9, 0 0 0万円余、直轄事業負担金で４

億2,000万円余と、全体で100億円余を２月補正

予算に計上しております。次に、一億総活躍社

会の実現等につきましては、介護人財や保育人

財の確保を図るため、修学資金等の貸付事業へ

の支援など、11事業、37億1,000万円余を計上し

ております。また、地方創生加速化交付金事業

につきましては、食と健康に着目した成長産業

の創出や多様な労働力の確保など、35事業、10

億9,000万円余を計上しております。そして、Ｔ

ＰＰ対策関連事業としましては、地域農業の担

い手となる経営体の規模拡大や、経営の多角化

を図るための機械等の導入支援、また、さきに

御説明しました公共事業に含まれる土地改良事

業を合わせて24億8,000万円余を計上しておりま

す。この結果、今回の補正予算における国の補

正予算に伴う補正額は、総額153億3,000万円余

となったところであります。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（茂 雄二君）

えします。

地方創生の取り組みについてであります。本

県が人口減少に歯どめをかけ、地方創生を実現

していくためには、昨年策定した「宮崎県まち

・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた施策を

着実に実施し、１つずつ成果を上げていくこと

が重要であります。特に来年度は、地方創生の

取り組みを本格的に展開させていく非常に重要

な年でありますので、国の地方創生加速化交付

金や地方創生推進交付金、さらには、新設する

県営電気事業みやざき創生基金などを積極的に

活用し、「みやざき創生始動プロジェクト」を

初め、総合戦略に掲げた施策に、市町村や民間

企業などとも緊密な連携を図りながら、全庁を

挙げ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〕

〔登壇〕 お答えし○総務部長（成合 修君）

ます。

公共施設等総合管理計画についてでありま

す。本県におきましては、平成26年７月に計画

策定検討委員会を設置しまして、公共施設等の

現況調査などや管理方針について検討を進め、

計画の素案を取りまとめたところであります。
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この素案では、基本的な方針としまして、計画

の目的を公共施設等の保有・運営・維持の最適

化とするとともに、全庁的な推進体制を構築

し、施設等の老朽化対策を強化することとして

おります。その中で、例えば建物系施設につき

ましては、施設評価システムの構築や国、市町

村との情報の共有、施設の統廃合の検討などに

ついて掲げているところであります。また、計

画期間を20年間とし、下位計画である個別施設

計画を平成32年度までに策定することとしてお

ります。今後は、この素案をもとに、県議会の

皆様の御意見をいただいた上でパブリックコメ

ントを実施し、最終案を６月議会において御審

議いただく予定としております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お○危機管理統括監（金丸政保君）

答えいたします。

火山対策についてでございます。一昨年の御

嶽山噴火災害の教訓を踏まえ、昨年７月に活動

火山対策特別措置法が改正されまして、今月22

日に、霧島山に係る火山災害警戒地域として、

本県、鹿児島県及び周辺の４市２町が指定され

ております。この法律では、噴火の兆候となる

火山現象の変化を住民や登山者にいち早く伝達

し、避難体制を整備することが必要不可欠であ

ることを踏まえまして、これらに的確に対応す

るための対策を、県、市町村の地域防災計画に

位置づけることとされております。また、地域

防災計画の策定に当たりましては、県、市町

村、気象台、火山専門家等で構成される火山防

災協議会の意見をあらかじめ聴取することとさ

れておりますので、鹿児島県、関係の市や町と

共同で、できるだけ早くこの協議会を設置いた

しまして、具体的な検討を進めてまいりたいと

考えております。

なお、現在、硫黄山の火山活動がやや高まっ

ておりまして、その状況を注意深く把握し、関

係機関と密接に連携しながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（桑山秀彦君）

えいたします。

地域医療構想についてであります。地域医療

構想につきましては、これまで、地域医療構想

策定委員会を３回、各圏域での地域医療構想調

整会議をそれぞれ２回程度開催しまして、策定

を進めているところであります。当初は、今年

度内での策定を予定しておりましたが、策定委

員会において、より時間をかけた審議が必要と

いうことで委員の皆様の意見が一致したことな

どを踏まえ、県としましては、来年度半ばごろ

まで時間をかけて検討を進めてまいりたいと考

えております。

また、県内各地の意見でありますが、地域医

療構想調整会議において、高度急性期、急性

期、回復期、慢性期の４つの病床機能ごとに、

各圏域の間で患者が流出あるいは流入している

状況も踏まえながら、将来の医療提供体制や、

今後必要となる施策等について意見を出してい

ただいたところであります。これらの意見につ

きましては、できるだけその意向を生かしつ

つ、また県全体の状況も踏まえながら、構想の

策定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〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（大坪篤史君）

えいたします。

環境計画についてであります。今回の主な変

更点としましては、まず、長期的な目標につい

て、本県の地域特性を生かした低炭素・循環型

社会づくりを一層進めていくという観点から、
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「日本のひなた「太陽と緑の国みやざき」の実

現」としたところであります。また、地球温暖

化対策について、温室効果ガスの削減目標を国

と同様の水準に変更するとともに、温暖化の影

響が中長期的には避けられないものとして、防

災面や健康面、生態系や農林水産業等における

適応策についても、新たに盛り込んだところで

あります。さらに、県民一人一人が、環境につ

いてみずから考え行動することが重要ですの

で、本計画を環境教育促進法に基づく行動計画

として位置づけまして、環境教育の一層の推進

を図ることとしております。今後は、県民、事

業者、市町村等と一体となって、本県の特性を

生かした環境づくりにしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（永山英也君）

お答えします。

みやざきグローバル戦略についてでありま

す。県では、国内市場が縮小する中、成長する

海外の活力を取り込むため、近年の環境変化や

県内企業の動向等を踏まえまして、現在の「み

やざき東アジア経済交流戦略」を発展的に継承

し、世界市場にも視野を広げ、「世界に開か

れ、世界とともに成長するみやざき」を目指す

姿とします「みやざきグローバル戦略」の策定

を進めております。この戦略では、これまで取

り組んでまいりました輸出の促進、観光誘客、

交流基盤の整備に加えまして、新たに、海外進

出の支援や海外からの投資の呼び込み、さらに

はグローバル人材の育成など総合的な取り組み

を行うことによりまして、外貨の獲得やビジネ

スチャンスの創出を目指すこととしておりま

す。今後は、ジェトロなどの関係機関や大学、

企業等との連携をより一層強化しまして、オー

ルみやざきの体制で戦略の推進に努め、グロー

バルな展開による本県経済の活性化を図ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（郡司行敏君）

えいたします。

宮崎県漁村活性化推進機構についてでありま

す。県ではこれまで、漁業就業者支援フェアや

高等水産研修所における資格取得研修等による

担い手の確保育成に重点的に取り組みますとと

もに、関係団体と連携し、収益性向上のための

漁業者の実証的な取り組みを支援してまいりま

した。このような中、今般設立されました宮崎

県漁村活性化推進機構は、御質問にもございま

したが、業界みずからが水産振興に向けて設立

した団体でありまして、担い手の確保育成、経

営指導、それから高収益型漁業への転換支援と

いう大きく３つの事業を柱としております。特

に高収益型漁業への転換支援につきましては、

国のもうかる漁業創設支援事業等での実証的な

取り組みを積極的に普及しようとするものでご

ざいまして、漁業関係者の期待は大きいものが

ございます。県といたしましては、これらの期

待に応えられますよう、機構を積極的に支援い

たしますとともに、しっかりと連携を図りなが

ら、より一層の担い手の確保育成や漁業の収益

性改善に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（図師雄一君）

えいたします。

建設産業の健全育成についてであります。社

会資本の整備や防災・減災への対応などに欠く

ことができない役割を果たしていただいている

建設産業においては、将来を見通すことができ

る経営環境の整備を図ることが大変重要である
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と考えております。このため県といたしまして

は、国の公共事業予算確保に向けて、知事を先

頭に全力で取り組んできており、今回の国の補

正予算においては、全国で６番目に多い交付金

が配分されたところであります。また、来年度

当初予算においては、県単公共事業の特別枠と

して、公共三部合わせて25億円を計上させてい

ただいております。さらに、建設産業の担い手

の確保や経営基盤の強化を図るための施策な

ど、総合的かつきめ細やかな支援に取り組んで

きたところです。今後とも、このような取り組

みを進めるとともに、改正品確法に基づく発注

の平準化などの取り組みをより一層推進し、地

域に貢献する建設産業の育成にしっかりと取り

組んでまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○会計管理者（舟田美揮子君）

えいたします。

公金の管理・運用についてであります。歳計

現金や基金等のいわゆる公金につきましては、

地方自治法等の定めにより、まずは元本を確保

した上で、いつでも現金化が可能な流動性や、

さらには利息収入確保のための効率性を基本と

いたしまして、定期預金や国債等による管理・

運用を行っているところであります。これま

で、超低金利が続く中、より高い金利となるよ

う、資金をまとめて長期間で運用するなどの工

夫を行い、その結果、今年度は１月末現在で約

２億4,400万円の運用利益を得ているところでご

ざいます。マイナス金利が導入されたことで、

利息収入への影響が考えられますが、今後と

も、状況の変化をしっかりと見きわめ、利息収

入確保に向けての工夫をしながら、適切に公金

の管理・運用を行ってまいります。以上でござ

います。〔降壇〕

〔登壇〕 県営電気○企業局長（四本 孝君）

事業みやざき創生基金造成のための一般会計へ

の繰り出しについてであります。地方財政法に

基づく繰り出しについては、これまでの電気事

業法の卸供給料金算定規則による、いわゆる総

括原価方式のもとでは困難でありましたが、電

力システム改革に伴う同法改正の中で卸供給が

廃止されることから、総額30億円の繰り出しを

行うこととしたものであります。

本県電気事業は、大正７年の県議会で、豊か

な水資源を活用して県の財源を涵養し、県民負

担の軽減を図るために、県営水力発電に取り組

むよう要望する意見書が可決されたことが発端

であり、今般、こうした先人の思いを実現する

当初予算案の上程に至り、大変感慨深いものが

あるところであります。企業局としましては、

今後とも、健全経営を維持しながら、地域に貢

献できるように引き続き努力をしてまいりたい

と考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○病院局長（渡邊亮一君）

ます。

この４年間の県立病院運営の総括等について

でございます。本県は、医師不足に加え、その

地域偏在など、依然として医療提供体制が厳し

い状況にありまして、全県レベルあるいは地域

の中核病院として、県立病院は、その役割を将

来にわたって安定的に果たしていく必要がある

と考えております。そのため、基盤となる経営

営につきましては、大学への医師派遣要請はも

とよりでございますが、宮崎大学医学部の後期

研修医への資金貸与や看護師の地域枠採用の導

入等によりまして、スタッフの確保を図り、収

益向上に努めたところでございます。また一方

で、費用削減にも職員一丸となって取り組んで

まいりました。その結果、御案内のとおり一定

程度、健全化を図ることができたものと考えて
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おります。

また、昨年３月に策定しました新しい経営計

画では、高度・急性期医療の提供や救急・災害

医療提供体制の強化、あるいは地域医療の充実

への貢献等、県立病院として一層の機能強化を

進めていくこととしたところでございます。ま

た、施設の老朽化や狭隘化等が課題となってお

ります県立宮崎病院の再整備につきましても、

基本構想を策定し、現在基本設計を行っている

ところでございまして、一定の道筋をつけるこ

とができたのではないかと思っております。

県立病院を取り巻く環境は、今後、厳しさを

増してくることが予想されますことから、引き

続き、経営形態も含め、県立病院の果たすべき

役割や機能を常日ごろから検証し、県民が求め

る医療の提供に努めていく必要があると考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○教育委員長（島原俊英君）

いたします。

今後の宮崎の教育に対する思いについてであ

ります。私は、教育委員長として１年５カ月、

教育委員として３年５カ月にわたり、経済人と

しての立場から、宮崎の教育行政に携わってま

いりました。私たちを取り巻く社会構造、経済

及び教育などの環境が激変してきています。こ

のような厳しい環境の変化の中で、将来、子供

たちが困難に立ち向かい、社会で生き抜く力を

身につけられるよう、生涯学習の基礎となる学

力の向上はもちろんのこと、ふるさと学習や

キャリア教育などの取り組みを推進し、自尊心

や誇りとともに夢や志を育てていくことが、こ

れからの本県教育にとって重要であると考えて

おります。

御案内のとおり、４月から新教育委員会制度

がスタートし、私の委員長としての役割は終わ

りますが、引き続き委員として、県民の視点に

立ち、広く地域の皆様の意向を反映した教育を

実現するとともに、産業界との連携の推進な

ど、県民一体となった教育の推進に積極的に取

り組んでまいります。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

教育長４年間の総括についてであります。さ

まざまな方の踏ん張りがあり、そして汗があっ

て宮崎の教育が成り立っている、そう感じ続け

た４年間でございました。改めて心からお礼を

申し上げたいと思います。

私には、教育改革ほど難しい改革はないので

はないかと思えてなりません。その成功の特効

薬が唯一あるとすれば、それは第一線の職員を

元気にし、やる気にさせることではないか、そ

う考え、できるだけ学校や各地域へお伺いしま

した。また、教育への思いを自分の言葉で語り

続けてまいりました。また、公教育は、全ての

子供の幸せ、特に厳しい状況にある子供の幸せ

を願って行うことが何よりも大切である、そう

いう思いで４年間取り組んでまいりました。

教育をめぐる環境が険しさを増す中、厳しい

状況である高校生の離職率が、卒業後の１年の

データでありますが、一昨年、全国平均より改

善されたこと。10年前は全国との差が８ポイン

ト以上あった特別支援学校卒業生の就労率が全

国レベルになったこと。さらには、各地域の高

校の再編整備も、何より子供たちにとって魅力

あるという視点で進めてきていること。県立高

校推薦入試では、人物評価を重視しながらも、

生きる力の基盤となる学力の検査を導入したこ

と。また、本年度、県教育委員会として初め

て、障がい者雇用率を達成できたこと。そし



- 25 -

平成28年２月25日(木)

て、学校事務等を担う職員の採用の再開など、

きっとこれらは、今後の宮崎の教育の振興に生

きてくるに違いないと考えております。教育

は、社会を、そして世界を変える、人類が使え

る最もパワフルな武器だと思っております。新

教育委員会制度のもとでも、本県の教育を力強

く推進していくことが大切だと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（野口 泰君）

いたします。

認知症等対策推進事業の内容につきまして

は、これまで警察職員が行っていた運転適性相

談業務に、医療の専門的知識を有する看護師４

名を非常勤職員として採用し、宮崎、都城、延

岡の各運転免許センターに配置して、相談体制

の強化を図るものであります。これにより、認

知症やてんかん等一定の病気を抱えている方、

加齢により運転に不安を感じている高齢者やそ

の御家族等からの相談に、よりきめ細かに対応

しようとするものであります。事業効果としま

しては、看護師の配置により、県民の皆さん

が、より気軽に相談できる環境が整い、相談者

の増加が見込まれるとともに、専門的な見地か

ら的確な助言・指導を行うことで、医療機関へ

の早期受診や免許返納等がスムーズに促される

などの効果があり、結果として、さらなる交通

事故抑止につながるものと考えております。

なお、運転免許センターに非常勤の看護師を

配置しているのは、全国では、熊本県、鳥取県

に次いで本県が３例目となります。以上であり

ます。〔降壇〕

それぞれ答弁、ありがとう○丸山裕次郎議員

ございました。

それでは、順次再質問を行います。まず、平

成28年度当初予算についてお伺いします。平

成28年度当初予算は、第四期財政改革推進計画

を着実に実行しながら、選択と集中の理念のも

と、人口減少問題や地域経済の活性化、県民の

安全・安心の確保などの課題に的確に対応する

施策の積極的な推進を図る「躍動する『みやざ

き新時代』予算」として編成されたと、知事提

案理由を述べられております。躍動するみやざ

き新時代に向けて、平成28年度においても特別

枠を設けておりますが、どのような考え方で措

置したのか、またその内容について、知事にお

伺いいたします。

厳しい財政状況の中で○知事（河野俊嗣君）

の予算編成でありますので、どうしてもシーリ

ングをかけざるを得ないわけですが、その中

で、選択と集中を図る観点から、ことしも特別

枠を設けたところであります。その内容につき

まして、まず、公共事業については、防災・減

災対策に資する社会基盤の整備を促進しますと

ともに、県内経済の活性化を図るために45億円

の追加措置を行っております。特に県単独事業

につきましては、きめ細かな地域ニーズに対応

しますため、前年度から５億円増の25億円とし

たところであります。次に、県営電気事業みや

ざき創生基金事業につきましては、この貴重な

財源を有効に活用し、地方創生の推進を初めと

します地域活性化の取り組みを重点的に展開す

るため、新たに基金を創設しまして、44の事

業、10億7,000万円を措置しております。また、

今年度造成をしました大規模災害対策基金によ

り防災・減災対策を加速化することとし、広域

連携体制の整備など、23事業、８億1,000万円を

措置しております。この結果、特別枠は総額

で63億8,000万円となったところであります。

次に、県営電気事業みやざ○丸山裕次郎議員

き創生基金について、企業局長から一般会計に
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繰り出した経緯等の答弁がありました。大正７

年の県議会の、県の財源を涵養し、県民の負担

の軽減を図るために発電事業に取り組んでほし

いという思いが、約100年たって実現することに

なったことに、まことに先人の偉大さを感じて

おります。また、貴重な財源を今生かされるに

当たり、１円たりとも無駄にしてはいけないと

感じております。そこで、今回の基金を活用し

て行われる事業をどのような基準で構築したの

か。またあわせて、基金事業の実施を５年間と

している理由を、総務部長にお伺いいたしま

す。

県営電気事業みや○総務部長（成合 修君）

ざき創生基金は、企業局の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、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、今年度は通常の新規・改善枠とは別枠で44

事業を措置したところであります。

次に、基金事業の実施の期間についてであり

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、「まち

・ひと・しごと創生総合戦略」の戦略推進期間

が平成31年度までとされていること、また、ス

ポーツ施設整備事業につきましては、今後、国

体開催に向けた準備の進捗状況に合わせて検討

を行うとしたことなどを総合的に判断しまし

て、平成32年度までの５年間を事業の実施期間

としたところであります。

次に、先ほど知事から、今○丸山裕次郎議員

年度の重点政策を４つの柱にした狙いについて

答弁いただきましたけれども、４つの柱ごと

に、主な事業の内容と期待される事業効果につ

いて、関係部長に質問させていただきます。

まず、１本目の柱の「みやざき新時代チャレ

ンジ産業づくり」で、県内産業の生産性向上・

高付加価値化に資する事業として計上されてい

る新規事業「産学金労官プラットフォームによ

る地域産業・企業成長促進事業」について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

真の地方○商工観光労働部長（永山英也君）

創生の実現には、付加価値の高い産業の育成

と、良質な雇用の場の確保を図る必要がありま

す。現在県では、その実現に向けまして、「み

やざき産業振興戦略」の策定を進めているとこ

ろであり、その重要な柱の一つとして、地域経

済の中核となる企業の育成を掲げております。

今回の事業は、県内の産学金労官の機関が一体

となって、企業の成長促進に取り組む基盤とし

てのプラットフォームを構築するものでありま

す。その上で、各構成機関の目ききにより、地

域経済を牽引することが期待される企業の発掘

を行い、その企業に対し、県による戦略策定支

援のほか、金融機関の融資や経営支援機関のサ

ポートなど、各機関の特性や役割に応じた支援

を集中的に行うものであります。この取り組み

により、国内外から外貨を獲得する企業が成長

し、さらに、県内企業との取引拡大や連携強化

により地域経済循環を生み出し、本県経済全体

の底上げを図ってまいりたいと考えておりま

す。

答弁にありましたように、○丸山裕次郎議員

地方創生の実現には付加価値の高い産業の育成
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と良質な雇用の場の創出が重要です。県内の産

学金労官が一体となって企業の成長促進に取り

組む基盤としてプラットフォームを構築し、各

機関の目ききにより企業を発掘し、さまざまな

支援を行うということで、大変期待をしており

ます。ぜひ、国が推奨しているビッグデータ、

リーサス等をもとに、何が本県で足りないのか

を分析し、その上で積極的に産業育成に取り組

んでいただくことを要望しておきます。

次に、２つ目の柱の「世界ブランドのふるさ

とみやざきづくり」で、発信力の強化と地域の

誇りの醸成に資する事業として計上されている

新規事業「世界農業遺産里山コミュニティ創出

事業」について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

世界農業遺産○農政水産部長（郡司行敏君）

里山コミュニティ創出事業は、昨年12月にＦＡ

Ｏから世界農業遺産の認定を受けました高千穂

郷・椎葉山地域において、先人の時代から培わ

れた伝統的な農法や、神楽など文化の保全・継

承活動、地域活性化に向けた取り組みを支援す

る事業でございます。具体的には、シンポジウ

ムの開催等による情報発信や農林水産物のブラ

ンド化、グリーンツーリズムへの取り組み、さ

らには世界農業遺産を次世代へ継承するための

体験教育活動などを支援することといたしてお

ります。これらの取り組みを地元町村と連携し

ながら推進いたしますことで、地域住民の意欲

向上や交流人口の増加、地域産品の販売促進な

どを図り、世界農業遺産の認定を生かした地域

の自立的な発展を目指してまいりたいと考えて

おります。

答弁にありましたとおり、○丸山裕次郎議員

世界農業遺産の認定を生かした地域の自立的な

発展が大きな目的であろうと思っております。

認定がゴールではなくスタートであると思って

おります。ぜひ、関係町村や、九州内の同じく

世界農業遺産に認定された地域などと連携し、

結果を出していくことが、山間地域の活性化、

地方創生につながっていくと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、３つ目の柱、「２つのふるさとづく

り」で、移住・ＵＩＪターンの推進に資する事

業として計上されている移住・ＵＩＪターン強

化事業について、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

県では今年度○総合政策部長（茂 雄二君）

に、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターや

官民の協議会を設置するなど、移住・ＵＩＪ

ターンの受け入れ体制強化を図ってきたところ

でありまして、ことし１月末現在で、移住相談

件数は前年同月比約4.1倍の351件、移住世帯数

も、前年度実績は64世帯でありましたが、その

約1.8倍となる113世帯となっております。来年

度の事業におきましても、今年度の実績を踏ま

えながら、センターの一層の活用促進、移住セ

ミナーや相談会の開催、市町村における受け入

れ体制整備の支援、農林業体感ツアーの実施な

ど、市町村や関係団体等と一体となった移住・

ＵＩＪターンの推進に積極的に取り組んでまい

ります。これらの取り組みにより、都市部から

本県への人の流れを創出し、地域の担い手確保

や活力の維持・増進等を図っていきたいと考え

ております。

人口減少対策の一環とし○丸山裕次郎議員

て、移住・ＵＩＪターンは各県が競い合ってお

ります。ぜひ多くの方々に宮崎に興味を示して

いただき、１人でも多くの方が、「宮崎に来て

よかった」「住んでよかった」「住み続けてよ

かった」と言える県にしていくことが大切だと
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思いますので、よろしくお願いいたします。

４つ目の柱の「子育ての希望を叶える県づく

り」で、ライフステージに応じた多様な支援策

の充実・強化に資する事業として計上されてい

る家庭的養護みやざきモデル推進プロジェクト

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

このプロジェ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

クトは、家庭で適切な養育を受けられない児童

等に対しまして、家庭に近い養育環境を提供す

るために、施設の小規模化や地域分散化、里親

への委託促進等に関連する３つの事業を実施す

るものでございます。具体的に申し上げます

と、まず１つ目は、宮崎市に１カ所設置されて

いる乳児院を都城北諸県地域にも分散整備しま

して、乳幼児の家庭復帰や里親委託の拠点とす

る事業、２つ目は、地域からの相談に応じる児

童家庭支援センターを宮崎市の乳児院に併設し

まして、そこに里親トレーナーを配置して乳幼

児等の里親委託を促進する事業、３つ目は、里

親制度の広報啓発や里親への支援などを行う、

里親普及促進センター（仮称）を開設しまし

て、里親の新規開拓などを行う事業でありま

す。これらの事業を一体的に実施することは、

本県独自の取り組みでございまして、愛着形成

にとって重要な時期であります、新生児を含む

乳幼児期での里親委託が図られ、家庭的養護の

さらなる推進につながるものと考えているとこ

ろでございます。

子供の貧困対策が問題にな○丸山裕次郎議員

る中、大変重要な取り組みだと思っておりま

す。全ての子供が未来に向けて安心して成長で

きるようになることを期待しております。

次に、税制改正大綱についてお伺いします。

政府は、現下の財政状況を踏まえ、経済の好循

環を確実なものとする観点から、成長志向の法

人税改革等を行うとともに、消費税引き上げに

伴う低所得者への配慮として、消費税の軽減税

率制度を導入することを決定しました。あわせ

て、少子化対策・教育再生の推進等に取り組む

とともに、地方創生に資する一定の税制措置を

講ずることや、本県にも影響があります車体課

税を見直すことも決定しております。そこで、

大綱をどのように評価しているのか、総務部長

にお伺いいたします。

今回の税制改正大○総務部長（成合 修君）

綱につきましては、まず法人税改革として、資

本金１億円以下の中小法人に十分配慮した形で

実施される法人事業税の外形標準課税の拡大

や、法人住民税法人税割の税率引き下げにあわ

せまして、国税である地方法人税の税率引き上

げを行い、その税収全額を地方交付税の原資に

するなど、地方にとりましては、税収の安定化

や地方法人課税の偏在是正を図ったものとなっ

ており、一定の評価をしているところでありま

す。

なお、消費税に係る軽減税率の導入につきま

しては、低所得者の負担軽減のために十分配慮

された措置ではありますが、一方で、自動車取

得税が自動車税環境性能割に見直されることに

伴う減収などとあわせ、地方の税財源が減少す

る改正も盛り込まれていることから、減収分に

つきましては、国に対して安定的な税財源を確

保していくよう求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。今○丸山裕次郎議員

回の税制改正大綱には、森林吸収源対策として

以下のように書かれております。

森林整備や木材利用を推進することは、地

球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方

創生、快適な生活環境の創出などにつなが
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り、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受

けるものである。しかしながら、森林現場に

は、森林所有者の特定困難や境界の不明、担

い手不足といった、林業・山村の疲弊により

長年にわたり積み重ねられてきた根本的な課

題があり、こうした課題を克服する必要があ

る。

このため、森林整備等に関する市町村の役

割の強化や、地域の森林・林業を支える人材

の育成確保策について必要な施策を講じた上

で、市町村が主体となった森林・林業施策を

推進することとし、これに必要な財源とし

て、都市・地方を通じて国民に等しく負担を

求め、市町村による継続的かつ安定的な森林

整備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮

称））等の新たな仕組みを検討する。

と明記されております。

そこで、税制大綱に森林吸収源対策と明記さ

れたことについて、見解を環境森林部長にお伺

いいたします。

今回、森林吸○環境森林部長（大坪篤史君）

収源対策が税制大綱に盛り込まれ、特に市町村

による森林整備の財源に充てる「森林環境税の

創設を検討する」と明記されましたことは、地

球温暖化防止や資源循環型林業の推進にも資す

るものと考えております。この森林環境税の導

入の時期につきましては、今後、国において適

切に判断するとされております。また、税収の

規模や使途等についても具体的に検討されるよ

うですので、本県の森林環境税のあり方も含め

まして、今後の動向を十分注視してまいりた

い、そしてできるだけ早く実現されるように、

県としましても要望してまいりたいと考えてお

ります。

壇上から述べましたよう○丸山裕次郎議員

に、地球温暖化防止対策に向けたＣＯＰ21・パ

リ協定では、全ての国が参加する新たな枠組み

が採択され、二酸化炭素の吸収源として森林の

果たす役割が改めて認識されております。杉素

材生産量日本一の林業県として、他の林業県と

も連携し、国に対し、国レベルでの森林環境税

の早期導入について積極的に要望していただく

ことをお願いしておきます。

森林環境税の導入の前段として、政府は、温

室効果ガスである二酸化炭素の大気中濃度抑制

や林業振興のため、2016年度地方財政計画の歳

出に、森林吸収源対策に向けた事業として500億

円程度を計上しております。この中には、森林

による二酸化炭素吸収効果を維持させるために

は間伐が必要だが、所有者が不明だったり、境

界がはっきりしなかったりするため実施できな

いケースが多いことから、森林整備に必要な情

報を整理するため、市町村による林地台帳整備

を後押しする取り組みが含まれております。

このような中で、私の地元であります西諸地

区森林組合において、親が亡くなり相続の手続

をしていたら、森林の相続があることがわか

り、森林組合に山を買ってほしいという相談が

急増しているようでありますが、その際、森林

簿を活用できないかと考えております。そこ

で、県として林地台帳整備に対し市町村とどの

ように連携していくのか。また、市町村の林地

台帳整備による効果はどのようなものが想定さ

れるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

森林の中で境○環境森林部長（大坪篤史君）

界や所有者の不明な箇所は、全国的に増加傾向

にありまして、適正な森林整備の支障となって

いる状況にございます。そこで、来年度から国

では、必要な予算を措置しまして、市町村にお

いて林地台帳の整備を進めていくこととされた

平成28年２月25日(木)
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ところであります。この台帳は、森林の地番や

所有者名、図面等の情報を登載するものでし

て、県で現在作成しております森林簿と一部重

複する内容となっております。そこで本県で

は、この森林簿の内容を市町村に提供すること

で、市町村の負担軽減を図り、できるだけ早く

台帳の整備が進むよう支援してまいりたいと考

えているところであります。

また、台帳が整備されることによりまして、

森林の境界や所有者が明確となり、適正な森林

管理の推進が図られますとともに、森林組合等

による施業の集約化や施業受託も促進されるも

のと考えております。

今後、森林吸収源対策や資○丸山裕次郎議員

源循環型の林業を進める上で、林地台帳の整備

は非常に重要になっていくものと思います。林

地台帳整備には市町村の取り組みが重要ですけ

れども、森林・林業に対する職員の体制なども

温度差がありますので、県のリーダーシップの

もと、適切に林地台帳の整備が進められること

を要望しておきます。

次に、ＴＰＰについてお伺いいたします。昨

年10月に大筋合意し、11月末にはＴＰＰ関連政

策大綱がまとまり、昨年末にはＴＰＰによる農

林水産物の影響を1,300億円から2,100億円とす

る試算を国は公表しました。県でもこの国の試

算に準じて試算し、牛肉・豚肉などを中心に47

億円から93億円の影響があるとする試算を公表

しました。また、国が公表したＴＰＰ協定の経

済効果分析では、貿易拡大等によりＧＤＰ

を2.59％押し上げ、13.6兆円の拡大効果がある

という公表をもとに本県経済を分析し、ＧＤＰ

基準では979億円、輸出入基準で204億円の拡大

効果があると公表しております。そこで、県と

して今後ＴＰＰに対してどのような基本方針で

臨むのか、知事にお伺いいたします。

ＴＰＰにつきまして○知事（河野俊嗣君）

は、協定の内容が本県に与える影響や、それを

踏まえた分野別の方針などをまとめました「宮

崎県ＴＰＰ対応基本方針」を先月末に策定した

ところであります。ＴＰＰにつきましては、本

県経済にとりまして一定のプラスの効果を与え

ることが想定される一方で、本県の基幹産業で

ある畜産を初めとする農林水産業では、県産品

の価格下落による生産額の減少などの影響が懸

念されるところであります。本県としまして

は、ＴＰＰによるプラスの効果を最大限にし、

マイナスの影響を最小限にとどめることが何よ

りも重要であると考えております。国に対しま

しては、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を確

実に実施することでありますとか、協定のプラ

ス効果が地方においても十分波及するよう、今

後とも求めてまいりたいと考えております。

さらに、短期的な対策はもとより、中長期的

な視点も持ちながら、農林水産業を初めとした

本県産業の競争力の確保や、海外への展開も見

据えた成長産業化に取り組んでまいりたいと考

えております。

先ほども本県農業の試算に○丸山裕次郎議員

ついて述べましたが、県では国に準じて影響試

算を公表しております。具体的にはどのように

試算を行ったのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

国が昨年12月○農政水産部長（郡司行敏君）

に公表した影響試算では、関税削減等の影響で

価格が低下し、その結果、生産額が減少したも

のについて試算を行っておりまして、国内生産

量につきましては、体質強化対策や経営安定対

策などの国内対策を強力に推進することにより

維持するとしておられます。また、対象品目に
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つきましては、関税率10％以上かつ国内生産

額10億円以上の33品目について試算を行ってお

ります。具体的な算出方法といたしましては、

輸入品と競合するもの、牛肉を例えで言います

と、この場合乳用種ということになりますけ

ど、これらについては関税削減額相当分の価格

が低下するものとしており、競合しないもの、

牛肉で言えば和牛ということになりますけれど

も、これらにつきましては、その低下率の２分

の１の割合で価格が低下するという前提で算出

をしております。県におきましては、国の試算

方法に準じ、本県で該当する牛肉や豚肉など11

品目について試算を行った結果、本県の農林水

産物の影響額を47億円から93億円と試算したと

ころであります。

一方で、本県のＪＡ宮崎中○丸山裕次郎議員

央会では独自の基準をもって影響試算を行って

おりまして、この試算では、何と686億円という

大きな影響があると公表されております。試算

の考え方により影響額は異なろうと思っており

ますけれども、余りにも大きな差であり、農家

の方々はどちらを信頼すればいいのかと戸惑っ

ているのではないかと思っております。そこ

で、県とＪＡの試算方法の違いについて、農政

水産部長に見解をお伺いします。

ＴＰＰの影響○農政水産部長（郡司行敏君）

試算につきましては、県では国の試算方法に準

じて、国内対策により生産量が維持されること

を前提に影響額を試算したところであります。

一方、ＪＡ宮崎中央会が行った試算では、国内

対策を前提とはしておらず、価格の低下に加え

生産量の減少も試算の条件としており、その前

提の違いにより影響試算の額に差が生じている

ところであります。県といたしましては、ＴＰ

Ｐの影響が最小限にとどまるよう十分な対策を

実施していくことが重要であると、そのように

考えております。

本県でも今議会に、国の補○丸山裕次郎議員

正予算を受けた県の補正予算や当初予算が上程

されておりますけれども、国の補正予算では、

一部の事業が基金に積まれるということで、現

時点では本県にどれくらいの配分が来るのか

はっきりわかっていないと伺っております。い

ずれにしても本県は、農業が基幹産業であり、

農業産出額の約６割を畜産が占める畜産県でも

あります。その分、他県よりもＴＰＰの影響を

大きく受けるのではないかと考えておりますの

で、影響額に応じた予算確保が重要であろうと

思っております。そこで、国のＴＰＰ関連補正

予算の評価と本県の予算獲得に向けた意気込み

を、農政水産部長にお伺いいたします。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、私どもの県は、ＴＰＰということに関しま

しては非常に大きな影響を受ける可能性もあり

ます。しかし、現場の大きな不安を希望に変え

られるようにしっかりと対策を打つことが、

我々の責務であると考えております。しっかり

と対策を打つ中で、農家の方々とともにＴＰＰ

に負けない宮崎県農業の構築に努めてまいりた

い、そのように考えております。

農林水産業の方々が希望を○丸山裕次郎議員

持って経営に取り組んでいただくためには、予

算の獲得が重要であろうと思っておりますの

で、ぜひお願いしたいと思います。

よく見てみますと、今議会でＴＰＰ対策予算

として計上されていますけれども、平成28年度

の畜産クラスター事業や畜産パワーアップ事業

は、国が措置した平成27年度の補正予算であり

ます。しかし、国の平成28年度当初予算では、

ＴＰＰ対策として計上された事業はないようで



- 32 -

平成28年２月25日(木)

あります。今、部長が言われたとおり、現場の

ほうでは大変心配しておりますので、今後と

も、現場の声を真摯に受けとめていただき、市

町村、関係団体とともに、短期的でなく長期的

にも農林水産業が発展・維持できるように、予

算確保を要望しておきたいと思っておりますの

で、改めて農政水産部長に意気込みをお伺いい

たします。

県では、ＴＰ○農政水産部長（郡司行敏君）

Ｐの大筋合意を踏まえ、本県の実情が反映され

た対策が講じられますように、国に対して緊急

に要望を行い、その多くが、昨年11月に公表さ

れました「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に盛

り込まれたところであります。また、国の補正

予算では、大綱に基づく施策を推進するため

に3,122億円の予算が措置されたところでござい

ます。県におきましては、お話にありましたよ

うに、国の補正予算で措置された、産地パワー

アップ事業であるとか畜産クラスター事業、及

び農業農村整備事業等に県独自の事業も加え、

農林水産分野のＴＰＰ関連対策といたしまし

て、２月補正も含め約130億円の予算を本議会に

お願いしているところであります。今後とも、

農林水産業者が希望を持って経営に取り組んで

いけますように、本県農林水産業の競争力強化

に向けた対策に積極的に取り組みますととも

に、今度の予算だけではなくて、ある一定期間

はしっかり予算措置をしていただけるように、

国に対して、予算の確保を全力でお願いしてま

いりたいと考えております。

ぜひ、農家等の不安を払拭○丸山裕次郎議員

するために、今回提案している予算が可決され

た暁には早急に執行していただいて、農家の不

安払拭にしっかりと取り組んでいただきたいと

思っております。隣県の熊本県では、国の基準

ではなくて、農産物の減少も含め、また米の価

格の下落等を考慮して独自に試算を行っており

まして、81億円から132億円の影響があるという

ふうな公表もしております。宮崎県よりも非常

に厳しい基準で試算されているというふうに

思っております。先ほども言いましたとおり、

農家サイドでは、ＴＰＰ以前に、高齢化の進展

や後継者不足、資材高騰など非常に不安視して

おりますので、この不安を払拭するために、県

としてしっかりと頑張っていただくことをお願

いしておきたいと思っております。

次に、今度は逆にＴＰＰでメリットと言われ

ております商工分野についてでありますけれど

も、先ほどの経済効果分析は、現在の県内のＧ

ＤＰ比率を掛けただけの数字でありますので、

本当にＴＰＰのメリットが出るのかどうか非常

に心配しております。このメリットを最大限に

推し進めてほしいと思っているんですが、どの

ように推し進めていくのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

ＴＰＰに○商工観光労働部長（永山英也君）

つきましては、関税撤廃や貿易手続の迅速化、

米国における蒸留酒の容器容量規制の緩和等が

進められる予定となっております。本県から関

係11カ国向けの輸出は、自動車部品等の機械器

具が約162億円、プラスチック等の化学製品が

約92億円など、アメリカを中心に285億円程度と

なっており、本県の輸出総額の19％を占めてお

ります。為替変動等の要因もあり一概には言え

ないものの、本県商工業にとっては追い風にな

ると期待をしております。一方で、海外から安

価な製品が輸入され、競争が激化することも予

想されます。県といたしましては、ＴＰＰのメ

リットを最大限に生かすとともに、デメリット

を最小限に抑えるよう、ジェトロはもとより産
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学金官が連携をしまして、企業の技術力や商品

力の強化による生産性向上、競争力の強化を図

るとともに、輸出や海外展開をしやすい環境づ

くり、海外プロモーションの展開等に取り組ん

でまいりたいと考えております。

ＴＰＰのメリットを最大限○丸山裕次郎議員

に生かすためには、民間の意欲、活力、行動力

が重要であります。答弁にありましたとおり、

ジェトロ等を十分に活用し、連携して輸出拡大

等に積極的に取り組んでいくことを要望してお

きたいと思っております。

次に、スポーツ戦略についてお伺いいたしま

す。ことしはブラジル・リオで、４年に一度の

スポーツの祭典であるオリンピック・パラリン

ピックが開催されます。あわせて、４年後の東

京オリンピック・パラリンピックへの機運が一

気に高まることが予想されます。東京オリン

ピックでの追加競技である野球・ソフトボー

ル、サーフィンなどは、８月に開催されるリオ

オリンピック前のＩＯＣ総会で正式に決定さ

れ、８月以降にできるだけ速やかに会場を決定

する運びになっております。本県では野球・ソ

フトボール、サーフィンを誘致することを表明

してきましたが、東京から遠隔地にあるという

ハンディを乗り越えて誘致する意気込みと活動

状況について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

県では、○商工観光労働部長（永山英也君）

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

を、「スポーツの聖地みやざき」を世界に向け

て発信する絶好の機会として捉え、野球・ソフ

トボール、サーフィンの開催地として、いち早

く名乗りを上げたところであります。これま

で、東京オリンピック・パラリンピック担当大

臣を初め、スポーツ庁長官や文部科学大臣に対

して要望活動を行いますとともに、全日本野球

協会や日本サーフィン連盟に対する協力要請、

国際サーフィン連盟に対する書簡送付など、積

極的に誘致活動を行っております。また、例え

ば日向市では、地元サーファーを中心にサー

フィン会場の誘致活動に取り組み、地域の機運

醸成を図る招致大会も開催されたところであり

ます。本県は、恵まれた気象条件や国際大会の

開催実績など、いずれの種目においても非常に

高いポテンシャルを有しており、遠隔地という

ハンディは十分乗り越えられると考えておりま

す。今後、開催地決定までの限られた期間、本

県開催に向けて、市町村や関係団体とも連携

し、全力を尽くして取り組んでまいりたいと考

えております。

スポーツは、我々に夢、希○丸山裕次郎議員

望、感動を与えてくれます。世界最大のスポー

ツの祭典であるオリンピックの競技が本県で開

催できれば、大きな起爆剤になると思います。

市町村、関係団体と連携し、全力で誘致に取り

組まれるよう要望しておきます。

東京オリンピック・パラリンピックの事前合

宿、ホストタウンの１次登録として、本県はド

イツのホストタウンに登録されました。同じド

イツには、徳島県、新潟県上越市が登録されま

した。ホストタウンになれば、事前合宿の受け

入れで、選手との交流のみならず、姉妹都市交

流など交流事業の活性化が図られるとともに、

競技施設の改修費の一部に地域活性化事業債が

使えるようであります。そこで、ホストタウン

の推進に向けた今後の取り組みについて、総合

政策部長にお伺いいたします。

ホストタウン○総合政策部長（茂 雄二君）

につきましては、2020年東京大会の開催を契機

に、全国の地方公共団体と参加国等との相互交
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流と地域の活性化等を推進するものであり、本

県としましても積極的に取り組んでおり、先

月、宮崎市、延岡市とともに第１次登録を受け

たところであります。また、来年度には第２

次、第３次登録が予定されておりますので、今

月９日には市町村への説明会を開催し、第１次

登録時の国とのやりとりを踏まえた情報提供等

を行っております。県といたしましては、既に

登録されましたドイツとの交流を着実に実施す

るとともに、市町村への継続的な情報提供に努

め、新たな登録に積極的に対応することによっ

て、東京大会への貢献と地域の活性化を図って

まいりたいと考えております。

ホストタウンに関しては、○丸山裕次郎議員

先ほど答弁がありましたとおり、今後、２次、

３次の登録が行われますので、県内の多くの市

町村に対し情報提供、適切なアドバイスをお願

いします。また、１次登録されたドイツのホス

トタウンになれるように、積極的に関係市と連

携して、ドイツにアピールをしていただきたい

と思っております。

次に、２巡目の国体についてお伺いいたしま

す。10年後の平成38年に２巡目の国体開催が

内々定となり、副知事をトップにした受け入れ

体制づくりに取り組まれております。国体を成

功させるためには、スポーツ施設の改修、競技

団体の協力、市町村の協力、競技力向上など、

さまざまなことに取り組まなければなりませ

ん。財政面からも、施設整備に取り組みやす

かった１回目の国体時点と時代背景が違います

ので、容易に進まないことも想定されます。そ

こで、今後、２巡目国体に向けてどのように取

り組んでいくのか、知事にお伺いいたします。

２巡目の宮崎国体を成○知事（河野俊嗣君）

功に導くためには、競技力の向上や施設整備な

ど、計画的かつ着実に準備を進めていくことが

重要であると考えております。そこで、全庁的

な推進体制として、ことし１月に庁内検討会議

を設置したところであります。また、28年度当

初予算案におきまして、国体準備スタートアッ

プ事業を予定しておるところでありますが、こ

の中で、平成29年度の県準備委員会の設置に向

けました各種計画案の作成や関係機関との調

整、並びに県の陸上競技場、体育館、プールに

係る施設整備の調査・検討に取り組むこととし

ております。さらに、県営電気事業みやざき創

生基金の創設をお願いしていますが、国体開催

に向けた施設整備の方針が決定された後には、

その整備にも活用していくこととしておりま

す。今後、県議会を初め、市町村、競技団体、

経済団体など、関係機関と連携を図りながら、

国体の準備にしっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

先ほども述べましたよう○丸山裕次郎議員

に、１回目の国体と時代背景が違います。国体

を開催するに当たり、多額の費用はもちろん、

選手の確保・育成、施設整備などさまざまな課

題があります。ぜひ、市町村、競技団体、関係

機関などとできるだけ早目早目の協議を進め、

２巡目国体の開催に遺漏のないように取り組ま

れることを要望しておきます。

次に、新教育委員会制度についてお伺いしま

す。昨年４月から新教育委員会制度がスタート

しました。新制度が始まるきっかけになったの

は、他県で起きたいじめ対応の後手後手、責任

所在の不明確さなどの改善を求めるため、知事

と教育委員会が協議・調整を行う場として、知

事が主宰する総合教育会議を置くことなどが義

務づけられるとともに、教育委員長と教育長の

一本化を図り、教育行政における責任体制の明
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確化などを図ることとされているところであり

ます。この４月には、新制度に基づく教育長が

誕生することとなりますが、知事が直接任命す

ることになりますので、任命責任も明確化され

ると考えております。そこで、新教育委員会制

度への対応と期待、並びに新たな制度に基づき

教育長になられる方への思いについて、知事に

お伺いいたします。

県では、総合教育会議○知事（河野俊嗣君）

を昨年４月に設置し、平成30年度までの４年間

の本県教育等の振興につきまして、長期的な視

点から、目指す将来像や施策の根本となる大綱

というものを昨年９月に策定したところであり

ます。この新教育委員会制度におきましては、

私が県議会の同意を得て教育委員会を主宰し、

代表者となる教育長を直接任命することとなり

ます。より円滑に、かつ、より充実した教育施

策を推進できる、そういう面も期待できるので

はないかと考えております。私は、今後地域の

活力を維持していくためには、本県の将来を思

い、支える人財の育成・確保が必要であり、教

育の果たす役割はますます重要になってくるも

のと考えております。新たな制度に基づく教育

長には、私と教育に対する価値観を共有し、連

携しながら、宮崎ならではの教育を推進してい

ただきたいと考えているところであります。

教育は国家百年の大計とも○丸山裕次郎議員

言われます。人づくりがしっかりすれば安定し

た県づくりにつながります。４月から、知事が

任命した新教育長のもとで、全ての子供が未来

に大きな希望を持って日々努力を重ね、県勢発

展にともに歩いていけるように、知事の手腕を

期待しております。

次に、大変残念なことでありますけれども、

職員の不祥事についてお伺いします。県のさま

ざまな部局において、職員による不祥事が相次

いで発生しましたが、公僕として、あるいは県

職員としての自覚が欠如しているとしか考えら

れません。また、その内容を見ると、人として

当然あるべき規範が守られていないという、余

りにも未熟なものであり、非常に残念でありま

す。これまでも、職員に対して指導や研修を

行ってきたと思いますが、不祥事防止に何が足

りなかったのか、また再発防止に向けて県全体

としてどのように取り組んでいくのか、知事に

お伺いいたします。

知事部局を初め、県職○知事（河野俊嗣君）

員の不祥事が続いておりまして、県民の皆様の

信頼を損なう事態となっておりますことに、私

としましても、県民の皆様に対し大変申しわけ

なく、強い危機感を持っているところでありま

す。これらにつきましては、県職員として当然

求められる高い規範意識や倫理意識につきまし

て、本人の自覚が不足していたこと、また、職

員一人一人に対する指導や啓発に関し、行き届

いていない面があったのではないかと考えてい

るところであります。

このため２月16日に、各任命権者や部局長を

メンバーとします臨時会議を開催いたしまし

て、各所属における職員指導の強化を図るな

ど、服務規律の徹底を改めて指示したところで

あります。また、不祥事を撲滅するという強い

思いを全職員が共有いたしますよう、私から職

員一人一人に対し、庁内ＬＡＮを使ってメッ

セージを送ったところでもあります。私としま

しては、県庁の全組織を挙げて、県職員一人一

人の自覚というものをさらに促し、こうした不

祥事の再発防止に全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

もうこれ以上不祥事事案が○丸山裕次郎議員
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出ないことを、まず期待しておきます。

知事には県職員という広い意味で答弁をして

いただきましたが、取り締まる側の警察におい

ても、残念ながら、昨年２月以降３人の逮捕者

を出すなど警察職員の不祥事が続き、また昨日

は、女性に対する暴行未遂容疑で事情聴取を受

けていた県警幹部職員が自殺したとの報道がな

されており、警察への信頼が大きく揺らいでい

ると思っております。初めに、山﨑公安委員長

は、昨年８月１日から、警察行政の管理を担う

公安委員会のトップに就任されたわけですが、

信頼回復に向け、公安委員会として県警をどの

ように指導し管理していくのか、お伺いいたし

ます。

昨年以来、３人○公安委員長（山﨑殖章君）

もの警察官が逮捕され、県民の皆様の警察に対

する信頼と期待を大きく損なったことは、公安

委員会といたしましてまことに残念であり、深

くおわびを申し上げます。また、昨日報道され

ましたとおり、警察本部の幹部職員が自殺した

ことにつきましても、大変遺憾に思います。

公安委員会では、平素から、警察行政が民主

的に運営されるよう県警察を管理しており、中

でも警察職員の不祥事案に関しましては、その

都度、報告を受けております。そこで、公安委

員会では、再発防止に向けて、１、不祥事案の

起こりにくい仕組みづくり、２、職務倫理教養

の充実の２点を、強く県警察に指示したところ

であります。今後とも、公安委員会は、県警察

の信頼回復を図るとともに、県民のためのさら

なる強い警察を目指して、県民の代表として適

切に管理してまいります。

答弁にありましたとおり、○丸山裕次郎議員

公安委員会として、再発防止に向け、不祥事案

の起こりにくい仕組みづくり、職務倫理教養の

充実の２点を県警に強く申し入れ、指示したと

いうことであります。不祥事を防止するために

は、県警として警察官の指導教養をどのように

行っているのか。また、その指導教養等を行っ

ているにもかかわらず、現に不祥事が発生して

おりますが、何が足りなかったのか。県警とし

て、今後、再発防止にどのように取り組んでい

くのか、警察本部長にお伺いいたします。

初めに、昨年○警察本部長（野口 泰君）

来、本県警察官による不祥事が続き、県民の皆

様の期待と信頼を損なう結果となり、深くおわ

び申し上げます。さらに、昨日来報道されてお

ります、警察本部幹部職員の自殺事案につきま

しては、県警察として大変重く受けとめている

ところでございます。

県警察では、警察官の職務倫理、規範意識を

醸成するため、警察学校等での１年を超える採

用時教養を経て、各所属に配置後も、職責を自

覚させ、使命感を培い、円満な良識と豊かな人

間性を育むさまざまな指導教養を継続して実施

しております。しかしながら、現に不祥事案が

発生しておりますことから、職員の一人一人の

琴線に触れる職務倫理教養が徹底していなかっ

たと考えている次第でございます。今後は、幹

部教養を徹底し、職員の心に浸透する職務倫理

教養の推進、不祥事案の原因となる職員の悩み

等の早期把握と解決を図るとともに、士気の高

い職場環境や不祥事案の起きにくい業務上の仕

組みづくりを行い、再発防止の徹底を図ってま

いります。私ども県警察では、全職員一丸と

なって、本来の業務をしっかりと遂行し、警察

の責務を果たしていくことで、県民の皆様の期

待と信頼に応えてまいる所存でございます。

「築城３年、落城１日」と○丸山裕次郎議員

言われます。県民の信頼回復には多くの時間と



- 37 -

平成28年２月25日(木)

努力が必要です。一人一人の職員が初心に戻

り、全体の奉仕者である職員という自覚を持

ち、職務に専念し、県勢発展に努力を重ねるこ

とを強く要望しておきます。

次に、国民健康保険についてお伺いします。

国民健康保険の財政運営主体が、２年後の2018

年度から、これまでの市町村から県に変わりま

す。厚生労働省から出た運営方針案では、医療

費の動向などを踏まえた国保財政の将来の見通

しや、後発医薬品の使用促進などの医療費適正

化策のほか、保険料の標準的な算出方法や徴収

の適正化などに関する県内の統一方針を定めて

いくとされております。また、新制度では、県

が市町村ごとに標準的な保険料率を提示した上

で、これを参考に市町村が保険料を決めていく

ことになります。これにより、各市町村の実際

の保険料が医療費に見合った水準に設定されて

いるか、いわゆる「見える化」が進むことか

ら、県や市町村は、保険料の収納対策を含め、

赤字要因の具体的な分析ができるようになると

されております。

現在の国保財政は、一般会計からの繰り入れ

や基金取り崩しによる赤字穴埋めをする市町村

が多いため、保険料率の急激な上昇などを避け

るため、短期間での赤字解消が困難な場合に

は、運営方針と別に、５年以内を限度とする計

画を策定する手法も挙げております。また、国

保財政の安定化を図るため、2017年度までに国

レベルで2,000億円規模の基金を造成することと

しております。そこで、財政運営主体が県にな

りますが、これまでの検討内容と今後の対応方

針について、福祉保健部長にお伺いします。

県では、新し○福祉保健部長（桑山秀彦君）

い国民健康保険制度に向けた準備のため、昨年

８月に市町村との協議の場を設置いたしますと

ともに、今回、国保財政安定化のための基金を

造成することとし、今議会におきまして、条例

制定と積み立てのための補正予算をお願いして

いるところでございます。さらに、平成28年度

には国民健康保険課を新たに設置しまして、本

県の国保の運営方針や国保事業費納付金、標準

保険料率などについて検討を行い、また、29年

度には納付金徴収条例の制定や特別会計の設置

等を予定しております。今回の見直しは、昭

和36年の制度創設以来の大きな改革でありま

す。県としましては、共同して運営を担います

市町村との十分な連携・協議の上で、新制度へ

の円滑な移行に向けて適切に準備を進めてまい

りたいと考えております。

答弁にありましたとおり、○丸山裕次郎議員

今回の見直しは昭和36年制度創設以来の大きな

改革であります。これまで以上に県の果たすべ

き役割が大きくなるものと理解しております。

少子高齢化、人口減少、財政難など大きな課題

を抱えている本県にとって、大きな岐路を迎え

ていると言っても過言ではないと思っておりま

す。壇上から質問した地域医療構想とも密接に

関係しておりますので、十分な検討、議論を深

め、制度の変更で遺漏のないようにお願いして

おきます。

次に、林業行政についてお伺いします。近

年、木質バイオマスの稼働、大型製材所の稼働

等により、県内至るところで山全てを伐採する

全伐が見られるようになり、近隣住民から、

「大雨が降れば大きな災害につながるのではな

いか」といった不安の声を聞いております。そ

こで、近年の伐採状況はどうなっているのか。

また、伐採後の再造林の状況はどうなっている

のか、苗木確保を含め、環境森林部長にお伺い

します。
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まず、伐採状○環境森林部長（大坪篤史君）

況ですが、平成26年度の民有林の主伐面積は、

県全体で、５年前と比較しまして500ヘクタール

ほど増加し、約2,400ヘクタールとなっておりま

す。

次に、伐採跡地の再造林の現状ですが、平

成26年度は、５年前と比較して300ヘクタールほ

ど増加し、約1,600ヘクタールとなっておりま

す。

次に、苗木の確保につきましては、平成26年

春から２年連続して杉苗が不足したことから、

生産者へ増産の呼びかけを行いますとともに、

高鍋にあります県採穂園の再整備や民間の苗木

生産施設等の整備支援、さらには穂木の採取や

優良苗木生産に関する技術研修にも取り組んで

いるところであります。そのような中、一定の

供給増が図られましたことから、この春の苗木

不足は解消されるものと見込んでいるところで

あります。今後とも、苗木の安定的な確保を図

り、伐採跡地の再造林をしっかり進めてまいり

たいと考えております。

次に、県産材の利用促進に○丸山裕次郎議員

ついてお伺いします。本県は他県より拡大造林

の取り組みが早く、森林の成長が早いため、主

伐期を迎えている山林を多く抱えており、県産

材の県内外への販路拡大策が、今後、林業の大

きな課題であります。そのような折、東京オリ

ンピック・パラリンピックメーン会場となる新

国立競技場が、木材を多用する「木と緑のスタ

ジアム」となったことを受け、国産材の活用拡

大につながるのではないかと大きな期待感を

持っております。既に、秋田県、宮城県、静岡

県などは新国立競技場の整備に携わる建築家の

隈研吾氏に積極的にアピールしているようであ

ります。本県も、平成３年から四半世紀にわた

り杉素材生産量日本一の林業県として、また、

防災拠点庁舎にＣＬＴを活用することなどを

しっかりアピールすることによりまして、国内

外の販路拡大につなげるチャンスだと思ってお

ります。そこで、県産材の国内外の販路拡大に

ついて今後どのように取り組んでいくのか、環

境森林部長にお伺いします。

本県では、住○環境森林部長（大坪篤史君）

宅分野はもとより、公共建築物や商業施設など

の非住宅分野の木造・木質化も推進しておりま

して、川崎市との連携・協力の取り組みに関す

る基本協定を締結するなど、大都市での県産材

の販路拡大にも鋭意取り組んでいるところであ

ります。また、東京オリンピック・パラリン

ピック関連施設につきましては、私どもも、建

築家の隈研吾氏や日本スポーツ振興センター

（ＪＳＣ）、さらには建設会社などに直接出向

きまして、本県の木材はもとより、その利用技

術の活用について働きかけを行ってきたところ

でございます。一方、国外につきましては、プ

レカットした木材と建築技術をパッケージにし

た材工一体による製品輸出を、まずは韓国を先

行して取り組みまして、順次、台湾や中国等へ

広げていく予定であります。こういった取り組

みによりまして、国内外での新たな市場を開拓

し、県産材の販路拡大に積極的に努めてまいり

たいと考えております。

先ほども述べましたとお○丸山裕次郎議員

り、本県は平成３年から四半世紀にわたり杉素

材生産量が日本一の林業県であります。一方、

全国より早く主伐期を迎え、県産材の販路拡大

は喫緊の課題であります。販路が拡大すれば、

木材価格はもっと安定し、山間地域の活性化に

つながり、さらには宮崎の活性化にもなりま

す。宮崎らしい地方創生につながると確信して
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おります。全国、海外への積極的な展開を要望

しておきます。

次に、青島亜熱帯植物園についてお伺いしま

す。１月のＴＰＰ及び東アジア戦略調査でシン

ガポールを訪れた際、青島亜熱帯植物園と姉妹

園であり、昨年、世界遺産に登録されたシンガ

ポール植物園を視察させていただきました。世

界遺産に登録されたこともあり、多くの方々が

来場しておりました。東京ドーム13個分、約63

ヘクタールという広大な敷地を有しており、私

どもは国立洋ラン園しか見る時間はなかったわ

けでありますけれども、さまざまなランが植栽

されており、ランの世界を堪能できました。先

ほど言いましたとおり、青島亜熱帯植物園とシ

ンガポール植物園は姉妹園で、昨年10月に締

結50周年を迎えたと聞いております。50年前に

締結した黒木元知事の先見性はすばらしいもの

と、改めて痛感しております。青島亜熱帯植物

園は、３月末のリニューアルオープンに向け、

昨年度から大規模改修に取り組んでおります。

オープンする前の青島亜熱帯植物園を視察させ

ていただきましたが、以前と比べ非常にオープ

ンで明るい植物園になっておりました。単にリ

ニューアルオープンするだけでなく、青島の観

光や地域活性化につなげてほしいと考えており

ます。そこで、青島亜熱帯植物園のリニューア

ルオープンにおいて、施設整備などで特に配慮

した点は何なのか。また、青島活性化にどのよ

うにつなげていくのか、県土整備部長にお伺い

します。

今回のリニ○県土整備部長（図師雄一君）

ューアルにおきましては、花や緑を楽しめ、ゆ

とりと憩いのある体験型の植物園を目指して整

備を進めてまいりました。まず、花や緑の創出

といたしましては、大温室に、色鮮やかなブー

ゲンビリアの花が一年中楽しめる回廊やシンガ

ポール植物園紹介コーナーを設けまして、マー

ライオン像の周りに天皇皇后両陛下ゆかりの貴

重なランを配置したところです。また、ゆとり

と憩いの創出といたしましては、開放感のある

エントランスや芝生広場、植物について学ぶ体

験学習棟を整備し、あわせて大温室の無料化や

Ｗｉ－Ｆｉ環境を整え、家族連れなど誰もが利

用しやすい植物園づくりに取り組んだところで

あります。県といたしましては、このような魅

力アップした植物園において、今議会で予算を

お願いしております夜間のライトアップを、青

島ビーチパークの開催に合わせて試行するな

ど、地元や周辺施設とも連携して、青島地域全

体の活性化につなげてまいりたいと考えており

ます。

答弁にもありましたとお○丸山裕次郎議員

り、地元や周辺の施設とも連携して、青島地域

全体の活性化につなげていただきたいと思って

おります。約１カ月後の３月26日のリニューア

ルオープンを契機に、姉妹園である世界遺産に

なったシンガポール植物園のように多くの方々

に来園していただき、県民はもとより、観光客

を含め多くの方々に愛される植物園となり、青

島のみならず県勢発展につながることを期待し

ております。

最後に、公職選挙法についてお伺いします。

選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選

挙法が昨年６月に成立し、これまで主権者教育

についてさまざまな議論が議会でも行われてき

ました。さらに、１月末には選挙人名簿の登録

制度が改正され、またさらに、有権者の投票環

境の向上策の制度化を行う改正案が国会に提出

されたと聞いております。投票率の低下対策の

一環として改正が行われるということでありま
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すけれども、具体的にはどのような改正が行わ

れるのか、選挙管理委員長にお伺いいたしま

す。

まず、選挙○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

人名簿の登録制度に関する改正につきまして

は、選挙権年齢を迎える直前に転出した有権者

が、新住所で選挙人名簿に登録されるまでの間

に行われる選挙において、新旧どちらの市町村

の名簿にも登録されていないために投票できな

い事態を解消するもので、選挙権年齢の引き下

げと同時に施行されます。この改正により、対

象者は旧住所で名簿に登録され、旧住所に戻っ

て投票するか、新住所地で不在者投票を行うこ

とになります。

また、今国会で審議中の投票環境の向上に向

けた改正案の内容は３項目ありまして、市町村

のどの選挙人でも投票できる共通投票所制度の

創設、期日前投票の投票時間の繰り上げ・繰り

下げの弾力的な設定、それから投票所に入場で

きる子供の範囲を、現行の幼児から18歳未満ま

で拡大することとなっております。県選挙管理

委員会といたしましては、これらの改正を踏ま

え、市町村選挙管理委員会等と連携して制度の

十分な利活用を図ることで、投票率の向上につ

なげていきたいと考えております。

投票率向上に向けた改正が○丸山裕次郎議員

なされたようであります。しかし、一般の有権

者にはわかりづらく、手続も煩雑に感じるので

はないかと思っております。市町村選挙管理委

員会や教育委員会と連携して、若者を初め多く

の有権者に制度改正の周知・広報を行っていく

ことを要望しておきたいと思っております。

多少時間がありますので、数点要望させてい

ただきます。

まず、地方創生についてでありますが、「本

県でも今年度、「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定し、平成28年度から本格的な施策

を展開し、地方創生のトップランナーを目指

す」と述べておられます。当初予算に計上して

いる、県営電気事業みやざき創生基金を活用し

た「「世界とともに成長するみやざき」双方向

交流拡大推進事業」外14事業や、補正予算に計

上している地方創生加速化交付金事業等で地方

創生を推進するということでありますが、全般

的に見て、県、市町村が実施主体となった意見

交換やネットワークづくりの事業が多く、本来

主役にならなければいけない民間の活動支援策

が少ないと感じております。地方創生は知恵の

出し比べとも言われておりますが、行政だけで

なく、民間の知恵を積極的に生かし、民間提案

による事業展開、規制緩和、特区の提案などが

必要ではないかと感じております。ぜひ、知事

のリーダーシップによるトップランナーの名に

ふさわしい地方創生の実現を要望しておきま

す。

次に、地域医療構想についてですが、壇上か

らも述べましたように、本格的な人口減少社

会、2025年には団塊の世代が75歳以上になる超

高齢社会に対応するため、病床機能の明確化、

病床数の変動・削減といった、今後の地域医療

のみならず、地域生活、地域発展に大きな影響

を与える構想です。人口減少により全体の病床

変動・削減はやむを得ないと理解するものの、

どの病床、どの医療圏で変動・削減していくの

か、非常に大きな課題であります。その要因を

決めるのが、患者の流出入に対する考え方であ

ります。大きな病院などが多い一部の医療圏で

は患者の流入が多くなっておりますが、他の医

療圏では患者の流出が多い状況も見られます。

患者の住所地で判断するのか、病院所在地で判
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断するのかによって大きな差が生じます。仮に

病院所在地で判断すると、地域ごとの医療機能

の格差が現在でもあるのに、さらに差が大きく

なり助長されるのではないかと危惧しておりま

す。一方、患者住所地で判断すると、現状の医

療提供体制とかけ離れたものになると考えられ

ます。また、病床機能の役割分担も必要と、理

解はできますけれども、どの病院がどんな役割

を果たすのか、役割を果たすためには現在の病

院機能から転換する必要がありますが、財源や

マンパワーの確保が必要です。いずれにせよ、

医療のみならず県全体に大きな影響を与える地

域医療構想ですので、十分な検討を重ね、将来

に禍根を残さない構想にしていくことをお願い

したいと思っております。

今回は当初予算等を含めて質問させていただ

きましたが、知事のほうから、「躍動する『み

やざき新時代』」という言葉を出していただき

ました。私もそのような躍動する新時代になっ

てほしいと思っております。平成28年はさる年

ということであります。さる年は激動する年と

も言われております。実は私、年男、さる年で

ありますけれども、宮崎県発展のために邁進す

る思いでありますので、よろしくお願いしま

す。

また、今回は自由民主党を代表して１番に質

問させていただきましたが、午後は山下政審会

長が引き続き代表質問を行い、また、一般質問

で我が会派から８名が質問させていただきま

す。自由民主党は一致団結して宮崎県勢発展に

邁進していくことを述べさせていただきまし

て、私の代表質問を全て終わります。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。

午後０時２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、宮崎県議会自由民主党、山下博三議

員。

〔登壇〕（拍手） 県議会自民○山下博三議員

党の山下博三でございます。午前に引き続きま

して、会派を代表いたしましてお伺いしてまい

ります。きょうは地元からたくさんの皆さん方

においでいただきました。ありがとうございま

す。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしてま

いります。

今議会において平成28年度当初予算案が計上

されております。平成27年度は、知事選挙の関

係で、いわゆる骨格、肉づけという２段階での

予算編成でありましたので、昨年の６月議会に

おいて補正予算案が議決され、いわゆる肉づけ

後の平成27年度の全体予算となりました。ま

た、６月議会においては、第二期の「みやざき

行財政改革プラン」も提出されましたが、この

中に第四期の財政改革推進計画が盛り込まれて

おり、７月に策定されました。

このようなことから、今回の平成28年度当初

予算は、河野県政２期目で初めての本格予算で

あると同時に、新しい財政改革推進計画がス

タートして初めての予算編成でありました。そ

こで、これまでの財政改革の取り組みについて

どう評価しておられるのか、また、第四期財政

改革推進計画はどのような内容としておられる

のか、知事にお伺いいたします。

次に、フードビジネスの推進についてお伺い
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いたします。県では平成25年に、総合的な食関

連産業の成長産業化を目指して、みやざきフー

ドビジネス振興構想を策定されました。この中

では、これまで取り組んできた６次産業化、農

商工連携などの取り組みに加えて、マーケット

インの視点に立ち、飲食業や観光産業など、産

業の垣根を越えた連携・融合や付加価値の向上

を強力に推進するとされております。

この推進母体としてフードビジネス推進課を

設置し、マーケットインや連携・価値連鎖、人

材・基盤強化といった３つの展開の視点に基づ

き、その積極的な推進に努めてこられました。

そこで、フードビジネス振興構想の趣旨を踏ま

えた今日までの取り組みと、農業県宮崎ならで

はの特徴的な成果としてどのようなものがあっ

たのか、知事にお伺いいたします。

次に、全共３連覇に向けた取り組みについて

お伺いいたします。本県は、平成24年に開催さ

れた第10回全国和牛能力共進会にて、見事２連

覇を果たしました。平成22年の口蹄疫により未

曾有の被害を受けた本県畜産の底力を全国に示

すことができた大会であり、私も長崎の会場で

その場に立ち会えたこと、その感動は今でも忘

れることはありません。多分知事もその感動

は、その後、県政を進める上で大きなエネル

ギーになられたのではないかと思います。

いよいよ来年９月には、宮城県仙台市におい

て第11回全国和牛能力共進会が予定されており

ます。これまでの歴史において、大会３連覇を

なし遂げた産地はありません。その偉業に挑戦

できるのが宮崎県であります。そこで、今議会

に農政水産部から全共３連覇に向けた予算が提

案されておりますが、全共に向けた意気込みに

ついて、知事にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、この

後、質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、財政改革の取り組みについてでありま

す。県におきましては、平成16年度から３期に

わたりまして財政改革に取り組んできたところ

であります。平成23年６月に策定した第三期財

政改革推進計画におきましては、平成26年度ま

での４年間における収支不足を1,113億円か

ら841億円まで圧縮しまして、財源調整のための

基金残高も見込みを上回る463億円を確保するな

ど、一定の成果を上げたところであります。

しかしながら、平成27年度の予算編成におけ

る基金の取り崩し額は237億円となりまして、財

源調整のための基金残高も227億円程度と見込ま

れ、引き続き財政改革の取り組みを進めていく

必要があると考えられることから、昨年７月に

第四期財政改革推進計画を策定したものであり

ます。この計画では、平成30年度までの４年間

で見込まれる収支不足額1,028億円に対し、694

億円の見直しを行い、将来にわたって持続的に

健全性が確保される財政構造への転換に向けた

取り組みを進めることとしております。

次に、フードビジネスの成果についてであり

ます。豊富な農林水産物を生かした食関連産業

の育成を図るため、３年間にわたってさまざま

なプロジェクトや推進基盤体制の整備に取り組

んでまいりました。県内のさまざまな地域や分

野におきまして、ビジネス拡大の動きが活発に

なってきております。市町村、民間において

も、いろんな動きが出てきているというのが手

応えとして感じられております。フードビジネ

スの推進という大きな動き、大きな流れという

ものが、県民の皆様に広く浸透しつつあるもの

と考えております。
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こうした中で、農業県宮崎ならではの取り組

みといたしましては、ジェイエイフーズみやざ

きなど、産地加工型の食品製造業の立地による

高付加価値化を推進しますとともに、昨年度設

置しましたフードオープンラボにおきまして

は、県産農産物を生かした魅力的な商品が次々

生まれているところであります。

また、昨年10月に設立した「食の安全分析セ

ンター」におきましては、本県の有する残留農

薬分析技術を生かし、農産物の高付加価値化と

新たな食関連産業の集積を図るものでありまし

て、本県が目指す「食の安全・安心・健康日本

一」に向けて大きく前進したものと考えており

ます。今後とも、マーケットインの視点に立っ

た産地の形成や高付加価値化、国内外の販路の

拡大など、生産、加工、販売に至る総合的な取

り組みを進め、農林水産業を核とした本県経済

の拡大に努めてまいりたいと考えております。

最後に、全国和牛能力共進会３連覇に向けた

意気込みについてであります。第11回全国和牛

能力共進会宮城大会がいよいよ来年に迫ってま

いりました。全共での３連覇は、「宮崎牛」が

今後ともチャンピオンブランドとしての確固た

る地位を築くとともに、2020年の東京オリン

ピック・パラリンピックを契機として、「日本

一の宮崎牛」を世界に向けてより強く発信して

いくためにも、大変意義深いもの、どうしても

必要なタイトルであると考えております。こと

しは特に、出品候補牛の導入が本格化する大変

重要な年であります。そのため、来年度の全共

対策予算につきましては、肉牛の導入対策の強

化に加えまして、新たに雌子牛の確保対策を行

うなど、万全の対策を講じたところでありま

す。

長崎大会のあの感動、私も強く今よみがえっ

ているところであります。口蹄疫から立ち上が

る本県にとりまして、これほど大きな勇気・元

気をいただいたものはほかにはないのではない

かと思っておりますが、その感動を生産者の皆

様、そして県民の皆様とともにもう一度共有で

きますよう、何としても３連覇を達成してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○山下博三議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。

引き続き財政改革についてお伺いいたしま

す。財政改革の取り組みについて、知事から一

定の成果があったとの答弁がありましたが、平

成16年から10年以上の間、人件費や投資的経費

の縮減、一般行政経費の徹底した節約が行われ

た結果、財源調整のための基金も一定程度確保

され、また、県債残高も5,000億円を下回る水準

まで減少することとなったと考えております。

取り組みの結果が成果に結びついていること

は認めるところでありますが、一方で、これま

での財政改革の取り組みがさまざまな場面で痛

みを伴っております。そのことが県内経済にも

影を落としていることも現実としてあるのでは

ないでしょうか。平成28年度当初予算は実質的

に３年連続の増となり、積極的な予算編成を

行ったとのことでありますが、どのような点が

積極的と言えるのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 平成28年度当初予算に

おきまして、公共事業については、国の事業量
※

の減少等によりまして、土地改良事業の直轄事

業負担金が大幅な減少となったことから、公共

事業費全体では対前年度比97.3％にとどまって

いるところでありますが、県単独事業につきま

しては、特別枠による追加措置を前年度から５

※ 50ページに訂正発言あり

平成28年２月25日(木)
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億円ふやして25億円としたことから、前年度

比105.4％となっております。

また、新たな財源として確保いたします県営

電気事業みやざき創生基金の活用による新規・

改善事業につきましては、44事業、10.7億円を

措置しておりますが、これらの事業は、通常の

新規・改善事業の枠とは別枠とし、上乗せして

新たな事業を展開することとしております。

これら特別枠の措置によりまして、平成28年

度当初予算の規模は、国の予算の伸び0.4％や地

方財政計画の伸び0.6％を上回ります対前年度

比0.7％増となり、また、その内訳を見ますと、

投資的経費やその他一般行政経費の伸びが、金

額・率ともに義務的経費の伸びを上回っている

ところであり、このことからも、積極的な予算

編成を行ったものと考えているところでありま

す。

次に、県土整備部長にお伺い○山下博三議員

いたします。平成16年度より財政改革を進めら

れた中で、真っ先に手をつけられたのが公共投

資の減額であります。平成16年度には1,445億で

あったものが、平成27年度には891億まで減額に

なっております。61.6％になります。官製談合

事件等もあって、入札制度も一般競争入札にな

り、70％台での入札価格でありました。以前

は、入社後は、３年から５年かけて２級建築士

や２級土木士、施工管理士、１級の技能士を育

てる人材育成ができる仕組みが成り立っており

ました。企業が体力のない中で一番先に取り組

んだのは、人員削減やボーナスカット。ひいて

は人材の育成を行う体力まで奪ってしまいまし

た。また、資材をより安価で納入しなければな

らず、本県のさまざまな産業にも影響が出てき

たのも現実であります。

本県の総合評価の中で、35歳以下の技術者を

採用している企業においては加算しております

が、私はそれ以前の問題があるように思えてな

りません。資格を取らせるために企業が努力し

ていれば、それも何らかの評価を与えるべきで

はないかと思っております。今回、平成28年度

当初予算において、「みやざきの建設産業担い

手育成支援強化事業」が新規事業として計上さ

れておりますが、建設産業が人材確保を図るた

めには、経営環境の厳しい中、人材育成に取り

組む企業への配慮を行うことも必要と考えます

が、県の取り組みについてお伺いいたします。

社会資本の整○県土整備部長（図師雄一君）

備や防災・減災への対応などを担う建設産業に

おいて、担い手の確保は喫緊の課題であり、人

材育成を図る企業への支援を行うことは大変重

要であると考えております。このため県では、

これまで産業開発青年隊における企業の若年技

術者の受け入れを初め、建設業団体と企業が連

携して行う若年入職者の定着を図るための集合

研修や企業実習などを支援するとともに、入札

制度において、企業の技術者の研修受講実績や

新規学卒者の雇用を評価するなどの取り組みを

実施してまいりました。

さらに、平成28年度当初予算においては、若

年技術者の資格取得に取り組む企業への助成な

どを内容とする事業を創設することとしたとこ

ろであります。今後とも、人材育成に取り組む

企業への支援の充実に向けて、関係機関や建設

業界と十分な連携を図りながら、しっかりと取

り組み、建設産業の担い手の確保に努めてまい

りたいと考えております。

以前は、建設産業が元気が○山下博三議員

あった時代というのは、資格を取ればお祝いに

キープを与えていたりして、非常にそれが社員

にとってもやりがいであり、また、企業にとっ
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ては会社の誇りでもあったと、そういう時代が

ずっと続いていたんです。それが、今日の現状

でありますので、今後、ぜひ建設産業の社員に

も資格を取らせていける仕組みを考えていただ

くよう要望しておきたいと思います。

次に、人口減少対策についてお伺いいたしま

す。

人口減少の主な要因は、若者の流出でありま

す。地域の将来を支える若者の流出をとめるた

めに、さまざまな地域活性化策等に取り組まれ

ており、また少子化対策にもさまざまな工夫が

なされておりますが、若者の働く場所の確保な

しではその効果は限定的でありまして、都市部

への流出に歯どめをかけるのは容易ではないと

考えております。そこで、人口減少に歯どめを

かけることが本県の一番の課題であると思いま

すが、県としてどのような取り組みが重要であ

るとお考えか、知事にお伺いいたします。

今、御指摘がありまし○知事（河野俊嗣君）

たように、本県の人口動態を見てみますと、進

学や就職を契機として、15歳から24歳の年齢層

において、毎年3,500人程度の転出超過が生じて

おり、若い世代が県外へ流出しているわけであ

りまして、本県の人口減少に歯どめをかけるた

めには、若者に魅力のある就業・就学の場を築

いていくことが大変重要であろうと考えており

ます。このため、本県の「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」におきましては、こうした社会

減を抑制するための施策に優先的に取り組むこ

ととしており、当初予算案におきましても、

フードビジネスを初め成長産業の振興でありま

すとか、地域の中核的な企業を育成すること、

また高校生の県内就職の支援などに重点的に配

慮したところであります。

本県には、温かい県民性や地域のきずなな

ど、子育てをしやすい環境があると考えており

ますので、産業の活性化や雇用の創出によりま

して、若者世代の定着を図り、さらに、子供世

代の増加につなげるような、よい循環というも

のをしっかり生み出していきたいと考えており

ます。

次に入らせていただきます○山下博三議員

が、平成27年12月25日に公表されました平成27

年度学校基本調査によりますと、県内の高校の

平成27年３月の卒業者数は１万716人で、そのう

ち就職者総数は3,241人、就職率は30.2％となっ

ております。就職者総数のうちの県内就職率

は54％で、前年より3.1ポイントほど低下してお

りまして、これは全国81.6％と比べ27.6ポイン

ト低く、全国でも最も低い割合となっておりま

す。

また、過年度卒業者を含む本県出身の大学入

学者数は4,280人おられますが、このうちの72％

は県外の大学へ進学しているという状況にあり

ます。県外の大学へ進学した本県出身者がＵ

ターンして本県に就職する割合は、データこそ

ありませんが、恐らく低いだろうと思われま

す。高校卒業の段階で地元に残らないことを選

択する若者がいかに多いことか、これは大変憂

慮すべきことだと思っております。そこで、高

校生の県内就職促進のため、県はどのように取

り組んでいくのか、商工観光労働部長、教育長

にそれぞれにお伺いいたします。

高校生の○商工観光労働部長（永山英也君）

県内就職を促進するためには、県内企業の魅力

を高校生にしっかりと伝えられますよう、これ

まで以上に企業と学校あるいは生徒との接点を

ふやしていく必要があると考えております。こ

のため、今議会に提案しております新規事業の

中で、県内就職支援員を配置し、高校への企業



- 46 -

平成28年２月25日(木)

情報の提供や、企業と高校のワークショップの

開催など、ネットワークの強化に取り組むこと

としております。

また、１年生の早い段階から、県内に進学あ

るいは就職するイメージを広げてもらうため、

県内大学や専門学校、企業との交流フェアを開

催するほか、２年生には、県内企業の魅力をＰ

Ｒする企業ガイダンスを開催することとしてお

ります。

さらに、労働局や県などで構成します新卒者

等就職・採用応援本部におきまして、「さあ、

みやざきで働こう！県内就職等促進プロジェク

ト」を推進することとしております。学校や経

済団体等関係機関と一丸となりまして、高校生

の県内就職促進に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

昨年12月末段階の宮○教育長（飛田 洋君）

崎労働局の調査では、高校生に対する県内企業

からの求人数が3,293人であるのに対しまして、

県内就職希望者は、そのおよそ半分程度になり

ますが、1,535人でありまして、県内企業は半数

程度しか人材を確保できないような状況となっ

ております。県内の高校生の就職というのは、

これまで就職難でありました。しかし、今、求

人難へと大転換期を迎えておりまして、企業側

から学校や生徒に積極的にアプローチして、企

業のよさ、魅力を伝えて人材確保する時期に来

ていると考えております。

そこで、新規事業として、企業側から高校生

へ働きかける仕組みづくりの仕掛け人として、

就職支援エリアコーディネーターを配置すると

ともに、企業側から募集するインターンシッ

プ、企業側が主体となる学校との意見交換会や

会社説明会などの実施に向けた取り組みを進め

てまいりたいと考えております。宮崎労働局や

商工観光労働部などとの連携を一層充実させ、

県内就職促進のための取り組みを積極的に推進

してまいります。

ありがとうございました。県○山下博三議員

内就職率が低い要因の一つには、給与の格差が

あろうと思っております。ちょっと調べてみた

んですが、平成27年賃金構造基本統計調査によ

りますと、新規学卒者の初任給では ちょっ―

と比較させていただきますが、男女計の初任給

調査であります 大学卒で東京が20万9,600―

円、これを10 0とした場合に、宮崎県が17

万8,400円でありますから、85.1％という数字で

あります。そして、高校卒の同じく男女計で比

較した場合に、東京が17万7,900円、これを100

とした場合に、宮崎県の初任給は14万6,700

円、82.5％になっております。

もう一方の平均の賃金水準で見てみますと、

東京が38万3,000円、これを100とした場合に、

宮崎県の賃金水準が23万8,100円ということ

で、62.2％でありますから、さらに格差が開い

ている実態があります。これは先ほど答弁もい

ただきましたが、よりよい宮崎をＰＲしていか

なければ、この差はどうしても埋められないん

じゃないかなと、そのように思っているところ

であります。

次に、物流対策についてお伺いしてまいりま

す。

私はこれまでトラック業界や団体と意見交換

を重ねてまいりましたが、近年、特に課題と

なっているのが、深刻な人手不足の問題であり

ます。今後の物流事業の将来を考えるとき、ト

ラック輸送にかかわるドライバーを確保しなけ

れば、消費地から遠隔地にある本県にとって、

生産物を安定的に輸送することは困難でありま

す。ドライバーを確保するためには、例えば、
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距離や拘束時間に応じて、ドライバーの給与や

待遇改善を図る必要があります。そのために

は、荷主や荷受けなど、さまざまな段階で経費

負担に係る合意形成をいかにつくり上げていく

かが重要となってまいります。そこで、遠隔地

である本県におきまして、トラック業界の人手

不足の現状認識と荷主の理解・協力を得るため

の取り組みについて、総合政策部長にお伺いい

たします。

農畜産物など○総合政策部長（茂 雄二君）

の県産品を大消費地に届けるためには、トラッ

ク輸送は欠かせない重要な手段であります。ト

ラックドライバーにつきましては、労働時間や

給与などの面から、若者の就業者が減少し続

け、人手不足と高齢化が顕在化しているところ

であり、非常に大きな課題であると認識してお

ります。その改善には、発注者である荷主の理

解と協力が不可欠でありますので、県といたし

ましても、地域の実情に合った取り組みが必要

であると考え、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たところ

であり、その中で、海運などへのモーダルシフ

トや荷の集約化に関する意見が多く寄せられた

ところであります。今後とも、運送事業者と荷

主との協議の場を持ち続け、荷主とともにこの

課題に対応していけるよう、取り組みを着実に

進めてまいりたいと考えております。

国交省、厚労省が、昨年の９○山下博三議員

月14日から20日にかけて、７日間でトラック業

界の調査を行っております。その中で、全国の

運送事業者1,252社、ドライバー5,029名からア

ンケートをとられております。そして、本県に

おいては、トラック業界の21社86名が回答され

ている内容でありますが、これは、ドライバー

の拘束時間の状況、いかに違法な形でトラック

業界が成り立っているかということの実態が明

らかになっております。

全国と本県の状況をちょっと述べさせていた

だきたいと思います。一運行の中での拘束時間

というのは13時間以内が原則みたいなんです

が、それを超える運行がなされているのが、全

国では36％に対して、宮崎県のデータによりま

すと、宮崎県の状況は43.7％が違法、そし

て、16時間を超える。その運んでいる荷物、こ

れはどこが全国の中で多いかというと、やはり

大型の貨物で、運ぶ荷物は農水産品であるこ

と、そして違法行為を行っている地域が多いの

は九州地方というのが出ております。

そして、休息時間、８時間走ったら30分の休

憩をしなければならない運行管理があるようで

ありますが、これを違法的にやっている人たち

が、全国では15.8％に対して本県は24％。そし

て、調査した中で、７日間のうちに全く休日が

なかったというドライバーが、全国では9.8％に

対して本県は27.9％。これが大型トラック業界

のほとんどであるということであります。そう

いう実態が出ておる中で、私は、今、トラック

業界に課せられている課題がいかに多くなって

いるかということを認識しておいていただきた

いと、そのように思っておるところでありま

す。

同じく総合政策部長にお伺いいたしますが、

本県で生産された農産物、工業品などを安定的

に輸送・販売し、発展していくためには、より

低コストで大型輸送に対応できる手段が必要で

あります。現在、宮崎港と神戸港の間で就航し

ております船は、平成８年12月に就航したもの

で、総トン数１万1,931トン、130台のトラック

積載能力を有しております。

先ほども述べましたが、トラック輸送業界は
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慢性的な人手不足に陥っております。現在就航

しております宮崎カーフェリーについても、ト

ラックの利用は高水準で推移しておりまして、

日によっては乗船できないトラックもあるとい

うことであります。乗船できなかったトラック

は、そのまま東九州自動車道を走って大分や別

府からフェリーに乗船したり、そのまま陸路で

関東・関西へ向かっているとのことでありま

す。

このような中、昨年11月に、大阪市と鹿児島

県志布志市を結んでいる「フェリーさんふらわ

あ」が平成30年に新型船を就航されると発表さ

れております。新型船では、総トン数１万3,500

トン、トラック積載能力121台と、現在よりもト

ラック積載台数で16％増加するということであ

ります。全客室113室のうち８割以上の94室が個

室、トラック乗務員も全室個室が準備されて、

本邦初となりますウィズペットデラックスルー

ムも新設、ドッグランも併設されておるそうで

あります。鹿児島県では、「さんふらわあ」の

リプレースの決定に伴い、海上輸送力を増強し

ようとしておりまして、就航後は本県からの人

と物が流れていくことが大いに懸念されており

ます。

フードビジネスの振興を掲げる本県の発展の

ためにも、船齢20年になろうというフェリーを

使い続けるのではなく、フェリーのいっときも

早いリプレースをすべきと考えております。本

県の物流対策で果たすべき役割の大きな海上輸

送効率を上げることが緊急の課題であると思い

ますが、宮崎カーフェリーのリプレースに向け

た検討や県の対応はどのようになっておるの

か、お伺いいたします。

宮崎カーフェ○総合政策部長（茂 雄二君）

リーについては、モーダルシフトの必要性や燃

費性能・トラックの積載能力の向上等の観点か

ら、県としても、リプレースは避けて通れない

課題であると認識しております。このような状

況から、運航する会社におきましても、トラッ

ク事業者のニーズや他県の状況も踏まえ、リプ

レースに向けて検討を始めたところでありま

す。リプレースには多額の費用が見込まれるた

め、まずは経営の安定化を図る必要があります

が、昨今の燃油価格の低下や神戸就航後の旅行

客の増加という追い風を生かした財務体質の強

化が急務であると理解しております。

県といたしましても、昨年８月に官民一体と

なって利用促進を図る協議会を立ち上げ、ま

た、当協議会として、１月にはリプレースに向

けた支援を国に要望したところであります。長

距離フェリー航路は、本県産業の生命線である

ため、リプレースが実現し、航路が安定的に維

持できるよう、今後とも、関係機関と連携して

オール宮崎で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

引き続きお伺いいたします。○山下博三議員

宮崎カーフェリーの関西航路が継続されるこ

と、そして持続的かつ安定的に経営されること

は、本県の商工観光業あるいは農水産業にとっ

て極めて重要だと考えますが、どのように認識

しておられるのか、商工観光労働部長と農政水

産部長にそれぞれお伺いいたします。

宮崎カー○商工観光労働部長（永山英也君）

フェリーの関西航路につきましては、大量に人

・物を一度に輸送できる特性を生かし、商工業

の面におきましては、自動車やエネルギー関連

製品等の輸送に利用されており、本県の製造業

分野で大変重要な役割を果たしていただいてお

ります。観光面においては、平成26年10月の神

戸港への就航以降、旅客数は増加傾向で、年
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間13万人を超える方が利用されており、最近で

は、神戸市からの修学旅行の予約が新たに入り

ますとともに、オリックスキャンプの見学ツ

アーが造成されるなど、関西地域からの誘客を

図る上で重要な交通手段の一つとなっておりま

す。本航路は、本県の商工観光業の振興を図る

上で極めて重要であります。リプレースや航路

の安定運航に向けて、商工観光労働部として

も、関係業界団体とも連携して取り組んでいき

たいと考えております。

カーフェリー○農政水産部長（郡司行敏君）

は、定時に大量の農産物を輸送できる特性を有

しており、太平洋に面し、大消費地から遠隔地

にある本県にとりまして、極めて重要な輸送手

段であると考えております。宮崎カーフェリー

によりますと、関西以北に輸送される牛肉・豚

肉の約９割、青果物の約４割はカーフェリーを

利用しているとのことであり、さらに、高齢化

や担い手不足等により、長距離トラックドライ

バーの安定確保が懸念される中で、カーフェ

リーの役割はますます重要度を増してくるもの

と考えております。このため、農政水産部とい

たしましても、大消費地への本県農水産物の安

定供給の観点から、カーフェリーのリプレース

や持続的な運航に向け、関係部局や団体等と連

携しながら取り組んでまいりたいと考えており

ます。

認識していただいておりまし○山下博三議員

て、感謝をしたいと思うんですが、本県の物を

関西・関東に運ぶためには、どうしてもフェ

リーに頼らなければなりません。先ほど、総合

政策部長から、リプレースに向けた検討を始め

たという御答弁をいただきましたので、いっと

きも早い就航に向けて取り組んでいただくよう

お願い申し上げたいと思います。

次に、東九州新幹線についてお伺いいたしま

す。

日本の新幹線は、世界的に見ても安全で環境

に優しい大量輸送交通機関であり、広域的な交

流連携をもたらす高速交通基盤であります。今

日、関東以北においては、北陸、上越、長野、

東北、そして北海道の函館まで開通する時代と

なりました。いち早く全線で電化、複線化、そ

して九州新幹線が整備された鹿児島本線に比

べ、東九州の鉄道輸送能力はますます格差が拡

大しているのが現状であります。東九州新幹線

は、昭和48年に全国新幹線鉄道整備法により、

福岡を起点に大分、宮崎を経由し、鹿児島まで

の390キロの路線が基本計画に決定されておりま

す。しかしながら、その後、九州の東側は全く

進展しておりません。

先日の宮日新聞では、大分県の広瀬知事か

ら、博多―宮崎間は、日豊線と同じルートで、

時速180キロで走行した場合との前提つきであり

ますが、２時間９分という試算が公表されたと

ころであります。現在５時間20分を超えますの

で、新幹線開通により半分以下の時間となりま

すが、九州新幹線は博多―鹿児島間で最速１時

間17分であります。東九州新幹線鉄道建設促進

期成会による調査結果と誤解を与える大分県の

発表についての知事の発言が報道されました。

その真意は何だったのか、知事にお伺いいたし

ます。

東九州新幹線につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、現在、東九州新幹線鉄道建設促進期成

会におきまして、所要時間や整備費用、需要の

予測や経済波及効果などにつきまして調査を

行っているところであります。このような中、

大分県におきましては、先日、県民の関心を高

めたいということで、大分県で独自に試算した
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ものを公表されたところであります。これは意

識的に公表というよりは、記者会見の中での質

問に答える形だということでありますが、せっ

かく共同で調査をし、そして、その結果をもと

に議論を深めていこうという取り組みを始めた

ところであります。私としましては、今年度中

に取りまとめる予定の期成会の調査に基づく正

確な情報を提供していくことが重要であると考

えておりますので、その途中段階で混乱を招く

ことのないようという趣旨で、「しっかりと足

並みをそろえて」と申し上げたところでありま

す。

なお、１点、先ほどの答弁で訂正させていた

だきます。積極予算の編成の中で、土地改良事

業の直轄事業負担金が大幅減となったことの説

明につきまして、過去の事業量の減少というよ

うな説明をさせていただいたんですが、27年度

につきましては、後年度の負担金を繰り上げ償

還したので、一時的な増加となっております。

それとの比較でいうと大幅減少になっていると

いうことでありまして、この点、おわびして訂

正させていただきます。

引き続き知事にお伺いいたし○山下博三議員

ます。本県では昨年、知事選もあって、９月補

正予算に調査費を計上されておりましたが、東

九州新幹線の整備について今後どう取り組んで

いかれるのか、お伺いいたします。

東九州新幹線の整備○知事（河野俊嗣君）

は、将来を見据えた息の長い取り組みであるわ

けでありますが、九州内の高速鉄道網の東西格

差を解消し、所要時間の短縮による広域的な交

流の拡大を通じて、本県のみならず、九州の一

体的な発展が期待できますことから、昭和46年

以降、期成会を構成します４県１市で連携して

取り組んでいるところであります。

一方で、新幹線建設に係ります地方の財政負

担や並行在来線の問題、完成までの期間による

需要の変化など、今回の調査によりまして、さ

まざまな課題も明らかになってくるものと考え

ております。このため県としましては、まず、

今回の調査結果がまとまった後に、県民を対象

とした報告会を開催するなど、丁寧に説明を行

いながら幅広く意見を伺いますとともに、期成

会におきましても、共通の議論のベースを踏ま

えて議論を深めてまいりたい、そのように考え

ております。

次に、ふるさと納税について○山下博三議員

お伺いしてまいります。

ふるさと納税制度は、平成18年３月16日、日

経新聞で「地方見直す「ふるさと税制」案」の

記事を契機に議論が活発化して、当時の福井県

知事が「故郷寄附金控除」の導入を提言されま

した。その後、平成19年５月には、第１次安倍

内閣の総務省の菅大臣から創設が表明され、平

成20年４月に「地方税法等の一部を改正する法

律」として成立しました。「納税」という名称

ではありますが、形式的には「寄附」と「税額

控除」の組み合わせ方式を採用しており、その

後、控除額などの改正を経て現在に至っており

ます。

全国的にもふるさと納税の募集に向けてさま

ざまな取り組みが進められておりますが、２月

４日付の宮日新聞に、都城市が平成27年１年間

で寄附総額と件数の両方で全国１位となったと

の記事が掲載されておりました。都城市は、平

成27年度は12月までで22万4,782件、34億946万

円と、平成26年度と比較しまして、件数にし

て7.8倍、金額で6.8倍と、飛躍的に増加してお

ります。ここまで飛躍的に増加した理由は、平

成26年10月から、ふるさと納税の返礼品とし
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て、多くの特産品の中から肉と焼酎に絞り込ん

だこと、寄附が伸びたことを伝える雑誌や全国

放送のテレビで取り上げられ、さらにＰＲにつ

ながったことが挙げられております。県内の各

市町村でもそれぞれの取り組みがなされている

と思いますが、市町村のふるさと納税の実績の

推移について、総務部長にお伺いいたします。

都城市を含む県内○総務部長（成合 修君）

全市町村のふるさと納税の受け入れ件数及び金

額でありますが、制度創設時の平成20年度は509

件の約3,175万円でありましたが、平成26年度

は13万8,230件の約23億68万円、平成27年度

は、12月までの９カ月間でありますけれど

も、52万487件の約88億5,136万円と、大幅に増

加しているところであります。

平成26年度と比較して、27年○山下博三議員

度は飛躍的な伸びを示しておるようであります

が、中には、私が調べてみましたら、市町村格

差が大変大きくなっておるようであります。伸

びる市町村においては、寄附金収入も上がりま

すし、返礼品についても地域の経済活動につな

がり、また全国にＰＲできることなど、よいこ

とずくめと思いますが、今後の見込みと課題に

ついて、総務部長にお伺いいたします。

まず、今後につき○総務部長（成合 修君）

ましては、確かな見込みがあるわけではござい

ませんが、今年度から、特例控除額の拡充や確

定申告手続の簡素化といった寄附をしやすい環

境の整備がなされたことや、返礼品の充実など

から、今後も利用がふえるのではないかと考え

ております。

一方で、返礼品の過熱ぶりに関し、総務省か

らは、制度の適切な運用についての通知が出さ

れているところであります。今後は、ふるさと

納税制度の趣旨を尊重しながら、各市町村それ

ぞれの特徴を生かした取り組みを行っていくこ

とが重要であると考えております。

先ほど、部長から、県全体の○山下博三議員

総額は88億6,000万という答弁をいただきまし

た。市町村の状況を調べてみたんですが、都城

市の34億に次いで綾町が13億、都農町の６

億6,000万、小林市が６億3,000万、５番目が川

南町の５億3,000万となって、上位５市町になる

だろうと思うんですが、ふるさと納税制度は地

域差がかなりあるようであります。地域振興の

ためにもいい制度であるようでありますので、

ぜひとも各市町村、県もそうでありますが、知

恵を出していただければありがたいと、そのよ

うに思っておるところであります。

次に、平成28年度からは、企業版ふるさと納

税が創設され、個人だけでなくて、企業もふる

さと納税ができるようになるということであり

ます。都市部に集中する企業関連の税収を地方

に移す狙いがあり、企業側のメリットも、12月

１日付の読売新聞によりますと、一定の要件は

あるものの、1,000万円の寄附をした場合、法人

事業税、法人住民税が600万円控除されるという

ものであります。立地企業が少なく、法人税収

の少ない本県において、いかに多くの企業から

ふるさと納税を募り、財源を確保するかが、非

常に大切なことであります。平成28年度から創

設される企業版ふるさと納税を本県でより多く

確保するために、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。

来年度創設予○総合政策部長（茂 雄二君）

定の企業版ふるさと納税は、しごと創生や子育

て支援等の地方創生事業に取り組む地方公共団

体に、企業が寄附を行う場合の税の優遇措置で

あり、この適用を受けるには、地方公共団体が

地域再生計画を策定し、国の認定を受ける必要
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があります。自主財源に乏しい本県としまして

は、企業版ふるさと納税も活用し、必要な財源

を確保するとともに、民間と一体となって、こ

れから本格化する地方創生の取り組みを力強く

推進してまいりたいと考えております。このた

め、農林水産業や観光資源などの本県の強みを

生かしながら、効果的な事業をしっかりと構築

するとともに、県外事務所等を通じて、国から

認定を受けた事業を企業に積極的にアピールし

てまいりたいと考えております。

県外事務所を中心に、県人会○山下博三議員

の方もたくさんおられますから、ぜひ一緒に先

手をどんどん打っていただきますように要望し

ておきたいと思います。

次に、県の子どもの貧困対策推進計画につい

てお伺いいたします。近年、子供の貧困問題が

深刻さを増しております。本県の生活保護世帯

の子供の高等学校等の進学率は、平成26年４月

時点において83.3％で、全国平均より7.8ポイン

ト低い水準であるなど、教育を受ける機会が狭

められている実態があります。

また、民間団体による、国全体の子供の貧困

に関する経済的な推計も発表されております。

この推計によりますと、子供の貧困対策を仮に

講じないとした場合、進学率がこれまでと変わ

らず、正社員になれない人が多くなるため、現

在の15歳の子供のうち、生活保護世帯、児童養

護施設及びひとり親家庭の子供の約18万人だけ

で推計しても、生涯の所得は2.9兆円減少、国全

体の財政負担は1.1兆円ふえるといったものであ

ります。

このため、子供の貧困対策は、子供たち本人

のために取り組むべきであるのはもちろんであ

りますが、経済全体への影響も大きいことか

ら、喫緊の課題であると考えております。今

回、県の子どもの貧困対策推進計画案の議案が

上程されているところでありますが、計画の主

な内容について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

近年、生活保○福祉保健部長（桑山秀彦君）

護世帯の増加やひとり親世帯の困窮化が進む

中、十分な生活環境に置かれていない子供が増

加しまして、そのような環境が子供の進学率な

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。この

ため、今回の計画では、全ての子供が生まれ

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、さまざまな施策に取り組むこととしており

ます。

具体的には、保護者に対しましては、生活困

窮からの自立に向けた就労等の支援を、子供に

対しましては、学校をプラットホームとした総

合的な対策等を推進するとともに、特に、高等

学校等進学率につきまして、生活保護世帯の子

供に係る数値目標を定め、その向上に努めるこ

ととしております。計画の推進に当たりまして

は、市町村や学校、民間団体などで構成します

ネットワークを構築し、関係者がより一層連携

を図りながら、地域の実情に応じたきめ細やか

な取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

子供の貧困問題においては、○山下博三議員

貧困の連鎖を断つことが何よりも大切でありま

す。子供の将来がその生まれ育った環境によっ

て左右されることのないよう、しっかり取り組

んでいただきたいと思います。

また、子供の貧困問題の解決のためには、学

校の役割も非常に重要であると考えておりま

す。そのため、学校においては、まず子供たち
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にしっかりと生きる力を身につけさせてほしい

と考えております。さらに、子供たちを取り巻

く問題は、学校だけでは解決できないことも多

いため、県教育委員会では、学校と家庭や関係

機関との連携を図るために、スクールソーシャ

ルワーカーを配置されておりますが、子供を取

り巻く問題が厳しさを増す現状においては、そ

の取り組みを強化することが必要であると考え

ております。そこで、県のスクールソーシャル

ワーカー活用事業における来年度の事業展開に

ついて、増員することになった経緯と、今後、

増員することにより期待される効果について、

教育長にお伺いいたします。

スクールソーシャル○教育長（飛田 洋君）

ワーカーは、子供の抱える問題を社会福祉等の

知識に関する専門的な視点から解決するために

配置いたしております。具体的な活動として、

例えば、問題の背景に経済的な理由がある場合

には、市町村の福祉部局と家庭をつなぎ、就学

に係る支援を行うなどの取り組みをいたしてい

るところであります。

本県においても、スクールソーシャルワー

カーの対応すべき事案が増加いたしておりまし

て、十分な対応が難しい状況にあるため、現在

配置している８名を12名に増員することと、現

在の総稼働日数の800日をおよそ２倍の1,500日

にするための予算案をお願いいたしているとこ

ろであります。今回の増員により、これまで必

ずしも解決にまで至らなかったような事案に

も、よりきめ細やかに対応できますとともに、

貧困問題の解決にもつながる取り組みにもでき

るんじゃないかと考えているところでありま

す。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、総合政策部長にお伺いいたします。現

在、我が国では少子高齢化が進んでおります

が、その影響は、これまでの高齢化問題とはほ

ど遠いと思われてきた東京圏において徐々に広

がりつつあります。国の日本版ＣＣＲＣ構想有

識者会議によりますと、東京、神奈川、千葉、

埼玉における75歳以上人口については、平成27

年から37年の10年間の伸びが全国平均を上回る

と推計され、特に東京のベッドタウンである埼

玉、千葉では、150％を超える伸びが予想される

ということであります。

国は、このような東京圏の高齢化問題に対応

する必要もあり、希望する高齢者に東京圏から

地方へ移住してもらうため、高齢者受け入れの

ための日本版ＣＣＲＣ、現在は「生涯活躍のま

ち」と呼び名を変えており、昨年12月に構想を

取りまとめております。高齢者の移住という点

では、本県も平成３年、松形知事時代に「宮崎

ニュー・シルバー基本構想」を策定し、住みよ

さを生かした活力ある長寿社会・余暇社会の形

成に取り組まれたことがありました。そこで、

「宮崎ニュー・シルバー基本構想」に取り組ん

だ本県において、「生涯活躍のまち構想」をど

のように考え、今度どのように対応していかれ

るのか、お伺いいたします。

「宮崎ニュー○総合政策部長（茂 雄二君）

・シルバー基本構想」は、温暖な気候、人情味

豊かな県民性といった本県の特性を生かし、高

齢者が安心して第二の人生を送ることができる

よう、民間活力を活用した居住環境の整備や健

康増進機能の充実などを目指したものでありま

した。一方、「生涯活躍のまち構想」は、市町

村が策定する「生涯活躍のまち形成事業計画」

に基づき、中高年齢者が地方などに移り住み、

健康で活動的な生活を送り、必要に応じて医療

・介護が受けられる地域づくりを目指すもので
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あります。

本県の特性は、ニュー・シルバー構想策定当

時から変わらず、対外的なアピール力があると

考えておりますが、高齢者の地方移住について

は、地域における住宅や介護の確保など、さま

ざまな課題もあります。このため、市町村が

「生涯活躍のまち構想」に取り組む際には、関

係部局が連携し、情報提供や相談対応などの支

援に努めてまいりたいと考えております。

次に、福祉保健部長にお伺い○山下博三議員

いたします。介護を必要とする高齢者が増加す

る中で、県内においても、介護サービス施設が

次々と設置されておりますが、現場を支える介

護人材の確保が追いついておらず、求人を出し

ても集まらない、せっかく採用してもすぐにや

めてしまう傾向にあるということで、各事業所

は人集めに大変な苦労をされておる状況であり

ます。

先ほど、国が打ち出した「生涯活躍のまち構

想」でも、さまざまな課題があるということで

したけれども、最近では、就職等で県外に出て

いかれた方が、親の介護のために帰郷される

ケースもふえてきておりますが、介護をしなが

らでも安心して働ける職場がなかなか見つから

ずに、生活に困窮するケースもあると聞いてお

ります。

また、地元の職場を余り知らないままに県外

に出ていかれる若い人の中には、できれば家族

の住む地元でずっと暮らしていければよいなと

考えている方も少なくないのではないかと思わ

れます。こうした中、本県へ移住される方や県

内で暮らしていきたい若い人に、地元の介護の

仕事についてもらうことは、介護人材確保の観

点から有効だと考えますが、見解をお伺いいた

します。

お話のありま○福祉保健部長（桑山秀彦君）

した、本県へ移住される方々を初め、多くの

方々に介護の仕事を選んでいただくためには、

働きやすさや働きがいを高めますとともに、介

護の職場に就業したいという気持ちを後押しす

るような取り組みが重要であると考えておりま

す。このため、県ではこれまで、賃金や職場環

境などの改善や修学資金の貸し付け、専門研修

の実施などに取り組みますとともに、平成27年

度からは、「地域医療介護総合確保基金」を活

用しまして、未経験者への研修実施による就業

促進や、初任者の資質向上を図るための基礎研

修の受講支援などに取り組んできているところ

でございます。

さらに、昨年11月に、介護事業者や人材養成

機関などで構成いたします「介護人材確保推進

協議会」を設置したところでありまして、今後

とも、そういった場を通じまして、さらなる人

材確保・定着策について検討を進めてまいりた

いと考えております。

今、国の方針が、在宅介護、○山下博三議員

在宅医療ということを非常に大きく求める時代

になりました。今後は、「家族みんなで支え合

う」という日本人の美徳や家族のぬくもりとい

うものを大事にしていってもらいたいと思って

います。行政としても、何とか後押しできるこ

とはないのか、議論を重ねていっていただくと

ありがたいと思っております。

次に、観光政策についてお伺いいたします。

昨年12月15日に、本県の高千穂郷・椎葉山地

域が世界農業遺産に認定されました。九州で

は、熊本県阿蘇地域や大分県国東地域に次いで

３カ所目の認定であります。この認定に向けて

は、知事はもとより、地域の関係者、とりわけ

五ヶ瀬中高一貫校の宮嵜さんのスピーチによる
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ところが大きく、さらには「宮嵜さんのような

高校生がいること自体が農業遺産である」とい

う言葉もあったと聞き、本当に認定されてよ

かったと感じております。

しかし、認定が最終目的ではなく、認定を生

かして今後いかに地域の伝統や農業・農法を後

世に伝えていくか、また地域を活性化していく

かが重要であります。今回の議会にも世界農業

遺産に関連する予算が提案されておりますが、

特に観光面での期待が高まっているのではない

かと思われます。そこで、世界農業遺産として

認定されたことに対する観光面からの価値につ

いて、どのように考えておられるのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

今回の世○商工観光労働部長（永山英也君）

界農業遺産の認定は、高千穂郷・椎葉山地域に

おける、自然と調和した伝統的・特徴的な農林

業はもとより、大切な観光資源であります神楽

などの伝統文化が、国際的に高く評価されたと

ころであり、大変うれしく思っております。今

後は、神楽などの魅力をさらに発信しますとと

もに、この地域で営まれてきました急峻な棚田

での稲作や焼き畑、また、山腹を縫うようにし

てめぐらされた水路網などの地域の宝を、新た

な観光素材として掘り起し、磨き上げていくこ

とが必要だと考えております。

来年度は、「世界農業遺産を生かした観光推

進事業」として、ツアー造成に向けた現地調査

や観光人材の育成支援に取り組むこととしてお

りまして、関係町村や地元協議会等と連携しな

がら、世界農業遺産を切り口とした新たな観光

振興に積極的に取り組んでいきたいと考えてお

ります。

観光面からの価値もあるとい○山下博三議員

うことでありますが、観光面での恩恵は、往々

にして認定の対象となった高千穂郷・椎葉山地

域の５町村に限られるのではないかということ

が懸念されております。これまでの観光行政で

は、スポーツキャンプもそうでありますが、そ

の恩恵は一部の市町村に限られ、それ以外の市

町村との格差は広がる一方であります。まさに

本県観光においては、点の観光集客をいかに面

に広げていくかが大きな課題であります。

こうした中、訪日外国人の増加や東九州自動

車道の開通など、大変明るい話題も出ておりま

す。その波及効果を全県的に広げられるよう、

県内各地のバランスのとれた観光施策の推進が

必要だと思います。商工観光労働部長の考えを

お伺いいたします。

県といた○商工観光労働部長（永山英也君）

しましては、世界農業遺産を初め、インバウン

ドの増加や東九州自動車道の開通効果を全県的

に波及させ、地域経済の好循環を実現していく

ことが重要であると考えております。このた

め、インバウンドの関係では、路線バスを活用

した二次交通対策や県内全域を対象とした多言

語クーポンブックを作成しました。また、東九

州自動車道関係では、県内の高速道路を割引料

金で利用できる周遊企画を実施しまして、ＮＥ

ＸＣＯ西日本管内の企画としては、初めて１万

件を超える実績となったところであります。

さらに、県内での周遊を高めるため、神話や

花をテーマとしましたルートづくりや御当地グ

ルメなどの「食」の開発、農家民泊等体験型観

光など、地域が主体となった取り組みを積極的

に支援しております。今後とも、地元自治体や

関係団体と連携しながら、各地域が持つ強みや

特性を生かした魅力ある観光地づくりに積極的

に取り組んでいきたいと考えております。

ぜひ、県内各地、バランスの○山下博三議員
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とれた本県観光を構築していただければありが

たいと、そのように思っています。

次に、フードビジネスの展開についてお伺い

いたします。

フードビジネス振興構想が策定される前年、

県では、それまで展開してきた「みやざき県産

品東アジア販路拡大戦略」を見直すとともに、

新たに観光誘客や国際交通網の整備、グローバ

ル人材の育成などを含めた「みやざき東アジア

経済交流戦略」を策定し、あわせて、物産貿易

振興センターを通して、香港事務所や上海事務

所などの設置強化に取り組んでこられました。

この戦略では、県内企業、関連団体と県が一

体となって、東アジア市場の販路開拓や経済・

人的交流の拡大に取り組み、「東アジアに開か

れ、東アジアとともに成長するみやざき」を目

指すこととされておりました。そこで、経済交

流の進捗状況と、これまでの香港事務所、上海

事務所の活動の実績とその評価について、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

東アジア○商工観光労働部長（永山英也君）

との経済交流は、「みやざき東アジア経済交流

戦略」に基づくこれまでの取り組みによりまし

て、県内生産品の輸出額や外国人宿泊者数の増

加、香港線の就航など、着実に進展していると

考えております。その中で、県の海外事務所

は、最前線の営業拠点として、現地の情報収集

やセールス活動等を展開するとともに、フード

ビジネスに関しましても、市場の特性に応じた

さまざまな活動に取り組み、重要な役割を果た

しております。

香港事務所につきましては、日本産品同士の

競争が激しいことから、本県が協定を締結しま

した新華日本食品との共同プロモーションや個

別商談会の開催など、ブランド力の向上や取扱

品目の拡大に重点を置いた活動を展開しており

ます。上海事務所につきましては、中国市場が

ほとんどの農産物を輸出できない中、今後の規

制緩和も見据えまして、定期的なバイヤー訪問

によるネットワークづくり等に取り組んでいる

ところでございます。

同じく商工観光労働部長にお○山下博三議員

伺いします。昨年10月、本県にもジェトロの事

務所が開設しました。御案内のとおり、ジェト

ロは、貿易の振興や対日投資を促進する独立行

政法人であり、重点事業の一つに農産物や食品

の輸出促進を掲げ、事業者や団体の輸出活動の

サポートに取り組まれているところでありま

す。農産物を初めとするフードビジネスの海外

展開に向けては、ジェトロと十分に連携し、取

り組みを進めることが非常に重要であると思い

ますが、今後、輸出拡大を図るため、ジェトロ

とどのように連携していかれるのかお伺いいた

します。

経済のグ○商工観光労働部長（永山英也君）

ローバル化が進展する中で、成長します海外の

活力を取り込むためには、御指摘がありました

ように、ジェトロが持つ海外とのネットワーク

やビジネスのノウハウ、さらには、豊富な支援

メニューを十分に活用し、県内企業の海外展開

を支援することが大変重要であります。このた

め県では、昨年10月のジェトロ事務所の開設を

契機としまして、ジェトロ本部と県の関係部局

との定期的なテレビ会議を開催し、意見交換や

情報共有を行いますとともに、「みやざきグ

ローバル戦略」の策定に際しましても、適宜、

意見を伺うなど、連携に努めているところでご

ざいます。

また、来月には、ジェトロと連携しましたバ

イヤー招聘も予定しております。今後とも、意
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見交換や個々の事業での連携を重ねるなど、

ジェトロとの関係をより一層強化し、農産物や

加工食品などの県内生産品の輸出拡大に向け

て、県内企業の支援に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、畜産振興についてお伺○山下博三議員

いしてまいります。

冒頭、知事には全共３連覇に向けた意気込み

を語っていただきました。私も心強く感じたと

ころであります。平成24年の全共２連覇を果た

した後、本県にも多大な効果があったと思いま

すが、どのように評価されておるのか、知事に

お伺いいたします。

全共２連覇は大きな効○知事（河野俊嗣君）

果があったわけであります。先ほど、口蹄疫か

ら立ち上がる本県にとって、大きな勇気・元気

をいただいたということを申し上げたわけであ

りますが、個々の生産に当たっていただいてい

る農家の皆さんにとりましては、例えば後継者

不足や飼料の高騰など、さまざまな課題・困難

に直面しておられる中で、「日本一の肉用牛を

生み出している」という誇り、自信を持って生

産に取り組んでいただくことができる、その背

中を後押しする大変大きな効果であったのでは

ないかと思っております。

また、具体的な経済効果で見てみましても、

宮崎牛を初め県産牛肉の取扱量が大都市を中心

に増加してきております。また、日経リサーチ

による調査でも、数あるブランド牛の中で、品

質が松阪牛に次ぐ第２位、総合でも第３位とな

るなど 第１位となりたいところであります―

が 国内において宮崎牛ブランドが徐々に―

徐々に浸透している、着実に浸透してきている

のではないかと、手応えも感じているところで

あります。

また、海外への輸出は、チャンピオンブラン

ドとして販路拡大を図りましたところ、昨年度

は148トンと過去最高の輸出量を記録しておりま

す。昨年９月、ミラノ万国博覧会におけるトッ

プセールスをいたしましたが、宮崎牛に対する

高い評価に、私自身も手応えを感じたところで

あります。今後とも、さらなる輸出拡大も含

め、国内外にしっかりとチャンピオンブランド

としての宮崎牛の販路を拡大してまいりたい、

発信してまいりたいと考えております。

私も効果というのは肌身を○山下博三議員

もって感じているところであります。

これより12問になりますが、農政水産部長に

お伺いしてまいります。よろしくお願いいたし

ます。

ぜひとも３連覇を目指して万全の準備を進め

ていただきたいと思いますが、現段階での出品

牛の選抜などの進捗状況と、生産者、和牛登録

協会、ＪＡ、団体等との今後の取り組みについ

ての課題等についてお伺いいたします。

全共３連覇に○農政水産部長（郡司行敏君）

向けた出品牛の選定状況につきましては、おお

むね計画どおり順調に進んでいると認識してお

ります。少し具体的に申し上げます。

まず、肉質を競います肉牛部門におきまして

は、計画交配で生産いたしました子牛の中か

ら、肥育農家に導入する候補牛の選定が最終段

階に入っているところでございます。今後は、

選定した候補牛を最高の宮崎牛となるように肥

育していくことが重要な課題でございます。

また、繁殖雌牛等の優劣を競う種牛部門にお

きましては、各地域で繁殖雌牛の調査を行って

おりまして、今後は、全共で勝てる候補牛を確

実に保留し、これらを最高の牛へ磨き上げるこ

とが重要な課題であります。



- 58 -

平成28年２月25日(木)

そのため、県といたしましては、本議会にお

願いしております「全共３連覇を目指す「チー

ム宮崎」体制確立事業」によりまして、「チー

ム宮崎」の体制づくり、候補牛のブラッシュ

アップ、大会へ向けた機運醸成の３つの柱のも

とに、関係機関が一体となって、「日本一の努

力と準備」を行ってまいりたいと考えておりま

す。

全力を尽くしていただきたい○山下博三議員

と思います。

次に、ホルスタインの全国共進会についてお

伺いいたします。来年９月に宮城県で第11回和

牛共進会が行われますが、その３年後の平成32

年、オリンピックイヤーの年でありますが、

第15回全日本ホルスタイン共進会が都城地域家

畜市場をメーン会場に開催されることが決定さ

れました。平成32年は、口蹄疫終息から丸10年

の節目を迎える年であります。これまで「忘れ

ない そして前へ」を合い言葉に、未曾有の口

蹄疫被害から立ち直ってきた本県から、関係県

への感謝を発信する機会として大いに期待され

ているところであります。

昨年10月23日から26日までの４日間にわた

り、北海道の安平町で開催され、本県からも

全18部門中の６部門に９頭が出品されておりま

す。北海道での開催であったため、出品された

農家、都城・高鍋両農業高校の皆さん、陸路で

の移動であったために、延べ２週間の戦いであ

りました。成績については、残念ながら、最高

位でも１等賞３席でありまして、都城・高鍋両

農業高校の１等賞入賞の成績は、将来への布石

とも言える成果でありましたが、総じて、これ

から大いに努力しなければならない結果であっ

たと思います。農政水産部長も出席されており

ましたが、酪農王国北海道の壁は厚しでありま

す。今回の結果を踏まえ、５年後のホルスタイ

ン全共に向けた取り組みについてお伺いいたし

ます。

お話にありま○農政水産部長（郡司行敏君）

したように、私も実際に北海道大会へ参加させ

ていただきましたが、本県農業高校生を初めと

する、特に若い生産者の大会にかける意気込み

の強さを肌で感じたところであり、本県で開催

いたします次期大会を是が非でも成功させたい

との思いを強くしたところであります。そのた

め、まずは県内の農業団体と大会に向けた組織

づくりを進めますとともに、宮崎の大会から地

域ブロックでの開催となりますので、九州各県

とも連携を密にしながら準備を進めてまいりた

いと考えております。

また、出品対策につきましては、来年度か

ら、能力の高い受精卵を導入し、本県の高い移

植技術を駆使して、計画的な出品牛の作出に取

り組むこととしており、開催地として優秀な成

績がおさめられますよう、生産者及び関係機関

・団体と一体となって取り組んでまいりたいと

考えております。

５年後の開催なんですが、私○山下博三議員

はＪＡ都城の皆さん方とちょっと話をしてみま

した。あの施設が昭和52年につくられておりま

すから、かれこれ40年が近い施設であります。

施設整備もありますので、ぜひ早目の検討を立

ち上げていただくようにお願いしておきたいと

思います。

次に、屠畜場の整備についてお伺いいたしま

す。県では、平成25年３月に「全国のモデルと

なる安全・安心で付加価値や収益性の高い畜産

の構築」、すなわち本県畜産の新生に向けたプ

ランを策定されております。このプランの中の

「畜産関連産業の集積」の項目を見ますと、
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「牛・豚においては、本県は食肉パッカーが少

なく、と畜・部分肉処理能力が低く、県外への

移出が44％と高い状況にある。

一方、鹿児島県においては、地場及び食肉大

手のパッカーが多く、と畜場の処理能力でも本

県の２倍以上を有しており、本県から鹿児島へ

の移出割合が高い。」と現状が分析されており

ます。本県で生産される肉用牛８万5,000頭、

豚150万頭余りの実に４割以上が県外で屠畜され

ております。過去の議会においても、中野 明

議員より厳しく指摘されております。

長い歴史の中で今日の現状があるのだとは思

いますが、同じ畜産県として歯がゆい思いでな

りません。しかし、指をくわえて見ているわけ

にもいきません。ＴＰＰでの不安も高まる中、

牛・豚の生産者にもしっかりと生産・処理・加

工・販売までの力をつけることが安心を与える

最たるものだと思っております。素牛生産、肥

育農家の環境は非常に厳しい状況であります。

特に本県として、さらなる宮崎牛ブランドをつ

くり、対米、ＥＵ等への輸出を大きく掲げてい

る今日、県内屠畜場における処理頭数の確保に

向けてどのように取り組んでいかれるのか、お

伺いいたします。

本県屠畜場に○農政水産部長（郡司行敏君）

おける処理頭数の確保につきましては、まず

は、その稼働率を向上させていくことが重要で

あると認識しております。そのためには、屠畜

場の衛生レベルの向上を図るとともに、県産食

肉のブランド力向上や販売力強化を図るなど、

生産者が安心して県内の屠畜場に出荷できる環

境づくりが、まずは必要であると考えておりま

す。また、県内で生産された牛や豚を県内の屠

畜場に安定的に出荷し、食肉処理・加工・販売

までを一貫して行う体制づくりに、生産者、関

係団体、県内企業が連携して取り組むことも極

めて重要であると考えます。

現在、このような取り組みが県内でも開始さ

れているところでありますので、今後は、さら

にこれらの動きへの支援を強化し、関係者一丸

となって、処理頭数の確保に全力で取り組んで

まいりたいと考えております。

県内にある７カ所の施設も、○山下博三議員

大変老朽化していることもお聞きしておりま

す。対米向けは２カ所ありますが、ＥＵ向けは

整備されておりません。新たに屠畜場を整備

し、屠畜能力を向上させることは、本県畜産の

競争力強化にとって大変重要なことでありま

す。屠畜場整備に向けてどのような取り組みを

検討しておられるのか、お伺いいたします。

消費者への安○農政水産部長（郡司行敏君）

全・安心な食肉の安定供給と海外への積極的な

輸出拡大を図るためには、高い衛生基準をクリ

アする最新鋭の屠畜場の整備が必要となりま

す。特にＥＵ向けの認定施設は、対米向け施設

よりも厳しい温度管理や、従業員に課せられる

衛生基準への対応、さらには動物福祉に関する

基準遵守など、今までにない基準をクリアする

必要がございます。屠畜場の整備に当たりまし

ては、輸出国ごとに異なる認定基準に対応した

整備内容の確認や、処理頭数確保のための集出

荷体制の構築など、解決すべき課題が多々あり

ますので、食肉事業者としっかり連携し、一つ

一つ解決しながら、屠畜場整備の実現に向け

て、現在、具体的な検討を行っているところで

あります。

食肉事業者のところを私も訪○山下博三議員

問して、ＥＵ向けの整備についてのお話も承っ

てまいりました。かなりＥＵ向けはハードルが

高いようでありますので、しっかりと協議しな
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がら、早目に対応していっていただくとありが

たいと思っています。

次に入りますが、２月15日から17日の３日

間、都城家畜市場で２月期の子牛競り市が開催

されました。私も初日から、子牛の発育状況を

見ながら、農業者のさまざまな意見を聞いてお

りましたが、２月期の競りでは、これまで経験

したことのない雄雌の平均価格80万円台の領域

に突入したと実感いたしました。電光掲示板が

軒並み80万円を超える中で、生産者の大きなど

よめきが聞こえてまいりました。このときの去

勢の最高価格が131万1,120円という値段も出て

おります。６年前の口蹄疫発生直前の４月期の

都城市場の競りの状況を調べてみましたが、雄

雌の平均価格は39万9,000円でありましたので、

この６年間でほぼ２倍の価格高騰となっており

ます。

しかし、今回の競りを終え、高値で取引され

た生産者のもとを訪ね、話をしてみますと、高

価格であったにもかかわらず、喜びの声が聞こ

えてきません。肥育農家であれば、今後の肥育

販売のことを考えれば理解もできますが、繁殖

農家であれば、高く売れて喜んでもいいはずで

あります。何かおかしいなとの思いで、後日、

繁殖農家の皆さんと意見交換を行いました。そ

の中で出された意見は、一つに、ＴＰＰ大筋合

意における牛肉等の関税削減への不安と、子牛

バブルとも言える今の価格がいつはじけるのか

という不安、さらには、繁殖農家生産者の平均

年齢が67歳に達している中、この高値の時期に

これまでの借入金等を清算して、廃業を考えて

おられる小規模高齢農家がたくさんおられると

いうことであります。

子牛価格の高騰は、本県だけの動向ではあり

ません。全国的な傾向であります。全国的に子

牛の生産基盤が減少する一方、安全・安心、お

いしさを追求する消費者の需要の高まりを受け

て、国産の和牛への期待はますます高まるもの

と思います。安定した産地となるためには、県

を挙げてこれまで取り組んできた素畜対策、生

産基盤対策をさらに強化することが大事である

と思います。県内の繁殖農家が、将来的にも安

心して子牛を生産できる対策を示すべきと考え

ますが、お伺いいたします。

議員御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、全国的な子牛生産頭数の減少により、

子牛価格が高騰している現状におきまして、本

県肉用牛の生産基盤を強化し、子牛の生産頭数

をふやしていくことは、肉用牛の振興にとっ

て、重要かつ喫緊の課題であると認識しており

ます。このため昨年度、各地域で策定いたしま

した「人・牛プラン」で目標としている繁殖雌

牛頭数８万頭の達成に向けまして、繁殖農家の

新規就農や規模拡大に対する支援を積極的に推

進いたしますとともに、高齢農家の営農継続や

大規模農家がさらに規模拡大できるように分業

化や省力化を推進するなど、現在、懸命に取り

組んでいるところであります。

平成28年度は、国のクラスター事業に積極的

に取り組みますとともに、新たに「宮崎の畜産

体制強化事業」を創設し、地域の核となる拠点

施設の整備や、新規就農者に対する支援をこれ

まで以上に充実することとしておりまして、地

域と一体となって、さらなる生産基盤の強化に

取り組んでまいりたいと考えております。

肥育牛経営についてお伺いい○山下博三議員

たします。現在の肥育牛経営における平均的な

素牛導入価格と販売価格、利益はどうなってい

るのか、お伺いいたします。

肥育農家の平○農政水産部長（郡司行敏君）
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均的な経営状況につきましては、平成27年12月

期の牛マル緊事業における算定基礎で申し上げ

ますと、黒毛和牛を初めとする肉専用種の全国

平均値では、１頭当たり、税抜きで、20カ月前

に導入した素牛価格が約54万円、現在の販売価

格が約127万円、純利益が約25万円という状況で

ございます。

今の答弁によりますと、昨○山下博三議員

年12月期の肥育販売価格は、素牛導入価格が54

万円、販売価格が127万円、利益25万円というこ

とであります。先ほど紹介しましたように、２

月の都城競りの平均価格は80万円であります。

素牛導入価格が80万円の場合、幾らで販売すれ

ば経営的に再生産可能となるのか、お伺いいた

します。

素牛導入価格○農政水産部長（郡司行敏君）

が80万円の場合でございます。飼料費等の物財

費や人件費などの生産コストについて、平成27

年次の平均値約48万円を用いますと、再生産可

能となる販売価格は、１頭当たり約128万円と試

算されます。この価格は、先ほど申し上げまし

た牛マル緊事業における平成27年12月期の平均

的な販売価格とほぼ同額となりますが、この価

格は、実は過去に例を見ない高値であったこと

から、今後、枝肉価格の動向によっては、議員

御指摘のように、肥育農家の経営は極めて厳し

い状況になることも考えられます。

このため、県といたしましては、牛マル緊事

業における生産者積立金の助成を継続いたしま

すとともに、宮崎牛を初めとした県産牛肉のさ

らなるブランド力向上に努めることで、肥育農

家の経営安定を図ってまいりたいと、そのよう

に考えております。

ぜひ、さらに知事を先頭に、○山下博三議員

宮崎牛ブランドづくりを頑張っていただきます

ようにお願い申し上げておきたいと思います。

さて、これまで質問してまいりましたよう

に、畜産業はさまざまな課題を抱えております

ことに加え、ＴＰＰへも対応していかなければ

なりません。平成22年に口蹄疫が発生し、その

影響の大きさに、本県における畜産業の重要性

を改めて実感したところであり、口蹄疫以降、

経営の再開から再生・復興の努力を積み重ね、

そして、現在も日々汗を流しておられる農家の

皆さんを初め、尽力してこられた関係者の皆さ

んには、常々心からの敬意を持っております。

現在、県におかれましては、さきに述べまし

た宮崎県畜産新生プランにおいて、「全国のモ

デルとなる安全・安心で付加価値や収益性の高

い畜産の構築」を目指し、さまざまな取り組み

を進めておられますが、今年度が最終年度とお

聞きいたしております。ＴＰＰへの対応策を踏

まえて、新たな畜産新生プランを策定してはど

うかと考えますが、見解をお聞かせください。

県では、口蹄○農政水産部長（郡司行敏君）

疫からの再生・復興を図るために、平成25年３

月に、御質問のありました宮崎県畜産新生プラ

ンを作成し、さまざまな取り組みを進めてまい

りました。そのような中で、平成26年の畜産産

出額は、口蹄疫以前の水準を上回ります1,983億

円になるまで回復はしてきているところであり

ます。しかしながら、本県の畜産を取り巻く状

況を見ますと、ＴＰＰへの対応はもちろんでご

ざいますけれども、先ほど質問もございました

ように、繁殖雌牛の減少に伴い子牛価格が高騰

しており、繁殖基盤の強化が強く求められるな

ど、喫緊の課題を抱えている状況にあります。

このため、畜産新生プランに基づき実施しま

した、これまでの取り組みの成果と課題を十分

踏まえた上で、新たな課題への対応を盛り込
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み、現在策定中でございます宮崎県農業・農村

振興長期計画の改定に合わせまして、そのアク

ションプランとしての意味合いも含めて、畜産

振興のための新たな計画を作成してまいりたい

と、そのように考えます。

畜産もさまざまな課題を抱え○山下博三議員

ておりますから、ＴＰＰにも対応でき得る畜産

経営を目指した新生プランをつくっていただく

とありがたいと思っています。

次に、担い手への農地集積についてお伺いい

たします。農村人口の減少が加速化する中で、

農村地域では、土地持ち非農家や未相続の農地

が増加しており、耕作放棄地の増加や担い手へ

の農地集積に大きな支障となっているのではな

いかと考えております。このような中、県は、

平成26年度に農地中間管理機構を立ち上げ、担

い手への農地集積をスタートさせましたが、初

年度の実績は374ヘクタールにとどまり、農地の

集積が簡単に進まないことを示しております。

今年度は3,000ヘクタールの集積を目標に、農地

中間管理機構や市町村に専任の職員を増員し、

推進体制を強化したと聞いております。まず、

今年度の農地中間管理事業の推進状況について

お伺いいたします。

農地中間管理○農政水産部長（郡司行敏君）

事業の２年目となります本年度は、3,000ヘク

タールを目標面積に掲げ、県の出先機関や市町

村に専任の推進員を増員し、175の重点実施地区

を中心に推進いたしますとともに、機構事業の

募集を年３回から毎月実施することとし、さら

に、原則10年であった貸し付けの貸借期間を５

年間に見直すなど、農地の出し手・受け手がと

もに取り組みやすいように改善を図ってまいり

ました。その結果、１月末時点での取り扱い面

積は、約4,000名の出し手から1,892ヘクタール

を借り受けまして、約2,100名の受け手に貸し付

けが成立しており、議員が御指摘でありました

けれども、昨年度実績374ヘクタールと比較しま

すと、大きく進展はしたところであります。

しかしながら、目標面積にはまだまだ到達し

ておりませんので、引き続き、年度末までの積

み増しを頑張りますとともに、来年度の事業推

進に向けても、しっかりと取り組んでまいりた

いと決意をしているところであります。

しっかりと取り組んでいただ○山下博三議員

くとありがたいと思っております。なかなか農

地の集積というのは難しいと思うんですが、

日々努力を重ねてください。

国の方針としては、農地中間管理機構に貸し

付けられた農地への固定資産税を半減し、耕作

放棄地への課税を強化することで、大規模化・

大区画化を進め、国際競争力を強化するという

動きであります。しかしながら、地域の実態

は、優良農地は不足し、土地利用型の農家は分

散した農地を利用せざるを得ない状況であり、

その一方で、鳥獣被害のある里山の農地や山間

地域の狭い農地では、担い手を確保できていな

い状況がますます深刻化しております。農地の

流動化が簡単に進むとは思いませんが、全国第

５位の食料供給県として産地を維持していくた

めには、まさに不退転の決意を持って、担い手

への農地の再集積を進めていく必要がありま

す。そこで、県は今後、農地中間管理事業をど

のように推進することで、担い手への農地集積

を進めていくつもりなのか、お伺いいたしま

す。

本県農業の成○農政水産部長（郡司行敏君）

長産業化を図るためには、農地や農業施設等の

地域資源を、意欲ある担い手に確実に継承・集

積していくことが極めて重要であり、農地中間
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管理事業の基本方針においても、平成35年度ま

でに本県の農地６万8,500ヘクタールの８割を担

い手に集積していくこととしております。

このため県では、農地基盤整備や施設整備を

計画している重点実施地区での優先採択に向け

た事業推進、それから、農地賃貸料の徴収・支

払い事務を機構が代替するメリットを生かし

た、大規模な土地利用型経営体への事業推進、

さらには、これまでに機構が集積した農地の再

配分によります品目ごとのゾーニング化等に取

り組み、本事業の活用により、担い手への農地

集積を進めていきたいと、そのように考えてお

ります。今後とも、農地中間管理事業が農地を

安心して預けられる制度として定着していきま

すように、市町村、農業委員会、ＪＡ等と一体

となって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

長年、猫の目農政と言われる○山下博三議員

ぐらい、水田のことについては非常に大変な問

題であろうと思うんですが、日々努力をして

いってください。

次に、米政策についてお伺いいたします。

これまで国の施策が目まぐるしく変更される

中で、平成12年のＷＣＳ導入や、平成26年２月

に行われた、加工用米に係る知事と霧島酒造の

江夏社長、経済連の羽田会長による協定調印、

さらには飼料用米の生産拡大など、国の助成制

度を活用しながら本県の特徴を生かした取り組

みが、地域農業を支えております。

このような中、一昨年末の米政策の見直しの

中で、国は平成30年度には転作を廃止する方向

を打ち出しました。それぞれの地域では、既に

平成28年産の転作の準備が進められております

が、加工用米契約者との３年契約による加算

や、飼料用米の地域の基準収量よりも収量が多

い場合は、最高で10万5,000円の助成などが今後

どうなるのか、転作作物に活用する機械・施設

の更新や整備をどうすればいいのかという不安

の声をよく聞きます。今後、ＷＣＳや加工用

米、飼料用米などの国の転作助成を初めとする

水田農業に係る支援制度がどのようになるとお

考えか、お伺いいたします。

平成30年以降○農政水産部長（郡司行敏君）

の米政策につきましては、昨年３月に閣議決定

された「食料・農業・農村基本計画」におきま

して、飼料用米等の戦略作物の生産拡大が明記

されていることから、今後とも支援制度は継続

されるものと考えておりますが、問題は、これ

までの交付水準がしっかり維持されるかどう

か、その点ではないのかなと考えております。

このため、県といたしましては、関係団体と連

携し、国の支援制度を効果的に活用する議論を

深めますとともに、これまでの米政策により定

着した戦略作物を今後とも安定的に生産できる

よう、交付金の確実な維持・継続について、国

に対して強く要望してまいりたいと考えており

ます。

ぜひとも、米政策については○山下博三議員

支援制度が継続できるよう、国に強く働きかけ

ていっていただきたいと思います。

農政水産部長に、最後の質問になりますが、

飼料用米の取り組みについてお伺いいたしま

す。都城市に拠点を持つ畜産資材メーカーで

は、強化プラスチックで作成された移動可能な

小型サイロを開発し、コンバインで刈り取り

後、すぐもみ殻とも破砕機にかけ、水分を35％

程度まで加水し発酵させるＳＧＳ（ソフトグレ

インサイレージ）と言われる新たな飼料用米の

普及を図っております。これまで、東北農業研

究センターや新潟県畜産研究センターなど、全
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国10を超える研究機関での実証試験がされ、長

野県のＪＡ佐久浅間においても導入実証されて

おり、いずれも、取り扱いが簡単で、飼料とし

て申し分ない品質であるということでありま

す。本県では、ソフトグレインサイレージの取

り組み状況はどうなっているのか、農政水産部

長にお伺いします。

ソフトグレイ○農政水産部長（郡司行敏君）

ンサイレージにつきましては、収穫したもみを

そのまま破砕し、乳酸発酵させた飼料でござい

まして、乾燥処理であるとか、もみすりが不要

となるなど、コスト削減が期待されますことか

ら、有効な飼料用米の活用法だと考えておりま

す。現在、ソフトグレインサイレージは、中部

地域や北諸地域、児湯地域の一部の肉用牛繁殖

農家が試験的に導入しておりまして、「牛の嗜

好性もよく、配合飼料の削減につながった」と

いうふうな声も聞かれているところでありま

す。

一方では、開封後の保存性など、解決すべき

課題もなお残されておりますことから、県とい

たしましては、国等の研究成果や現地での試験

結果を検証しながら、ソフトグレインサイレー

ジの活用の道を広げてまいりたい、その努力を

してまいりたいと考えております。

ＪＡ佐久浅間の試算によりま○山下博三議員

すと、従来の飼料用米の使い方においては、乾

燥賃、もみすり代を合わせると、飼料用米とし

ての供給単価が、キロ46円という単価が出てお

ります。そして、今申し上げましたソフトグレ

インサイレージの使い方によりますと、これは

代替であるトウモロコシの輸入単価、今、大体

キロ30円と推定しておりますが、ソフトグレイ

ンサイレージの経費というのは16円で上がると

いうことなんです。はるかに安い飼料用米とし

ての供給が可能であります。そのことで、国が

出しております統計によりますと、今、国内で

使われている配合飼料の量が2,350万トンあると

いうことであります。今、国が新たに飼料用米

の供給可能目標数量というのを出しましたの

が、450万トンであります。

それに照らして本県の状況を調べてみました

ら、鶏、豚、牛に供給されている配合飼料が、

県内で169万トンであります。その中で、利用可

能量、飼料用米を20％ぐらい供給するとした

ら、44万8,000トンが県内で消費される、飼料用

米として供給可能であるという数字が出されて

おります。現在、新たな飼料用米の取り組みも

一歩一歩進んでいるところでありますが、現

在、飼料用米が2,000トンの供給であります。こ

れは、供給量の必要量としての中で0.4％に過ぎ

ません。本当にユニークな取り組みであります

ので、今後研究を重ねていただくとありがたい

と思っています。

次に、人財育成についてお伺いいたします。

農業の担い手は大きく減少しておりまして、

本県においても、平成27年農林業センサスによ

りますと、農業経営体数は２万6,193経営体、農

業就業人口は４万4,747人となっており、前回の

５年前の平成22年調査からしますと、それぞ

れ5,867経営体、１万2,329人と、２割程度減少

となっております。内訳を見ますと、70歳以上

の高齢者は5,345人と減少数の２割を超え、リタ

イアが進んでいることがうかがえますが、15歳

から29歳の層と45歳から54歳の層も合わせ

て2,400人の減少となっておりまして、これから

の本県農業を支える世代の農業離れも起きてお

ります。

これに対して新規就農者数は、この５年間

で1,427人となっておりまして、毎年平均280人
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程度となっております。また、５年間の平均新

規就農者の内訳を見ますと、農業高校、農業大

学校などの、卒業して即就農する学卒就農は23

人でありますが、農業生産法人などに就職する

法人就農は32人を占めており、近年、その割合

がふえております。このような中で、県立農業

大学校では、これまでの自営者養成に重点を置

いたカリキュラムを見直し、法人経営などにも

対応できる実務型の研修を開始されているとこ

ろであります。

一方、農業高校においても、学科再編や６次

産業化に係る学校外での研修の実施など、社会

のニーズに沿った技術や知識が習得できる見直

しに努めておられると伺っております。農業高

校においても、先駆的農業経営者養成に限ら

ず、法人経営者を希望する生徒に対応できる、

プロの農業経営者を育成するための研修内容等

を改革すべきと考えますが、教育長に見解をお

伺いします。

農業を取り巻く状況○教育長（飛田 洋君）

は、グローバル化の進展やＴＰＰの大筋合意、

法人経営者の増加など、激変している中であり

まして、教育の現場においても、時代の変化に

柔軟に対応できる人材の育成を目指して、教育

内容を改革すべきだと考えております。議員御

指摘のとおり、法人経営者ともなり得る農業担

い手を育てることも大切な視点であると考えて

おります。そのため、これまで重視してきた作

物や家畜等をきちんと育てる技術の指導に加え

て、例えば高鍋農業高校では、先ほども御説明

がありましたが、農業大学校と連携して、経営

者として今求められる経営力を強化するための

カリキュラム開発に取り組んでいるところでご

ざいます。

また、都城農業高校においては、生徒に先進

的な農業法人等で年間を通して就業体験を行わ

せながら、その経営者から実践的な経営ノウハ

ウを直接学ばせるようなカリキュラムができな

いか、検討いたしているところであります。

ありがとうございました。○山下博三議員

次に、総合政策部長にお伺いいたします。県

外就職の比率が高まる中、ふるさとに帰ってき

た人や宮崎を選んだ人の話を聞き、宮崎のよさ

を若者に伝えることも必要ではないかと思いま

す。これからの本県は超高齢化社会に突入して

まいります。介護職の人材不足も深刻な社会問

題であり、医療についても、増加する高齢者に

十分な対応ができる状況ではない中、在宅介

護、在宅医療を求められる時代になってまいり

ました。

このような中で、宮崎大学においては、平

成28年度に地域資源創成学部を新設し、豊富な

実践実習と多彩な専門分野教育を通して、学生

自身が地域の将来のためにマネジメント力を磨

き、地域を創生、活性化させる人材を育成しよ

うという取り組みを始められました。この新学

部設置に際し、県はどうかかわり、今後どのよ

うに連携していかれるのか、お伺いいたしま

す。

宮崎大学の新○総合政策部長（茂 雄二君）

学部が目指す「地域を創るリーダー」の育成

は、地方創生を進める本県としましても極めて

重要な課題であり、新学部設置に際し、地域で

求められる人材像などについて積極的に意見交

換を行い、そのカリキュラム等に反映していた

だいたところです。ことし４月からは、ベン

チャー企業の若手経営者など、ビジネス等の最

前線で活躍されていた実務家教員などによる知

識と実践を兼ね備えた人材の育成がいよいよ始

まり、これからの成果が大いに期待されるとこ
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ろであります。今後とも、宮崎大学と密接に連

携を図りながら、実習先の発掘・確保などに取

り組むとともに、学生が県内に定着するよう、

産業界等とも連携しながら、雇用の確保等にも

努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきたい○山下博三議員

と思います。きょう昼、テレビを見ておりまし

たら、きょうが入学試験だったんですね。新た

な学部の子供たちに意見を聞いておりました

が、本当に夢を持って応募してくれているよう

でありますから、今から私も温かく見守りなが

らともに頑張っていきたいと、そのように思っ

ています。

次に、鳥獣被害対策についてお伺いいたしま

す。

営農を続ける上で、鳥獣被害の軽減は、喫緊

の課題であることは御承知のとおりでありま

す。しかし、中山間地域の農業者と意見交換し

ますと、有害鳥獣を駆除する狩猟者の高齢化も

著しく、結果として、鹿、イノシシの捕獲が伸

び悩んでいるという深刻な問題が浮かび上がっ

てきました。一方では、農地を電気柵や被害防

止ネットで囲むことで、農作物の被害を防いで

いこうとする取り組みも進められております

が、もともとの個体そのものが減らない、もし

くは増加するのであれば、その効果は期待でき

ないものであります。県内で有害鳥獣の駆除等

を行う狩猟者数とその年齢構成はどうなってお

るのか、環境森林部長にお伺いします。

平成26年度末○環境森林部長（大坪篤史君）

現在の狩猟免許の所持者数は5,837名でありまし

て、75％に当たる4,348名が60歳以上となってお

ります。そのうち、有害鳥獣捕獲班員 これ―

は、銃では３年以上、わなでは１年以上の狩猟

の経験を有するなどの要件を満たした方々です

が、全市町村に209班、合計2,513名、現在活動

されているところであります。このうち、74％

に当たる1,858名が60歳以上でありまして、高齢

者の割合が高い状況となっております。

新聞報道にもありましたが、○山下博三議員

狩猟者が減少していることで、同時に猟犬の数

も、入手する仕組みも途絶えつつあり、入手が

困難な状況になってきております。猟犬を利用

する鉄砲猟は、手間や時間、労力がかかるわな

に比べ、捕獲効率にすぐれ、捕獲したイノシシ

はジビエ出荷にも適しています。農業被害が深

刻化している現在、猟犬の担う役割は大きく、

農家や狩猟者、行政が一体となって、猟犬の今

後を考えることが重要だと思います。

また、和歌山県においては、今月から全国で

初めて、銃によるニホンジカの夜間狩猟にも取

り組まれております。農村社会の高齢化と人口

減少の続く中、今後は効率的に捕獲を行ってい

く必要があると思われますが、本県での鳥獣捕

獲の新たな取り組みについて、環境森林部長に

お伺いいたします。

猟犬につきま○環境森林部長（大坪篤史君）

しては、県の猟友会に確認しましたところ、現

在、約2,500頭が飼育されておりまして、子犬を

育てたり譲り受けたりして調達しているとのこ

とであります。猟犬は、銃による捕獲を行う上

で重要な役割を担っておりますので、今後、関

係者と情報交換を行うなど、連携を図ってまい

りたいと考えております。

次に、銃による夜間の狩猟につきましては、

全国で２つの事業者が認定を受けていますが、

県内には安全性や技能の基準を満たした事業者

がいないため、まだ実施されていないところで

あります。現在、本県では、餌づけの場所に24

時間カメラを設置して、効率的に捕獲を行う手
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法を評価・検証しております。その結果を踏ま

えて、対応してまいりたいと考えております。

さらに、来年度は、遠隔操作による誘引捕獲

など、新たな手法にも取り組むこととしており

まして、こういったことを総合的に進めること

によりまして、鳥獣捕獲対策の充実を図ってま

いりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、東九州自動車道についてですが、こと

し４月24日に、宮崎市と北九州市の約320キロが

高速道路でつながるという歴史的な節目を無事

迎えることになりました。ゴールデンウイーク

前の広域開通により、四国・中国地方からの観

光客の増加が期待されるところであります。

宮崎以北の整備が進む中、日南―串間―志布

志間は、唯一、未事業化区間として残されたま

まの状態となっております。昨年10月に串間市

で開催された建設促進総決起大会では、1,000名

を超える沿線住民の参加のもと、県南区間の早

期全線開通に向けた熱い思いに包まれたところ

であります。観光を初めとした産業振興や災害

時など、命の道ともなる高速道路の整備は、県

民の生命・財産を守る上でも必要不可欠なもの

であり、早急に整備を進める必要があると考え

ます。そこで、東九州自動車道県南区間の新規

事業化に向けた取り組みについて、知事にお伺

いします。

東九州自動車道宮崎以○知事（河野俊嗣君）

北の相次ぐ開通に伴いまして、企業の進出や、

物流、観光、医療などの幅広い分野で、いわゆ

るストック効果が発揮され始めたところであり

ます。これらのストック効果を県内全域にわ

たって最大限に発揮させていくためにも、東九

州道の唯一の未事業化区間であります日南―串

間―志布志間の新規事業化を、何としても早期

に実現させる必要があると考えております。こ

のような中、日南―串間―志布志間のルートに

つきましては、１月15日に本県と鹿児島県で都

市計画決定の手続が完了しております。事業化

に向けた手続が大きく前進したところでありま

す。

また、１月22日には、日南・串間地域の東九

州道利活用促進協議会が発足しております。道

路ができてから使い道を考えるのではなく、将

来の全線開通を見据えて、開通直後から直ちに

ストック効果を発揮させるための地域の取り組

みもスタートしたところであります。

おととい23日には、国交省に参りまして、日

南市長、串間市長と一緒に、石井国土交通大臣

に、地元の切実な熱い思いを訴えたところであ

ります。また、九州全体の地図を見ていただき

ながら、都城志布志道路や中央道についてもア

ピールしたところであります。県といたしまし

ても、沿線自治体と一体となりまして、これま

で以上に国に対して強く要望を行いまして、東

九州自動車道が一日も早く全線開通するよう、

全力で取り組んでまいります。

沿線住民の皆さんの期待に応○山下博三議員

えられるよう、精いっぱい頑張っていただくこ

とをお願いしておきます。

次に、県土美化条例についてお伺いいたしま

す。本県は、温暖な気候、豊かで美しい自然環

境に恵まれており、県では、全国に先駆けた沿

道修景美化条例などに基づいて、美しい県土づ

くりに取り組まれております。また、県民の皆

様も地域の美化活動などに取り組んでおられ、

特に草刈りや花植えをボランティアとして行わ

れる団体もふえていると聞いており、大変喜ば

しいことであります。

県土美化条例においては、県民との協働をさ
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らに進め、市町村とも連携を図りながら、県民

はもとより、訪れる観光客も心豊かになってい

ただけるような美しい県土づくりを目指してほ

しいと思います。そこで、県土美化条例制定に

向けた現在の取り組み状況と、今後どのように

進めていくのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

県土美化条例○県土整備部長（図師雄一君）

は、これまでの沿道修景や地域の景観づくりに

かかわるさまざまな取り組みを発展・継承し、

県民の皆様や民間事業者、市町村などとも力を

合わせて、美しい宮崎づくりを県下全体にさら

に広げていこうとするものであります。条例の

制定に当たっては、関係各課で構成する検討会

議において、全庁的な議論を進めており、今後

は、幅広く外部の御意見を伺うため、地域づく

りや美化活動に取り組んでおられる県民の

方々、民間事業者、学識経験者等で構成される

懇談会を開催することとしております。

さらに、景観行政団体である市町村との勉強

会を行いますとともに、県民の皆様と一緒に考

えるシンポジウムなどを通じて、県土美化の機

運の醸成を図っていきたいと考えております。

県といたしましては、県民の皆様が心豊かに暮

らし、訪れる人の心に響くような美しい宮崎づ

くりを推進するため、平成28年度中の条例制定

に向け、しっかりと取り組んでまいります。

よろしくお願いします。○山下博三議員

次に、最後になりましたけれども、警察行政

について２問お伺いいたします。

特に高齢者が被害者となる特殊詐欺について

は、平成27年中、全国における被害額が約477億

円であり、平成26年と比べ減少したという報道

で承知しているところでありますが、犯人グ

ループの手口はより一層、悪質・巧妙化してい

るようで、ことしに入ってからも被害発生のニ

ュースを多く目にしております。しかし、その

一方で、被害に遭いかけている方を、一般の方

の機転により阻止したというニュースも目にし

ております。このように、被害者と何の関係も

ない方が被害を阻止したという話を聞くと、と

ても安心いたします。今後、被害を減少させる

ためには、このような県民の協力が不可欠だと

思いますが、本県において被害阻止事例がどれ

くらいあるのか、また、その機運を醸成する方

策について、警察本部長にお伺いします。

本県の昨年中に○警察本部長（野口 泰君）

おける特殊詐欺による被害額は、合計約１

億6,500万円を認知しており、前年と比較すると

半減しております。この結果は、金融機関を初

めとする関係機関の協力や、あらゆる広報媒体

を活用した啓発活動により、県民の特殊詐欺に

対する免疫力が確実に向上している成果と認識

しております。特に、被害に遭いかけた方を関

係機関や一般の方が阻止した件数は、昨年

中、84件を把握しており、被害発生に対する阻

止の割合が66.1％と、全国でも２番目に高い数

値になっております。

被害者の周囲の方が被害を食いとめるために

は、まず、最新のだましの手口や、犯行グルー

プが被害現金を手にする方法などを知っていた

だくことが重要であります。そのためにも、さ

まざまな機会や媒体を通じ、被害の実態につい

て適時適切な周知を図るとともに、関係機関と

の連携をより一層強め、被害に遭わない環境づ

くりを推進してまいります。

今答弁いただきましたけれど○山下博三議員

も、県内の特殊詐欺被害を阻止した事例が全国

的にも高い数値であると聞き、改めて、本県の

お互いを思いやる人と人とのきずなが強いこと
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を実感いたしたところであります。今後も、こ

のような精神が発揮され、県民の協力により被

害者を出さない環境が構築されるよう、県警察

本部におかれましては、特殊詐欺に関するタイ

ムリーな情報の提供と周知活動の推進をお願い

いたしておきます。

次に、先日、元プロ野球選手が覚醒剤を所持

していたということで逮捕され、社会に大きな

衝撃を与えております。また、隣の鹿児島県に

おいても、大量の覚醒剤が密輸されるなど、身

近なところでも薬物事犯が潜在的に発生してい

る状況であります。警察庁のまとめによります

と、平成27年上半期の薬物事犯の検挙人員につ

きましては、8,974件の6,239人で、件数、人員

ともに前年同期に比べて増加していると発表さ

れております。そこで、本県における薬物事犯

の現状等について、警察本部長にお伺いいたし

ます。

県内の薬物事犯○警察本部長（野口 泰君）

の検挙状況につきましては、平成27年中、覚醒

剤事犯が70件44人、大麻事犯が30件25人の、合

計100件69人を検挙しております。前年に比べま

して、検挙件数が15件、検挙人員が５人と、い

ずれも増加しており、中でも大麻事犯につきま

しては、検挙件数、人員ともに過去５年間で最

高となっております。覚醒剤及び大麻事犯の再

犯率は56.5％であり、年代別で見ますと、覚醒

剤事犯では30代以上が約95％、大麻事犯では20

代から30代が80％を占めております。なお、未

成年の検挙は、初犯、再犯、いずれもありませ

んでした。

薬物の入手方法につきましては、密売人から

直接手に入れたり、宅配便で届けさせたりする

方法が主でありまして、中には、インターネッ

トを利用して宅配便で届けさせる事案もありま

した。今後とも、薬物乱用者の検挙や薬物密売

組織の壊滅に向けた捜査を推進するなど、薬物

事犯の取り締まりを徹底するとともに、関係機

関との連携を強化して、薬物乱用の防止に取り

組んでまいります。

最近、テレビ、新聞等を見て○山下博三議員

いますと、元プロ野球選手の事案が出てから、

連日いろんな報道がされております。これほど

本県でも身近な中でいろんな事案が発生してい

ることは、大変懸念されるところであります。

昨日でしたか、テレビを見ておりましたら、

一回覚醒剤に手を出して、後から人生をやり直

そうという人がテレビに出ておりました。一生

懸命社会復帰しようという思いのある人、そう

いう人たちを社会がどう受け入れていくか、こ

れがまた一番大きな課題であるだろうと思って

おりますから、そういう取り組みもしっかりと

やっていただければありがたいと、そのように

思っています。

また、本当に多くの国民の方が、元プロ野球

選手のあの方も、もう一回人生をやり直して、

輝く人生をまた送ってくれればいいがなと、そ

う思っておられると思っています。そういう意

味も込めて、この事案については、本当にしっ

かりと取り組んでいただけるとありがたいと

思っています。

以上で私の代表質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○星原 透議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会


