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地方自治法第 121条による出席者
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 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明



- 176 -

◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。１年ぶりの登壇であります。

今回の質問の趣旨は、県外へ流出している畜

産振興の経済波及効果をいかに県内にとどめる

かについて、３度目の質問になります。私の質

問となかなか知事、関係部長の考え方がすっき

りしませんので、すっきりするまで議論を重ね

ていきたいと思っております。今回は、特に原

点に返って、ゆっくり質問をしていきたいと思

います。「原点に返って」という言葉、私は好

きなんですけれども、警察本部長が就任当時、

原点に返って何とかと、そういう話をされまし

た。警察本部も原点に返って、いろいろ改革さ

れていることだろうと思っております。

それで、たまたま日銀宮崎事務所は何をして

いるんだろうかなと思ってホームページを見て

いましたら、こういうことが書いてありまし

た。「宮崎県の製造業の特徴と今後の方向性に

ついて～食料品製造業等の付加価値率向上に向

けて～ 宮崎県の製造業については、①食料品

への依存度が高いこと、②主力の食料品の付加

価値率は全国比で低位にとどまっていることが

特徴として指摘できる」、いいことが書いてあ

るなと思ったわけであります。そこで、簡単な

質問であります。知事に、農業・工業・観光・

林業産業を振興する目的・効果はどのようなこ

とか、お尋ねいたします。

以下、質問者席で質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

県民生活を安定させ、安心した暮らしを確保

していくためには、本県産業の振興を通じて、

地域経済の活性化や雇用の確保を図り、県民一

人一人の所得や給与を向上・安定させることが

何より重要であります。このため、本県の総合

計画における施策の基本的方向性に「産業づく

り」を位置づけるとともに、地方創生総合戦略

におきましても、「しごとを興す」を施策目標

に掲げ、その推進に力を注いでいるところであ

ります。基本的な考え方としては、フードビジ

ネスなどの成長産業の育成等により、さらなる

付加価値を生み出し、国内外から外貨を稼ぐと

ともに、地域経済循環によって県内全域に波及

させるというものでありまして、今後とも、そ

の実現にしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○中野 明議員 全く行政の政策というのは、

最終的には、今知事が答弁されたようなところ

が行き着くところの目的であろうと思っており

ます。

次に、産業振興の結果として、県民経済計算

がこの３月に公表されましたが、本県の経済の

実態をどのように理解しているか。また、その

中で、主な県内総生産の産業別の構成比、また

増減はどうなっているか、総合政策部長にお尋

ねいたします。

○総合政策部長（永山英也君） 県民経済計算

によって求められます県内総生産は、県民の豊

かさを示す一つの指標であります。平成25年度

は、名目で３兆6,060億円で、前年度に比べ3.0

％の増と、全国の1.7％増を大幅に上回るプラス

平成28年６月14日(火)
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成長となったところであります。その要因につ

きましては、化学や精密機械などの製造業で大

きな伸びが見られましたほか、国の経済政策に

よる公共投資の増加、消費税率引き上げに伴う

駆け込み需要による住宅投資や個人消費の増加

によるものと考えております。

産業別の構成比につきましては、１次産業

が4.4％、２次産業が22.7％、３次産業が72.1％

となっており、本県の基幹産業である１次産業

の割合は全国と比べて高く、製造業を中心とし

ます２次産業の割合は全国と比べて低くなって

おります。また、総生産額は、前年度に比べま

して、１次産業が3.6％の増、２次産業が11.4％

の増、３次産業が0.4％の増となっております。

○中野 明議員 全体的に伸びて、大変いいこ

とだと思います。総生産３兆6,060億円は、私の

知っている限りでは、県始まって以来、最高の

額かなと思っております。しかし、今、業種い

ろいろ言われました。業種もかなり景気不景気

によって左右されます。ということは、日本の

景気は上昇しているということも言えるかと思

います。知事の産業政策の効果をいろいろ論ず

るときには、最終的には、総生産の数値がどう

なったか、減ったかふえたか、そういうのが一

つの指標になる数値だと私は思っております。

次に、総生産の要因になるのが製造品出荷額

であります。最近の動向はどのようなことか。

また、その中で、製造業付加価値額はどうなっ

ているか、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 平成26年

工業統計調査によりますと、本県の製造品出荷

額等は、前年比5.5％増、額にして800億円増の

１兆5,276億円で、５年連続の増加となっており

ます。これを業種別に見てみますと、食料品

が3,170億円、次いで、電子部品の1,614億円、

飲料・たばこの1,592億円、化学の1,512億円の

順となっておりまして、これら４業種で全体の

約50％を占めておりますが、中でも食料品が

約20％と大きな割合となっております。

また、付加価値額の総額は5,213億円で、上位

４業種の電子部品、食料品、ゴム、飲料・たば

こで約50％を占めておりまして、中でも、電子

部品と食料品の割合はそれぞれ約15％となって

おります。なお、製造品出荷額等に占める付加

価値額の比率であります付加価値率を見てみま

すと、電子部品とゴムが約50％であるのに対し

まして、食料品は約25％となっております。

○中野 明議員 製造品出荷額、従来は大体１

兆3,000億前後をうろうろしておったわけですけ

ど、今回１兆5,000億円台になったというのは、

これも本県にとって過去最高の数字かなと思っ

ています。ただ、中身の上位業種を見ますと、

かなり旭化成とかいろんな大手も入っています

から、この数値は国の景気不景気に左右される

部分というのもあります。それで、私が言いた

かったのは、今いろいろ業種が出ましたけれど

も、食料品以外は、ほぼ自分たち、民間活力で

成長するというようなことでありまして、唯一

行政がかかわりができるのは食料品部門だと

思っております。いかに食料品部門の製造出荷

額を伸ばすかというのが、宮崎県にとっても非

常に大事な部門だということを言いたいわけで

あります。

次に、平成25年、知事の重要な政策として打

ち出したフードビジネスの現状はどのような状

況か、総合政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（永山英也君） フードビジネ

スにつきましては、平成25年に振興構想を策定

しまして、産学官金が連携して取り組んでおり
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ます。この３年で、１次産品に付加価値をつけ

て食関連産業を拡大するというフードビジネス

の考え方そのものが、広く県内に浸透・定着し

たことを実感しております。この間、戦略産業

雇用創造プロジェクト約20億円を初めとします

関連予算の活用により、フードビジネスに関す

る相談窓口の設置、人材育成メニューの提供に

取り組みますとともに、企業への各種支援策の

充実等を図ってきたところであります。

これらの取り組みによりまして、国内外の新

たな販路開拓や設備投資の拡大等が進み、ま

た、本県の食料品・飲料等製造出荷額につきま

しては、構想策定時から約700億円、約17％増加

し、4,762億円となるなど、フードビジネスの取

り組みの成果が目に見えてきていると考えてお

ります。今後は、このような動きをさらに加速

し、生産者所得の向上や高付加価値化を進め、

食関連産業の成長産業化と雇用の創出に取り組

んでまいりたいと考えております。

○中野 明議員 フードビジネス、私は本当に

大事な分野、政策だと思っております。しか

し、これを一からやるとなると、なかなか数字

を上げるのが難しい。今、700億円の増加という

話でありました。最初は何か違った目標、数字

じゃなかったかなと思うんですけど、これも食

料品・飲料等の製造品出荷額の合計だと思いま

す。そういうことで、とにかくフードビジネス

は、本県独自の政策として、まだまだ結果その

ものは部長が言うほど私も感じていませんけ

ど、今からだと思っております。

次に、畜産関連産業もフードビジネスの最た

る分野だと私は思っているんです。肉など、成

牛を屠殺して販売する２次産業、フードビジネ

スの最たる分野だと思うんですが、フードビジ

ネス構想において、どのように位置づけされて

いるかお尋ねいたします。総合政策部長。

○総合政策部長（永山英也君） フードビジネ

ス振興構想は、本県の豊富な農林水産物の高付

加価値化を進め、食を通じた産業競争力の強化

と雇用の創出による地域の活性化を目指すもの

であります。畜産業は、本県の農業産出額の約

６割を占めるなど、主要な産業の一つであり、

畜産物の付加価値の向上を図る関連産業の振興

は、県内経済や雇用の拡大にとって大きな役割

を果たすと考えております。このため、構想の

基本目標で、県内の豊富な素材の多様な加工・

製造による付加価値の向上という項目を掲げ、

その推進方針において、「畜産関連産業の拡大

による高付加価値化」を重点項目として位置づ

けているところでございます。

○中野 明議員 畜産関連産業も高付加価値化

を目指すということで、重点項目に位置づけて

いるということであります。農政水産部長、こ

れをしっかり頭に入れておいてください。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

が改定されますが、改定される理由と、これま

での計画の達成度はどのようなことか、農政水

産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 現行の第七次

農業・農村振興長期計画の達成状況につきまし

ては、最も重要な指標の一つであります農業産

出額が、平成26年の実績で目標の3,185億円を上

回る3,326億円となっております。また、６次産

業化の事例数であるとか加工や直接販売に取り

組む法人数など、県内経済の循環にかかわる指

標につきましても、目標を上回る成果が出てい

るところであります。

一方で、平成27年の農業経営体数につきまし

ては、３万9,045経営体で、約５％目標を下回る

結果となっておりまして、本県農業における担
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い手の減少や高齢化等の構造的課題を改めて認

識しているところであります。

こうした現計画の成果や課題に加え、ＴＰＰ

協定に代表されます国際化の進展やマーケット

ニーズの多様化、さらには、人口減少に伴う農

村地域の活力低下への懸念など、本県が直面す

るさまざまな課題に対応するため、今般、農業

・農村振興長期計画を改定するものでありまし

て、今後は、この計画を指針といたしまして、

本県農業の成長産業化を目指して施策を推進し

てまいりたいと考えているところであります。

○中野 明議員 改定の明確な理由がちょっと

わかりづらかったですけれども、農業分野、大

変重要だけど、非常に今後厳しいということか

と思います。今、この問題は、農業就業人口は

どうなっているかということでありますけれど

も、平成７年、平成27年、20年前と比較します

と、平成７年が８万6,000人、平成27年が４

万5,000人、４万5,000人のうち、私と一緒で70

歳以上が２万人いるんですよ。そして、平成７

年～27年、20年間で約４万人減っている。こ

の20年間は、毎年2,000人の農業従事者が減って

いるということです。70歳以上が44％、今後

は、まだ2,000人よりかふえて2,500人、3,000

人、いかに農業従事者が減るか。そうなると、

かなり次の長期計画改定もバラ色のような計画

じゃなくなるだろうと私は思うんですよ。そう

いう厳しい現実を県民みんなと共有するような

課題をしっかり出して、次、そういうのを作成

してもらいたいと思います。

次に、畜産新生プランの評価結果が先日、新

聞に公表されましたが、内容はどのようなこと

か、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県では、口蹄

疫からの再生・復興を図るため、平成25年３月

に宮崎県畜産新生プランを策定し、生産性の向

上や販売力の強化に向け、さまざまな取り組み

を進めてまいりました。この３年間の取り組み

結果といたしまして、肉用牛の枝肉重量や生乳

の生産量、牛肉の輸出量などの各項目において

目標値を達成するなど、一定の成果が出たとこ

ろでありますけれども、一方では、肉用繁殖牛

の分娩間隔の短縮であるとか、生産コストの低

減といった課題も残されていると認識しており

ます。今後は、ＴＰＰへの対応や生産基盤の強

化といった新たな課題も出てきたことから、第

七次宮崎県農業・農村振興長期計画の改定に合

わせまして、畜産振興のための新たなプランを

作成し、生産者や関係団体と一緒になってしっ

かりと取り組んでまいりたいと、そのように考

えております。

○中野 明議員 いろいろ目標達成とかいうの

がありました。その分がどれぐらい宮崎県の畜

産に影響するかというと、私は、ほんのちょっ

とじゃないかなと、悪いけど、そんな気がして

おります。特に肉用牛の増加、海外に行ってい

ると言いますけど、県内の屠殺量は減っている

んですよ。それで、宮崎で屠殺して持っていく

だけですから、外国に行っている輸入量と額、

これは、宮崎県の経済波及効果は従来と変わら

ないということになる。単なる宣伝だというこ

とで捉えればいいわけですけれども、その辺も

含めて、これは大事ですよ。外国に輸出するの

でも、経済波及効果、どういうことかというこ

とを考えてしないと、ただやったということで

は意味がなくなると私は思っております。

次に、平成27年の全国と宮崎の肉用牛の総飼

養頭数（繁殖・肥育）、それから総飼養戸数は

どのようになるか。また、畜産農家の新規就農

の状況と支援状況はどのようになっているの
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か、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） まず、平成27

年の肉用牛の飼養状況についてであります。飼

養頭数は、全国が前年比７万8,000頭減の248

万9,000頭、本県が前年比1,000頭減の24万9,000

頭となっております。また、飼養戸数につきま

しては、全国が前年比3,100戸減の５万4,400

戸、本県が前年比320戸減の6,980戸となってお

ります。

次に、畜産の新規就農についてであります。

平成27年の就農者数は90名でありまして、主な

就農形態は、親元就農が22名、法人就農が63名

等となっております。特に、畜産経営を開始す

る場合には、畜舎などの初期投資や飼料費など

の運転資金が大きく、その調達が課題となりま

す。このため県では、新規就農者に対し、国の

畜産クラスター事業の積極的な活用に加え、本

年度から開始する県単独事業により、重点的に

支援を行いますとともに、制度資金等も活用

し、新規就農者の畜産経営を支援することとい

たしております。

○中野 明議員 言いたいことは、全国的に子

牛、成牛、そして農家も減っているということ

が大前提の大きな課題だと思っております。こ

こをいかにクリアするか。逆に言うと、そうい

う状況でありますから、やり方によっては伸び

て、昔はそう思っていない、今は本当に成長産

業だと私は思っているわけです。だから、後継

者が22名、これはあくまでも後継者です。農家

戸数はふえないわけです。今、本当の新規参入

というのはないでしょう。いかに厳しいか。そ

れで、再質ですが、今説明のあった制度で、新

規参入しようと、私もしたいんですよ、銭がな

いからできない、金がなくても新規参入できる

ような制度になっているかどうかお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 自己資金がな

くて畜産が始められるかという趣旨の質問だと

思いますけれども、新しく農業を始めるという

場合には、一つには技術が必要だと思います

が、農地であるとか施設等々、当然お金がかか

ります。そういう意味では、資金が全くないと

いう状況で農業にチャレンジすることは不可能

であろうと思います。資金の手だてをどうする

のか、これは大きな課題だろうと考えます。

○中野 明議員 いろいろ答弁で、研修とか講

習を受けたり、農家に従事して技術を身につけ

たといった人たちがやりたいと言っても、今の

段階ではできませんよ、金をためないとできま

せんよね、という話ですよね。そこをしっかり

県独自の融資制度、補助金でなくてもいいんで

すよ。とにかくロングランで、それぐらいの県

の制度、政策をつくらなきゃ、今、全然ふえて

いないでしょう。そこは思い切った、知事、い

ろいろ抱えて、独自の制度、それが宮崎県が畜

産県として生き残る手段だと私は思います。ぜ

ひ検討してください。

それから次に、新規参入は今ないからいいん

ですけど、畜舎建設はどうなっているか、お尋

ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 新規就農の方

に対する畜舎の支援ということでございます。

現在、新規就農者に対する畜舎の支援策につき

ましては、ＪＡ等が畜舎を準備しまして、そこ

に入ってこられる新規就農者等に貸し出す、い

わゆるリース方式で貸し付けるということで初

期投資の軽減を図るような取り組みが行われて

いるところであります。

○中野 明議員 部長がよく儲かる農業と言い

ますよね。畜舎だって、いかに初期投資を抑え
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るかというのがもうかる手段の一つなんです

よ。今ＪＡと、みんなＪＡを通じてやる。私も

何回か行ったけど、本当に立派でごたましい

（頑丈）、それに壁を張ったら俺の家よりか耐

震性が出てくるような立派なやつです。これは

みんな業者が言っている。しっかりこれはもう

ちょっとコストを下げてやらなきゃ、リースで

借りたところが払うわけですから、ＪＡは何も

痛まない。その辺もしっかりコストを検討して

ください。

それから次に、農振地域の既存畜舎に併設し

た後継者住宅の建設は許可されるのか、農政水

産部長。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農振法では、

優良農地の確保及び地域農業の振興を図るとい

うことを非常に大きな目的としております。そ

のため、住宅の建設につきましては、方向性と

しては農用地区域外、もしくは農業上の影響の

少ない農用地区域の周辺部へ誘導しているとこ

ろであります。一方、畜産業におきましては、

昼夜を問わない飼養管理から、畜舎に併設した

農家住宅が必要な場合もあるということは、十

分認識しております。

優良農地をしっかり守っていくという立場、

それから担い手の居住の場を確保するというこ

と、これは両方とも非常に大切なことだと思う

んですけれども、そのような中で、農振法施行

規則等におきましては、例外的に周辺の土地の

農業上の効率的な利用に支障を及ぼさないとい

うふうなことがあり、また、市町村が地域の農

業上の振興を図るために必要な施設であると位

置づけた場合には、その用地を農用地区域から

除外することができて、建設も可能であると、

そんな道もございます。県といたしましては、

さまざまなケースがあると考えられますけれど

も、市町村に対して助言を行い、また一緒に知

恵を出しながら、適切な土地利用と農業の振興

を図ってまいりたいと考えております。

○中野 明議員 最後は市町村に助言して云

々、これは便法ですよ。市町村にすれば県に上

げてだめだと。県はそうなると市町村だと。要

は、私が言っているのは、既に畜舎、100頭ぐら

い、その周りに３軒、家があるんですよ。たま

たまその中辺に農振地域というのが入ってい

る。だから、その中に、管理棟ならいいです

よ、でも住宅はだめですよ、という話ですよ。

本当に今、畜産農家の後継者もいないのに、後

継者ができるというのは、私はウエルカムな話

だと思うんです。ただ農振地域１反10アール潰

したから何の影響があるのか、今何ぼでも田ん

ぼは余っているじゃないかということですよ。

それでできなくて何キロか離れたところにつく

る。これは100頭養っていると、かなり分娩とか

で大変なんですよ。今後、畜舎に併設した住宅

は絶対認めないということですか。

○農政水産部長（郡司行敏君） ただいま申し

上げましたように、周辺の土地の農業上の効率

的な利用に支障を及ぼさないというふうなこと

があれば、道はあると理解しております。そう

いう意味においては、十分市町村ともお話をし

ながら、一緒に知恵を出していくことが大切だ

と考えております。

○中野 明議員 周辺環境を見ながらというこ

とですけど、それは担当によって違ってくるん

ですよ。くそ真面目に法律だけ盾にとって考え

る職員もおれば、いや本当ですよ、そんなの俺

はばかかと思うんです。失礼、今のは言葉が悪

いけど、本当に大事なことですよ。農地なんて

幾らでも余っている。そこで１反10アール潰し

たから何の影響があるのかなと。それで最後に
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聞きます。そういう畜舎に併設して住宅をつ

くった事例というのはあるのかないのか。

○農政水産部長（郡司行敏君） そのような事

例は、検討の結果、ほかに代替地がないという

ことであるとか、先ほども申し上げましたが、

周辺の農地の効率的な利用に支障がないという

ことであれば、今までにも認めた経緯はあると

思います。

○中野 明議員 だから、代替地を１キロ離れ

た先の代替地と言うのか、10キロ離れた先の代

替地と言うのか。私は、畜舎に併設した住宅と

言っているわけです。部長、これは暇なときに

一回見に行ってくださいよ。今まで言った前提

が、これはちょっと前向きに、どっちの立場に

立って判断するかで運用できるんですよ。本当

にこれは真剣に、今、全然後継者もできないと

いうのに、まだ土地１反のことにこだわってい

るのか、私はその心情というのがわからないで

すね。ぜひ今度、一回見に行ってください。

それから、県土整備部長、要望がありますけ

ど、これはちょっと後にします。

それから、第七次宮崎県農業・農村振興長期

計画で、県内農業の生産額が100億円増加した場

合、146億円の経済波及効果と約600人の雇用創

出が見込まれる、実はこれにしっかり書いてあ

るんですよ。知事、これは見たことないでしょ

う。そういうことが書いてあるんです。具体的

なそういう見込みの計画があるのか、農政水産

部長にお尋ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農業産出額の

増加は、県内で大きな経済波及効果と雇用創出

効果を生み出すことが期待されておりますこと

から、農業は、県内全体の経済の活性化に寄与

するポテンシャルを有しているものと考えてお

ります。御指摘のように、数字も含めて長期計

画の中には位置づけさせていただいておりま

す。

また、今般、本議会に審議をお願いしており

ます新たな長期計画の改定においても、そのこ

とは述べておりまして、そのために、生産力と

販売力を有した産地を育成いたします「産地経

営体構想」を掲げ、ＩＣＴ等の革新技術の導入

であるとか農地の利用集積等による生産性の向

上とあわせて、施設園芸の団地化や加工・業務

用野菜の生産拡大などの取り組みを推進し、農

業産出額の増加を図る考えであります。

また、農業産出額の６割を占めます畜産部門

では、肉用牛生産基盤の強化を図るとともに、

地域特性に応じた連携・分業体制を進めていく

こととしております。このような取り組みを通

じまして、平成32年には、農業産出額を平成26

年の3,326億円から224億円増の3,550億円に増加

させてまいりたいと考えているところでありま

す。

○中野 明議員 農業産出額については、十分

いろんな面で出てきていると思います。宮崎県

の焼酎出荷量が日本一になりました。その原料

であるサツマイモの生産の現状、支援策はどの

ようになっているか、農政水産部長にお尋ねし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県が毎年実施

しております調査によりますと、県内酒造メー

カーが焼酎の原料用として確保しておりますカ

ンショは、平成26年度実績で14万7,040トンであ

りまして、そのうち県内産は７万3,495トンで、

県内産シェアは50％にとどまっております。県

といたしましては、県内酒造メーカーの需要に

応じた原料用カンショの供給体制を確立し、県

内産シェアを高めることが、本県のフードビジ

ネスの振興を図る上で大変重要であると考えて
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おります。このため、昨年度から、酒造メーカ

ーや農業団体等で組織いたします連絡会議を開

催し、情報交換やマッチングを進めるととも

に、原料用カンショの品質向上のためのウイル

スフリー苗の供給、機械化一貫体系の導入によ

る大規模農家の育成などに引き続き努めてまい

りたいと考えております。

○中野 明議員 今、県内産が50％、鹿児島を

見ますと、25年度になりますけど、宮崎のカン

ショが83億、その前が68億、鹿児島はカンショ

が177億円となっているんです。だから半分です

ね。それで、焼酎業界が心配しているのは、今

後、原産地表示になると、宮崎県の焼酎で原材

料は鹿児島ですよと、鹿児島表示になるのを心

配しているわけです。牛肉と反対ですよ。鹿児

島のものを買って２次産業化しているというこ

と、これはスポット的にサツマイモの量をふや

す対策をやるべきだと思うんですよ。

綾町なんかは、町が機械を買って、ＪＡかそ

ういう組合に貸し付けて、それで回して使って

いるということです。サツマイモ生産の今いろ

んな苗の話は、要は農家としてはコストがどう

なるか、機械代が何百万になって、10反当たり

で15万でもってもうかるかどうかという話なん

ですよ。その辺を行政としてはどうするかとい

うことをしっかり検討してください。要望でい

いです。

次に、県外へ移出している農畜産物のう

ち、100億円分を県内食品製造業で利用すれ

ば、380億円の経済波及効果と約2,000人の雇用

が期待できるとなっている。この分について、

この目標、数字を追っかけるために、何か具体

的な計画があるのか、農政水産部長にお尋ねい

たします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 議員御指摘の

とおり、県外へ移出している農畜産物を県内食

品製造業で利用すれば、大きな経済波及効果と

雇用創出効果が期待されますことから、県内で

の加工の取り組みというのは非常に重要である

と認識しております。現在、県では、株式会社

ジェイエイフーズみやざき等の冷凍加工業者と

産地が連携した、加工・業務用野菜の産地加工

の取り組みであるとか、大手おせち・業務用向

け食品メーカーと連携した加工・業務用の新た

な産地づくりを進めておりまして、今後、この

ような取り組みを県内各地域・品目にも波及さ

せてまいりたいと考えております。また、本県

の基幹品目であります畜産におきましても、食

肉加工施設等の機能強化を進めながら、本県農

畜産物の県内加工への活用を積極的に推進して

まいりたいと考えております。

○中野 明議員 ちょっと関連で、肉用牛の平

成27年の県内・県外の出荷状況はどのように

なっているのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産統計の本

県肉用牛飼養頭数等から試算いたしますと、平

成27年の肉用牛の出荷頭数につきましては約７

万5,000頭であり、そのうち、県内屠畜場に出荷

された頭数につきましては約４万頭、県外へ出

荷された頭数につきましては約３万5,000頭、全

体の約半数弱と推定しているところでありま

す。

○中野 明議員 今、子牛なんかは非常にいい

値段、10年前と比較すると倍ぐらいになってい

ます。だから、私は大体表を見る前、子牛生産

なんかは伸びているかなと思ったら、今言った

県内屠殺頭数も減っているんですよ。特に私が

調べた肉用牛、和牛と経産牛でありますけど、

県内で約896頭減っております。それから、県外

も逆に減っております。だけれども、２万3,986
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頭、県内へやっていますね。逆に２万2,000頭、

県外へ出ているんですよ。

私、これに書いてある数字を当てはめて、

今、肥育１頭100万じゃありませんよね。仮に安

く見積もって100万を県内で屠殺しても、この数

字に当てはまるんですよ。100万の牛を１万頭ふ

やしたら、言っている100億円ふやせば380億円

の経済波及効果、2,000人雇用が出る、そうなっ

ているんです。だから、いつも体制の強化とい

うことで、私はこの問題が解決するとは思わな

いのです。今、高校生の県外就職者1,751名、こ

んなのは、計算で言えば、１万頭牛を県内で潰

せば、高校生の県外へ出ている分も数字では潰

されるということなんですよ。だから、いかに

この分をしっかりやるかということです。

それで、部長に再度聞きますけど、私は鹿児

島といろいろ比較しています。農業産出額、宮

崎が約3,200億円、鹿児島が1.3倍の約4,100億

円、900億円の差です。農産物では、農家が売っ

た金額、それから、食料品製造品出荷額になり

ますと、宮崎県は29位、鹿児島が14位、そうな

りますと、食料品製造品出荷額で3,100億円の差

が出るんです。特に肉用牛・豚産出額、宮崎

は995億円、鹿児島は1,575億円、580億円の差、

肉用牛製品出荷額になりますと、宮崎は、農家

が売った金額のほうが肉用牛製品出荷額よりか

大きいんです。逆に、肉用牛製品出荷額はみん

なふえているんですよ、逆立って。宮崎だけが

農家の人が売った金額のほうが多い、肉用牛製

品出荷額のほうが少ない。こういう構造をしっ

かり見直すようなことを本気でやらないとだめ

じゃないかなと私は思うんですけど、畜産の担

当部長として、こういう状況を、こういう鹿児

島との差をどのように分析しているか、農政水

産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御指摘のとお

り、鹿児島県の肉用牛及び養豚の農業産出額に

対する製造品出荷額割合につきましては、本県

と比較して高い状況にあるということは承知し

ております。その主な要因といたしましては、

本県は鹿児島県と比較して、屠畜から加工・販

売までを一体的に行う大手食肉メーカーの立地

が少ないこと等が考えられます。畜産を基幹産

業の一つとする本県にとりまして、県内で生産

された畜産物を県内の食肉センターで処理し、

食品工業で加工する体制を強化し、付加価値を

高めることは、本県経済の活性化や雇用創出を

図る上でも大変重要な課題であると認識してお

りますので、食肉センターを初めとする畜産関

連産業の機能強化等にしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野 明議員 全くそのとおりだと思うんで

す。しっかりその辺の目標を、今、体制の強化

と言ったって、経済連とタッグを組んだ体制の

強化じゃ民活が出てこないのです。その辺を含

めて、ぜひ頑張ってください。

それから、前回、私の質問で、知事は積極的

に食肉会社の企業誘致を取り組むと答弁されま

した。永山部長、日高博之議員と日本ハムを訪

問されたということでありますが、感想を教え

てください。

○総合政策部長（永山英也君） 昨年度、商工

観光労働部長として、本県の誘致企業でありま

す日向市の南日本ハムの親会社であります日本

ハム株式会社及び関連の工場等に出向きまし

て、関係者の方々と意見交換をさせていただき

ました。特に、関連工場が立地します青森県南

地域では、当該工場を中心に、飼料製造業や運

輸業、食肉加工施設等が集積し、家畜の生産か

ら地場の畜産物加工・販売に至るまで、さまざ
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まな経済活動が活発に行われ、地域経済や雇用

に大きな役割を果たしておりました。本県にお

いても、十分に参考となる取り組みであると感

じたところであります。

先ほど申し上げましたとおり、フードビジネ

ス振興構想の中では、「畜産関連産業の拡大に

よる高付加価値化」を重点項目の一つとして位

置づけておりますので、このような取り組みを

本県で展開できないかという視点からも、その

推進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 本当に今、畜産もこれだけ全

国的に縮小してくる、大きな流れが出てくると

私は思うんです。そこで、農政水産部長、いろ

いろ議論しました。今の成牛の半分が県外に出

ている。私は、これが畜産としては、宮崎に

とっても大きな経済波及効果を逃していると思

うんです。そのためには、今回は肉用牛枝肉市

場等―「等」を入れたんですけど、そういう

のを含めて検討すべきじゃないか。今の体制強

化を含めて、新しく思い切った体制を考えるべ

きだと私は思うけど、どうですか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御提言の肉用

牛枝肉競り市場の開設は、畜産物の付加価値を

高める手段として、非常にいい考え方ではない

かと思います。このため、平成26年から県でも

調査を行っておりまして、その結果、バイヤー

の誘致や枝肉カット処理場の整備など、解決す

べきさまざまな課題が明らかになってきている

ところであります。このため、先ほど申し上げ

ました畜産振興のための新プランにおきまし

て、本県食肉関連産業の振興等について、さま

ざまな視点から検討を行う専門部会を新たに設

置することといたしております。

その中で、畜産が盛んな本県において、食肉

関連産業は、加工、流通、販売と裾野が広く、

本県経済の活性化や雇用創出を図る上でも重要

な産業であるという認識を踏まえまして、県内

屠畜率の向上や食肉処理施設の機能強化とあわ

せて、枝肉競り市場開設の可能性についても十

分議論を深めてまいりたいと思っております。

それをもって、生産者の所得向上につながる食

肉販売体制の強化に向けて、しっかり検討して

まいりたいと考えております。

○中野 明議員 今回は、鹿児島も枝肉市場は

ない、ただ、今、流れが変わったなと。きょう

の新聞も、神戸牛が輸出増になっているという

こと、それから、飛騨ミートは、ＪＡで市場を

つくっているんですかね、８つのこういう認定

をとっています。部長、宮崎は、輸出なんかを

する場合のいろんな認定があるんですけど、こ

れはどれぐらいとっていますか。手持ちがなけ

ればいいです。

○農政水産部長（郡司行敏君） 輸出の場合の

認定ということだと思いますけれども、本県の

場合、２つの工場がありまして、そこで、アメ

リカ、対米輸出については有名ですけれど

も、11カ国に向けて認定は受けているところで

あります。数だけは岐阜県の飛騨ミートとほぼ

同じなんですけれども、大きな違いということ

で言いますと、飛騨ミートはＥＵ認定がありま

すけれども、本県の場合はＥＵ認定がないとい

うところが大きな違いかなと考えております。

○中野 明議員 いずれにしても、テレビで見

たりすると、大きな食肉業者が子牛を北海道で

一貫生産するとか、これからいろんな流れが出

ると私は思います。そういう意味で、これは広

く、いかに宮崎県で屠殺されているか、子牛を

宮崎県に伸ばすか、畜産、これだけ考えておっ

てもいいと私は思うんです。そうなりますと、
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この分野というのは、商工観光労働部、農政水

産部、そして総合政策部、３部に係るわけで

す。それで、これはそれぞれやっておってはだ

めだと思うんです。総合政策部が３部をまとめ

て、いろいろ検討会議を少しでも前向きに進め

るために、部長３者、３部が集まって、そうい

う場をつくるべきだと私は思うんですけど、総

合政策部長。

○総合政策部長（永山英也君） 県内で生産し

ました農畜産物を県内で処理・加工し、付加価

値を高めることは、本県経済の活性化や雇用創

出を図る上で大変重要であります。フードビジ

ネス振興構想は、まさにこのような考え方に基

づくものであり、特に、本県農業産出額の６割

を占めます畜産業において、県内での処理・加

工を拡大し、付加価値を高めることは、大変重

要であります。

一方で、畜産業は、長年の取引の中で、大手

の商社等による餌の供給から加工、流通・販売

までの系列化が進んでおり、その構造を変える

ことは簡単ではございません。このような認

識、つまり大変重要であるということ、また一

方で課題も大きいということ、そういう認識の

もとに、総合政策部が中心となりまして、農政

水産部、商工観光労働部とチームを組んで、課

題解決に向けて、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○中野 明議員 ぜひ、しっかり議論、検討し

ていただきたいと思います。

最後になりますけど、知事、今いろいろ議論

いたしました。私は、本当に畜産業は宮崎に

とって大事な分野だと思っているんです。知事

のそういう課題に対する認識はどういうものか

お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） まさに本県の畜産は、

国内外から定評の高い宮崎牛、またブランドポ

ーク、鶏肉など、大きなポテンシャルを有して

いる、関連産業の広がりを考えますと、大変有

望な産業であろうと考えております。６年前の

口蹄疫で、我々は畜産に大変な打撃を受けたわ

けでありますが、そのような事態に際して、さ

まざまな課題が浮き彫りになってきた。それを

改めて平成25年に畜産新生プランとしてまと

め、またフードビジネス振興構想として取り組

んできたところであります。

きょういただいた御指摘等も、さまざまなそ

ういう課題の中に含まれておるわけであります

が、なかなか一朝一夕に解決するわけにはいか

ない。ただ、せっかくこれだけの畜産というも

のを県内で生産しているわけでありますから、

なるべくそれを県内で加工・処理していく、付

加価値を高めていく、そして雇用の場をつくっ

ていく、そのような産業構造をつくるというの

は、非常に重要なことであろうかと考えており

ます。今後とも、県内で生産した畜産物を県内

で処理・加工する体制をつくり、地域内の経済

循環を高めていくべく、一つ一つ努力してまい

りたいと考えております。

○中野 明議員 知事、これは県議だってみん

な宮崎県がよくなることを考えているわけで

す。そういうことを考えれば、本当に真剣に取

り組んでいただきたいと思います。

それから、県土整備部長に要望しておきます

けど、さっき農振地域が出ました。逆に、農振

地域の上に調整区域というのが出ているんで

す。これについては、隣に座っておられる局長

さんと大分議論しました。いい結果も出まし

た。

それで、今、農家集落も人手が足りないんで

すよね、ピーマンをちぎったり。じゃ昭和45年
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以前に建っておった家とか土地は何とかなるん

だけど、45年以降に建ったところは、私がそこ

に住みたいと言っても、部長が住みたいと言っ

ても住めないのに、買えもしない。それと、今

でも、昭和45年以前に宅地になっておったけ

ど、今、そのときに家が建っておったかどうか

がわからなくて、それも売りも買いもできない

という状況なんです。私は、地域にとっては、

この法律は本当にざる法だと思うんですよ。本

当にこれも、都市計画の皆さん、一生懸命やる

けど、あんまり一生懸命しないで、現状を見な

がらいかにするか、どっちに目をやるかで、部

長、またしっかり勉強しておいてください。11

月の質問でまたやります。

以上で終わります。（拍手）

○星原 透議長 次は、日髙陽一議員。

○日髙陽一議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。梅雨なのにきょうは晴れました。自由民主

党、宮崎のひなた、日髙陽一です。きょうは傍

聴席に、私がいつも県議の仕事をしているとき

に、家でピーマンちぎりをしてくれている92歳

のじいちゃんが来てくれています。とても優し

いじいちゃんで、先日、おばあちゃんの病院に

行ったときに、病院の先生に「あら、きょうは

息子さんと一緒ですか」と言われたときに、即

答で「いや、孫です」と言ってくれる、そんな

優しいおじいちゃんです。きょうは、松村先生

のように、冥途の土産とは言いませんけれど

も、しっかりと楽しんでいただきます。

それでは、早速質問に入らせていただきたい

と思います。まずは、農業問題についてお伺い

いたします。

前回も質問しましたが、宮崎県の基幹産業で

ある農業人口の減少に歯どめがかからない状態

であります。本県の総農家数は、５年前か

ら16.1％減少して３万8,428人となり、基幹的農

業従事者の平均年齢も65歳を超えるなど、高齢

化も進んでおります。県内の家族経営中心の農

家も、高齢化に伴い、働き手を雇用しなければ

経営が成り立たない状況になってきました。私

の家もピーマン農家ですが、30アールのハウス

を父、祖父、妻の３人で営んでいます。祖父

は92歳、天国からのお迎えも近づいてきていま

す。そうすると、家族経営でやってきた我が家

の農業も働き手を雇用しなければなりません。

現在、本県農業においては、シルバー人材セ

ンターの会員の方々のマンパワーが大変重要に

なっています。しかしながら、私の周辺では、

最近、センターからなかなか人が来てくれなく

なったという不安の声もたびたび聞くように

なってきました。そこで、シルバー人材センタ

ーの会員の方々が、どのくらい農林漁業作業へ

従事されているのか。

そして、農業でも、ある程度、技術が必要に

なります。シルバー会員の方も、初めて農業の

仕事をする方は、知識と経験に不安を持ってい

ると言われています。リンゴや梨の果樹生産が

盛んな長野県では、基礎知識習得や技術向上、

農作業の安全確保を図る活動を支援しているそ

うです。そこで、本県においても、このような

シルバー人材センター会員への農林漁業作業に

係る事前講習会が開催されているのか、その開

催状況について、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○商工観光労働部長（中田哲朗君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、シルバー人材センター会員の農林漁業

作業への従事状況についてでございます。宮崎
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県シルバー人材センター連合会のまとめにより

ますと、平成27年度のシルバー人材センター事

業における農林漁業分野への従事者数は、延

べ16万490人で、全体の27.6％を占めておりま

す。作業内容といたしましては、その多くが水

稲の育苗やキュウリの収穫など、農業関係であ

ると伺っております。

次に、農林漁業作業に係る事前講習会の開催

状況についてでございます。農林漁業に係る事

前講習につきましては、宮崎県シルバー人材セ

ンター連合会におきまして、平成26年度までは

「シニアワークプログラム地域事業」の中で行

われておりましたけれども、昨年度は、国の

「高齢者活躍人材育成事業」を活用してピーマ

ン栽培技術の講習会が実施され、13名が参加さ

れております。

また、各市町村のシルバー人材センターにお

きましても、会員や発注者の要請に応じまし

て、畑や果樹園等の草刈り方法などの事前講習

が適宜実施されておりまして、農作業等の経験

がない高年齢者のスムーズな就業につながった

と伺っております。このほか、県におきまして

も、農政水産部が実施いたします「援農隊地域

労力サポート事業」の中で、モデル地域での

「援農隊」の組織化に向けた取り組みの一環と

して、高年齢者等の援農希望者向けの技術研修

等を行うことといたしております。以上でござ

います。〔降壇〕

○日髙陽一議員 農業者の高齢化、担い手不足

の状況のもと、地域の実態に即した安定的な労

働力の確保のためにも、シルバー人材の活用へ

の支援をどうぞよろしくお願いいたします。

続いて、産地パワーアップ事業についてお伺

いいたします。この事業は、ＴＰＰ対策とし

て、産地が創意工夫と地域の強みを生かして起

こすイノベーションを促進することにより、農

産物の高品質・低コスト化、産地の維持・拡大

等を推進し、地域の振興及び消費者の利益の増

進を図ることを目的として、国が実施している

ものであります。国全体では505億円の予算措置

がなされました。そこで、産地パワーアップ事

業における本県への国の予算枠提示などどのく

らいあったのか、また、県内農業者の要望状況

について、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本年度からス

タートいたしました産地パワーアップ事業は、

地域の営農戦略として定めた「産地パワーアッ

プ計画」に基づき、収益力強化等に取り組む産

地に対しまして支援を行う事業でございます。

この事業につきましては、本年度の県の当初予

算で25億4,000万円を計上しておりますが、国か

らは、６億9,414万円の予算枠の提示があったと

ころであります。

一方、県内の要望状況を取りまとめていると

ころでございますけれども、現時点では、「産

地パワーアップ計画」に基づくものではござい

ませんが、合計で764件、補助金額で申します

と、65億4,000万円の要望が上がってきていると

ころであります。

○日髙陽一議員 この当初予算が計上されたと

きには、後継者のために施設整備を考えたり、

農業を諦めようとした方が光が差したとおっ

しゃるなど、非常に期待の大きい事業でした。

しかしながら、本県の内示枠が当初の予想を大

きく下回り、生産者のショックは大きいものが

ありました。国の予算枠提示が農業者からの要

望額に対して非常に少ない状況にあると思いま

すが、県として今後どのような対応をしていく

のか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） ＴＰＰに対す
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る不安のある中で、産地パワーアップ事業に手

を挙げ、立ち向かおうとする多くの生産者がい

らっしゃることは、大変心強く、また頼もしく

感じているところであります。県といたしまし

ては、今回要望された方々全てに事業を活用し

ていただきたいと、そのように考えておりまし

て、まずは、「産地パワーアップ計画」の策定

をしっかり支援いたしますとともに、引き続

き、関係機関とも連携しながら、国に対しまし

て、補正予算等の追加措置や本県への重点配分

について、強く要望してまいりたいと考えてお

ります。

○日髙陽一議員 ＴＰＰ問題など、ますます激

化している国際競争の中で、産地がこれに勝ち

抜くための力をつけることが大変重要だと考え

ています。そのための支援を行う予算の確保

を、引き続き、国に対して強く要望していただ

くことをお願いいたします。

次に、次世代施設園芸団地について伺いま

す。農林水産省では、先端技術と強固な販売力

を融合させ、生産から調製、出荷まで一気通貫

して行うとともに、地域資源を活用したエネル

ギーを活用する次世代施設園芸拠点の整備を進

めています。昨年、本県においても、高度なＩ

ＣＴ技術を活用した高生産性の栽培管理システ

ムである、他県のようなオランダ式ではない本

県独自の次世代施設園芸団地が国富町に完成し

たところであります。この次世代施設園芸団地

が栽培開始から１作が経過する時期だと思いま

すが、その実績と今後の展開方向について、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 国富町の次世

代施設園芸団地におきましては、昨年８月か

ら、ジェイエイファーム宮崎中央など４者が、

ピーマン2.3ヘクタール、キュウリ1.8ヘクター

ルの栽培を行っております。本年度は、初年目

ということもございまして、地域の平均収量を

目標といたしましたが、ピーマンは10アール当

たり約11トンと目標を上回りましたが、キュウ

リのほうは約15トンということで、初年度目標

の８割程度となる見込みでございます。本年度

の実績を検討する中で、新たに雇用した方の技

術力向上や環境制御機器の調整など、幾つかの

課題もわかってきておりますので、次作に向け

て、農業試験場等の分析に基づく改善策などに

今取り組んでいるところであります。

県といたしましては、今後も、大規模施設で

の効率的な生産・労務管理モデルの確立に向

け、全力で取り組みますとともに、その取り組

みの成果を県内に広めながら、関係機関や団体

等と一体となり、次世代施設園芸団地を核とし

た本県の新しい施設園芸産地づくりを推進して

まいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 まだ栽培開始から１年目とい

うこともあり、さまざまな課題が出てきたと思

います。これだけの規模と設備の整った施設で

あるのですから、その課題を解決し、もっと高

い目標に向かって取り組んでいかれるよう、お

願い申し上げます。

次世代施設園芸のような最先端の施設ももち

ろん大事なんですが、本県農業の生産基盤の強

化を図るためには、施設等の整備だけではな

く、農業者の技術力向上を含めた人材育成が重

要だと思います。そのためにどのような取り組

みをされているのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県農業の生

産基盤の強化に向け、高度な機械・施設や新技

術の導入を進めておりますが、各農業者の技術

力の差も大きいことから、技術レベルの底上げ
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も重要であると認識しております。そこで、県

では平成23年度から、生産者ごとの各種データ

を分析し、産地での自分の順位、立ち位置を確

認しながら、栽培管理や経営の改善を行う産地

分析に59の産地で取り組んでおり、単位面積当

たりの収量や所得が約15％アップした産地も出

てきておるところであります。

これらの成果を踏まえまして、本年度からＪ

Ａグループと一体となって、みずから産地改革

に取り組むＪＡ部会等の育成、また新たな技術

等に対応できる指導員の能力向上、そして３つ

目として、農業者の経営発展に応じた技術や経

営管理能力等の向上の３つの柱から成る「宮崎

方式の営農支援体制」を展開することといたし

ておりまして、本県農業を担う人材をしっかり

育成することで、産地力の向上に努めてまいり

たいと考えております。

○日髙陽一議員 場所を確保しても技術が伴わ

ないと、ハウス代、ビニール代、苗代、肥料代

など、設備投資に借金が残るばかりでありま

す。平成27年の新規就農者は341名、うちＵＩＪ

ターン者は74名いらっしゃるようです。新規就

農者へはもちろんのことですけれども、既に農

業を行っている方も、さらに生産性を高め、

しっかりとした技術を身につけることができる

よう指導していただきたいと思います。

次に、野菜の消費拡大について質問いたしま

す。

厚生労働省が国民の健康の増進の目標に関す

る事項等を定めた「健康日本21」では、成人１

人１日当たりの野菜の摂取目標量を350グラムと

していますが、平成25年国民健康・栄養調査に

よれば、20歳以上の国民の１人当たり平均摂取

量は283.1グラムとなっています。本県の状況を

見ますと、野菜の一大生産地でありながら、県

民の野菜摂取量は、平成24年の調査では、男性

が全国41位、女性が32位と、残念な結果になっ

ています。生活習慣病予防の観点からも、野菜

を食べることの重要性が高まっています。そこ

で、県民の野菜摂取量増加を図るため、どのよ

うな取り組みを行っているのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県では、「健

康寿命 男女とも日本一」の目標を掲げ、昨年

度から、各種団体と連携して「健康長寿社会づ

くりプロジェクト」を推進しているところであ

ります。このプロジェクトにおいては、県民の

健康づくりのため、さまざまな事業に取り組ん

でおりますが、議員からお話がありましたとお

り、健康のために１日350グラムの野菜を食べる

必要があると言われているものの、宮崎県民の

平均摂取量は、全国平均の283グラムを下回

る241グラムと、必要量から約100グラム不足し

ていることから、野菜摂取量の増加を図ること

を最大のテーマと捉えまして、「１日プラス100

ｇ！ベジ活推進事業」を実施しているところで

あります。

この事業におきましては、外食や中食で野菜

摂取量の増加に向けた取り組みを行う「ベジ活

応援店」の登録や、家庭で野菜を使って手軽に

料理できるレシピを募集する「ベジ活コンクー

ル」の開催を行うほか、子供のころから野菜を

食べることの大切さを実感してもらう「親と子

の野菜料理体験教室」を開催するとともに、テ

レビやホームページ等のメディアを活用した啓

発にも取り組んでいるところであります。

○日髙陽一議員 近年、肥満や高血圧、糖尿病

などが急激にふえてきており、日常生活を改善

し、生活習慣を見直す時期に来ています。今、

インスタグラムでは、「♯とりあえず野菜食」
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というハッシュタグが大人気になっているそう

です。朝御飯やランチに、とにかく野菜をたく

さん盛りつけて食べているそうです。県民の皆

さん方の健康を守るためにも、しっかりと毎

日、宮崎の野菜を食べていただくよう啓発をお

願いいたします。

ただいま、県民の健康増進の観点から啓発に

ついてお伺いいたしましたが、日本有数の野菜

生産地として、地産地消の観点からも、県民の

野菜の消費拡大を図っていかなければならない

と思います。そこで、県内向けの県産野菜の消

費拡大をどのように行っているのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 豊富な日照の

中で育てられました本県産の野菜は、ピーマン

のビタミンＣが全国平均の1.3倍になるなど、味

や機能性にすぐれており、それら本県産野菜の

品質の高さを、地産地消や食育等の活動を通じ

て県民の皆様に知っていただくことは、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、市場や農業団

体と一体となって、宮崎県青果物消費拡大推進

協議会を組織しておりまして、「われら健康家

族」や「８の日、何の日？やさいの日」を

キャッチフレーズに、テレビ・ラジオでのＣＭ

や、消費者・学生に対する試食ＰＲ等の活動を

行っているところであります。また、栄養・機

能性に着目した新たな戦略として、「カラダ

グッドＭｉｙａｚａｋｉ」の取り組みを進める

など、今後とも引き続き、健康、美容、体づく

りにもすぐれた本県産野菜をしっかりとＰＲ

し、県民の皆様に知っていただくことで、消費

の拡大を図っていきたい、そのように考えてお

ります。

○日髙陽一議員 食の安全・安心と安定供給、

持続可能な農業と農村の発展を図るためにも、

ぜひとも県民の皆様に宮崎の野菜のおいしさと

機能性を知っていただいて、本県産の野菜をた

くさん食べていただき、そして、野菜摂取量日

本一の県になりますよう、引き続き積極的な啓

発をお願いいたします。

次に、環境森林問題について質問いたしま

す。

前回２月定例議会で、昨年度、松くい虫の被

害量が過去10年で最悪の見通しで、宮崎市にお

いては、９月末の被害量で前年の約３倍の被害

が出ているとのお話がありました。改めて、平

成27年度の被害状況はどうだったのか、また、

その後、伐倒駆除や防除対策など、松くい虫被

害対策への取り組み状況はどうなっているの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 平成27年度の

松くい虫被害量は、最終的に前年度の1.3倍とな

る約5,000立方メートル、本数にして推計で７

万7,000本、特に被害の大きかった宮崎市では、

前年度の1.8倍となる約3,300立方メートル、本

数にして推計４万3,000本となったところでござ

います。県では、昨年11月に庁内プロジェクト

チーム並びに関係機関との連絡会議を設置しま

して、海岸松林の管理者が一体となった対策を

進めてまいりました。その結果、昨年度の被害

木の伐倒駆除につきましては、５月末までに完

了したところでございます。

また、今回から新たに、民家等の被害木につ

きましても一括して処理するとともに、伐倒し

た木のほとんどは、バイオマス燃料としての有

効活用を図ったところです。さらに、５月下旬

からは、今後の防除対策として、ヘリコプター

による薬剤の空中散布を実施していますほか、

伐倒後の防災機能の回復に向けて、松くい虫に
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強い抵抗性松や広葉樹の植栽も順次進めている

ところでございます。

○日髙陽一議員 先日、佐土原町の石崎浜で砂

浜清掃しているときに、ヘリコプターがアクロ

バット飛行しているかのように空中散布を行っ

ていました。あれも本当にすごい技術だなと感

じましたけれども、しかし、どんなに技術が

あっても、自然の風の動きもありますので、住

宅街と隣接する松林の薬剤散布は不可能だと思

います。私もピーマンの葉面散布するときに、

突然の風に吹かれ、薬剤をかぶることが多々あ

ります。散布漏れがあると、そこには虫が集中

してしまう可能性があると思いますが、空中散

布が困難な場所はどのように防除を行っている

のか、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） ヘリコプター

による薬剤散布につきましては、人家や耕作地

の周辺など、場所によっては困難な場合もござ

います。そのような場所では、通常は地上から

薬剤を散布しておりますが、今年度からは、松

の木のすぐ上空からピンポイントで散布できる

ラジコンヘリによる防除にも取り組んでいると

ころであります。また、薬剤の散布自体が困難

な場所では、樹木に直接薬剤を注入する方法も

講じています。今後の被害拡大防止に向けまし

ては、どこかにほころびが出ることのないよう

に、関係者が連携して取り組む必要があります

ので、昨年度同様、この点に十分留意しながら

対策を進めてまいりたいと存じます。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。50

年、60年の大きな松が被害に遭っています。海

岸防災林は、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

割を果たしています。これ以上大きな被害にな

らないよう、対策をお願いいたします。

次に、介護離職防止について質問いたしま

す。

介護が必要になる年齢は、もちろん人によっ

て異なりますが、75歳を超えてくると、要介護

高齢者の割合はぐっとふえてきます。高齢者本

人の意向や財政的な理由で在宅看護を希望した

場合、介護をする人は配偶者及び子供というこ

とになりますが、通常、配偶者は要介護高齢者

と同世代という可能性が高く、子供が介護を担

うことも少なくありません。介護を理由に介護

離職した人は、年間10万人以上とも言われてい

ます。このような状況の中、来年１月から、介

護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能にす

るため、介護休業制度が改正されることになり

ました。そこで、改めて、改正育児・介護休業

法の内容と県における啓発状況について、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 改正育児

・介護休業法につきましては、ただいまお話が

ありましたとおり、さきの国会で可決されて、

来年の１月１日施行ということになっておりま

す。

主な改正内容といたしましては、３点ござい

まして、まず１点目は、介護離職を防止し、仕

事と介護の両立を可能とする制度の整備の観点

から、最大93日間の介護休業の分割取得や介護

休暇の半日単位での取得を可能としたこと、２

点目が、多様な雇用形態等に対応した育児期の

両立支援の観点から、子の看護休暇の半日単位

での取得を可能としたこと、そして３点目が、

労働者の就業環境の整備の観点から、事業主

に、介護休業等を理由とした不利益な取り扱い

を防止する措置を講ずることが義務づけられた

ことでございます。

県といたしましては、今後、来年１月の施行
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に向けまして、宮崎労働局と連携し、広報紙を

活用するなど、広く改正内容の周知に努めてま

いりたいと考えております。

○日髙陽一議員 国においては、介護が必要な

家族を抱える労働者が、介護サービスなどを十

分に活用できるようにするため、介護休業や柔

軟な働き方の制度をさまざまに組み合わせて対

応できるよう、制度が整備されつつあるようで

す。では、この国の制度とは別に、県として、

何か介護を理由とした離職防止に係る取り組み

を行っておられるのか、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 介護離職

を防止するという観点から、先ほどの改正育児

・介護休業法の目的が介護離職を防止するとい

うことになっておりますので、まず、その周知

をしっかりと行っていきたいと考えておりま

す。このため、制度の広報に取り組みますとと

もに、今年度は特に、企業に社会保険労務士を

派遣する事業を活用いたしまして、今回の法改

正を踏まえた就業規則の見直し等についてのア

ドバイスも行ってもらうことといたしておりま

す。

また、「仕事と家庭の両立応援宣言登録制

度」の推進やセミナーの開催等によりまして、

介護や育児などの家庭生活と仕事を両立できる

環境づくりに、引き続き取り組むことといたし

ております。今後とも、宮崎労働局と連携いた

しまして、誰もが働きやすい職場環境づくりに

努めてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 制度が整っても、介護を抱え

た社員に対する職場の配慮が進まないと、離職

防止にはつながらないと思います。職場の意識

啓発、環境整備についても、ぜひ取り組んでい

ただくようお願いいたします。

次に、警察関連問題について質問いたしま

す。

最近、世間では、ストーカーの事件が増加し

ています。このストーカー被害は誰でも受ける

可能性がありますし、逆に誰でもストーカーに

なる可能性を秘めています。「相手への好きと

いう思いが強過ぎて」「受け入れられないこと

に腹が立って」など、理由はさまざまです。恐

ろしい事件へと発展することもあります。ほか

にも、夫婦、恋人などの間で起こる家庭内暴力

（ＤＶ）でも、たくさんの悩みを抱えている方

がいらっしゃいます。そこで、本県において、

ストーカー・ＤＶ事案の相談件数と検挙件数が

どのくらいあるのか、警察本部長にお伺いしま

す。

○警察本部長（野口 泰君） 平成27年中は、

県警では、ストーカー事案として280件、ＤＶ事

案として391件、合計671件の相談を受理してお

ります。これは、平成25年の674件に次いで、過

去２番目に多い件数となっており、数値的には

高どまりの状況にあります。検挙につきまして

は、ストーカー事案で31件、ＤＶ事案で53件を

検挙しています。

○日髙陽一議員 先月、東京都の小金井市で、

芸能活動をする私立大学生がストーカーに刃物

で刺されて重体になった事件がありました。心

配しておりましたが、先日、被害者が意識を取

り戻したとニュースが流れて、ほっとしたとこ

ろであります。このとき、警視庁は、事件直前

に110番を受け、被害者の現在地情報を確認せ

ず、誤って事件現場ではない被害者の自宅に警

察官を出動させました。もし警視庁のミスなく

現場に到着していれば、被害はもっと少なくて

済んだかもしれません。ストーカーやＤＶ被害

者からの110番通報は、急を要することも少なく
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ないと思われますが、そのような緊急時にどの

ように通報者の位置を特定するのか、本県の通

信指令システムの機能について、警察本部長に

お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 本県では、通信

指令システムに「被害者支援登録」という機能

があり、ストーカーやＤＶの被害者等、危害を

受けるおそれのある方の住所、氏名、電話番

号、事案の概要等をあらかじめ登録してお

き、110番通報があった時点で、直ちに、これら

の情報を通信指令課で把握することができるよ

うになっております。この機能は、登録されて

いる方から110番通報があったとき、詳細を聴取

する前に、迅速に警察官を現場派遣し、被害者

等の安全確保を図る目的で導入しているもので

す。

また、被害者支援登録の有無にかかわら

ず、110番通報があった場合は、通報者の位置が

地図画面に表示されるシステムとなっておりま

す。警察としましては、110番通報に迅速に対応

することで、犯罪の未然防止、被害の拡大防

止、被疑者の検挙に努めてまいります。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。安心

しました。今回の事件では、このミスで現場へ

の到着が約１分45秒おくれたと言われていま

す。たった１分45秒かもしれませんが、被害者

にとっては、命を左右する大きな時間です。こ

のようなミスがないよう、しっかりと対応をお

願いいたします。

次に、自転車の交通安全についてお伺いいた

します。自転車安全利用促進委員会によれば、

平成26年の県内高校生の自転車事故発生率が全

国ワースト３位という結果が出ております。そ

んな中、自転車運転中に危険なルール違反を繰

り返すと自転車運転講習を受けなければならな

いという、改正道路交通法が昨年施行されまし

た。この改正道路交通法施行後１年の自転車違

反の取り締まり状況について、警察本部長にお

伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 道路交通法が改

正された昨年６月から本年５月末までの１年間

に、県内で20件を検挙しております。その違反

別の内訳は、携帯電話を使用しながら運転して

事故を起こすなどの安全運転義務違反が８件、

一時不停止が４件、信号無視が２件などです。

ブレーキ装置のない自転車の運転も１件検挙し

ております。違反者の年代別では、10代が最多

の12人で全体の６割を占め、そのうち９人が中

高生になります。また、２人乗りや無灯火など

の違反者に対して指導警告を行う、通称「イエ

ローカード」と呼ばれる自転車用交通違反警告

カードを3,277件交付しております。

○日髙陽一議員 宮崎県は他県に比べますと、

可住面積当たりの中学、高校の数が全国平均よ

りも少なく、通学距離が長いため、自転車通学

をしている中高生が多い状況にあります。特

に、平成20年度から公立高校普通科が全県一学

区となり、校区以外の高校へ通うことができる

ようになったことで、自転車通学の距離がもっ

と長くなり、事故の確率もふえてきていると思

います。そこで、県内の自転車事故の発生状況

と安全対策について、警察本部長にお伺いいた

します。

○警察本部長（野口 泰君） 昨年６月以降１

年間に、県内で発生した自転車事故は973件で、

運転者の年代別としましては、中高生による事

故が最も多く、３割以上を占めております。警

察では、交通ルールの周知を図るため、朝夕の

通学時間帯における街頭指導や、テレビ・新聞

等による広報啓発に取り組んでおります。ま



- 195 -

平成28年６月14日(火)

た、県内全域の学校を対象とした自転車安全教

室や、自転車の交通安全モデル校を42校指定し

て、積極的に交通安全教育の普及を図っている

ほか、関係機関と連携し、事故賠償に備えた自

転車保険の加入促進に取り組むなど、今後も自

転車の安全対策に努めてまいります。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。昨

年11月、県内で自転車事故による死亡事故が発

生しました。死亡事故にもなると、賠償金が１

億円を超えるケースもあります。学生がこのよ

うな大きな借金を抱えてしまうと、その後の人

生がつらいものになってしまいます。答弁にも

ありましたが、安全対策はもちろん、保険加入

促進の啓発にもしっかり取り組んでいただきた

いと思います。

また、私の地元住吉は、とても車が多い地域

です。ラジオの交通渋滞情報では、レギュラー

のように、毎日のように出てきます。「お伝え

します。国道10号線新名爪付近北側からの車が

渋滞しています」という言葉は、皆さんも聞い

たことがあるのではないかと思います。そんな

大きな交通渋滞のある道路を、中学校３校、高

校３校、養護学校１校と、たくさんの学生が自

転車で通学しています。車の数が多いと、その

分、事故の確率も高まります。交通安全に関す

る啓発はもちろんですが、渋滞が少しでも解消

できますように、長年陳情している国道10号住

吉道路、いわゆる住吉バイパスの整備について

も、あわせてお願いいたします。

続いて、今回の議会で何度も質問が出ていま

すが、熊本震災関連について質問させていただ

きます。

熊本地震は、熊本県を中心に、最も大きい震

度７を観測する地震が２度も起こり、被害総額

最大4.6兆円という大きな爪跡を残しました。宮

崎県では、亡くなられた方こそいませんでした

が、ゴールデンウイーク前の観光業にとって

は、本来、繁忙期である時期に、ツアーや宿泊

予約のキャンセルが相次ぐなど、観光業に大き

な影響を受けたという報道がありました。そこ

で、改めて、今回の熊本地震により、本県の観

光にどのような影響があったのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 熊本地震

発生前におきましては、インバウンドが好調で

あったことや、東九州自動車道の開通などによ

りまして、観光客や宿泊客が増加傾向にござい

ましたけれども、震災後は、県内全域で宿泊者

数が前年に比べ減少しております。その中で、

特に被災地に近い西臼杵地区におきましては、

観光客が３分の１程度に減少するなど、大きな

影響を受けているところでございます。

震災以降、関係業界との意見交換等を通じま

して、機会あるごとに実情の把握に努めている

ところでございますけれども、多くの宿泊キャ

ンセルだけではなく、団体客や夏休みに向けて

の予約がなかなか入らない状況もあると伺って

おりまして、宿泊施設はもちろん、飲食業、お

土産物店などの小売業、交通事業等、今後さら

に県内の各方面に影響が広がることを大変懸念

しているところでございます。

○日髙陽一議員 観光業は裾野が広く、不振に

なると、本県の経済に多大な打撃を与えること

になります。本県の観光業を早期に復活させる

ため、これから夏休みの観光シーズンに向け

て、県独自の、さらに国の財源を活用した補正

予算を連動させながら、宿泊クーポンや団体旅

行への支援などを行うと聞いています。その施

策を最大限に生かすためにも、本県を訪れてい

ただいた皆さんに、宮崎のよさを十分に知って
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いただき、そしてリピーターとなっていただけ

るような、戦略的な誘客を図るべきだと考えま

すが、商工観光労働部長に県の考え方をお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県といた

しましては、熊本地震の影響で落ち込んだ観光

需要の早期回復に加えまして、来年度以降にも

つながるよう、県外からの誘客に取り組んでい

くことが重要であると考えております。このた

め、九州各県や九州観光推進機構とも連携しな

がら、観光プロモーション等に取り組みますと

ともに、旅行予約ウエブサイトを活用した宿泊

割引の実施や、宮崎ならではの特色を生かした

ツアー企画への支援等によりまして、できるだ

け多くの方に宮崎に泊まっていただきたいと考

えております。

そして、おいでいただいた方々に、本県のす

ぐれた自然環境や、神話や神楽に代表される伝

統文化、豊かな自然に育まれた「食」、マリン

スポーツを初めとするアクティビティ、さらに

は、温かな県民性による「おもてなし」など、

宮崎の魅力を実際に体感し、満足していただく

ことで、リピーターの獲得につなげていきたい

と考えております。

○日髙陽一議員 ピンチをチャンスに変えて、

この夏、宮崎を訪れる皆さんの心をしっかりつ

かんでいただきたいと思います。

ことしのゴールデンウイーク、久しぶりに青

島に行ってきましたが、たくさんの観光客でに

ぎわっていました。青島は、言うまでもなく本

県の代表的な観光地であり、夏休みということ

で、今回の観光対策により、本県に来られたほ

とんどの観光客の方が立ち寄られることと思い

ます。昨年度は、ビーチパークの開設や宮交ボ

タニックガーデン青島のリニューアルオープン

など、新たな魅力が加わり、青島の観光に弾み

がついたところです。今後、より一層、青島を

盛り上げていくことが必要だと思いますが、青

島のさらなる観光振興のためにどのように取り

組んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 青島の観

光振興を図っていくためには、観光客の満足度

を向上させ、一層のにぎわいを創出し、地域が

潤うような魅力づくりを行っていく必要がある

と考えております。そのような中、いろいろと

解決すべき課題はございますけれども、今お話

がありましたように、ビーチパークの開設や宮

交ボタニックガーデン青島のリニューアルオー

プン、さらには、民間事業者による主に若者を

ターゲットとした宿泊施設等の整備が計画され

るなど、青島の活性化に向けた動きが出てきて

おりまして、観光地としての魅力が高まってい

ると考えております。

本県を代表する観光地の一つであります青島

の振興は、本県観光の再生を図っていくために

も、非常に重要な取り組みでありますので、県

といたしましても、地元宮崎市としっかりと連

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。

○日髙陽一議員 青島は本当に最高のロケー

ションであります。サンタモニカ、マンハッタ

ンビーチなど、海岸沿いには、そのロケーショ

ンを活用したすばらしい観光地がたくさんあり

ます。御存じのように、そこには有名レストラ

ンやお店などが建ち並び、たくさんの観光客で

にぎわっています。さまざまな問題もあると思

いますが、観光再生のためにも、宮崎市と連携

を図りながら、一層のにぎわいを創出していた

だきたいと思います。
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ここで、もう一度、震災に関しての質問に入

ります。５年前に起きた東日本大震災を契機

に、熊本県では、複数の県にまたがる、南海ト

ラフ巨大地震のような大規模災害時に、宮崎を

初め、大分、鹿児島など、九州を支える広域防

災拠点としての体制を整備しようと、「広域防

災拠点構想」を策定していただいておりまし

た。しかし、実際地震が起きたのは熊本県でし

た。私自身も、隣県の住民として、できること

をしたいとボランティアにも参加しました。河

野知事も、熊本地震が発生した直後、「隣の県

として最大限の支援に取り組んでいく」とおっ

しゃっていました。けさの新聞記事にもありま

したが、改めて、本県からの官民協働による被

災地支援ボランティア派遣の状況はどうなって

いるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（永山英也君） 今回、県、県

社会福祉協議会、ＮＰＯ等との官民協働により

まして、５月７日から６月11日までに、熊本県

西原村へ合計６回、９日間で延べ157名のボラン

ティアを派遣いたしました。西原村におきまし

ては、21件の被災者宅を訪問し、家屋等の片づ

けから２トントラック105台分の瓦れきの撤去、

仮置き場への搬送といった一連の活動を宮崎県

側で責任を持って実施します、いわば自己完結

型のボランティア活動を行ったところでありま

す。これら一連の活動は、西原村のボランティ

アセンターから高く評価されるとともに、被災

家屋の住民からも非常に感謝されたと報告を受

けております。今後も、被災地のニーズを踏ま

えまして、官民協働によるボランティア活動を

継続してまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 自己完結型、本当にすばらし

いと思います。復興までは、まだまだ時間がか

かりそうです。長期間の人的ボランティアが必

要になると思います。ぜひ隣県として頑張って

まいりましょう。

熊本地震のボランティアには、遠方からたく

さんの方が来られています。私が一緒に作業し

た方は、大阪からいらっしゃっていました。仕

事が終わって、家で家族と夕食をした後、いて

も立ってもいられず、次の日休みだったので、

そのまま車に乗って大阪から熊本まで一人で運

転してこられたそうです。しかし、到着してボ

ランティア受け付けをしてから、長時間何もせ

ずに待たされた時間があり、とてももったいな

かったとおっしゃっていました。ボランティア

の皆さんの支援を最大限に受けとめるために

も、ボランティアの受け入れ体制の整備が重要

だと思いますが、本県における災害ボランティ

ア受け入れ体制はどうなっているのか、総合政

策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（永山英也君） 本県におきま

しては、災害が発生した場合、被災地の市町村

社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを

設置し、ボランティアの受け入れと支援ニーズ

とのマッチングを行い、近隣市町村や県の社会

福祉協議会がその支援に当たる体制をとること

としております。しかしながら、今回の熊本地

震のような大規模な災害におきましては、災害

ボランティアセンターの立ち上げや受け入れ体

制に混乱が生じるケースがございます。

このため、このたびのボランティア派遣事業

におきまして、県職員とともに、県の社会福祉

協議会の職員も加わりまして、災害ボランティ

アセンターの受け入れ体制についての課題等の

把握を行うこととしております。県におきまし

ては、その結果を踏まえまして、社会福祉協議

会とも連携の上、本県における災害ボランティ

アの受け入れ体制の充実・強化に生かしてまい
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りたいと考えております。

○日髙陽一議員 確かに、災害によっては、救

急隊も消防隊も警察も、全ての人が被災者に

なってしまう可能性があります。いろいろなケ

ースを想定して、防災に備えていかなければな

りません。被災した方々も、ほとんどの方が初

めての経験で、何をどうすればいいのか、わか

らない状態です。私たちが３度目に行って作業

した家の方は、地震後40日目でした。ボラン

ティアの存在は知っていたようですが、申し込

む方法がわからなかったそうです。支援ニーズ

とマッチングも必要ですが、ニーズの掘り起し

作業も大切だと感じました。今回のことを教訓

として、本県のボランティア受け入れ体制の整

備をよろしくお願いいたします。

続きまして、熊本震災では、一部には国から

大量の物資が届いたようですが、小さな避難所

には物資がなかなか行き渡らなかったと報道が

ありました。熊本県や熊本市は、民間と物資調

達協定を結んでいたようですが、物資受け入れ

体制が不十分だったそうです。事前に被災時の

シミュレーションもしておらず、県担当者は

「課題として受けとめなければならない」と話

しているそうです。そこで、南海トラフ地震等

が発生した場合、本県の支援物資の受け入れ体

制がどのようになっているのか、危機管理統括

監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 国は昨年３

月に、まず「南海トラフ地震における具体的な

応急対策活動に関する計画」を策定し、被災県

の要請を待たずに行う、いわゆるプッシュ型支

援により、支援物資を被災県に対して迅速に供

給することとしております。県では、国の計画

を受けまして、本年３月に実施計画を策定し、

国からの支援物資を受け入れる県内の物資輸送

拠点、それから市町村への物資配分等について

定めております。

また、県のトラック協会など関係団体と、市

町村への輸送業務支援や物資輸送拠点の運営に

ついて協定を締結し、物資の円滑な供給を図る

こととしております。今後は、熊本地震を踏ま

え、市町村や関係団体とも連携しながら、支援

物資受け入れマニュアルの整備や訓練を行うこ

とにより、支援物資の受け入れ体制の整備を進

めてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。市町

村としっかり連携をとりながら、事前に被災時

のシミュレーションを行い、少しでも早く被災

者のもとに支援物資が届くようにお願いいたし

ます。

熊本震災では、市町村が指定した避難所に入

れない人もあり、車中泊等で自主避難をせざる

を得ない人も多くいたと聞いています。また、

把握できていない自主避難所も数多く、市町村

が指定した避難所との間で援助の格差があらわ

れたということもあったようです。そこで、本

県においては、南海トラフ地震等における想定

避難者数に対して、避難所は確保されているの

か、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 南海トラフ

地震の被害想定におきましては、避難所への避

難者数が、発災から１週間で最大約25万人に達

すると想定しております。県内の避難所の収容

人数は、県全体で見ますと、これを上回ってお

ります。しかしながら、議員おっしゃるとお

り、今回の熊本地震では、繰り返し発生する余

震の影響等により、想定を超える避難者が発生

し、指定避難所以外で車中泊やテント生活等を

送る方も多くおられました。このため、今後

は、熊本地震を踏まえまして、市町村と連携し
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ながら、市町村間の広域避難体制の構築や避難

所以外の場所に避難されている方への対応など

につきまして、必要な対策に取り組んでまいり

たいと考えております。

○日髙陽一議員 本県の避難所の収容人数は確

保されているということですが、今回のような

想定外の自主避難者が発生することも考え、対

策を講じていただきたいと思います。また、自

主避難所の全容を把握するのは難しいと思いま

すが、避難所間の格差が生まれないよう、質の

確保についてもよろしくお願いいたします。

最後になりますが、東日本大震災、今回の熊

本地震など、相次ぐ大規模自然災害を受け、防

災対策の重要性が改めて認識されたところであ

ります。そこで、最後に、県民の生命・財産を

守るため、今後、本県の防災・減災対策にどの

ように取り組んでいくのか、改めて、知事に決

意をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） このところ、我が国で

は、東日本大震災や今回の熊本地震を初め、御

嶽山の噴火、広島の土砂災害、また鬼怒川の氾

濫による大洪水など、大規模な災害が多発して

おります。改めて、自然災害の脅威と日ごろか

らの備えの重要性を痛感しているところであり

ます。本県では、大きな被害が想定されており

ます南海トラフ地震に備えまして、県民意識の

啓発や避難対策などのソフト面、それから建物

の耐震化や津波避難施設などハード面の双方か

ら、総合的な対策に鋭意取り組んでいるところ

であります。今後とも、常在危機という意識を

徹底し、引き続きこれらの対策を着実に推進

し、地震を初めとするあらゆる災害から県民の

生命・財産を守るため、防災・減災対策に全力

を尽くしてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 力強いお言葉、ありがとうご

ざいました。熊本に行ったときに、東日本大震

災のボランティアをされていた方と作業したん

ですけれども、その方は、東日本に比べると、

さまざまな対応がとても速いとおっしゃってい

ました。東日本大震災の教訓を踏まえ、改善さ

れた結果ではないでしょうか。今回、熊本地震

で見えてきた課題を本県の防災対策につなげ、

県民の財産と命をしっかりと守っていただきた

いと思います。災害はいつ起こるかわかりませ

ん。迅速な対応をよろしくお願いいたします。

以上で私の全ての質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分開議

○宮原義久副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 年金とか

タックスヘイブンのことが話題になったある会

議の中で、女性の方が突然、「太田さん、映画

「ライムライト」の中でチャップリンが言った

名言知ってますか。「人生で必要なものは、勇

気と想像力と幾らかのお金があればいい」と

言ったこと。その「幾らかのお金があればい

い」と言ったときのチャップリンは、少し恥じ

らいの気持ちを込めて言ってますよね」と言わ

れました。早速、私は「ライムライト」を見て

みました。チャップリンが、「人生に必要なも

のは幾らかのお金があればいい」と言った言葉

に、少し恥じらいの気持ちを込めて言ったとい

うところに心を引かれたからです。その場面
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は、自殺を図った若い失意の踊り子をチャップ

リンが励ますところでした。原文のまま抑揚を

込めて紹介しますと、「Life can be wonderful

if you're not afraid of it．All it takes i

s courage, imagination… and a little doug

h.」というふうなことであります。「人生とい

うものは、恐れなければすばらしいものなんだ

よ。その中で必要なものは、勇気と想像力と、

そして少しのパン生地があればいいんだよ」と

いうことであります。ドーナツのドウというパ

ン生地には、俗語として現ナマ、お金のイメー

ジがあるそうですが、「幾らかのお金」と訳さ

れていることはいい表現だと思います。確かに

チャップリンが「a little dough（幾らかのお

金）」という言葉を発するときに、少し間を置

いて語っています。そこにチャップリンの恥じ

らいと謙虚さを見てとる人もおられるかもしれ

ません。チャップリンは、謙虚に一生懸命に生

きている庶民の人たちのささやかな願いを、こ

の言葉に込めているような気がします。私たち

議員の使命は、県民や国民がささやかにでも生

きていくことができる「幾らかのお金」を、ど

うにか保障できる社会の仕組みをつくっていく

ことにあるのではないかと思いました。そうい

う気持ちを込めて、知事に質問をいたします。

まず、タックスヘイブンについて、県財政の

責任者として、知事の所感を伺いたいと思いま

す。この質問の意味は、タックスヘイブンの問

題は、伊勢志摩サミットでも重要な議題になっ

たこと、ＴＰＰ問題と同じように、国際的、国

政的な問題であっても、地方の首長が一定の見

解を表明せざるを得ないテーマでもあること、

国内で発生した所得、資産、富を国外に持ち出

すことは、特に税逃れであるとするならば、そ

の違法性もさることながら、逼迫する国、地方

の財政から見てもゆゆしき問題である、という

ことなどであります。

以上で質問を終わって、以下の質問は質問者

席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

いわゆるタックスヘイブンにつきましては、

一般的には国際的な租税回避地の問題とされ、

各国において大きな問題となっておりますこと

から、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）におきま

して、国際的な課税逃れ対策のルールが定めら

れたところであります。また、御指摘がありま

したように、先日開催された伊勢志摩サミット

におきましても、このルールについて、各国が

足並みをそろえ実施すること等について協議が

あったところであります。我が国においても、

例えば平成28年度には、多国籍グループ企業の

国ごとの収入金額等の報告を義務化するなど、

これまでも税制の改正により必要な対応が図ら

れているところであります。国におきまして

は、国民が不公平感を抱くことのないよう、ま

た、本来得られるべき税源が失われることのな

いよう、国際的に連携をしながら、さらに必要

な対策を講じていただきたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 私が言ってもなんですが、よ

く表現されていたように思います。ありがとう

ございました。

実はこの質問に入るときに、「みやざきの提

案・要望」を読ませていただきました。これを

読んでみると、本当に県の職員の方々が、宮崎

県の課題というものをどうかせないかんという

思いでここに表現されて要望されている、漏ら

すことがないようなところまでされているなと

いうことをつくづく感じました。ただ、ちょっ
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と私の思いもあるものですから……。本当に涙

ぐましい要望を一生懸命されているなというこ

とで、ぜひこれが実現するようにされるといい

と思います。

今、タックスヘイブンの問題について、財政

の責任者として言葉をいただきましたけれど

も、実は、昭和22年につくられた教育基本法

も、平成18年に全面改正されたわけですが、こ

の全面改正された教育基本法の中に特にうたわ

れたのは、「公共の精神を尊び」とか「豊かな

情操と道徳心を培うこと」、それから「伝統と

文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国

と郷土を愛するとともに」という愛国心もうた

われています。道徳心も含め。私は、その視点

から考えても、せっかく国内で稼いだものを、

タックスヘイブンで租税回避地、国外に出して

さらにもうけようとするのは、「あなた、愛国

心ありますか」と問いたくなります。そんな感

じがするんです。いっぱい稼いだ人の努力もあ

ると思いますが、それをぜひ国内のさまざまな

人のために使うということも、私は立派な愛国

心だと思うんです。だから、そういうふうな世

の中になってほしいなと思いました。

後でまた触れることもあるかもしれません

が、次の質問に移りたいと思います。実は、

「アベノミクスの成果」ということで言われて

おるわけですが、国は、平成29年度の予算編成

について、アベノミクスの成果を活用して、一

億総活躍社会の実現等の最重要課題に係る取り

組みを推進するとしていますけれども、県とし

てはどのように予算編成に取り組むのか。いろ

いろ予定が壊れたりしたところもあろうかと思

いますが、その気持ちをお聞きしたいと思いま

す。知事。

○知事（河野俊嗣君） 先日、閣議決定をされ

ました「経済財政運営と改革の基本方針2016」

によりますと、平成29年度予算編成のあり方に

つきまして、人口減少、少子高齢化という構造

的課題に対処するために、企業業績改善等によ

る税収の増収分や、歳出改革の取り組み等によ

る歳出減を「アベノミクスの成果」として活用

し、一億総活躍社会の実現など重要課題への取

り組みを推進するとされているところでありま

す。例年、県の予算編成につきましては、10月

に当初予算編成方針を定め、これに従い、29年

度の予算を編成していくこととしておりますの

で、この閣議決定で示された国の方針に基づい

て具体的な検討が行われ、施策が構築されてい

くことと思いますので、こうした国の動向を注

視しながら、歳入歳出を適正に見積もり、県政

の課題に対応する施策を構築してまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 県としては、国の動向、国が

どういうふうな確たる予算を組んでくれるのか

というのは、非常に重要な関心事ではあると思

うんです。ただ、私が思うに、アベノミクスの

成果をもって、例えば保育士とか介護従事者の

処遇改善に充てるとかいう、「アベノミクスの

成果を」というような言い方で、漠然としたも

ので果たしていいのかなというのは、財政論的

にも果たしてそういうふうな予算組みというの

はあるんでしょうか。国民に、こういう原資が

あります、これを税率を上げてでもいただいて

ここに使いますと、そういうきちっとしたもの

を提示することが、本来の財政学といいます

か、そういうものじゃないかなと思うんです。

安倍さんも一生懸命なんでしょうけれども、例

えば、2012年でしたか、比較して21兆円の税の

増収があったと言っています。21兆円の増収と

いうのは、調べてみると消費税で上げた分が８
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兆円とかですね。となってくると残りは13兆

円、実質上がった分が13兆円。しかし、13兆円

というのは、比較する平成12年がリーマン

ショックの極端に下がったときですから、そこ

と比較した場合に、果たして順調な税収の伸び

と見ていいのかなと、ちょっと不安も感じると

ころであります。ですから、国民に提示する場

合には、確たるものを持ちながら提示していた

だきたいなという思いはあります。

次に、地方自治の精神を問うているのかなと

思って、「みやざきの提案・要望」の87ページ

に、いわゆる空飛ぶ補助金について、県は財源

の移譲を求めていますが、その狙いは何なのか

ということを、知事にお聞きしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） このいわゆる空飛ぶ補

助金は、都道府県を介さずに国から市町村や民

間事業等へ直接交付されるものでありまして、

例えば、県内の多くの中小企業において設備投

資等に活用されております、いわゆるものづく

り補助金などは、国から直接、民間事業者に交

付されているものであります。財源として確保

できる、これは大変ありがたいことであるわけ

でありますが、社会経済情勢の変化、グローバ

ル化の進展などによりまして、地域社会の抱え

る課題が複雑化・困難化する中においては、地

域の実情を知る県や市町村と国がしっかりと連

携をし、民間事業者と一体となった取り組みを

進めることにより、より効果的・有機的な施策

を展開していくことが必要なわけであります。

県としても、しっかりその情報を把握していく

ことも必要なのではないかという思いから、今

後とも、「みやざきの提案・要望」や、全国知

事会等と連携した取り組みを通じて、地方の果

たすべき役割と責任に見合う税財源移譲という

ものを求めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 地域の実情を知る、県は県内

のことは十分知っておるというか、そういう立

場にあるわけですから、税源を移譲していただ

いて、かゆいところに手が届くような事業を、

それぞれの関係市町村と相談をしながらやって

いくためにも、税源をくれということなのかな

と、今の知事の答弁を聞きながら、そういうふ

うに解釈をいたします。受け手の側としては、

早く金をもらいたいというのもあるから、いい

のかなという感じはしましたが、県と市町村と

の関係とか民間団体との関係では、県が熟知し

ておるという意味で述べられているんだろうな

と解釈をいたします。

次に、ふるさと納税についてであります。こ

れは私も、１年前の６月議会で、その問題点も

指摘しておったところでありますけど、それぞ

れが一生懸命やっていると思いますが、中に

は、金券を出しておるとか、過剰な取り組みも

あったりとかで問題点も出ておるようです。県

民から、「宮崎県はどれだけ寄附をもらって、

税額控除で減免した分はどのくらいなんです

か」とよく聞かれるものですから、私、今回聞

こうと思っていたら、たまたまきょう、昼のニ

ュースか何かで、ある程度のふるさと納税の国

がまとめたのが出たと聞いたんですが、私が質

問したときには26年度分しか出ていないという

ことでありますので、これは総務部長にお聞き

したいと思います。県内市町村の平成26年度に

おけるふるさと納税の受け入れ金額について伺

いたい。あわせて、平成26年度中のふるさと納

税に係る個人住民税の寄附金税額控除額につい

てお伺いしたいと思います。

○総務部長（桑山秀彦君） 県及び県内市町村

の平成26年度におきますふるさと納税の受け入



- 203 -

平成28年６月14日(火)

れ金額は、県が約320万円、県内市町村の合計が

約23億68万円となっております。また、総務省

の公表資料によりますと、こちらは暦年になり

ますが、平成26年中のふるさと納税に係る県内

の個人住民税の寄附金税額控除の総額は約5,819

万円となっております。

○太田清海議員 宮崎県としては、そういう善

意をいただいておるという意味では、効果が出

ているのかなと思います。

全国的にも問題になって、少しブレーキをか

けるようなところもあったんですが、ふるさと

納税の趣旨を踏まえてどのように取り組んでい

るのかということを、商工観光労働部長にお聞

きしたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） ふるさと

納税は、生まれ故郷やお世話になった地域、こ

れから応援したい地域に、税制を通じて貢献す

る仕組みとして創設されたものでありまして、

納税者が寄附先を選択できますことから、各自

治体におきましては、みずからの地域を選んで

もらえるよう創意工夫をしながら、魅力の発信

に取り組んでおります。このため本県におきま

しても、返礼品として宮崎ならではの特産品や

旅行商品を用意し、宮崎の多彩な魅力のＰＲに

努め、宮崎のファンを１人でも多く獲得できま

すよう取り組んでいるところでございます。こ

のような中、総務省からは、プリペイドカード

のような換金性の高いものや、返礼割合の高い

返礼品の送付は行わないよう求める通知が出さ

れておりますが、本県におきましても、ふるさ

と納税の趣旨を踏まえながら、引き続き、適切

な制度の運用に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 宮崎県の場合は適切な制度運

用を図っていきたいということであります。ま

た、それなりの効果はあると思いましたので、

よしとします。26年度の結果を聞いたわけです

が、27年度もそろそろ出るのかなと思いますの

で、聞く機会がありましたら、また聞いてみた

いと思っております。金券を発行したところで

は、高価な車を買ったとかそんな情報も入って

くるわけですが、税金を全然納めていない人に

は、このふるさと納税の効果は出てこないんで

す。丸々寄附ということになるわけですが、そ

ういう善意をいただくことはいいとしても、低

所得者の人はふるさと納税のちょっとしたもの

が出ないものがあるなというふうな気もいたし

ます。

それでは次に、関連して、商工観光労働部長

に別な視点で聞きたいと思いますが、宮崎労働

局の「宮崎県正社員転換・待遇改善実現プラ

ン」というのがあるのを聞きました。これにつ

いて、宮崎県での取り組みをお伺いしたいと思

います。実はこのプランについては、ことし２

月の私たちの合同政策研究会の中で、初めて労

働局の方が来られて説明されたものですから、

あれっと思って、聞かせていただきます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 「宮崎県

正社員転換・待遇改善実現プラン」につきまし

ては、宮崎労働局が本年３月に策定したもので

ありますけれども、これは、いわゆる不本意非

正規労働者を減らすことなどを目的につくられ

ました国のプランの地方版として作成されたも

のでございます。プランの内容といたしまして

は、国のキャリアアップ助成金の活用による正

社員転換等の推進、あるいはハローワークにお

ける正社員就職実現に向けた取り組み強化など

でございます。県といたしましては、労働局と

連携して経済団体等への働きかけを行うなど、

プランの推進に努めてまいりたいと考えており
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ます。

○太田清海議員 派遣労働とかああいったこと

は、どうもこの働き方を国民にさせちゃいかん

よという思いから、ずっと質問させてもらって

おりますけれども、国がこういう正職員への転

換を図ろうというような動きをつくってこられ

たのは、私も評価したいと思うんです。それは

恐らく、民間に対して、宮崎県として取り組ん

でおられると思うんですが、宮崎県の臨時職員

の人たちとかのあれもありますので、その辺も

ひとつ光を当てていただきたいとは思います。

この問題で私がちょっと首をひねったのは、

厚生労働省の労働局というのは、正規職員をふ

やそうという動きを今しているわけですね。厚

生労働省の団体はですね。ところが、規制緩和

をするところが今、一生懸命派遣労働をつくろ

うとしたり、規制緩和でやっていますよね。規

制改革会議、これは内閣府ですよね。内閣府は

派遣労働的なものをつくろうとしている。片や

労働省は、派遣労働をできるだけやめさせて正

規労働に変えようとしている。私、これは、

「内閣の不一致」とかいう言葉がありますけ

ど、行政内部での国の意思の不一致があるよう

な気がして、この辺を国としては改めていただ

きたいなという思いがあります。ぜひ県とし

て、そういった待遇改善に向けて頑張っていた

だきたいと思います。

最後に、知事に質問いたしますが、きのう、

髙橋議員からも指摘がありましたけれども、

ジョゼフ・スティグリッツ米コロンビア大学教

授が、３月16日、政府の国際金融経済分析会合

の中で、消費税は延期したほうがいいよと言わ

れた。私もそれしか新聞を見てなかったもので

すから、スティグリッツさんは消費税を延期し

たほうが日本のためにといって提案しただけな

んだろうなと思っていたら、毎日新聞のほうで

は、スティグリッツさんが、累進課税とかそう

いったこともあるじゃないか、そこをきちっと

課税を、いい意味での強化をしてやらないかん

と提案していると書かれていたのを、私も見逃

しておりました。だから、経済学者から見れ

ば、消費税を上げるとかいうことの前に、き

ちっとやるべきことはあるんじゃないですかと

いうことを指摘しているような気がいたしまし

てですね。その辺も含めて、消費税延期に今注

目が集まっておりますけれども、そもそも所得

税とか相続税、法人税等について、高額所得者

や大企業などからの税収をふやす税制が望まし

いのではないかと思いますが、知事の所感を伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 税制のあるべき姿、そ

の時々、置かれた状況によってさまざまな議論

があろうかと思います。大きく分けますと所

得、消費、資産等に分けることができるわけで

ありますが、それぞれの機能や役割を生かしな

がら、人口減少と高齢化の同時進行であります

とか、グローバル化の急速な進展など、社会経

済の構造変化に適応した税体系が構築されるこ

とが重要である。これが理想の税体系、これで

全然動かさないというものがあるわけではなし

に、社会経済の変化に応じて、その時々に望ま

しい最適なものを議論して模索をしていく、実

現をしていく、そこが非常に重要でありまし

て、税制全体のあり方につきましては、国にお

いて、このような社会経済情勢を見据え、ま

た、地方税財源の充実・確保の重要性を踏まえ

て、十分に論議いただきたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 知事のお考えとしては、わか

りました。私が思うに、最初、チャップリンの
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話をしましたけれども、高額所得者の人たちの

タックスヘイブン、お金を出してさらにもうけ

ようとせんでいいじゃないですか、幾らかのお

金でいいじゃないですか。「a little dough」

というやつですけどね。それで生きていこう、

みんなもそれで生きていこうという思いで、自

分が稼いだものを社会にもう一回還元しよう、

そういう思想というのは今から大事になってく

るんじゃないかなと思って、述べさせていただ

きました。ありがとうございました。

次に、内田副知事に、本県農畜水産物の輸出

額が大幅に増加した要因についてお伺いしたい

と思います。これは有岡議員も質問されており

まして、きのうボタニックガーデンの話も出て

いましたが、有岡議員のほうがボタニックガー

デンのことを質問した中で、入場者が5,200人か

ら４万7,000人にふえたと。私はそれを聞いたと

きにびっくりしました。はあと思ってですね。

ふえたわけですから、もっと自信を持って威

張って言っていいんじゃないかなと思ったとこ

ろなんです。びっくりしました。実は農畜水産

物の輸出額も、25億円でしたか、伸びたという

ことで、実は25億円という金額がどういうもの

か私もわかりません、イメージ的には。ただ、

伸びたグラフを見ると、急激に伸びているもの

ですから、何でこんなに伸びたんだろうかと

思って、その辺のノウハウをひとつ内田副知事

にお聞きしたいなと思います。お願いいたしま

す。

○副知事（内田欽也君） 本県農畜水産物の輸

出実績は、前年度から４割増、今御指摘があり

ました25億1,600万円、これは過去最高の記録で

ございます。品目別では、牛肉や養殖ブリ、カ

ンショのほか、お茶やスイートピーも順調に伸

びておりまして、地域別では、東アジアに加え

て、北米やＥＵにおきましても大きな伸びを示

しております。これは、海外での日本食ブーム

などの追い風の中で、産地、企業、関係団体、

県の関係者が国内外の商社等と連携いたしまし

て、海外見本市への参加、日本食レストランで

のプロモーションなどさまざまな取り組みを着

実に積み重ねてきたこと、また品質や安全性へ

の評価が高まっていること、こういうことが大

きな要因ではないかと考えているところでござ

います。また、県の海外事務所や現地の貿易ア

ドバイザー等からのきめ細かな情報提供や、輸

出に取り組む産地、企業への支援などが輸出の

拡大を後押ししたものと考えております。引き

続き、官民一体となって、さらなる輸出の拡大

に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ頑張って

いただきたいと思います。これは、商工観光労

働部とか農政水産部のほうももちろん頑張って

おられるということで、その成果だろうと思い

ます。

次に、福祉保健部長に、保育所、介護施設の

雇用状況についてお伺いいたします。県内の介

護従事者の正規、非正規の割合についてお伺い

いたします。

また、県内の保育所等に勤務する保育士の常

勤、非常勤の割合について、過去３年間の状況

も含めてお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） まず、介護従

事者の状況でありますが、平成27年度に県が実

施しました介護サービス事業所の実態調査によ

りますと、県内の介護従事者の正規、非正規の

割合は、正規が65.2％、非正規が34.8％となっ

ております。

次に、保育士の状況でありますが、毎年実施

されております社会福祉施設等調査によります
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と、県内の保育所等に勤務する保育士の過去３

年間の常勤、非常勤の割合につきましては、平

成24年が常勤77.1％、非常勤22.9％、平成25年

が常勤76.8％、非常勤23.2％、平成26年が常

勤75.6％、非常勤24.4％となっております。

○太田清海議員 わかりました。非正規のほう

がじわりじわりふえているかなという感じもい

たしますが、先ほど言った労働局のプランでぜ

ひ改善を図っていただきたいと思います。

それから、実は私も、市役所におった時代に

―措置の時代でありますが―入所者が亡く

なられた場合は、私たち職員が呼ばれて、福祉

施設に行って、その人の相続財産を、施設の人

と確認しながら相続人にきちっと渡すという作

業を当時していたんですが、そういう思い出も

ありまして、２つほどお聞きしたいと思いま

す。老人福祉施設における入所者の金銭管理の

取り扱いについて、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 特別養護老人

ホームなど、老人福祉施設における入所者の金

銭管理につきましては、本人や親族などの身元

引受人と施設との合意の上で決定しておりま

す。基本は、自己管理となっており、入所者も

しくは身元引受人が金銭管理を行っております

が、事情により入所者もしくは身元引受人が管

理できない場合や、小口現金程度を預ける場合

は、金銭管理に関する契約を締結いたしまし

て、施設で印鑑や通帳などを管理しておりま

す。この場合、施設では、預かった印鑑や通帳

を別々に管理するなど、金銭管理に関する内部

牽制体制や、身元引受人等への定期的な収支報

告などの取り扱いについて、管理規程等に定め

て管理しております。県におきましては、施設

への監査において、適正に管理されているか確

認を行っているところであります。

○太田清海議員 わかりました。

今のは入所者のお金の管理でありますが、入

所者が亡くなった場合の慰留金品の取り扱いに

ついて、同じくお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 遺留金品の取

り扱いにつきましては、原則として、施設が身

元引受人に引き渡すこととなっております。仮

に身元引受人が事情により不在となり、相続人

の存在、不存在も明らかでない場合は、家庭裁

判所が選任する相続財産管理人が清算や分与を

行うこととなります。県としましては、入所者

から預かった金銭や遺留金品につきましては、

適正な管理や手続が行われるよう、引き続き指

導に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。もちろん福祉

施設は、一生懸命、県民、市民のために頑張っ

ておられるわけですが、不祥事が起きたりする

といけないなという思いから、そのあたりも聞

かせていただきました。

次に、危機管理統括監に、避難所の改善につ

いてお伺いしたいと思います。特に熊本地震の

場合、こんなに長期化するとは思いませんでし

たが、私も実はそういう避難所の選定を、当時

まだ二十のころにしたことがあります。公民館

とか小さな地区で選定すれば、みんな集まって

くれるということで、そんなに問題なかったん

ですが、こういった長期間の災害となってくる

と、さまざまな問題が出るようです。特に女性

の方の着がえの場所とか、授乳する場所とか、

そういったものも考えなければならない状況に

なってきたのかなと。小さな公民館等では無理

だと思いますけれども、大きな体育館とかで

は、そういう人たちに配慮した、避難所の仕切

りをするといった工夫も必要かなと思いまし

平成28年６月14日(火)



- 207 -

て、これは市町村の仕事ではありますけれど

も、危機管理統括監の意向についてお伺いした

いと思います。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 女性の立場

に配慮した避難所運営ということでございまし

て、平成23年の東日本大震災、今般の熊本地

震、こういったような震災で多くの被災者が長

期にわたる避難所生活を余儀なくされる中で、

女性の立場に配慮した避難所運営のあり方が問

われているところでございます。県の地域防災

計画におきましては、市町村は、避難所の運営

における女性の参画を推進するとともに、更衣

室や授乳室の設置など、女性や子育て家庭のニ

ーズ等に対応した避難所運営に努めることとさ

れております。これを受け、市町村におきまし

ても、女性の立場に配慮した避難所運営マニュ

アルの作成や、避難所運営訓練などの取り組み

を進めているところであります。県におきまし

ても、市町村職員等を対象とした研修会に、こ

れまでも取り組んでおりまして、今後とも、国

が策定したガイドライン等を踏まえ、市町村に

対しまして必要な助言を行ってまいりたいと考

えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひそういっ

た視点、いろいろな視点をよろしくお願いした

いと思います。

次に、公共事業の前倒しについて、総務部長

にお伺いいたします。平成28年度の公共事業等

の施行方針についてお伺いしたいと思います。

○総務部長（桑山秀彦君） 平成28年度におけ

る公共事業等の施行につきましては、県内各地

域の経済情勢あるいは社会資本の整備状況等を

勘案の上、事業効果を早期に発揮させるという

観点から、平成27年度の繰越予算及び平成28年

度当初予算をあわせまして、速やかな執行を図

ることを基本方針としたところであります。特

に今年度は、国からも予算の早期執行につきま

して要請がありましたことから、上半期におけ

る契約済み額の割合を８割程度とする数値目標

を掲げまして、最大限の努力を行うことによ

り、早期執行に万全を期すよう各部局に通知を

行ったところでございます。

○太田清海議員 それでは、代表して県土整備

部長にお伺いしたいと思います。私、これが報

道されたときに、８割を前倒ししてやるという

のは、思い切ってされているんだなと思って、

建設業協会の方々もそれを喜んでおられますか

ら、よしとしても、もしかして、例えば前倒し

することによって仕事が枯れるとか、端境期の

問題とか出てくるのかなと思ったわけです。そ

ういった契約済み額の割合のめどを８割程度と

していますが、この早期執行の課題はないのか

どうか、県土整備部長にお伺いしたいと思いま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 建設産業を

取り巻く環境が大変厳しい中で、また、社会資

本整備がおくれている本県において、早期執行

を図るということは、その経済効果や整備効果

をより早く発揮させる有効な手段であるととも

に、発注や施工時期の平準化につながり、労働

者の処遇改善等が図られるものと考えておりま

す。早期執行の課題でありますが、議員御指摘

のとおり、業界からは、歓迎する一方で、下半

期の事業量の不足を心配される声も聞かれてお

ります。この点につきましては、県土整備部と

いたしましては、ここ数年、年度後半の予算確

保についても、国の経済対策などにしっかり取

り組むなど対応してきたところでありまして、

今年度においても国の動向を注視しているとこ

ろであります。さらに、年度開始の前に前倒し
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して発注することを可能とするゼロ県債につい

て、県単公共事業や交付金事業での一層の活用

を、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 ゼロ県債という手法もなかな

かのアイデアだなと思いました。わかりまし

た。

次に、総合政策部長に、マイナンバー制度に

ついてお伺いしたいと思います。今、通知カー

ド、県内で送付されて、ほとんど終わったとは

思いますが、その県内での送付状況についてお

伺いしたいと思います。

○総合政策部長（永山英也君） 通知カード

は、市町村から世帯ごとに送付されておりま

す。県内で52万2,940通が送付されました。この

うち、宛先不明や郵便局での保管期間経過など

の理由で返戻をされ、市町村において保管され

ているものが、５月31日現在で１万4,338通と

なっております。

送付の状況は市町村によって異なっておりま

して、全て交付している市町村から、未交付の

割合が最高で3.5％の市町村まであり、県平均で

は約2.7％が不交付率となっております。なお、

全国平均の未交付率の割合は、４月28日現在で

ありますが、約3.5％となっております。

○太田清海議員 わかりました。

それでは今度は、マイナンバーカードの県内

の交付状況について、総合政策部長にお伺いい

たします。

○総合政策部長（永山英也君） マイナンバー

カードにつきましては、５月末現在で県内か

ら10万6,947枚の交付申請がなされております。

人口に対する申請枚数の割合が、全国平均約8.7

％に対しまして、本県は約9.4％となっており、

全国で６番目となっております。このうち、５

月31日現在で６万6,330枚が既に交付されており

ます。人口に対する交付枚数の割合が、全国平

均約3.7％に対しまして、本県は、市町村によっ

て約2.4％から8.2％と差はありますけれども、

平均で約5.8％となっております。

○太田清海議員 状況はわかりました。このマ

イナンバーカードの制度でありますが、不安視

するのは、妙なものがくっつけられてプライバ

シーが侵害されるとかいうことになっちゃいけ

ませんよというのは指摘しておったんですが、

所得の適正な把握とか、災害とか年金、効率性

を上げるという意味では、その辺の狙いとして

はあろうかと思います。妙なものがくっつかな

いように気を配らないかんと思いますが、私

は、タックスヘイブンの問題がこれで解決する

なら、ぜひやっていただきたいなという思いも

あります。わかりました。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。地

域包括ケアシステムの理念と本県の取り組みに

ついてお伺いをいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 地域包括ケア

システムは、高齢者が住みなれた地域で暮らし

続けられるよう、介護予防から住まい、生活支

援、医療・介護のサービスまでが、そのニーズ

に応じて一体的に提供される仕組みでありま

す。介護保険法により、全ての市町村は、団塊

の世代が75歳を迎えます2025年に向けて、生活

支援の体制づくりや、医療と介護の連携推進、

認知症対策の推進等に取り組むこととされてお

り、その中では、介護予防や、介護が必要に

なっても、リハビリ等によって再び自立した生

活が送れるようにするための支援も重大な課題

となっております。県では、こうした取り組み

を支援するため、地域医療介護総合確保基金を

活用しまして、医療・介護の専門職の連携を促
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進する事業などを実施するとともに、市町村の

職員等を対象とする研修会を実施しまして、県

内外の先進事例の紹介や情報交換を行うほか、

国のモデル事業を活用した介護予防の場づくり

を行うなど、市町村と連携しながら、地域包括

ケアシステムの構築に取り組んでいるところで

あります。

○太田清海議員 地域包括ケアシステムという

のは、イメージ的にはなかなか捉えにくくて、

漠としている感じがどうしても私自身するもの

ですから……。ただ、新聞報道でも出ていまし

たけれども、こういった体制をつくるために

は、介護とか医療とかいろんな資源が、きちっ

と地方にも存在していなければ、その体制づく

りは難しいところがあるのかなと思っていた

ら、今度、厚生労働省の有識者会議の中で、医

師数が多いというふうなことでそういう動きも

あるということで、これはどうなるのかなとい

う気がいたします。医師の偏在の問題とかを解

決していかないといけないんじゃないかなとい

う気がいたしました。予防介護という、予防に

力を入れながらいくというのも大事なことだろ

うと思います。ぜひ県民にわかる形で示してい

ただきたいと思います。

次に、地域医療構想の目的及び構想策定後の

地域医療構想調整会議というのがありますが、

この協議についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 人口減少や高

齢化が進む中、いわゆる団塊の世代が全て75歳

以上となります2025年を見据え、医療介護総合

確保推進法が制定されまして、都道府県は、将

来の医療提供体制に関しまして地域医療構想を

策定することとされました。地域医療構想は、

必要病床数の推計等を主な内容とするものであ

りますが、必要病床数につきましては、国の定

める一定の算定方法により推計した参考値であ

りまして、病床数の削減自体を目的とするもの

ではありません。構想策定後は、構想区域ごと

に開催します地域医療構想調整会議において、

必要病床数を参考に、医療関係者等が、地域の

実情に応じた医療体制の構築に向け、自主的な

協議を行うこととしており、県としましても、

各調整会議における議論が円滑に行われますよ

う、各地域の医療資源データを提供するなど、

必要な支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 今、福祉保健部長のお話を聞

きますと、国が示した必要病床数というのは、

固定的なものではない、基準によって柔軟に考

えていいんだよというイメージを受けました

し、また、地域医療構想調整会議の中で地域の

実情に応じて十分話し合っていいんだよという

イメージでお伺いしました。こういう数値にと

らわれることなく、削減というテーマでやって

いるのではないんだよということで、十分議論

をされていくといいのかなと思います。わかり

ました。

次に、同じく福祉保健部長に、貧困対策につ

いてでありますが、全国的に子ども食堂の機運

が高まっていますけれども、県としてこういっ

た動きに対してどう認識しているのかというこ

とをお伺いしたいと思います。私たちの地元延

岡でも、そういうのをつくろうといって、本当

に一生懸命頑張っておられます。その認識をお

伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 本県におきま

しても、民間団体等により、ひとり親世帯など

家庭的な環境や経済的に恵まれない子供を対象

とした子ども食堂の取り組みが広がりつつあり

ます。子ども食堂では、日ごろ一人で過ごすこ
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との多い子供は、同世代の子供たちと会話しな

がら食事ができ、また、多忙で食事をともにす

る時間のとれない親子は、一緒に参加すること

によりまして親子の触れ合いの時間が確保でき

るなど、さまざまな効果があるものと考えま

す。このようなことから、子ども食堂は、本県

の子供の貧困対策はもとより、健全育成を促す

上でも大変意義のある取り組みであると認識し

ております。

○太田清海議員 わかりました。こういった子

ども食堂をつくろうとしておる人は、いても

立ってもいられずというか、いたたまれずそう

いったのをつくってあげないといかんという、

本当に心からくる善意で動いておられると思い

ます。そういう点では高く評価したいと思いま

すし、いい形ができるといいなと思っていま

す。ただ、私たち政治に携わる者として、子供

の貧困の問題は、やっぱり政治家の責任、政治

の責任でもあるんじゃないかなと思います。例

えば、所得を上げる。派遣労働の問題もありま

すけれども、そういった働く人たちの所得向上

を図っていく、失業のない社会をつくっていく

とか、そういったことも大きな支えになろうか

と思いますので、私たちもその辺を見ながら支

えていきたいと思っております。

次に、県土整備部長にお伺いいたします。ダ

ムの放流方式でありますが、祝子川ダムの放流

方法の変更と改良工事を行っておるということ

を、私も勉強不足でしたが、延岡土木事務所の

通信で知ることができました。それで、こう

いった改良工事等について、県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 近年、雨の

降り方が局地化、激甚化する中、祝子ダムがあ

ります祝子川の流域でも計画を超える大きな洪

水が発生しておりまして、これまでの放流方法

では、下流の河川水位が急激に上昇し、河川改

修が完了していない箇所において浸水被害が発

生しております。このため、来年の出水期まで

に、祝子ダムでは、下流の河川水位が急激に上

昇しない放流方法へ変更し、また、放流能力を

大きくするための放流口を新たに設ける改良工

事を行っているところであります。あわせて、

ダムの下流では河道掘削や築堤などの河川改修

を実施しており、浸水被害の軽減を図ることと

しております。今後とも、地域の皆様に対して

情報を発信しながら、引き続き河川改修を進

め、祝子川の洪水対策に努めてまいりたいと存

じます。

○太田清海議員 住民の方も知らないというこ

とはないんでしょうけど、いろいろな住民説明

会等開きながら、ぜひ徹底を図っていただきた

いと思います。ありがとうございました。

次に、最後の質問になりますが、ハマボウフ

ウについてお伺いいたします。ハマボウフウと

いうのは、セリ科ハマボウフウ属の一種で、海

岸砂地に自生する多年草と聞いております。山

菜として食用にするほか、漢方薬としても人気

があるということであります。私、そういう情

報をある方からお聞きして、「場所としては

「県北の海岸」と言ってくれ」ということであ

りました。特定して言うと、またとられるかも

しれないとかいう不安があって、今のところ

「県北の海岸」ということでお伝えしておきま

すが、県は現状をどう把握しているのかお伺い

したいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） ハマボウフウ

につきましては、議員がおっしゃいましたよう

に、全国の砂浜に自生するセリ科の多年草でご

ざいまして、葉っぱや根っこを食材等に利用す
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るために採取されることもございます。本県で

も広く分布していますが、最近、一部の地域で

その数が大きく減少している状況にあります。

このため、本県版のレッドリストに昨年度初め

て登載したところでありまして、広く県民に保

護の必要性について周知してまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 実は、私も現場を見たんです

が、可憐な花というか、こんな草があるんだな

と思いました。自分のところでそれを栽培して

も、海水をかけないと育たないというようなこ

とで、そういうものなんだなと思いました。現

地ではロープを広いところに張ってあって、看

板が１つしか立っていないんです、ぜひ保護し

てくださいという看板が。あの看板をいっぱい

立てられるといいなという思い。それから、こ

ういった薬草になるものを、人気があるからど

んどんとってしまうとなくなってしまう。だと

するならば、何か地域で、ＮＰＯ法人じゃない

が、管理するような団体でもつくって、どうし

ても欲しいという人には有料で差し上げなが

ら、また保護を図るという手法とかできないも

のか。そのことがまた、その地域のまちづくり

にもつながるかなというような思いもいたしま

す。今後工夫をして、延岡市、県北のそういっ

たところには相談もしてみたいと思っておりま

す。

以上で私の質問も終わるわけですが、冒頭、

チャップリンの話をしました。「イマジネー

ション」という言葉がありましたが、これも日

本語の「想像」というのはちょっと軽いかなと

いう感じもいたしました。イマジネーションと

いうのは、もしかしたら、学校で言えば、いじ

められている子供、そのいじめられている人の

心を想像してみようよというようなこともある

ような、社会にあっては、派遣労働者の人たち

の寂しい気持ちも想像してみようよ、そういう

想像力とかいうのもあるような気がするんです

けど、チャップリンはそれを人生の全てについ

て語られたのかなと思っております。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○宮原義久副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 一般質問を

行います。

オバマ大統領の広島訪問は、大変衝撃的なも

のでありました。核使用による戦争終結は正し

かったとする考え方が米国内で主流を占める中

にあって、過去一貫しての経緯を乗り越え、ア

メリカの現職大統領としては、戦後初めて広島

を訪れ、歴史に残る演説をなされました。その

勇気たるや、政治家としてまさに称賛に値する

すばらしいものであったと思います。

ところで、知事は議会答弁等において、「私

は、アメリカのオバマ大統領と同級生だ」と幾

度か述べておられますが、大統領のあの勇気

が、もしもハーバード大学の卒業生の気質であ

るものなら、社会資本整備のおくれを初め、多

面にわたり有する宮崎県の窮状を蛮勇を持って

国に訴え、国の理解を引き出し、そして、本県

が目指す新しいゆたかさの実現につないでいた

だきたい。心からそう願いながらのテレビによ

る報道の視聴でありました。

それでは、本県のおくれを取り戻すべく貴重

な財源であります地方交付税についてお尋ねい

たします。

まず、昨年度創設されました、まち・ひと・

しごと創生事業費１兆円、この中の人口減少等

特別対策事業費6,000億円の配分のあり方につい

てであります。この事業費につきましては、人
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口減少等への取り組みの必要度が高い自治体へ

多く配分するという算定方式から、取り組みに

よる成果が高い自治体に厚く配分するという算

定方式に段階的に変えていく方針であると聞い

ております。しかしながら、人口減少問題は、

いとも簡単に成果の見える問題ではありませ

ん。そしてまた、この問題は、片や、黙ってい

ても人口がふえる自治体もあれば、他方では、

いかなる努力をもってしても、人口減少への歯

どめすらかからぬ自治体も存在するというのが

常であります。したがいまして、私は、この事

業費配分については、地方の努力のプロセス、

人口減少への取り組み内容など、その姿勢等に

対してこそ配慮がなされるべきであり、数字と

しての成果なきところには交付税を削減すると

いう考え方は、交付税の性格上、間違いである

と思いますが、知事の御所見をお伺いいたしま

す。

以下、自席にて質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

地方交付税の算定方法についてであります。

御指摘のありました人口減少等特別対策事業費

は、地方創生の推進を図るため、昨年度創設さ

れたものであります。人口を基本とした上で、

人口減少に対する取り組みの必要度及び成果を

算定に反映するものでありますが、国は、取り

組みの成果が徐々にあらわれてくると想定され

る来年度以降、この算定における配分額を段階

的に、必要度から成果に移行することを検討す

るとしております。この段階的な移行に際して

は、地方の意見も聞きながら行うとしていると

ころでありますが、地方交付税は、地方固有の

財源でありまして、その交付基準の設定を通じ

て、地方行政の計画的な運営を保障するという

地方交付税法の趣旨を踏まえて、この検討が進

められるよう、国に対し、知事会などを通じて

地方の実情を訴えてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 答弁にありましたように、総

務省では、人口減少対策について、２～３年で

効果が出るやに考えているようでありますけれ

ども、余りにもこの問題への認識が甘いと断ぜ

ざるを得ません。そしてまた、国は、この事業

費の配分割合については、成果に対する配分割

合を５割以上とすることを目指すと明言してお

りますが、これについての知事の御所見をお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 議員御指摘のとおり、

交付税の人口減少等特別対策事業費につきまし

て、国は、経済財政再生計画における改革工程

表におきまして、集中改革期間終了後の2019年

度以降に、取り組みの成果を反映した配分を５

割以上を目指すとしております。しかし、人口

減少対策につきましては、息の長い継続的な取

り組みが必要であると考えております。特に条

件不利地域、財政力の弱い団体にあっては、短

期的に成果がすぐ出るものではないと考えてお

ります。このような中、取り組みの成果に対

し、重点的に配分されるということになれば、

団体間の財政格差が今以上に広がる懸念があり

ますことから、この点を十分考慮するよう、国

に対し要望しているところであります。今後も

引き続き、人口減少対策には全力で取り組みま

すとともに、あらゆる機会を捉え、こうした算

定方法等につきましても、地方の声を届けてま

いりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひそうならなければいけな

いわけなんですけれども、地方の声を国にのま
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せるためには、今答弁いただいた成果配分５割

以上目標、これは経済財政諮問会議の意見であ

りますから、極めて重いものだと思います。で

すから、これを見直させない限り、訴えを実現

するというのは困難なことではなかろうかと思

いますが、再度、御見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 議員御指摘のとおり、

経済財政諮問会議の意見は極めて重いものであ

ります。これを見直すということは、非常に困

難であると思います。この諮問会議におけるさ

まざまな意見表明に至るまでにどれだけいろん

なプロセスが行われるか。各省の議論がある、

さらにはさまざまな審議会での議論というもの

を経て、この最終的なところに至るわけであり

ます。これまで述べてきましたとおり、交付基

準の設定は、地方交付税制度の根幹にかかわる

ことでありまして、財政格差を助長するような

ものであってはならないと考えておりますの

で、この基本的な考え方にのっとり、今後も

しっかりと知事会を通じて、また、国と地方の

協議の場などを通じて、国に対し意見を述べて

まいりたいと考えております。

○坂口博美議員 言われましたとおり、非常に

重いものでありまして、例えばここが出す答申

などは、閣議にすら影響を与えるというもので

ありますから、知事には相当腹をくくってか

かっていただかないと、なかなか大変であろう

と思います。お願いをいたしておきます。

次に、教育長に伺います。国は、歳出効率化

に向けた取り組みの中で、23の事業について、

民間委託や指定管理者制度導入などの業務改革

を促しておりまして、学校給食など16事業につ

いては、既に今年度より、基準財政需要額算定

に係る単位費用は、トップランナー方式による

金額を充てております。このことが今後、市町

村の学校給食業務について、財政の面から外部

委託を余儀なくされることへとつながるのでは

ないかと思いますが、外部委託導入による影響

について、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 学校給食は、適切な

栄養摂取によりまして、児童生徒の心身の健全

な発達に資することはもとより、地域の伝統的

な食文化についての理解を深めることなど、食

育推進の観点からも重要であると認識をしてお

ります。学校給食の民間委託につきましては、

市町村において、さまざまな角度から検討され

るべきものであると思いますけれども、民間委

託をする場合においても、食育や地産地消の推

進などに支障が生じることのないよう、工夫を

していくことが大切であると考えております。

○坂口博美議員 実態は、半分ぐらいがまだ直

営なんです。また、このメニューの中に、図書

館や美術館の管理費というのも含まれておりま

す。図書館については５府県、美術館について

は18都道府県が、その一部もしくは全部を指定

管理者制度といたしております。しかしなが

ら、本県では、そのいずれをも直営でなされて

いるわけでありますけれども、その理由につい

て教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 県立図書館や県立美

術館は、本県の生涯学習や芸術文化振興のため

の中核的な教育施設として、重要な役割を担っ

ております。両施設の指定管理者制度導入の可

否につきましては、これまでも検討してきたと

ころでありますが、県立図書館については、

「図書館の図書館」として、市町村図書館等へ

の指導・助言や全県的な図書館サービスの向上

を図る役割があります。また、県立美術館につ

いては、調査研究に基づく企画展や、県内各地

で優れた美術品に触れる機会を創出するアウト
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リーチ活動などの役割があります。これらはい

ずれも、高い専門性や長期的視野に基づく継続

的な取り組みが必要であることから、本県にお

いては指定管理者制度を導入していないところ

であります。

○坂口博美議員 知事、今聞かれたようなこと

なんですけれども、要するに、果たすべき責任

と保つべき水準があるということであろうかと

思います。そして、民間委託には無理があるん

だという説明であったと思います。しかし、国

では、行政経費区分見直しの中で、現在の給与

費を委託料に見直すとも言っております。そし

て、トップランナー方式とは、その単位費用に

ついて、委託費のコスト効率が優れておる自治

体グループの平均値などを採用しようとするも

のであります。こういったことになるとすれ

ば、いずれは財源不足に追い込まれ、直営の余

地はなくなろうかと思われます。

本来、地方交付税というのは地方固有の財源

であって、標準的な行政水準を保障するための

ものであります。まるで国庫から出す補助金で

あるかのごとく政策誘導的な配分は、国は控え

るべきと思います。総務省御出身の知事であれ

ば、なおさら、これについてのあるべき配分方

式を国に求めるべきであると思いますが、御見

解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今、地方交付税のそも

そも論、その性格論について御指摘がありまし

た。まさにそのとおりであろうと考えておりま

す。地方交付税算定におきますトップランナー

方式、これは歳出効率化の観点から、業務改革

で他の地方公共団体のモデルとなるようなもの

を、今年度から段階的に算定に反映するという

ものでありますが、人口規模の大きい都市部と

中山間のような人口減少の自治体とでは、その

置かれた状況というのは全く違うわけでありま

して、人口集積の都市部のアドバンテージをさ

らに後押しするようなことになっては問題では

ないかと思っておるところであります。

国は、導入に当たりましては、地方交付税の

持つ財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の

安心・安全を確保することを前提とすること、

また、小規模自治体等の財政運営に支障が生じ

ないよう対応することとしておりますが、本県

に限らず、市町村も含めた地方は、これまで

も、住民サービスの充実とのバランスを図りな

がら、効率化に取り組んでいるところでありま

す。国に対し、そういった地方の実情をしっか

りと訴えてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 力強い決意のほどを示してほ

しかったんですけれども、全国知事会の副会長

をなさっております鳥取県知事は、「地方創生

に向けた地方財政の現状と課題について」とす

る資料をまとめ、地方の税収が今なおリーマン

ショック以前の水準に届いていないこと、ある

いは、都道府県は、国を大きく上回る財政改革

を断行していることなどについて説明しており

ます。全国知事会の場でのこの行為には、地方

財政の徹底分析のみならず、国に対して是は

是、非は非と、はっきり物を申す勇気もまた、

鳥取県知事には大きく求められたのではなかろ

うかと思います。壇上で申しましたように、オ

バマ大統領の勇気のように、河野知事にも、国

に対して言うべきは言うという姿勢で臨んでい

ただきたい。それが宮崎の代弁者たる知事には

県民から求められているんだということを申し

上げまして、防災・減災対策について伺いま

す。

この議会では、これに係る質問が多くの議員

からなされました。そこで、重複を避けまし
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て、津波に係る問題についてのみお尋ねをいた

します。

現在、県は、防災拠点庁舎整備を進めており

ますが、建設場所を県庁駐車場とした県の考え

方に対し、津波被災の有無が議会側の大きな判

断材料の一つでありました。そして、これに対

する県の説明は、南海トラフを震源とする地震

による巨大津波を想定したシミュレーション

で、浸水しないことが判明しているというもの

であり、これが、防災拠点庁舎を当該場所に建

設する計画の議案可決へとつながったわけであ

ります。

そのような中、熊本地方を震源とする地震が

発生し、甚大な被害をこうむりました。この質

問を行うに当たり、改めまして、犠牲となられ

た方々の御冥福を衷心よりお祈りし、被災され

た皆様に心よりお見舞いを申し上げ、そして、

一刻も早く現地に普通の生活が戻ってくること

を御祈念いたすものであります。

ところで、熊本地震では、熊本城の石垣崩壊

や橋梁落下などの被害が発生し、これらに関す

るメディアの取材などに際し、「まさかこのよ

うなことが起きるとは思いもしなかった」、つ

まり、そのような被害は想定外であったとする

旨のコメントが、幾人からもなされました。し

かしながら、少なくとも行政や専門家などは、

これを想定外と済ましてはならないと思うので

あります。

御案内のように、熊本県においては、1904年

から2014年までの110年間に、震度４を超す地震

を都合63回も記録し、その中には、震度７の地

震が４回も含まれております。そしてまた、そ

れらの中には、城の石垣が壊れ、死者も50名を

数えた地震、あるいは228戸もの家屋が全壊

し、20名ものとうとい生命を奪った地震、そし

てまた、幾つもの橋が被災した地震など、さま

ざまな被害を経験しております。私は、これら

を考察するとき、いま少し思慮を深め、先述の

被害を想定しておくことはできなかったのだろ

うかとの残念さを禁じ得ぬのであります。

そして同時に、本県が被災予測を行うに際し

て、その精度に対する限界はさらに深められる

のではないかとの疑問をあわせ持つのでありま

す。建設予定地のすぐ近くまでが浸水区域とさ

れている中、この防災拠点庁舎建設予定地を浸

水想定区域に含めることなく、その懸念を責任

を持って全面否定ができるのか、危機管理統括

監に伺います。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 平成25年２

月に公表しました津波浸水想定でございます

が、これは、「津波防災地域づくりに関する法

律」に基づきまして、国が最新の科学的知見に

基づき想定した本県に最大クラスの影響を与え

る津波モデルに、詳細な地形データ等を追加し

た上で、最大クラスの津波が悪条件下で発生し

た場合に想定される最大の浸水域と浸水する深

さをあらわしたものであります。この津波浸水

想定におきましては、防災拠点庁舎の建設予定

地は、浸水域に含まれておりません。

○坂口博美議員 その想定とは、あくまでも検

証に基づいた上での想定の一つであろうと思い

ます。検証するに際して参考とした津波の動き

などに関与するさまざまな条件、例えば、ま

ず、どこでどのような規模の津波が発生し、そ

れが海岸線にどうたどり着いたのか。どのよう

な状況で陸に遡上し、どの程度の時間繰り返し

ながら津波は押し続けるのか。そして、それは

どこをどうやって流れるのか。また、流れを阻

害する建物や堤防などはどう入力したのか。逆

に、侵入水を誘引すると思われる堤防沿いの空
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間でありますとか道路敷等はどのように関与す

るとしているのか。そのほか、複雑多岐にわた

る条件があります。そして、当然ながら、これ

らの諸元をどのように入力するかで検証結果は

変わると思われますが、県が根拠とされた検証

結果というのは、建設予定地への津波浸水可能

性を求める視点からのものであったのかどう

か、再度、危機管理統括監に伺います。

○危機管理統括監（畑山栄介君） この津波浸

水想定でございますが、浸水が想定される区域

におきまして、ハード・ソフトの施策を総合的

に組み合わせた、津波防災地域づくりを実施し

ていくための基礎となるものでございます。具

体的には、津波防災地域づくりとして、津波浸

水想定をもとに、関係の市や町におきまして、

津波避難施設の整備等を推進するとともに、ハ

ザードマップを作成し、住民への周知を図るな

ど、住民の避難体制の整備等に取り組むもので

あります。このように、この津波浸水想定は、

県庁域など、どこか特定の地域を対象としたと

いうものではなく、県内の沿岸全域における浸

水域と浸水する深さをあらわしたものでありま

す。

○坂口博美議員 そういう一般論を聞いている

んじゃなくて、今尋ねているのは、建設予定地

が津波の浸水を受けることは全くないのかどう

かということを聞いているわけで、先ほどから

の答弁というのは、これに全く答えておりませ

ん。防災拠点庁舎を建てるに際して、知事がそ

の責任に基づいて策定した津波浸水想定であり

ます。今回、建設予定地のすぐ近くまで浸水予

想地域としているのに、ここまでは来ない、こ

こまでは来ると断定できるのか否かが疑問に

なって、これを尋ねているわけでありまして、

もし全く心配ないとするなら、その根拠を示し

てほしいと言っているのであります。防災拠点

庁舎予定地は本当に適地であると言えるのか、

この想定に責任を負うことになる立場の知事に

見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 県では、平成25年２月

に公表しました津波浸水想定を踏まえ、外来者

第一駐車場を建設地としたところであります

が、津波浸水想定に際しまして、設定する諸条

件によっては、県庁域が浸水することもあり得

ると考えております。東日本大震災のときに、

当時の浸水予定エリアの外側、すなわち、当時

は浸水しないと思われたところで多数の犠牲者

が発生した、そういう教訓もあるわけでござい

ます。そのため、このような浸水をも想定し、

十分な備えをしておくことが大変重要であると

考えておりまして、実施設計では、建設地の地

盤を現状よりかさ上げしますとともに、非常用

発電機などの設備機器を上層階に設置するなど

の対策を講じているところであります。防災拠

点庁舎が、大規模災害時においても、県民の生

命と財産を守る庁舎として十分な役割を果たし

ていけるよう、しっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 いくらやっても、これは将来

予測ですから、どちらがどうと言えないので、

これで終わりますけれども、今、かさ上げする

と言われた。しかしながら、これは最初から

あった計画ではないかなと思うんです。工事を

するとき、床掘りというのをやるんです。残土

処理に困るんです。だから、床掘りした残土を

盛り土として使うというのは基本です。ですか

ら、その心配に対して、その残土処理で、当然

織り込み済みであった浸水しないという前提条

件。そこに今回、危険を予測して幾ら盛り土さ

れるのか、そこらの説明がまだ不足していまし
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たけど、これはよします。

奥尻津波、海岸線で８メーターだったのが30

メーター上ったんです。今回の大船渡、40メー

ター上ったんです。どんなシミュレーションを

やってもこんな数字は出ないです。だから、そ

このところをぜひ、命にかかわることでありま

すので、もうちょっと深く考えてほしい。国交

通省の手引書を見ましても、津波浸水想定時の

留意事項として、津波浸水シミュレーション

は、津波浸水想定を決定するに際して有効な手

法ではあるが、その精度には限界があり、精度

と再現性に関して未解決の部分もあるとしてお

ります。そして、その誤差などに係る留意点を

示しております。

ところで、今取り上げている浸水想定につい

ては、平成19年に県が策定した地震減災計画で

は、本県における津波到達は沿岸域までとされ

ておりました。しかし、その後、平成23年に宮

大教授らのグループが、南海プレートなどのず

れにより、マグニチュード９規模の地震発生が

考えられるとして、その場合には、宮崎県庁や

宮崎市役所は50センチほどの津波が来る可能性

があると公表いたしました。さらに、その後、

今度は県が、暫定とはしているんですが、浸水

域は県企業局付近までであり、県庁外来者第一

駐車場までは浸水しないと、公表をまた改めた

のであります。そして、今回の想定へと続くの

でありまして、何度も変わってきているのであ

ります。

加えて、今回の検証は、超低気圧による海面

の上昇でありますとか、沖合からの猛烈な風に

よっての海水の押し上げなどは考慮されており

ません。申すまでもないことでありますが、こ

の建物は、災害時における対策拠点となるべき

庁舎でありますので、可能な限り想定を深め、

ソフト・ハード両面からの万全を期していただ

きますように、知事に求めておきます。

次に、避難施設に関して伺います。東日本大

震災で死亡もしくは行方不明となった消防団員

は254名でありまして、そのうち59名は、被災時

またはその直前に水門などの閉鎖作業に当たっ

た団員でありました。このことから国では、こ

れら施設の常時閉鎖や自動化、あるいは遠隔操

作化を急ぎ、現場作業員の安全を最優先しつ

つ、操作を確実なものとするべく取り組みを進

めているやに伺いますが、水門などに関する県

の取り組み状況について伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 本県におき

ましては、東日本大震災の教訓を踏まえまし

て、平成23年６月に、「津波襲来時の河川・港

湾等管理施設の対応指針」を策定いたしまし

た。この中で、消防団など水門等の操作をされ

る方々の安全を確保するため、津波到達までの

時間的余裕がない場合には、操作を行わず、直

ちに安全な場所へ緊急避難することとしており

ます。また、河川や港湾の水門等につきまして

は、現地で人が直接操作をする必要がない自動

閉鎖化等に、平成23年度から取り組んでいると

ころであります。県といたしましては、今後と

も、県民の生命・財産を守るため、南海トラフ

地震等に備えたソフト・ハード両面から津波対

策の推進に努めてまいりたいと存じます。

○坂口博美議員 東日本大震災による犠牲者に

ついては、死因の９割を溺死が占めておりまし

て、津波に巻き込まれたら、まず助からないと

いうことを思わせる数字となっております。そ

ういった中、「釜石の奇跡」、つまり、釜石の

子供たちが率先して高台へ避難したことで多く

の命が助かりました。「津波が来たら、とにか

く逃げろ」と言われてきた避難の効果の大きさ
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を改めて認識させたのであります。その教訓か

ら、津波から逃げるに適する場所がない地域で

は、避難タワーなど、津波から身を守る場所の

整備が各地で急がれております。

ところで、当然のことでありますが、ここで

重要なのは、緊急時に、誰もがいち早くそこに

たどり着けるか否かであり、そのために平時に

おいての訓練などが各所で行われております。

しかしながら、人々の行動が常に広範にわたり

なされている今時においては、いざ逃げろとい

うとき、必ずしも自分が日ごろから訓練をして

いる避難所近くで津波に遭うとは限らず、誰も

がいち早く最寄りの施設へ逃げられることをよ

り確実なものとするためには、いま一つの工夫

が求められると察します。

県は、避難施設の整備を促すべく、県単独補

助事業などでの対応をなされておりますが、津

波避難施設の指定箇所について、その施設数や

収容可能人数、さらには想定最大水位と施設の

高さ、そして案内標識や装備品の状況などにつ

いて、どう把握されておるのか、今後の課題を

含め、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 津波避難施

設は、これまで、沿岸の６市町において21の津

波避難施設の整備が計画され、昨年度末までに

６施設が完成しております。施設の規模でござ

いますが、津波からの避難が困難な住民の数を

基本として計画されておりまして、地域ごとに

異なっております。完成している施設では、収

容人数が70名のものから670名のものまでござい

ます。施設の高さにつきましては、その地域の

浸水深より４メートル程度の余裕を含めた高さ

とし、約８メートルから12メートルを確保して

おります。また、津波避難施設には、水や毛布

などが収納された備蓄庫や照明装置が設置され

ております。案内標識板につきましても、各市

町で設置を進めておりますけれども、夜間にも

見えやすい材料の使用など、わかりやすく避難

を誘導できるよう、県としましても、津波避難

施設の整備に補助を行う減災力強化推進事業を

活用しながら、関係の市や町を支援していきた

いと考えております。

○坂口博美議員 ここで１問、教育長に伺いま

す。県立宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」につ

いてでありますが、この船については、県民開

放型の船として極めて広範な運用を行ってお

り、県民からも高い評価を受け、県民の船とし

て親しまれているやに仄聞いたしますけれど

も、その評価はどういったところに基づくもの

なのか、まず運用実績などについてお伺いをい

たします。

○教育長（四本 孝君） 進洋丸は、宮崎海洋

高校の生徒を対象に、水産・海洋関連の基礎知

識や技術を身につけさせるとともに、海技士資

格の取得等を目的とした実習船として、重要な

役割を果たしております。また、年間のうち、

実習等の期間を除いた約２か月間の中で、可能

な限り広く県民の皆様にも開放し、活用をいた

だいております。具体的には、子ども会やスポ

ーツ少年団等を対象としたクルージングや、船

上からの魚釣り等の体験を通して、乗船された

方々が、日常では味わうことのできない感動を

覚え、海になれ親しむ心の醸成につなげている

ところであります。

その中でも、とりわけ、障がいのある子供た

ちなどの乗船体験では、海原での自然体験を通

して、発達障がい等の児童生徒の情緒安定につ

ながった事例や、不登校の生徒が登校できる

きっかけに結びついた事例など、利用者や保護

者からは、喜びの声が多く寄せられているとこ
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ろでございます。今後とも、進洋丸が県民の貴

重な財産としてさらに活用されるよう、さまざ

まな角度から検討してまいりたいと考えており

ます。

○坂口博美議員 今聞きましたところ、現時点

でもフル稼働とも思えるような窮屈な工程に

なっているみたいですけれども、さらに県民の

船たるべく、私は次のようなことを考えており

ます。それは、進洋丸については、出港してか

ら次に港の入るまでの間、ある意味、孤立した

集団として、多数の人間がごくごく通常的な生

活を営んでおります。食料も、燃料も、無線に

よる新聞も、電話も、そして自家発電による電

源も、当然ながら、ベッドも、風呂も、さらに

は、かなりな程度のけがや病気の手当ても船内

で行っており、さらに、水に至っては、いとも

簡単に海水から清水をつくることができます。

これらを初め、あらゆることをあの空間で自己

完結しているわけであります。

ところで、さまざまな災害において、食料

品、飲料水、医薬品、燃料、電気等々がいつも

共通して求められますが、このような生活に欠

かせぬものがことごとく、申し上げましたよう

に船舶には備わっております。しかも、陸上で

の道路に当たる海面は、いかなる地震にも豪雨

にも壊されることはないのであります。私は、

県有の船をさらに県民共有の財産とすべく、災

害時に活用すべきであると考えます。そして、

そのためには日ごろの訓練などが必要となりま

すが、防災訓練への参加についての考え方とあ

わせ、進洋丸の災害時活用につきまして、知事

に御見解を賜ります。

○知事（河野俊嗣君） こうした船舶は、食事

や入浴、宿泊などの機能が確保されていますの

で、さきの熊本地震におきましても、これらの

機能を生かして、被災者支援に活用されたとい

うことであります。御指摘の進洋丸は、長期航

海を前提に、食料や燃料等の備蓄、ベッドなど

の装備がなされておりますとともに、船内は車

椅子で移動できる通路幅が確保されまして、階

段やタラップの傾斜を緩やかにするなど、高齢

者にも優しいつくりとなっております。このた

め、先ほど教育長が答弁しましたように、実習

航海に、かなりの日数出るというような状況で

ありますとか、災害の状況にもよるわけであり

ますが、可能性としては、被災者の搬送手段や

一時的な避難所となり得るものと考えておりま

す。あらゆる災害に際してさまざまな選択肢を

持っていることは、非常に重要なことでありま

すので、市町村等と連携をしながら、災害時の

活用方法や防災訓練への参加等について検討し

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひお願いします。それか

ら、港につないでいるときに津波が来たとき

は、仮に規定どおりの運航をするとすれば、人

がそろうまでに時間がかかる。それまでに港の

外に逃げるべきですし、そういったことも含め

て、ぜひ今後検討していただくよう、お願いし

ておきます。

次は、農業問題についてであります。

ＴＰＰ協定や人口減少が進行する中で、今後

の本県農業の振興を期すべく、「第七次宮崎県

農業・農村振興長期計画（後期計画）」が今議

会に提案されております。輸入自由化に伴い、

米の転作やミカンの園地転換などを余儀なくさ

れながらも、本県は、今や、全国第５位の農業

産出額を誇る産地を形成いたしております。こ

れは紛れもなく、農業基本法施行に先立ち、本

県がスタートさせた防災営農計画の方向性が、

大きく変わりゆく世の流れを的確に捉え、そし
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て、これに県民一丸となって汗したことが大き

な要因だと考えております。後期計画策定に際

しての方向性と実現に向けての意気込みを、知

事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現行の農業・農村振興

長期計画におきましては、口蹄疫からの再生・

復興と農業の新たな成長産業化に向けまして、

農業者や関係機関と一体となって取り組みまし

た結果、農業産出額が平成26年で3,326億円と、

口蹄疫発生前の水準に回復して、一定の成果を

得たものと考えております。今般の後期計画に

つきましては、ＴＰＰ協定などの国際化の進展

や、担い手の減少・高齢化などの状況も踏まえ

まして、新しく重点プロジェクトを設けるな

ど、現計画を発展させる形で見直しを行うもの

であります。

具体的には、マーケットニーズに的確に対応

できる新しい産地と担い手の姿を示した「産地

経営体育成プロジェクト」を柱としまして、中

山間地域での所得向上や、誇り・きずなづくり

を進める「地域づくりプロジェクト」を組み合

わせ、今後５年間の本県農業の進むべき道筋

を、実効性のある計画として提示したところで

あります。

この計画の実現に向けましては、本年度、既

に必要な組織改正を行いますとともに、プロ

ジェクトチームを設置して、重点的かつ分野横

断的に推進することとしております。農業者や

関係機関の方々と手を携えながら、農業者が夢

と希望を持って邁進していけるよう、儲かる農

業の実現に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 今の答弁で、産地経営体とい

う新たな考え方が出てまいりました。方向的に

は今後向かうべきものの一つであると思いま

す。ところで、産地としての経営を成り立たせ

るためには、産地経営という新たな意識のもと

で経営を支える人材の育成、これが急務であろ

うと考えます。本県農業・農村の将来を担う人

材育成について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 儲かる農業の

実現のためには、確かな技術力や経営力、経営

環境の変化に的確に対応できる実践力を備えた

人材育成が極めて重要であると考えておりま

す。このため県では、ＪＡと連携して、産地分

析により、みずから経営改善に取り組む農業者

の育成や、それを支える指導者側のレベルアッ

プに努めますとともに、女性農業者の経営参画

意欲を向上させる取り組み等も行っているとこ

ろであります。さらに、昨年度から、地域リー

ダーを目指す若手経営者に焦点を当てた取り組

みといたしまして、知事を塾頭といたします

「みやざき次世代農業トップランナー養成塾」

の創設や、民間等と連携した最先端の営農モデ

ルを実証することで、新たな技術への挑戦を後

押しします「次世代型農場チャレンジファー

ム」の開設など、農業大学校を核とした総合研

修拠点化を進めているところであります。

今後は、これらの取り組みに加えまして、農

業高校と農業大学校の連携によります長期的視

点に立った人材育成プログラムを構築し、関係

大学の協力も得ながら、攻めの農業に果敢に挑

戦する人材を育成してまいりたいと考えており

ます。

○坂口博美議員 それが当然ですけれども、今

のような取り組みをもっての人材育成、これと

あわせて、年々深刻化してきております担い手

不足への対応も急務であろうと思いますので、

どうぞ死角のない取り組みを求めておきます。

そしてまた、人材確保と同様に、どのような
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ニーズにも応えられ、どのような視点からの評

価にも耐えられるような商品の提供、すなわち

商品力の強化への取り組みも不可欠でありま

す。これに係る御見解を農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県農産物の

商品力の強化を図っていくためには、品質向上

につながる新技術を開発・普及することに加え

まして、生産された高品質で付加価値の高い農

産物の商品情報をしっかり発信していくことが

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、本県の優れた生産技術や研究

開発能力を生かした、本県オリジナルの品種改

良や品質の向上につながる技術開発・普及に取

り組みますとともに、全国トップクラスの残留

農薬や機能性成分の分析技術を活用して、健康

認証商品や機能性を表示した商品開発など、消

費者の安全・安心や健康志向に着目した付加価

値の高い商品づくりとその情報発信に努めてい

るところであります。さらに、「宮崎県版ＧＡ

Ｐ」や「宮崎方式ＩＣＭ」などの、環境の保全

や安全・安心な農作物の生産につながる技術の

普及に取り組んでいるところでもあります。今

後とも、このような取り組みを促進することに

より、商品力の強化を図り、儲かる農業の実現

を目指していきたいと考えております。

○坂口博美議員 今、我が国の農政というのは

大変大きな転換期にあります。ぜひとも全力で

計画の具現化をしていただきたいと願っており

ます。

次に、土木問題について伺います。

内田副知事に伺いますが、去る２月議会で、

公共事業入札に関し、県が定めている最低制限

価格は、品確法に照らして疑問が残るとして、

その見直しを求めましたが、その後どのように

なっているのか、お伺いをいたします。

○副知事（内田欽也君） 最低制限価格の検証

につきましては、４月から５月にかけまして、

最低制限価格の見直しを行った沖縄県などに職

員を派遣し、情報収集を行ったところでござい

ます。今後は、建設企業に対して、直接工事費

あるいは現場管理費など、経費の詳細な内訳を

把握するためのコスト調査を実施いたしまし

て、最低制限価格の検証を進めてまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 前回の質問から４カ月程度し

かたっていないので、まだまだ時間を要するの

かなと思いますけれども、国土交通省ではこの

４月から、直轄の工事及び業務の低入札価格調

査基準について、工事については、予定価格

の87％から89％へ、コンサルタント業務につい

ては、73％から78％へと引き上げております。

そして、その内容でありますが、工事において

は、現場管理費は、予定価格に積算される技術

者の費用のうち、従来は、現場代理人と監理及

び主任技術者の費用のみを基準価格に計上して

おりましたが、今回、全ての技術者の費用を基

準価格に含めることとし、その結果、現場管理

費の基準価格への算入率が80％から90％へと引

き上がったものであります。また、コンサルタ

ント業務については、一般管理費等の率を30％

から45％へと引き上げたことで、この結果と

なっております。県では、最低制限価格算定に

際し、各経費についての算入率をどのようにし

ているのか、また、本県は、最低制限価格への

４経費参入率を非開示としている数少ない県の

一つでありますが、その公表に係る考え方とあ

わせ、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 最低制限価

格における現場管理費などの算入率につきまし
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ては、非公表としているところですが、本県独

自にコスト調査を行い、国の算入率を参考に設

定しているところであります。先ほど副知事が

申し上げましたとおり、現在、最低制限価格の

検証を進めているところであり、その中で、各

経費の算入率につきましても検証することとし

ており、算入率の公表のあり方につきまして

も、この検証とあわせて検討してまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 先ほどの内田副知事の答弁も

そうでありましたけれども、最低制限価格につ

いては、他県の事例や企業の経営状況を調査し

ているということでありました。ただ、今、私

が問題にしている最低制限価格というのは、品

確法に照らしたときに、所要の経費が計上され

ていないのではないか、そうであるならば、す

ぐに見直すべきだということを申し上げておる

わけであります。現在の最低制限価格が法に整

合していないということを前提であれば、時間

は急がれると思うんです。そして、今、御答弁

いただきましたように、さまざまな調査に基づ

く見直し要否の判断というもの、これは、地方

自治法などに基づいての経済面での公共の利益

を確保するときなどのために、知事がその政治

判断において行う行為です。ですから、これに

は当然入念な調査が必要だと思います。

それから、諸経費の算入率開示についてであ

りますけれども、ほとんどの都道府県が開示し

ていることに鑑みるとき、これについても開示

・非開示、そのどちらが公共の利益に資するの

かとの判断が知事に問われていると思います。

御検討を深められますようにお願いをいたしま

して、次に、特定ＪＶについて伺います。

県では、一定の工事などについて、特定ＪＶ

による入札を行っておりますが、その目的など

について県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 特定建設工

事共同企業体、いわゆる特定ＪＶは、技術的難

易度の高い大規模工事等を、２社または３社の

企業が共同して受注・施工するために結成する

共同企業体でありますが、本県におきまして

は、その多くが、トンネル工事や橋梁工事など

の特殊工法を要する工事に際して、県内業者へ

の技術移転を図ることを目的として行っている

ところであります。

○坂口博美議員 県内業者への技術移転が目的

ということでありますけれども、具体的に地元

企業にどの程度の技術移転がこれまで図られて

きているのか、お答えをお願いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 技術移転を

目的とした特定ＪＶにおきましては、施工実績

がない企業でも、ＪＶの構成員として実績を積

むことで、代表構成員としての入札参加資格を

取得できることとしております。その結果、代

表構成員として入札に参加可能な県内企業は、

現在、トンネル工事では22社、ニューマチック

ケーソン工事では７社となっており、このう

ち、この10年間で新たに参加可能となった企業

は、トンネル工事では８社、ニューマチックケ

ーソン工事では２社となっております。しかし

ながら、新たに代表構成員として入札に参加す

る企業がほとんどふえていないことや、近年、

工事件数が減少していることもあり、入札参加

資格を有する企業がふえていないなどの課題も

ありますことから、建設業関係団体の意見も伺

いながら、今後とも、よりよい制度となるよう

努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 トンネルについては、代表構

成員となれるだけの技術力と評価を持っている

企業だけでも22社育ってきているということで
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ありました。これは目的が順調に達成されたか

なと思っています。港湾もそれぐらいの数が

あったんじゃないかと思うんですけれども。第

３構成員の工事実績を、トンネルの場合、２本

までと制限されておるということで、技術とか

評価的には代表構成員となれる技術というもの

を培いながら、工事実績を重ねたがゆえに、Ｊ

Ｖをする相手がいなくなる、組めないという実

態があります。

それから、ニューマチックケーソン工事であ

りますけれども、10年間で２社のみの実績であ

りました。総合評価入札に際して企業の技術力

を評価するという項目があります。ここでは、

国発注の工事、県発注の工事双方とも、工事実

績として評価する対象としております。しかし

ながら、工事の成績評価―企業の部分です、

技術者の―これは県発注分しか認めない、国

の分は認めないということになっております。

ふえない理由がここらにあるのではないかなと

思っております。なぜかというと、県工事より

も、むしろ難易度が高いと言われている国発注

工事で仮に満点を取っても、県発注の工事を

持っていない、受注した経験がないとなると、

県発注の工事で満点を取った業者との比較で

は、仮に130点ぐらいのシートを使われたとする

と、これを評価していったときに12～13点の差

が総合評価で出るんです。これは逆立ちを三度

ぐらいしてもとれないような致命的な差になり

ますから、入札に参加する、積算する意欲さえ

湧かない、そういったことにつながっているの

ではないかなと。そうなると、競争性とか、あ

るいは将来に向けての人材育成、ここらを本当

に今のやり方で担保できるのか、甚だ疑問であ

ります。国の工事成績についてもやはり県は評

価対象とすべきと考えますが、再度御見解を伺

います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 総合評価落

札方式における企業の工事成績につきまして

は、県が発注した工事の同一業種における工事

成績平均点を、企業の技術力として評価してい

るところであります。議員御指摘の国の工事成

績につきましては、評定結果の情報共有が図ら

れていないことや、評定方法に違いがあったこ

となどから、現在、反映できていないところで

あります。このような中、品確法の改正を受け

まして、平成27年９月に、九州地方整備局や九

州各県等で構成される、「発注者間の連携強化

に向けた検討会」が設置されまして、工事成績

の評定方法の標準化や、評定結果の発注者間で

の相互利用についても検討を行っているところ

であります。今後とも、建設業関係団体とも意

見交換を行いながら、検討を進めてまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

今、答弁されましたように、技術者について

は、工事実績と成績、これはコリンズで国の工

事も引き出せる。ところが、国発注の企業に対

しての受注件数、これはやはりコリンズで出る

んですけれども、点数については、コリンズで

は出ない。だから、点数の取りようがないとい

う、これまでは物理的な壁があったと思いま

す。それはわかるんですけれども、品確法は、

国・県・市町村の情報共有を求めております。

だから、今後はやろうと思えばできるというこ

とで、さらに、うちには内田副知事がいらっ

しゃるわけでありまして、そこらに対しての情

報はいち早くとれる立場にありますから、ぜひ

ともよろしく善処方をお願いしまして、一般質

問を終わります。（拍手）

○宮原義久副議長 以上で本日の質問は終わり
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ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会


