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2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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7番 二 見 康 之 （ 同 ）
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13番 星 原 透 （ 同 ）
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15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 丸 山 裕次郎 （宮崎県議会自由民主党）

21番 中 野 一 則 （ 同 ）

22番 中 野 明 （ 同 ）

23番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民クラブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

34番 外 山 衛 （ 同 ）

35番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 宮 原 義 久 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

24番 横 田 照 夫 （宮崎県議会自由民主党）

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
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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



- 228 -

一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、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ござい

ます。

皆さんは、カラーという花を御存じでしょう

か。カラーは、ギリシャ語で「美しい」を意味

する「カロス」に由来しております。カラーの

花言葉は、「華麗なる美」「乙女のしとやか

さ」「清浄」です。このカラーの花を愛したの

が、第52代宮崎県議会議長を務めさせていただ

いた、私ごとで大変恐縮でございますけれど

も、私の父・丸山裕三元議長であります。父が

県議時代にはいろいろな方々に御迷惑をかけた

と思いますけれども、８期30年間支えていただ

きました皆様方には、故人に成りかわりまして

お礼を申し上げます。カラーの花を見たときに

は、丸山裕三を思い出していただければ幸いで

ございます。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

躍動する『みやざき新時代』予算として、２

月定例県議会に提案された5,821億円の当初予算

や、地方創生を推し進めるために予算化された

補正予算等について、国から内示があったよう

ですが、日髙陽一議員の質問で取り上げられた

産地パワーアップ事業で大きな内示差が出てお

ります。補正予算、当初予算とも国の決定が遅

くなったため、非常に苦労した予算編成であっ

たと理解しておりますけれども、内示差が大き

く、予定していた事業ができなくなるのでは

と、大変危惧しております。

そこで、特に、毎年のことですが、公共工事

の内示差は多額になっておりますけれども、今

年度の内示差と今後の対応について、知事にお

伺いいたします。

次に、防災対策について関係部長にお伺いい

たします。

改めて、４月に発生した熊本地震により亡く

なられた方々、被害に遭われた方々に対し、心

からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思い

ます。

さて、東日本大震災や南海トラフ地震・津波

対策として、国土強靭化基本法が平成25年12月

に成立しました。また、同法第10条に基づく計

画として、国土強靭化基本計画が平成26年６月

に閣議決定されております。さらに、同法第13

条に基づく国土強靭化地域計画を、都道府県ま

たは市町村が定めることができるとなってお

り、平成26年６月から、13都道府県16市区町で

国土強靭化地域計画策定がスタートしておりま

す。平成28年３月末までに、隣県鹿児島県、大

分県を含む31都道府県が策定しており、九州で

は、熊本地震で大きな被害を受けた熊本県と宮

崎県だけが未策定の状況で、おくれていると感

じております。

国では、この５月にも「国土強靭化アクショ

ンプラン2016」が閣議決定されており、建物・

交通インフラの耐震化や大規模津波などの減災

対策、さらには、異常気象等による浸水対策な

どの重点化プログラムを策定しており、このプ

ログラムをもとに、ＫＰＩ（重要業績評価指

標）の充実を掲げております。国土強靭化地域

平成28年６月15日(水)
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計画ができていないと、ＫＰＩもできないばか

りか、重点地域から外れるおそれがあるのでは

と懸念しております。一刻も早く、最低でも来

年度の予算査定が始まる前のことしじゅうに策

定すべきと思っておりますが、現在の国土強靭

化地域計画の進捗状況並びに策定時期の見通し

について、危機管理統括監にお伺いいたしま

す。

次に、熊本地震災害を受け、５月臨時県議会

で成立した補正予算で、緊急輸送路の橋梁・の

り面等の緊急点検を県北地域で行うことになり

ました。緊急ということで、被害が発生した県

北だけを緊急点検するということでありますけ

れども、緊急輸送路は全県下にありますので、

県下全域で実施すべきだと考えておりますが、

県土整備部長にお伺いいたします。

次に、地域福祉・医療の充実について、福祉

保健部長にお伺いいたします。

高齢化が進展し、社会保障費が増加する中、

医療と介護の連携の強化が大きな課題となって

おり、地域包括ケアシステムを国が推し進め、

本県でも推進しております。奈良県では、地域

包括ケアシステムの一環として、高齢者が退院

後も自宅で適切なケアを受けられることで、再

入院が必要となるケースを減らし、医療費の圧

縮を狙いながら、医療・介護の連携に必要な退

院調整ルールづくりを進めるため、市町村に対

し支援するモデル事業を始めております。

策定するルールには、病院からケアマネジャ

ーに高齢患者の入院時の連絡や、ケアマネジャ

ーから病院への患者情報の提供や、退院時の数

日前には連絡を行ったり、介護保険を利用して

いないものの、保険の適用が必要と判断される

患者の基準など、医療と介護の連携強化を具体

的に進めようとしております。そこで、医療と

介護の連携を初め、本県の地域包括ケアシステ

ムの取り組み状況について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

次に、畜産の振興について、農政水産部長に

お伺いします。

全国的な高齢化のため、畜産農家の減少、本

県で発生した口蹄疫等により飼育頭数が減少

し、子牛取引価格が高値で推移しております。

県として、生産性向上や生産頭数拡大の一環と

して、１年１産に向けた取り組みを畜産農家や

関係団体と取り組んでいますけれども、なかな

か現状は改善していないと聞いております。そ

こで、現在の状況と今後の取り組みについて、

農政水産部長にお伺いいたします。

肥育経営状況は、現在は枝肉価格が高値で推

移しており、素牛価格も60万程度だったため、

ここ数年は利益が出ており、マル緊事業による

価格補塡は発動しておりません。しかし、現在

の素牛価格は80万円を超えており、仮に現在の

枝肉相場で推移しても赤字が出る可能性が高

く、肥育農家の経営が厳しくなると子牛生産農

家にも悪影響が出るのではと、大変危惧してお

ります。そこで、今後どのような肥育農家対策

を行っていくのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

次に、安全・安心な県づくりについてお伺い

します。

日本最大の山口組が昨年８月に分裂し、他県

では抗争が激化し、射殺される事案が発生して

おります。約30年前の山一抗争になるのではと

大変懸念しております。山一抗争では、300件以

上の大小抗争が全国で発生し、双方で死者29

人、負傷者66人を出し、警察官、市民にも負傷

者４人を出しております。そこで、現在の本県

暴力団の情勢について警察本部長にお伺いしま
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す。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

公共工事の内示状況についてであります。厳

しい財政状況の中、社会資本整備のおくれてい

る本県にとりまして、公共事業予算の確保は極

めて重要であると認識をしております。私自身

もこれまで、機会あるごとに、関係省庁等に対

して要望を行ってきたところであります。しか

しながら、まことに残念なことでありますが、

今年度の公共３部の内示差につきましては、現

時点で、約95億円、内示率としまして約84％と

なっているところであります。今後の対応とし

ましては、昨年度と同様に、追加内示を積極的

に要望してまいりたいと考えております。ま

た、国の動向を注視しながら、補正等の動きが

あればスピード感を持って対応し、内示差額の

縮小に努めてまいりたいと考えております。

また、来年度以降の予算の獲得に向けまして

は、これまで以上に創意工夫を凝らし、本県に

必要な予算の確保に向けて、県議会の御協力も

いただきながら、要望や提案などに全力を挙げ

て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○危機管理統括監（畑山栄介君）

答えいたします。

国土強靭化地域計画についてであります。国

土強靭化地域計画の策定に当たりましては、国

土強靭化基本法に基づき、住宅や保健医療・福

祉、交通・物流、産業、国土保全などの施策分

野ごとに、どこが弱いのか、どんな課題がある

のかといった脆弱性の評価をした上で、施策の

推進方針を定めることとされております。

本県におきましては、昨年度から、庁内勉強

会を開催するとともに、南海トラフ地震等の大

規模自然災害が発生した場合に、県民生活・県

民経済が受ける影響を最小化するために必要な

施策分野を想定し、脆弱性評価について全庁的

な検討作業を進めてまいりました。また、現

在、熊本地震を踏まえた評価の見直しについて

も取り組んでいるところであります。今後は、

この脆弱性評価の結果を踏まえまして、今年中

を目途に計画を策定したいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 地域○福祉保健部長（日隈俊郎君）

包括ケアシステムについてであります。地域包

括ケアシステムの構築は、市町村が主体となり

まして、医療と介護の連携推進や介護予防、認

知症対策、生活支援体制づくりなどを進めてい

くものでありますが、県内市町村の取り組みは

緒についたばかりで、多くの課題に対応してい

かなければならない状況にあります。中でも、

医療と介護の連携推進は、単独の市町村では対

応が難しく、県が積極的に支援を行うべき課題

となっております。

このため県では、御質問にありました退院調

整ルールづくりを、昨年度、南那珂地域をモデ

ルに取り組んだところでありますが、病院の看

護師と地域のケアマネジャー等による検討を重

ねたことで、お互いの顔の見える関係づくりも

進むというような成果も得られたところであり

ます。今年度から他の地域にも拡大していくこ

ととしております。

県といたしましては、今後とも、地域医療介

護総合確保基金を活用したさまざまな事業や、

先進事例の紹介、情報交換の場の提供などによ

りまして、市町村等と連携しながら、地域包括

ケアシステムの構築に取り組んでまいりたいと
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考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（郡司行敏君）

えいたします。

まず、肉用牛の１年１産についてでありま

す。平成27年の繁殖雌牛の分娩間隔は、平均

で417日となっており、分娩間隔の短縮は、生産

性の向上を図る上で大変重要な課題であると考

えております。このような状況を県畜産協会の

データから分析してみますと、365日以内、いわ

ゆる１年１産を達成している牛の割合が、全体

の約４割を占める一方で、平均より長い500日以

上の割合も約１割あることから、１年１産を達

成している優秀な農家の取り組みを県全体に波

及させる必要があると考えております。

このため、県といたしましては、畜産新生プ

ランの後継プランの中でも、引き続き、繁殖雌

牛の分娩間隔の短縮を重点課題として位置づ

け、農家が繁殖成績を確認できる県畜産協会の

システムの積極的活用や、発情発見・分娩予測

装置などのＩＣＴ技術の導入支援、さらには、

普及センターや農業共済組合の獣医師等が連携

した農家研修会や巡回指導などを実施していく

こととしております。今後とも、農家や関係機

関と一体となって、生産性の向上にしっかりと

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、肥育経営の安定についてであります。

肥育経営の安定を図るには、まずは、肥育素牛

となる子牛を安定的に確保することが非常に重

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、繁殖基盤の強化を図るため、畜

産クラスター事業等を積極的に活用して、規模

拡大を志向する農家等の施設整備を支援いたし

ますとともに、ＪＡ等による繁殖センターや畜

産団地等の地域拠点施設の整備を推進している

ところであります。また、肥育農家のセーフ

ティーネット対策として、収益がコストを下

回った場合に差額の８割を補塡いたします経営

安定対策、いわゆる牛マル緊事業について、本

年度から、県内の肥育経営の実情をより反映し

た地域算定方式を採用することといたしまし

た。これらの取り組みに加えまして、肥育農家

が繁殖部門まで取り組む肉用牛一貫経営を推進

するなど、総合的な対策を講じることで、肥育

農家の経営安定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○県土整備部長（東 憲之介君）

答えいたします。

緊急輸送道路等の緊急点検についてでありま

す。熊本地震発生直後、地震対応マニュアルに

基づき、震度４以上を観測した県内ほぼ全域

で、緊急パトロールを実施しております。な

お、震度５弱以上を複数回観測した県北地域に

おいては、落石等が多数発生し、地盤が脆弱に

なっている可能性があり、余震による落石等の

おそれもあることから、５月の補正予算によ

り、道路のり面及び緊急輸送道路の橋梁につい

て、専門家による緊急点検を実施しておりま

す。県北以外の地域については、落石等による

被害は発生しなかったものの、各事務所に対し

て、職員及び委託している道路巡視業務による

パトロールの強化を指示し、道路のり面や路面

等について、より重点的に安全の確認を行って

いるところであります。今後、台風シーズンも

迎えることから、降雨による災害を防止する観

点からも、県下全域の道路の安全確保にしっか

り取り組んでまいります。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（野口 泰君）

します。

全国最大の暴力団組織である六代目山口組の
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分裂に伴い、本県においても、六代目山口組の

傘下組織が分裂し、対立する神戸山口組の傘下

組織に移籍しております。その結果、県内の暴

力団勢力は、六代目山口組傘下２組織、神戸山

口組傘下８組織の合計10組織に再編され、平

成28年３月現在、この10組織の構成員等、約180

名を把握しております。現在のところ、県内に

おける対立抗争事件の発生は認知しておりませ

んが、全国の情勢によっては、県内においても

同種事案が発生する可能性が排除できないこと

から、視察・警戒を強化しているところであり

ます。以上であります。〔降壇〕

それぞれ答弁ありがとうご○丸山裕次郎議員

ざいました。

まず、内示差について再質問を行いますけれ

ども、本県経済に大きな影響を与える地方創生

やＴＰＰ関連の内示差が非常に気になっており

ます。地方創生のトップランナーを目指して、

補正予算で国10分の10の地方創生加速化交付金

を活用して、さまざまな事業に取り組んでいく

と議会に説明しております。そこで、現在把握

している分でどれくらい内示差があったのか、

総合政策部長にお伺いいたします。

地方創生加速○総合政策部長（永山英也君）

化交付金につきましては、22事業、10億9,341

万4,000円の申請を行いました。このうち、16事

業、７億6,203万2,000円については、国の交付

決定を受けましたが、６事業について不採択と

なるなど、３億3,138万2,000円が減額されたと

ころでございます。

今、答弁にありましたとお○丸山裕次郎議員

り、残念ながら約７割しかついていないという

状況であります。地方創生の推進は、本県に

とって大きな課題であります。地方創生加速化

交付金で不採択になった事業等につきまして

は、必要な財源を確保されるなど、事業の実施

にしっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。また、平成28年度から創設されました地方

創生推進交付金については、これから国に申請

されると伺っておりますので、これについて

も、内示差が生じた場合には、同様に取り組ん

でいただくことをまず要望しておきたいと思っ

ています。

次に、ＴＰＰ大筋合意を受けまして、国にお

いて、ＴＰＰ対策として、畜産クラスター事業

や産地パワーアップ事業などの事業が農業分野

で盛り込まれましたけれども、ＴＰＰ関連予算

の農業分野での現在把握している分でどれくら

い内示差があるのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

県では、国の○農政水産部長（郡司行敏君）

補正予算で措置されました農業分野のＴＰＰ関

連対策事業といたしまして、産地パワーアップ

事業や畜産クラスター事業などに、補助金約79

億円を予定しておりましたけれども、現時点で

の国からの配分につきましては約45億円で、予

算額に対し57％程度、内示差は約34億円という

状況でございます。

非常に残念な結果だろうと○丸山裕次郎議員

思います。答弁にありましたように、６割

弱、57％しかついていない。本当にこれで宮崎

の農業を守って発展させていけるのかと心配し

ております。隣県の鹿児島県議会の同僚県議に

鹿児島県の内示状況を聞いたところ、びっくり

する答えが返ってきました。鹿児島県は、ＴＰ

Ｐ関連の農業予算だけで67億円計上しているみ

たいです。かなりの額の内示があったというこ

とです。精査しておりませんので、ここでは金

額は申し上げられませんけれども、かなりの額

がついているということです。何で宮崎だけこ
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んなに少ないんだろうというぐらいの差がつい

ております。わずか６割弱、57％しかついてお

りません。同じ農業県でありながら大きな差が

ついて、非常に危惧をしております。なぜこの

ように予算措置に差が生じたのか、農政水産部

長には早急に検証をお願いしておきます。

改めて知事に、総合政策部長、農政水産部長

から答弁がありました、地方創生・ＴＰＰ関連

予算の内示差が大きかったことを踏まえ、今後

どのように対応されるのか、お伺いいたしま

す。

御指摘がありました、○知事（河野俊嗣君）

国の財源を獲得しながら取り組んでいく地方創

生やＴＰＰ対策、いずれも非常に重要な事業だ

というふうに考えております。このため、今

回、国から内示がなかった事業のうち、例え

ば、東九州メディカルバレーの海外展開や、農

業分野での新たな担い手確保の強化につきまし

ては、厳しい財政状況ではありますが、内容を

再整理した上で、今議会に予算補正をお願いし

ておるところでございます。地方創生加速化交

付金、額自体は九州で２位、全国で７位という

状況ではありますが、我々の要望とは差がある

と。しかも、ＴＰＰ関連対策ではかなりの差が

あるというところをしっかり重く受けとめる必

要があろうかと思っております。冒頭お話のあ

りました故丸山裕三先生は、社会教育に大変力

を入れておられたわけでありますが、地方創生

加速化交付金においても、将来を見据えた人づ

くりなどの重要な事業はたくさんあるわけであ

りまして、次の機会に向けて、積極的に財源の

確保に向けて取り組んでいくとともに、県議会

の先生方を初め、本県選出の国会議員の先生の

力もいただきながら、国に対して引き続き、事

業の継続や必要な予算の確保を求めていきたい

と考えております。

予算がなければ前に進まな○丸山裕次郎議員

いと思っています。特に、地方創生並びにＴＰ

Ｐ関連事業の展開によっては、本県の経済に大

きな影響を与えると思っております。ぜひ知事

には、リーダーシップをとって、国のほうに予

算確保をしっかりやっていただきたいと思って

おりますし、特に、ＴＰＰ関連予算は27年度補

正でしかついていなくて、28年度はまだ別枠で

予算はついていない状況であります。28年度は

予算はついていない、29年度もどうなるかわか

らないという状況であると思います。また、地

方創生に関しても、10分の10国が見る予算だっ

たのが、28年度では２分の１しかついていない

予算になってきている。来年度、29年度はどう

なるのか、地方創生、本当に大丈夫なのかと

思っておりますので、しっかりと県選出国会議

員とも連携しながら、我々議会も協力していき

ますので、頑張っていただきたいということを

要望しておきます。

今回は、冒頭に話をしましたけれども、補助

公共のことや、地方創生・ＴＰＰ農業分野の内

示差だけを質問させていただきましたけれど

も、全ての事業の内示差をできるだけ早く議会

に説明していただくことを要望しておきます。

これまで県は、２月補正で国庫補助決定により

削減しますと、それだけしか説明しておりませ

ん。説明足らずだと思っております。どうして

も予算が確保できず、事業縮小や事業ができな

くなった場合には、速やかに議会のほうに説明

をいただくことを重ねて要望しておきたいと

思っております。

次に、防災対策に関し、再質問を行います

が、その前に、国土強靭化地域計画に関し、要

望申し上げます。壇上からも述べましたとお
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り、策定が非常におくれていると思っておりま

す。一日も早い策定を要望しておきます。ま

た、他県では、市町村でも国土強靭化地域計画

を策定しておりますので、市町村に対しても適

切なアドバイスをお願いしておきます。

それでは、防災対策に関して再質問を行いま

す。熊本地震では、大動脈である国道57号で大

規模な地すべりが発生しました。私も、高千穂

町に住んでいたときよく通っていた道路だけ

に、非常に驚いております。緒嶋先生から聞い

たことでありますけれども、熊本地震では、報

道で取り上げられた以外の多くの国県道で、地

すべりにより通行どめになっておりますけれど

も、広域農道では、地形を生かした形で道路を

整備したためか、大きな被害は出ていないとい

うことでありました。国県道は、線形や縦断を

重視して施工したことと、施工した後、目視に

よる点検しか行ってきていない。しっかりとし

た科学的根拠に基づくのり面の維持補修をして

いなかったためではないかと、私は思っており

ます。宮崎県にも、国道10号・220号など、大動

脈の国道・県道が多数あります。道路改良工事

を施工するに当たり、地すべりしやすい地層が

あるということで、地すべり対策としてアンカ

ー工法などで施工した現場が多々あります。ア

ンカーを設置して、その後、しっかりした維持

補修ができていないのが現状ではないかと思っ

ております。今後は、アンカー工法等を行った

のり面を重要のり面と位置づけ、橋梁のように

定期的に点検を行い、計画的に維持管理を行う

べきだと思いますが、県土整備部長の見解をお

伺いいたします。

道路の維持○県土整備部長（東 憲之介君）

管理につきましては、日常的なパトロール等に

よる点検を行い、道路のり面などで異常が確認

された場合には、補修工事を実施しているとこ

ろであります。また、長寿命化を図るため、国

のインフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設

ごとの修繕計画を策定することとなっておりま

して、現在、重要構造物である橋梁、トンネル

について優先して計画を策定し、５年に一度、

定期点検を行い、必要に応じ維持修繕を行って

いるところであります。お尋ねの道路のり面に

つきましても、本県の地形が急峻であるため、

多くのアンカー工法等が施工されていることか

ら、今後、同様の修繕計画を策定し、計画的な

維持管理に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、アンカー工法等で施○丸山裕次郎議員

工されたのり面だけでなく、テールアルメ工法

とかＥＰＳ工法など、特殊な工法で施工された

箇所もありますので、インフラ長寿命化計画の

中に盛り込んでいただき、計画的な維持管理が

できるように要望しておきます。

熊本地震では、多くの方々が被災し、避難所

に集まり、大変混乱が生じた状況が報道されま

した。混乱した要因の一つとして、多くの方々

が非常持ち出し袋の準備をしていなかったと

思っております。本県でも、いつ、どこで大き

な災害が起きるかわからない状況ですので、自

分の命は自分で守る観点から、非常持ち出し袋

運動を積極的に行うべきだと思っておりますけ

れども、危機管理統括監にお伺いいたします。

災害時に命○危機管理統括監（畑山栄介君）

を守るためには、まず、安全な場所に迅速に避

難することが第一でございますが、避難に際

し、最低限必要となる食料や水、懐中電灯、こ

ういったものなどを持ち出すことも大切でござ

います。そのためには、各家庭で、避難の際に

何を持ち出すかについて日ごろから検討し、非
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常持ち出し袋を準備しておくことは大変有効で

あると考えております。県におきましては、家

具の固定や避難場所の確認、食料や水等の備蓄

など、災害から命を守る備えの必要性について

継続的に啓発を行っておりますが、今年度は、

新たに、ホームセンターなどと連携し、非常持

ち出し袋などの防災用品の展示・販売を行う

「備え推進キャンペーン」を実施する予定にし

ております。今後とも、こうした取り組みを通

じて、県民の防災力の向上に努めてまいりま

す。

非常持ち出し袋まで準備し○丸山裕次郎議員

ていただくのが当たり前かもしれませんが、な

かなか簡単にはできない運動かもしれませんの

で、最低１人１本ペットボトルの水を持つ。例

えば、家の中とか職場とか車などにマイペット

ボトルを置いておく運動も必要であろうと思っ

ております。私自身のことでありますが、今、

自宅や車の中に水を置いておくようにしており

ます。自分の命は自分で守るという自助の精神

を、市町村や関係団体と連携しながら、啓発活

動をまずしっかりとやっていただくことを要望

しておきます。

次に、地域福祉・医療の充実について再質問

いたします。地域包括ケアシステムで大きな柱

である介護予防等の事業が、市町村で取り組ま

れるようになりました。私は、本県の特質であ

る農林水産業を生かした介護予防事業等ができ

ないかと考えております。一例を挙げますと、

小林市野尻町には薬草、ハーブの研究をしてい

る県有施設があります。薬草やハーブは軽く、

手作業が多いので、高齢者にとって有益な仕事

になり、介護予防になるのではないかと思って

おります。そこで、市町村が取り組む介護予防

事業に関し、県として支援をどのように考えて

いるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

地域包括ケア○福祉保健部長（日隈俊郎君）

システムでは、介護予防によって、高齢者が健

康に暮らし続けられるようにすることも非常に

重要な課題であります。県内市町村でも、体操

教室あるいは認知症予防教室などが行われてい

るところであります。今後、介護予防を充実さ

せていくためには、これらの取り組みはもとよ

り、議員のお話にありました薬草やハーブの手

作業の例のように、さまざまな地域資源を生か

して、高齢者が生きがいを感じながら活動でき

る通いの場を提供していくことも重要でありま

して、市町村がこうした取り組みを行う場合

は、介護保険の地域支援事業を活用できること

となっております。県といたしましては、事業

実施に必要な専門職の派遣や、先進事例の紹介

などを行っているところであり、今後とも、市

町村の介護予防の取り組みに対する支援を積極

的に行ってまいりたいと考えております。

次に、地域包括ケアシステ○丸山裕次郎議員

ムでは、介護保険利用者のサービスの充実を図

るための一環として、ケアマネジャーのスキル

アップをしていく地域ケア会議を行っていくと

聞いておりまして、非常に重要になっていくと

思っておりますけれども、県としての地域ケア

会議の推進の考え方を、福祉保健部長にお伺い

いたします。

介護支援専門○福祉保健部長（日隈俊郎君）

員、いわゆるケアマネジャーは、要介護者に具

体的にどのような介護サービスを提供するかを

決めるケアプランの作成を行っており、介護保

険制度の運営において非常に重要な役割を担っ

ております。また、地域包括支援センターが主

催する地域ケア会議では、個別のケアプランに

対して、行政、医療、介護の関係者がアドバイ
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スを行うことにより、課題の抽出や対応策の検

討、さらにはケアマネジャーのスキルアップに

もつなげていくこととされております。このた

め県では、先進的な取り組みを行っており、安

倍総理も視察された埼玉県和光市から、保健福

祉担当部長を講師として招きまして、市町村向

けのセミナーを開催しました。また、大分県杵

築市や国東市を市町村職員と訪問し、地域ケア

会議の視察や意見交換を行ったところでありま

す。こうした取り組みにより、引き続き、市町

村の地域ケア会議の充実や、ケアマネジャーの

さらなるスキルアップを支援してまいりたいと

考えております。

今、例を出していただきま○丸山裕次郎議員

した埼玉県和光市の65歳以上の介護保険料

は、4,200円程度に抑えられており、全国並びに

我が県と比べまして、1,000円以上も低く抑えら

れております。財政上も大きく寄与しているの

ではないかと思っております。和光市のよう

に、介護予防等の事業を市町村が積極的に行う

必要があると思います。また、県民の介護予防

に対する意識の高まりが必要でありますし、介

護に対する意識改革も必要だと思っておりま

す。ぜひ、県の市町村への適切な助言と県民へ

の介護予防等についての啓発を、しっかりとお

願いしておきたいと思っております。

次に移ります。これまでも地域医療構想につ

いては質問させていただいておりますが、改め

て質問させていただこうと思っております。地

域医療構想に密接に関係する公立病院改革プラ

ンを今年度中に策定するよう、総務省から要請

があり、各自治体とも、地域医療構想を踏まえ

た各病院の経営効率化、再編・ネットワーク

化、経営形態の見直しといった視点で、公立病

院の役割の明確化を図るプラン策定を進めよう

としていると聞いております。総務省は、公立

病院改革プランを策定する上で、ガイドライン

を策定し、市町村が再編・ネットワーク計画を

策定する際には、県も積極的に参画するべきと

指摘しておりますが、県として、地域医療構想

と公立病院改革プランをどのように進めようと

しているのか、福祉保健部長並びに総務部長に

お伺いいたします。

地域医療構想○福祉保健部長（日隈俊郎君）

は、医療介護総合確保推進法の制定によりまし

て、都道府県が策定することとされた将来の医

療提供体制に関する構想でありまして、国が定

めた一定の算定方法による必要病床数の推計等

を主な内容としております。構想策定後は、構

想区域ごとに開催いたします地域医療構想調整

会議におきまして、構想で示された必要病床数

などを参考にしながら、公立病院も含めた各医

療機関の地域での役割や連携のあり方等につい

て、具体的な協議が行われることとなりますの

で、地域医療の確保を図る観点から、県として

必要な支援等に努めてまいりたいと考えており

ます。

公立病院改革プラ○総務部長（桑山秀彦君）

ンでございますが、公立病院が安定した経営の

もとで、地域に必要な医療機能を担えるよう

に、地域医療構想を踏まえた公立病院の役割の

明確化や経営の効率化等について定めることと

されております。現在、県では、情報提供や研

修会の開催に加えまして、実際に公立病院を訪

問しての助言等を行うなど、市町村への支援を

行っているところでございます。今後とも、実

効性のあるプランが策定されますよう、関係部

局と連携を十分図りながら、必要な支援を行っ

てまいりたいと考えております。

地域医療構想はことしじゅ○丸山裕次郎議員
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うに策定される予定ですけれども、人口減少を

考慮した場合、全体的には恐らく約３割の病床

が削減されるのではないかと思っております。

また、答弁にありましたように、その後は、二

次医療圏ごとに開催される地域医療調整会議で

具体的に進められることになっており、大変重

要な調整会議になると思っております。調整会

議で具体的に、どの病院の病床を削減するかと

いう議論を行っていくことになるのではないか

と思っております。恐らく大きく注視されるの

が公立病院ではないかと思っております。公立

病院改革プランには、公立病院の再編・ネット

ワーク化が不可欠だと私は思っております。県

には、地域医療調整会議に積極的にかかわって

いただき、どの地域に住んでも安心して医療が

受けられる体制づくりになる調整会議にしてい

ただくことを要望しておきます。

次に、畜産振興について再質問を行います。

ことしの２月から４月にかけまして、子牛の異

常産がふえたという声を聞き、地元の共済組合

に行って、獣医師が確認した分でも、２月は、

前年と比較すると10頭以上多く発生しておると

いうことでありました。獣医師が確認している

のは、240日後のいわゆる保険適用の実態であり

ます。240日前に流産した場合も数多く発生して

いる可能性があり、異常産は氷山の一角ではな

いかと思っております。生産性向上として県が

掲げている１年１産を実現するためにも、早急

な対応が必要だと考えています。また、これま

でにない新しいウイルスが蚊を媒体として異常

産が出ているのではと、畜産農家から不安の声

を聞いております。獣医師からは、台風と一緒

にウイルスを運んできている可能性があり、こ

としも８月前後の時期に、蚊により拡散が起こ

り得るので、何らかの対策が必要という話を伺

いました。ぜひ、ことしの夏に向けて、畜産農

家、関係団体と連携する必要があると思ってい

ます。そこで、県の子牛の異常産に対する認識

と対応状況について、農政水産部長にお伺いい

たします。

県内の牛飼養○農政水産部長（郡司行敏君）

農場におきまして、ことしに入り、生まれた子

牛が虚弱や体形異常を示す、いわゆる異常産の

増加が確認されておりまして、このことは、南

九州の隣県においても同様の傾向があるとの情

報を得ているところであります。本県が毎年実

施しておりますウイルスの動向調査や、異常が

見られた子牛の検査結果から、これらの原因の

一つとして、異常産を引き起こすと言われてお

りますシャモンダウイルスの関与が考えられて

いるところであります。このため、県といたし

ましては、国や関係機関への情報提供や、検査

を継続いたしますとともに、畜産農家にチラシ

を配付するなどして、議員御指摘のように、特

に夏、ウイルスを媒介する蚊などが生息しにく

い環境整備の指導・啓発に努めていく必要があ

ると考えておるところであります。議員御指摘

のとおり、家畜の生産性向上のために、異常産

の防止は非常に重要な課題であるというふうに

考えております。他の病原性の高いウイルス性

の異常産につきましても、ワクチン接種を推進

するなど、引き続き、衛生指導に努めてまいり

たいと考えております。

異常産の原因が新しいウイ○丸山裕次郎議員

ルスと確定されても、薬品メーカーがワクチン

を製造するには５～６年はかかると言われてお

ります。国等の関係団体と連携して、一日も早

く原因究明をお願いしたいと思っております

し、また、蚊が媒体と言われておりますので、

蚊の対策もしっかりとお願いしておきたいと
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思っております。

次に、安全・安心な県づくりについて再質問

いたします。警察本部長の答弁がありましたと

おり、本県においても、山口組分裂により、県

内で構成している暴力団の構図も２つに分裂し

ているようです。分裂抗争の激化により宮崎で

も起こり得ると考えております。抗争事案が起

きた場合、特に暴力団事務所の近隣住民は暴力

団同士の抗争に巻き込まれる可能性があり、大

変懸念しております。そこで、資金源排除も含

め、暴力団排除活動について警察本部長にお伺

いいたします。

暴力団の弱体化○警察本部長（野口 泰君）

・壊滅は、警察による取り組みのみではなし遂

げられず、社会全体における暴力団排除活動が

不可欠であります。そこで警察では、各関係機

関等と緊密に連携し、総合的な暴力団排除に関

する取り組みを実施しております。その取り組

みとしましては、広報啓発活動や住民の自主的

な活動の支援、行政機関や企業と協力・連携し

た各種暴排活動であります。特に暴力団の資金

源を遮断するため、行政機関にあっては、警察

と協定を締結し、あらゆる事務事業からの暴力

団及び関係企業等の介入を排除し、また、企業

にあっては、取引約款や契約書等に暴力団排除

条項の導入を図ることで、各種契約からの暴力

団排除を推進しております。今後とも、宮崎県

暴力追放センターや県弁護士会等と連携し、積

極的な暴力団排除活動を推進してまいりたいと

考えております。

県民に不安を与えている暴○丸山裕次郎議員

走族の状況について、警察本部長にお伺いいた

します。報道等でも取り上げられた、宮崎市内

での違法改造バイクによる騒音まき散らし行為

は、近隣住民や沿道利用者に不安を与えており

ます。観光立県を目指す本県にとっても、非常

にマイナスの面があると思います。そこで、暴

走行為等で県民に不安を与えている暴走族等の

現状と、昨年の検挙状況をお伺いいたします。

現在、県内には○警察本部長（野口 泰君）

暴走族グループはありませんが、過去に暴走行

為を行ったり、暴走行為を行うおそれのある者

として、100数十人を確認しております。また、

暴走族グループではありませんが、主として改

造した旧型の四輪車や二輪車を運転する「旧車

會」と呼ばれている集団に対しても、関心を

持って指導取り締まりを行っております。これ

ら、県民の安全・安心を脅かすおそれのある者

に対し、徹底した取り締まりを実施していると

ころであり、平成27年中は、共同危険行為等の

禁止や整備不良などの道路交通法違反で、逮捕

者約20人を含む、約300人を検挙しております。

今後も、暴走行為に対しては、各種法令を適用

して徹底した取り締まりを推進してまいりま

す。

他県では、道路交通法では○丸山裕次郎議員

取り締まれない道路以外の場所での暴走行為や

空吹かしなどの迷惑行為を行う者に対して、罰

則を含む暴走族追放条例を制定しております。

そこで、本県でも、県民の安全・安心を確保す

るため、暴走族追放条例が必要だと思いますけ

れども、県内の市町村の策定状況も踏まえ、総

合政策部長に見解をお伺いいたします。

県では、知事○総合政策部長（永山英也君）

を本部長とします宮崎県交通安全対策推進本部

において、交通安全計画を踏まえ、暴走運転根

絶のための啓発活動や、指導取り締まりの推進

等の取り組みを実施しております。御質問の暴

走族追放条例につきましては、暴走族の活動が

活発でありました平成12年を中心に、宮崎市を
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初め４市９町で制定され、各自治体、県警を初

め、関係機関・団体の取り組みによりまして、

暴走行為による検挙数は減少傾向にございま

す。また、暴走族グループについては、他県で

は依然として存在しておりますけれども、本県

では把握されたグループはありませんこと等か

ら、現状では、県内全域を対象とします条例の

制定については、検討は行っておりません。県

といたしましては、引き続き、暴走運転の根絶

はもとより、高齢者や子供など、交通弱者に対

する交通安全の確保に努め、安全で安心な社会

の実現を目指してまいりたいと考えておりま

す。

県民の安全・安心のために○丸山裕次郎議員

も、暴力団排除、暴走運転の根絶は必要ですの

で、県当局、県警察本部にはさらなる努力をお

願いしておきます。

視覚障がい者が安心して安全に歩けるよう

に、歩道に点字ブロックを県内各地に設置して

おります。私もこれまで余り気にしていなかっ

たのですが、地元の視覚障がい者の方から、小

林市内の点字ブロック設置状況は統一感がな

く、歩きにくいだけでなく間違って設置されて

いる、また設置されてから年数がたっているた

め、弱視の方にとっては見えにくくなってい

る、景観に配慮したため同色になっているので

わかりづらいということを、現地で確認するこ

とができました。小林土木事務所に点字ブロッ

クの改修等についてお願いしたところ、早急に

対応していただけるようになりましたけれど

も、県内でも多くの点字ブロックが設置されて

いると思っております。そこで、維持管理が必

要と思いますけれども、県土整備部長に見解を

お伺いいたします。

点字ブロッ○県土整備部長（東 憲之介君）

クの設置につきましては、視覚障がい者等の安

全性を確保する上で大変重要でありますことか

ら、人口が集中する市街地の駅やバス停、官公

庁、福祉施設等の周辺道路について、整備を進

めてきたところであります。現在、点字ブロッ

クの施工につきましては、平成12年に制定され

た交通バリアフリー法において、視覚障がい者

誘導用ブロックに関する規定が定められ、これ

に基づき整備を進めておりますが、法制定の前

後で、点字ブロックの形状や配列等のばらつき

が見られるとともに、経年劣化による色あせや

摩耗等により、改善箇所が増加しております。

このため今年度より、視覚障がい者等の皆様の

御意見を伺いながら、現状調査を実施した上で

修繕計画を策定し、関係機関と連携を図りなが

ら、適切な維持管理に努めてまいりたいと考え

ております。

障がい者の方々も安全・安○丸山裕次郎議員

心して暮らしていくために、点字ブロックの維

持管理を要望しておきます。

最後に、教育行政について質問します。

どこに住んでいても同じ教育を受けられるよ

うに、現在、市町村立小中学校の教員・学校事

務員の人事権を県が担っております。子供の教

育を重視して、県が教員の人事権を担っている

のはある程度理解できますけれども、学校事務

員まで人事権を担っているのは、多少違和感を

感じております。教育委員会では、幅広く見識

を担う観点から、学校事務員の採用を平成10年

から廃止しておりましたが、今年度から、県職

員採用職員の中から、本人の希望があれば、学

校事務職採用を復活するとのことであります。

学校事務員採用を復活する意義について、教育

長にお伺いいたします。

教育をめぐる社会情○教育長（四本 孝君）
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勢の変化に伴いまして、学校事務職員には、学

校教育における課題解決や地域との連携など、

学校経営に一層深くかかわることが求められて

おりまして、学校教育への深い理解と高い専門

性を備えた人材の確保が大変重要になってきて

おります。現在、知事部局からの出向者の増加

により、さまざまな職務経験を持った人材の確

保が図られ、学校現場の活性化等に効果が見ら

れております。しかしながら一方で、学校事務

に精通した職員が減少し、長期的な視点で学校

の課題解決や事務の改善等に取り組む人材の確

保・育成が課題となっているところでありま

す。このため来年度から、主に学校や教育委員

会事務局で勤務し、教育行政の核となる職員を

採用することにより、学校教育のさらなる活性

化を図ってまいりたいと考えております。

私も学校事務の重要性は理○丸山裕次郎議員

解しておりますけれども、県職員が市町村に出

向してまで行うことに関しては、先ほど述べま

したように、違和感を感じており、よりよき教

育環境をつくるためには、地元密着型として、

市町村職員が市町村立学校の事務を担ったほう

がベストだと思っております。市町村職員が事

務をすることで、各市町村に定住することにな

り、地方創生、特に郡部の人口減少策につなが

るのではないかと思っております。事務職員の

経費が、国庫補助の関係や教員との関係などで

さまざまな課題があることは理解しております

が、真の教育を行うためにも、宮崎からの新た

な地方創生の観点から、市町村や国と連携、協

議していただくことを強く要望しておきます。

質問の冒頭にカラーの話をさせていただきま

したけれども、今、舛添都知事のことが連日報

道され、政治家の気質が問われているのではな

いかと思っています。都議会がどうなるのか、

大変気になるところでありますが、私自身とし

ては、カラーの花言葉のごとく、華麗なる美の

政治が今、求められているのではないかと思っ

ております。カラーの花のごとく、清楚できれ

いな花が一輪ずつ花開くように政治に邁進する

ことをお誓い申し上げまして、私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

次は、島田俊光議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○島田俊光議員

ざいます。串間市選出の自由民主党、島田でご

ざいます。

それでは、通告に従って質問させてもらいま

すが、その前に、北海道の襟裳岬の緑化運動に

一生をささげられた飯田常雄さんを紹介させて

いただきたいと思います。飯田さんは、昭和28

年５月、24歳のときに、風が強い襟裳の海岸線

で、砂が飛散して襟裳の海を真っ赤に染めて昆

布漁ができない状況を考えて、緑化運動に邁進

された方でございます。森進一さんが襟裳は何

もないところと歌っているように、当時は荒野

の状態であったそうです。それから牧草、クロ

マツの植栽を始めましたが、うまく育たず、昭

和45年に北海道大学の東三郎教授を頼り、襟裳

の状況と今までの経緯を説明して、指導を受け

て、排水処理、そして保水対策などを行い、試

行錯誤の中で努力をされまして、緑の回復をな

された方でございます。40年という長い歳月を

かけて努力されたわけでございますが、平成４

年に後継者に継承されたそうでございます。

「リーダーは、強い信念と勇気を持って、目的

をなし遂げる強い心と強靱な体力を持つこと

だ」というくだりがありました。本当にリーダ

ーたる者は大変なことだろうと思いますが、知

事もこのとおりに頑張っていただきたいと思っ
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ております。

一方、森林は、一度崩壊すると、長い年月を

かけなければ、緑、つまり人間の生活環境は守

れないということを教えていただいたわけでご

ざいます。そこで、知事に２点ほど質問させて

いただきます。

１点目でございますが、知事の政策提案の中

で、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」、果敢に

挑戦とありますが、私も一番共感を持ったとこ

ろでございます。今後は、県内それぞれの地域

資源を活用し、県内の各地域が活性化していく

ことが重要であり、知事が応援してくれること

で活性化が図られるものと考えています。そこ

で知事に、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」と

するために、県内各地区の活性化をしていくこ

とが重要だと思いますが、今後どのように地域

活性化に取り組まれていくのか、お伺いいたし

たいと思います。

もう一点は、防災対策でございます。本県

は、南海トラフ地震が発生した場合、大規模な

津波被害も予想されており、最悪の場合、県全

体で死者が３万5,000人、住宅も８万9,000棟が

全壊すると想定されております。熊本地震で明

らかになってきたさまざまな課題を検証し、改

めてしっかり取り組んでいく必要があると思い

ますが、南海トラフ地震に対して、県としてど

のような対策に取り組んでいくのか、知事にお

伺いいたしたいと思います。

次に、内田副知事に、東九州自動車道につい

てお伺いいたしたいと思います。本日は串間か

ら、女性の会の皆さん方、幹部の方たちが応援

に駆けつけていただいております。今回の自動

車道の事業化については、残念ながら油津―串

間―夏井間が外れているわけでございます。新

規事業化に向けて、副知事からしっかりとこの

説明をしていただきたいと思って、来ていただ

いたわけでございます。どうかその点、明確な

説明をお願いしたいと思います。

以上、壇上からの質問はこれで終わりまし

て、残りは質問者席からさせていただきますの

で、よろしくお願い申し上げます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、地域活性化の取り組みについてであり

ます。県内各地域を活性化するために、これま

で、フードビジネスの推進や本県産業のグロー

バル化、「世界ブランドのふるさとみやざきづ

くり」などとともに、その基盤となります高速

道路など総合交通網の整備にも取り組んでまい

りました。その結果、キャビアなどの新たな商

品の開発でありますとか、カンショや養殖ブリ

など海外への販路の開拓、また、大型クルーズ

船の寄港などによるインバウンドの拡大や、世

界農業遺産の認定などの成果が出てきていると

ころであります。今後は、これらの成果をさら

に県全体に広げていくため、魅力ある観光地づ

くり 都井岬などもそういう観光地でありま―

すが 、各地域の農林水産物の一層の高付加―

価値化を加速化しますとともに、日本農業遺産

など地域の特徴を生かした取り組みを拡大する

ことも必要だと考えております。今後とも、高

速道路など交通基盤の整備を進めますととも

に、市町村等と連携をしながら、十分に活用さ

れていない地域の資源を磨き上げ、県内全域の

一層の活性化に取り組み、「くらしの豊かさ日

本一の宮崎」の実現を目指してまいりたいと考

えております。

次に、南海トラフ地震対策についてでありま

す。本県では、大きな被害が見込まれる南海ト
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ラフ地震を想定しまして、地震減災計画の見直

しを行い、県民の備えの充実や津波避難施設の

建設など、ハード・ソフト両面から、被害を最

小限に抑えるための対策を実施しております。

また、平成25年度から、南海トラフ地震を想定

した実践的な総合防災訓練を実施しておりま

す。防災関係機関との連携体制の構築に取り組

みますとともに、本年３月には、国などが行い

ます救助・消火活動や医療活動、物資・燃料な

どの人的・物的支援を円滑に受け入れるための

実施計画を策定したところであります。今後

は、熊本地震を踏まえまして、市町村や関係機

関等と連携をしながら、支援の受け入れなどの

マニュアル整備などを進め、本県の災害対応能

力のさらなる強化に全力で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○副知事（内田欽也君）

します。

東九州自動車道の県南区間についてでありま

す。大変厳しい財政状況の中、今年度、高規格

幹線道路で新規事業化されましたのは全国で７

カ所であり、そのうちの１つに東九州自動車道

の県南区間、日南―油津間などが含まれまし

た。これは、県議会を初め、地域の皆様方、県

などがさまざまな活動を重ねた結果であり、東

九州全体にさらに活力と魅力をもたらす基盤整

備に向けた大きな一歩であると考えておりま

す。

油津―串間―夏井間につきましては、構造物

が連続する区間でありますので、国で調査や設

計、コスト縮減などの技術的検討を実施すると

聞いております。また、開通直後からストック

効果を発揮させるための取り組みを、地域の皆

様方とともに進めることも重要であります。こ

のような取り組みや国への要望活動を積極的に

進め、東九州自動車道の県南区間の事業化が実

現するよう、引き続き全力で取り組んでまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。こ○島田俊光議員

の東九州自動車道は、串間の女性の方たちが知

事、副知事とともに努力されたわけでございま

すから、ぜひとも、串間を抜かずに、最初から

串間をやっていただきたかったんですが、今、

副知事が言われたように、必ず達成するように

していただきたいと思います。

また、知事の防災計画につきましては、やっ

ぱり災害が出たときには、早急に緊急対策をし

ていかなければならない点があります。その点

には、やはり資材の仮置き場とか場所の設定も

していかなければならないと思いますので、ど

うぞ対策に油断のないように、よろしくお願い

したいと思います。

次に、奨学金制度についてお伺いいたしたい

と思います。本県は、高校や大学を卒業した若

者が県外へ流出する傾向にあります。このまま

では、担い手不足になり、本県経済が縮小して

いくのではないかと非常に危惧をいたしており

ます。奨学金制度につきましては、学生の負担

軽減につながる大変ありがたい制度であり、ま

た、奨学金を利用できる学生というのは優秀で

あります。こういった人材の県外流出を防ぐた

めにも、県内に就職した場合には奨学金の返還

を支援するなど、県内への就職を促すような対

策が必要ではないかと考えているわけでござい

ます。そこで、県内の産業人材の確保・定着を

図るために、奨学金を返済している優秀な若者

を支援することが有効ではないかと考えており

ますが、総合政策部長の認識をお聞かせ願いた

いと思います。よろしくお願いします。

地方創生に取○総合政策部長（永山英也君）
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り組む中、若者の確保・定着を図り、地域産業

の中核的な人材を育成することは喫緊の課題で

あり、そのためには学生の県内への就職を促進

することが重要であります。奨学金につきまし

ては、国において、地元への就職を希望する学

生を対象に無利子奨学金の貸与枠が拡充され、

地元産業界とともに奨学金返還の支援に取り組

む際には、必要な財政措置も講じられることと

なったところであります。県といたしまして

も、お話にありましたように、奨学金を返済し

ている優秀な若者に対する支援につきまして

は、若者の定着と人材の確保を図る上で重要な

視点であると考えております。本年４月に産学

金労官が連携をして、産業人財の育成を進めて

いきますプラットフォームを設立いたしまし

た。今後、産業界等の御意見も十分に踏まえな

がら、奨学金返還支援制度について、その必要

性も含めて検討してまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。○島田俊光議員

せっかく育てた学生、担い手、優秀な人材を県

外に就職させるというのはもったいないような

気がします。また、県外の方に対しましてもそ

のようなことができれば、県内就職というのが

できるんじゃないかと思いますので、対策をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、高校生の県内就職についてお伺いいた

します。昨年発表された本県の高校生の県内就

職率は54％と非常に低く、全国最下位でありま

す。企業に伺いますと、育てる余裕がないとい

うことで、高校生の採用を見合わせているとこ

ろも少なくないということでございます。こう

いう企業の採用意欲を高めるためには、新人研

修等、手厚く指導する企業に対する支援が必要

ではないかと考えております。そこで、高校生

の県内就職を促進するため、高卒者を採用して

人材育成を行う企業に対して、どのような支援

対策があるのか、商工観光労働部長に伺いたい

と思います。

高校生の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

県内就職を促進するためには、県内企業の魅力

を高校生に伝える取り組みとあわせまして、企

業内における人材育成の推進など、受け入れ体

制の整備を図ることが重要であると考えており

ます。御質問の若手職員の人材育成に取り組む

企業に対する支援策といたしましては、研修に

必要な経費や、受講する社員の賃金の一部を助

成する、国のキャリア形成促進助成金がござい

ますので、労働局とも連携し、県内企業への普

及促進に取り組んでいるところでございます。

また、中小零細企業におきましては、企業単独

での人材育成のための研修実施が、体制等の関

係から困難なところもございますので、県、職

業能力開発協会、商工団体におきまして、それ

ぞれ複数の企業の新入社員を対象とした集合研

修を実施しているところでございます。これら

の取り組みは、高校生の県内就職の促進だけで

はなくて、定着率の向上にもつながるものであ

りますので、今後とも、労働局や経済団体等と

も連携し、積極的に推進してまいりたいと考え

ております。

ありがとうございました。若○島田俊光議員

い労働人口というのは一番必要ではないかと思

います。企業に対しましても、生産原価を落と

すためには、やはり若い力が必要でございます

ので、どうか県内企業との連携をしっかりやっ

ていただきたいと思います。

次に、県内の検疫体制について伺いたいと思

います。近年、本県も国際化が進展しておりま

す。航空関係では、昨年３月に香港便が就航し
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て、現在は３カ国・地域と結ばれ、宮崎空港の

昨年度の国際線利用者数が10万人を超えまし

た。今後も、より一層の国際化や観光需要が増

すことが大変重要でありますが、そのためにも

しっかりとした検疫体制は必須ではなかろうか

と考えております。そこで、外国人観光客が増

加する中、県内の検疫体制はどうなっているの

か、総合政策部長にお伺いします。

県内におきま○総合政策部長（永山英也君）

しては、宮崎空港及び細島港が検疫空港、検疫

港としてそれぞれ指定されておりまして、国際

定期便の到着時や外国クルーズ船が寄港する際

には、厚生労働省において検疫体制を整え対応

いただいております。油津港、宮崎港は検疫港

ではないため、国内の他の検疫港に寄港し、検

疫を受けた後に寄港するという形になっており

ます。本県のグローバル化を進めていく上で、

検疫を初めとしますＣＩＱ体制の整備・充実は

非常に重要な課題でございます。今後とも、そ

の充実等に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございました。最○島田俊光議員

近は、ウイルスというのを非常に心配いたして

おります。ジカ熱等も原因がわからないような

状況にあるわけですから、検疫体制というのは

一番必要じゃないかと思いますので、対策をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、保育士の処遇改善について伺います。

人口減少社会が到来する中、これからの本県、

我が国の未来は、将来を担う子供たちの活躍が

大きな鍵を握っていると言っても過言ではない

と思います。特に重要な時期である幼児期に多

くの時間触れ合う保育士は、子供たちにとって

はかけがえのない存在であろうかと思います。

保育士の方々に、よりよい処遇、特に給与面で

報いていくことで、よい子供たちが育ち、その

ことが、これからの宮崎をつくっていくこと、

よい子が育つことの要因ではないかと思ってお

ります。そこで、保育士の給与面での処遇改善

をさらに図っていく必要があると思いますが、

この点について福祉保健部長にお伺いしたいと

思います。

保育士の給与○福祉保健部長（日隈俊郎君）

面での処遇につきましては、平成25年度から26

年度にかけて、国の補助事業を活用し、その改

善に取り組んでおりますが、昨年度も、市町村

を通して保育所等へ給付する運営経費の中で、

給与改善のための加算措置を行ったところであ

ります。さらに、先般閣議決定されました

「ニッポン一億総活躍プラン」におきまして、

保育人材確保のための総合的な対策を図ること

とされております。その中で、保育士のさらな

る給与の改善策が示されているところでありま

す。県といたしましては、このような国の動向

を踏まえ、保育士の処遇改善に向け、しっかり

対応してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。少子○島田俊光議員

高齢化ということで、子供を育てなければなら

ないわけでございます。保育士の仕事というの

は、これから一番重要になってくると思います

が、安心して子供を育てられるような対策をし

ていかなければならないということであれば、

やっぱり保育士の確保というのが必要になって

きます。これは経営者との話し合いも必要でご

ざいますが、対応していただきたいと思いま

す。

次に、介護職員の処遇改善について伺いま

す。団塊の世代が全て75歳以上になり後期高齢

者が増加する、いわゆる2025年問題につきまし

ては、全国では約38万人、本県では約4,000人の
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介護人材が不足すると推計されております。介

護人材の確保は喫緊の課題であります。こうし

た傾向の背景には、介護の仕事が、高い専門性

が必要な業種であるにもかかわらず低賃金であ

ることに加えて、人が嫌がる排せつ処理なども

行わなければならない、夜勤など身体負担が重

いという実態があると考えております。そこ

で、介護人材を確保するためには、例えば介護

福祉士の資格を持つ職員に手当をつけるなど、

介護職員の処遇を改善すべきと考えておりま

す。福祉保健部長の考えを聞かせていただきた

いと思います。

介護職員の賃○福祉保健部長（日隈俊郎君）

金につきましては、国及び関係機関の調査によ

りますと、平成26年の本県の介護職員の所定内

賃金は、月給の場合で19万749円となっておりま

して、全産業労働者の約８割となっておりま

す。県といたしましては、介護福祉士を含む介

護職員自身の処遇の改善と、人材確保・定着の

観点から、少しでもこの状況が改善されるよ

う、手当を含め、介護職員の収入アップに直接

つながる処遇改善加算制度のさらなる活用につ

いて、今後とも関係団体等へ働きかけてまいり

たいと考えております。

また、先ほど申し上げました保育士と同様

に、「ニッポン一億総活躍プラン」の中で、介

護職員のさらなる処遇改善の方向性が示されて

いるところでありますので、県といたしまして

は、今後、国の動向を注視するとともに、的確

に対応してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。こ○島田俊光議員

のことにつきましては、前回もお願いしました

が、本当に喫緊の課題だろうと思います。介護

士がいなければ、早く募集して、介護士が働け

るような条件整備を今後とも進めていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

次に、高齢者の健康寿命の延伸のための生き

がい対策について伺いたいと思います。先ほど

申しましたとおり、高齢者の増加に伴い、施設

の不足や介護職員の確保等が課題となっている

ところでございます。一方で、高齢者が健康で

い続けること、元気な高齢者をふやしていくこ

とが大変重要ではなかろうかと思います。そこ

で、県において、健康寿命の延伸のために、老

人クラブやサークルなどに参加していない高齢

者の趣味などの生きがい対策に、今後どう取り

組んでいくのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

高齢者が長年○福祉保健部長（日隈俊郎君）

培ってこられた知識や経験を生かし社会に参画

されることは、自身の健康維持や生きがいづく

りに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、ＮＰＯ等の活動を体験

する中で、自分に合った活動を見出すきっかけ

となるシニアインターンシップ事業や、子育て

・孫育てのボランティアを養成するための講座

などを実施しております。また、住民に身近な

市町村の生涯学習担当部署や社会福祉協議会等

によっては、高齢者がみずからの活動の場を選

択できるよう、ＮＰＯやボランティアの活動を

紹介するガイドブックを配布しているところも

あります。県といたしましては、今後とも、市

町村や関係機関と連携を図りながら、高齢者の

健康維持、生きがい対策に努めてまいりたいと

考えております。

ありがとうございます。シル○島田俊光議員

バータウンとまではいかなくても、宮崎ひなた

という暮らしよい宮崎県ということであれば、

健康社会に伴った対策をとるべきであろうかと
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思いますので、今後ともよろしくお願い申し上

げます。

次に、農業労働力不足の対策についてお伺い

します。農村人口の減少が危惧される中、農家

も高齢化が進んでおり、このままでは農業の先

行きが危ぶまれるのではないかと考えておりま

す。畜産では、農家が互いに支援する肉用牛や

酪農のヘルパー組織があり、飼料作物の収穫な

どを受託しておりますが、作業従事者を確保す

ることが困難ということでございます。なかな

かうまくいっていないようでございます。今

後、畜産、施設園芸などの産地を維持し拡大し

ていくためには、ヘルパー制度を初めとする地

域内での労働力不足を補完するシステムづくり

が重要だと考えておりますが、本県農業におけ

るヘルパー制度の取り組みの状況、労働力不足

の対策について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

本県では、肉○農政水産部長（郡司行敏君）

用牛や酪農で現在30のヘルパー組織があり、飼

養管理や飼料生産等を農場主等にかわって行う

ことで、農家の休日確保等に効果を発揮してい

るところであります。さらに、農家の規模拡大

に向けては、外部化や分業化による、より効率

的な作業支援体系を構築するため、コントラク

ターの育成やキャトルセンター等の拠点整備に

努めているところであります。一方、高齢化が

進む中で、園芸では、特に収穫等で作業が集中

する時期に、労働力を地域内で安定確保してい

く仕組みづくりが必要だと考えているところで

あります。このため、県では昨年度から、地域

内の露地や施設栽培、加工場等を組み合わせ

て、熟練労働者を周年雇用しながら農家をサポ

ートする「援農隊」の育成に、県内の３つの地

域でモデル的に取り組んでいるところでありま

す。今後とも、地域の課題や実態を踏まえた組

織づくりを支援し、このモデルを全県下に広げ

ていけるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。

ありがとうございました。食○島田俊光議員

の安全は宮崎が一番確立されているわけでござ

いますから、この宮崎の食料を全国に配送しな

ければならない、また供給しなければならない

と思っております。マンゴー農家の家内労働で

やっている人が、じいちゃんがきつくなって、

じいちゃん、ばあちゃんがやめるということ

で、息子に任せたわけですが、じいちゃん、ば

あちゃんはゲートボールに一生懸命励んでいる

わけです。そういう状況もあるわけでございま

す。しかしながら、それは別として、この労働

力の不足というのは大変これからも危惧される

ところですので、対策を講じていただきたいと

思います。

次に、家畜防疫についてお伺いします。平

成22年の口蹄疫の発生により、県内の約30万頭

もの家畜の命が犠牲となり、その被害は、畜産

業ばかりではなく、県内経済にも大きな影響を

与えました。口蹄疫発生前の90％まで飼養頭数

が回復するなど、関係者が一丸となって再生と

復興に取り組み、着実に成果を出されているこ

とに敬意を表したいと思います。

一方、近隣諸国では依然として口蹄疫の発生

があり、県内で口蹄疫が再び起こるのではない

かと、不安が拭えないわけでございます。発生

した場合の被害は、本県畜産に壊滅的な打撃を

与えると考えております。口蹄疫の発生から６

年が経過し、今後の防疫意識の低下を懸念する

ことから、県として、口蹄疫をもう二度と起こ

さないためにどのような取り組みを行っている

のか、農政水産部長にお伺いいたします。
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口蹄疫を二度○農政水産部長（郡司行敏君）

と起こさない、これは発生県としての本県の責

務である、そのように考えております。そのよ

うな思いのもと、県では、「水際防疫」「地域

防疫」「農場防疫」、さらには、万が一の発生

に備えた「迅速な防疫措置」を４つの柱として

防疫の強化に取り組んでいるところでありま

す。議員御指摘のとおり、防疫意識を維持して

いくことは極めて重要なことであると考えま

す。そこで、県といたしましては、かなめとな

る農場防疫につきまして、昨年から家畜防疫員

による農場巡回を強化し、消毒の実施や関係者

以外の立入制限など、飼養衛生管理基準の遵守

徹底を指導しているところであります。また、

防疫演習では、大規模農場や複数農場での同時

発生を想定するなど、より実践的に取り組んで

いるところであります。さらに、県民の皆様に

対しましても、パネル展示やマスコミ等を通じ

た情報発信に取り組むなど、家畜防疫の重要性

について知っていただく活動、周知を行ってい

るところであります。御指摘にありましたよう

に、現在、近隣諸国においては口蹄疫の発生が

継続しております。そのことから、引き続き市

町村や関係団体と連携しながら、一層の防疫強

化に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。家○島田俊光議員

畜農家を回ると、しっかりとした防疫体制はさ

れているわけでございますが、家庭内の交流人

口のことを心配しているわけです。やっぱり県

民一丸となって防疫体制というのはするべきだ

ろうと思いますので、県民に周知徹底するとい

うことも必要ではないかと思ってお伺いしたわ

けでございます。よろしく対応をお願いしたい

と思います。

次に、水産業についてお伺いいたします。近

年の漁業経営は、水産資源の減少や燃油価格の

高どまりによる操業コストの増大など、厳しい

状況が続いております。それに伴って漁業経営

体や就業者の減少が加速しております。漁業就

業者を確保し維持するためには、収益性の高い

漁業経営が行われるよう漁業者をサポートする

ことが必要であり、資源の回復の取り組みとと

もに、魚の価格が安定することが重要ではない

かと考えております。本県においては、カツオ

や養殖ブリなどは比較的価格が安定しておりま

すが、魚の種類によっては、時に収益上厳しい

ほどの安値で取引されている実態があります。

本県の水産業を将来にわたって持続可能なもの

にしていくため、いわゆるもうかる水産業を構

築して漁業者の所得を高めていくためには、こ

ういった魚についても高く売っていくような販

売力を持つことが不可欠であろうかと考えてお

ります。そこで今回、議会に提出されておりま

す「宮崎県水産業・漁村振興長期計画（後期計

画）」（案）の中で、漁業者の所得向上を図る

ため、水産物の販売力を強化する、取り組んで

いかれるということがあります。農政水産部長

にお伺いいたしたいと思います。

今回の水産業○農政水産部長（郡司行敏君）

・漁村振興長期計画の改定では、持続可能な水

産業・漁村の構築を目標としておりまして、そ

の中でも、漁業者の所得向上は最優先の課題で

あると認識をしております。このため、本計画

において、マーケットニーズに応える商品づく

りと販売拡大により、漁業者の収入増を促す体

制の構築を重点プロジェクトとして進めること

としております。具体的には、県、業界団体、

加工業者等で構成いたします「県産水産物販売

促進会議」を新たに設置し、販売戦略に基づ

き、県漁連が比較的安値で取引されている水産
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物を買い取り、加工業者等と連携して、マー

ケットニーズに対応した商品づくりを進める取

り組みに着手したいと考えているところであり

ます。県といたしましては、今後とも、漁業関

係者一丸となって水産物の品質向上や販路拡大

に努め、もうかる水産業の実現に向けてしっか

り取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございました。漁○島田俊光議員

業関係者は、やはり経営が安定しなければ、担

い手も少なくなるし、漁業する人がいなくなる

ということがあります。長期ビジョンでござい

ますから、ここはしっかりと対応していただき

たいと思っております。

次に、大径材を初めとする県産材の利用拡大

についてお伺いいたします。全国的には、人口

減少に伴い住宅着工戸数の減少や木材需要の縮

小が危惧されておりますが、国においては、あ

りとあらゆる用途で木材の利活用を図る方針を

発表いたしております。例えば、今回、西諸県

農林振興局管内の森林土木の現場で、治山施設

整備として、住宅にすれば40坪ほどの資材だそ

うですが、30立方ほどの木材が使われていると

いうことでございます。特に、本県においては

多くの山林が伐期を迎えている中、大径材の利

活用が課題となっております。住宅に限らず、

さまざまな用途で活用していく必要があるかと

考えておりますが、今後ますます増加してくる

大径材につきまして、今申しましたように、治

山事業などの森林土木資材やビルの内装など、

その用途を広げるため県としてどのように取り

組むのか、環境森林部長にお伺いいたしたいと

思います。

県では、庁内○環境森林部長（大坪篤史君）

にグリーン公共事業推進部会を設置しまして、

公共事業を所管する部局で情報を共有しなが

ら、県発注事業における県産材の利用を進めて

いるところであります。このうち森林土木事業

では、治山ダムの型枠や林道ののり面保護工に

大径材を採用するなどの取り組みを進めていま

す。また、ビルなどの内装材としての利用につ

きましては、本年度、内装や家具の設計・施工

などに関係する企業とともに、大径材を含む県

産材の都市部における活用方策を検討すること

にしております。さらに、今回の補正予算で提

案している事業ですが、木材利用技術センター

で、本年度から５年間、国の森林総合研究所を

初めとする全国12の研究機関とともに、国産の

大径材の利用拡大に向けた共同研究プロジェク

トにも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。○島田俊光議員

今、大径材につきましては、ＣＬＴ工法にも

使っているわけでございますが、昨年、部長に

お願いして、今さまざまなところで使っていた

だいているわけでございます。しかしながら、

増大していく量に対して消費量が少ないという

ことでございますので、今後ともしっかりと対

応していただきたいと思います。

次に、森林鳥獣被害対策について伺います。

近年、鹿、イノシシなどが住宅地まで出没する

など、人の生活圏との距離が近くなってきてお

ります。このような中で、野生鳥獣が生息して

いる森林につきましても、人工林の被害額は、

平成26年度には約4,700万円とのことでございま

す。県ではさまざまな対策もされているようで

すが、林地の境界に鹿、イノシシなどが入らな

いような間隔で杉、あるいはまた広葉樹等を密

植すれば、防護柵の代用になるのではないかと

の考えを持っております。そこで、そのことを

含めて、野生鳥獣による森林の被害対策につき
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まして、環境森林部長にお伺いいたします。

野生鳥獣によ○環境森林部長（大坪篤史君）

る森林の被害対策につきましては、短期的に実

施する人工林被害対策と、中長期的な視点に

立った生息環境対策の２つがございます。この

うち人工林被害対策では、造林地への鹿等の侵

入を防止するために、昨年度は県内全域で約600

キロメートルの防護柵を設置しました。また、

生息環境対策では、約180ヘクタールで広葉樹を

植栽しまして、野生鳥獣の生息の場となる多様

な森林づくりに取り組んだところであります。
も り

なお、両方の対策とも、今年度も昨年度と同程

度の事業量を予定しているところであります。

さらに、ただいま御提案のあったことにつき

ましては、鳥獣被害対策支援センターを中心と

して、効果的な実施方法などを調査研究しなが

ら、より有効な鳥獣被害対策が進められるよう

に、しっかりと対応してまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございました。こ○島田俊光議員

の鹿対策、鳥獣被害というものは、環境森林部

だけではなく農政のほうとも協議しなければな

らない問題だろうと思います。毎年10億近い経

費が要るわけでございますが、被害に遭って、

また防護柵をつくらなければならない、同じよ

うなことを何年も繰り返さなければならないと

いうことは、やはりこれは改善するべきじゃな

いかと考えているわけでございます。したがっ

て、防護柵、生け垣のような対策を行えば、成

長の過程の中でそれが半分に軽減するんじゃな

いかと思って質問したわけでございます。さら

に、早生樹も部長が取り組んでいただきまし

て、今までは木材は40年しないと金にならな

かったけれども、15年から20年で金になるよう

な対策、新たな事業の開拓をしていただきまし

た。知事が言っている、挑戦だけじゃなく、果

敢に挑戦ということであれば、やっぱりこれも

改善すべきじゃないかと思っておりますので、

どうかよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

次に、森林経営計画についてお伺いします。

森林経営計画は、森林法に基づき、森林所有者

等が適正な植栽や伐採など５年間の計画を作成

し、市町村長等の認定を受けるものでありま

す。１団地の伐採面積が20ヘクタール以内に制

限されております。伐採後の問題は、跡地対策

として、森林経営計画に沿った伐採と計画的な

再造林を推進しなければなりません。環境悪化

は防げないと思います。そのためにも森林経営

計画の作成は推進すべきと考えますが、森林経

営計画の作成促進に向けた県の取り組み状況

を、環境森林部長にお伺いします。

議員がおっ○環境森林部長（大坪篤史君）

しゃいましたように、森林経営計画が作成され

た森林では、適正な伐採と造林が行われていま

す。さらに、土砂流出防止などの公益的機能も

維持されますことから、この計画の作成を進め

るということは大変重要であると考えておりま

す。現在、県では、森林組合が森林所有者に対

して行います、計画への参加の働きかけや取り

まとめなどの活動を支援しているところです。

また、計画作成の進んでいない地域では、市町

村や森林組合と連携をしまして、座談会の開催

や計画の作成指導も行っており、こういったこ

とを通じて、森林経営計画の作成促進を図って

まいりたいと存じます。

ありがとうございました。こ○島田俊光議員

のことは、将来、森林経営計画がしっかりと作

成されれば資源構成表もできるわけですから、

我々が求めている森林環境税、資源構成表がで
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きなければ、具体的にどれだけの公益的機能を

発揮するんだというのが明確にならないと思い

ます。したがって、これは急ぐべきではないか

と思っておりますが、今、なかなかこの計画が

なされていないというのが現状でございます

が、やはりこれは強力に進めていくべきではな

いかと思っておりますので、どうかよろしくお

願いを申し上げたいと存じます。

次に、伐採跡地対策について伺います。先ほ

ど申しましたように、大規模面積の伐採がふえ

てきて、伐採跡地に集積した枝葉が土場などに

放置されている箇所も見受けられます。放置さ

れた枝葉等は林地崩壊の一因ともなり、林地崩

壊が発生すると、河川に土砂が流れ込み、濁水

の原因となるおそれがあります。伐採業者間で

伐採跡地の片づけ作業などには格差が見られる

ことから、伐採跡地の枝葉等の流出防止対策に

ついては、市町村による指導が必要と考えま

す。県の考えを環境森林部長にお伺いしたいと

思います。

市町村では、○環境森林部長（大坪篤史君）

森林所有者等からの伐採届け出を受理する際

に、伐採や造林の方法が適正かどうかを審査し

ますとともに、林地保全に配慮した作業を行う

ように指導しているところです。また、県で

は、この指導が的確にできるように、市町村の

職員に対する研修会を開催するとともに、市町

村等と連携して実施する伐採現場のパトロール

におきまして、伐採業者に対して枝葉の流出防

止対策などを指導しているところであります。

さらに今年度は、伐採における留意事項をまと

めたパンフレットを作成しまして、それを伐採

業者へ配付するなどして、市町村の取り組みを

しっかりと支援してまいりたいと思います。

ありがとうございました。こ○島田俊光議員

の問題は大変我々遺憾に思っているんですが、

やはり業者によってかなり格差が出てきており

ます。漁業組合から、山の伐採のし過ぎじゃな

いかとか、山の管理をしていないからこういう

ことになるんじゃないかということをよく言わ

れます。濁水が流れて汚泥となって海岸線を砂

で覆うということになると、藻が生えないわけ

です。そしてまた、流木がそれだけ流れてくる

と、網にかかって大変な状況になるという、漁

業組合からの声も多いわけでございますから、

これはしっかりと指導していくべきじゃないか

と思っております。どうかよろしくお願いをし

ておきたいと思います。

続きまして、林業事業体の人材育成について

お伺いいたします。４月に発表されました農林

水産省木材統計によりますと、本県杉の素材生

産量は、平成３年以来25年連続日本一という偉

業を達成しました。これもひとえに、林業に携

わってこられた多くの方たちの努力のたまもの

と、敬意を表します。大変喜ばしいことではあ

りますが、残念ながら林業の平均所得は、全産

業と比べると、いまだに低い状況にあるわけで

ございます。所得の面でも日本一であるべきで

はないかと思っております。そのためには、効

率よく、かつ低コスト素材生産、造林・保育を

推進する必要があると思います。森林組合、素

材産業の皆さんは、コスト削減に日夜努力され

ていると思いますが、コスト削減には高度な技

術や技能が要求されるため、自助努力ではなか

なか困難な面がございます。そこで、低コスト

林業を進める上で、森林組合を初めとする林業

事業体の人材育成が重要であると考えますが、

県の取り組みについて、環境森林部長にお伺い

したいと思います。

林業振興を図○環境森林部長（大坪篤史君）
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る上で、人材育成というのは大変重要でありま

すので、本県では、林業担い手対策基金等を活

用してさまざまな施策に取り組んでまいりまし

た。具体的には、林業事業体の職員を対象とし

まして、林業施業の集約化を推進するための森

林施業プランナーのほか、高度な技術・技能を

有する作業道開設のオペレーターや林業作業士

などを養成しまして、低コスト林業を推進した

ところであります。さらに、林業への就労を目

指す若者を対象とした「みやざき林業青年アカ

デミー」の研修や、女性の参入を促進するため

の「林業小町ネットワークづくり」などにより

まして、今後とも、幅広い視点に立った人材の

育成に、しっかりと努めてまいりたいと考えて

おります。

ありがとうございます。宮崎○島田俊光議員

県は、県北、県央、県南その施業形態というの

は違うわけでございます。しかし、森林組合の

職員に対しては、施業プランナーの養成機関が

ありますから、林業に対する効果というのは出

てきていると思いますが、素材業はそういうこ

とがないわけでございます。したがって、素材

業にそういう指導をしていかなければ、林業の

消費拡大というのはなかなかできないと思いま

す。それと、問題は加工場との連携でございま

すが、海外出荷、そして加工事業、さらには木

質発電まで出てきたわけでございますから、こ

の森林組合、素材業の育成をしておかなけれ

ば、いろんな産業にまつわって林業本体が崩れ

るようなことになってはならないと思いますの

で、これはしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。よろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、河川、道路への木材利用につい

てお伺いしたいと思います。先ほども言いまし

たが、本県は杉の生産量が日本一であるにもか

かわらず、県外出荷が多い状況でございます。

私は、地産地消の考えから、もっと県産材の活

用を進めていくべきだと考えております。「土

木」という言葉にありますように、従来から土

と木材は、土木事業において大変重要な材料で

ありました。土は今でも、堤防や道路の盛り土

などに主な材料として大いに活用されておりま

すが、木材は、今ではその使用がコンクリート

にかわってしまい、最近では活用が少なくなっ

ている状況でございます。これまで河川の木工

沈床などで用いられているようですが、私は

もっと活用を進めていくべきではないかと考え

ております。そこで、土木工事でも工事量が多

い河川や道路における木材利用の取り組みにつ

いて、県土整備部長にお伺いします。

河川や道路○県土整備部長（東 憲之介君）

の施設につきましては、長期にわたり安全性を

確保する必要がありますことから、木材の活用

に際しましては、コストはもとより、強度や耐

久性について十分な検証が必要となりますが、

木材の土木工事への活用は、景観や環境、さら

には地産地消の観点からも大変重要であると考

えております。このため、多自然川づくりを進

めている河川においては、木材を生かした河川

工法の手引きを策定し、河川の景観や環境に配

慮しながら、串間の千野川における木柵工な

ど、県内各地で木材を活用した川づくりを進め

ているところであります。また、道路において

も、のり面工事における仮設防護柵に木材を利

用するなど、県産木材を活用した取り組みを

行っております。今後とも、関係部局と連携を

図りながら、県産材のさらなる利用推進に努め

てまいりたいと考えております。

ありがとうございました。串○島田俊光議員
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間では、部長が取り組んでいただきました、蛍

のすみよい川ということで木材を使っていただ

きました。非常に助かっているわけでございま

すが。私は、森林は循環事業としてとらえるな

らば、木材も循環産業につながるようなことが

できるんじゃないかと思っているわけです。と

いうのは、部長がつくられた、蛍のすむ河川の

木材利用、それが10年後に腐った場合には、そ

れをエンドレス産業として事業ができるわけで

すから、土木業者の育成にもつながることにな

ります。今、西諸県振興局管内で木工ダムをつ

くっております。これもまた10年後につくれ

ば、それだけの木材も使用できるわけでござい

ますし、また、建設業もエンドレス事業として

育成することができるわけでございます。どう

か、多様化に向けての産業を引き起こしていた

だきたい。そのためには、横断的な話し合いと

いうのが一番肝要になってくると思いますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。

以上で質問を終わりますけれども、挨拶も一

番最後になると話すこともなくなってしまいま

す。ところが、明確に説明をしていただきまし

た。本当に心から感謝を申し上げます。知事が

提唱されている「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」、これは果敢に挑戦していただきたい。す

ばらしい部長さんたちでございますから、でき

ると思います。我々も、これを一番大きな夢と

して努力していきます。今後とも皆さん方の努

力をお願い申し上げまして、質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46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、西村賢議員。

〔登壇〕（拍手） 今、東京都○西村 賢議員

議会がすごいことになっておりますが、東京都

議会の傍聴席、立ち見も出るほど満員でござい

ます。きょうは、日向、また宮崎のほうから、

私の応援に駆けつけていただいております。本

当にありがとうございます。

昨日は、ジェトロ主催の懇親会がありまし

て、知事はその場所ですばらしい英語のスピー

チをされました。非常に感心いたしました。本

日も明快な御答弁をよろしくお願いいたしま

す。

現在、地方創生の名のもと、東京一極集中の

是正で、都市部から地方への人・物・金の流れ

を国も後押ししております。この流れを受けま

して、本県は他県と、そして、それぞれの市町

村の間で地域間競争は激化しており、昨日の議

会でもありましたとおり、ふるさと納税の返礼

品競争のようなことにも一端がかいま見えま

す。

先日、優秀なＣＭに対して贈られるギャラク

シー賞優秀賞を小林市「ンダモシタン小林」が

受賞し、明るい話題となりました。小林の皆さ

ん、おめでとうございます。これまでも大分県

の「シンフロ」、香川県の「うどん県」、広島

県の「おしい！広島県」など、自治体ＣＭも大

きな話題となってまいりました。確かに、ＣＭ

を見る者にとりましては、おもしろい、楽し

い、作品のクオリティーも高い、それぞれの地

域の知名度アップや魅力向上につながってい

る、そう感じます。しかし、話題にも上らな

かったり、意図がわかりにくい自治体ＣＭも多
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々あると感じます。

それぞれの自治体の選択により、まちおこし

にまちづくりアドバイザーを雇ったり、大手広

告代理店を使ってプロモーションを行うことを

否定はいたしませんが、高額な予算をかけた、

まちおこしイベントや自治体ＣＭなど、地方創

生の名をかりたプロモーション合戦が過熱して

いるようにも感じます。

地方の再生にとりまして、地域経済の活性化

は最重要であり、地域内での消費をふやすこ

と、外貨を稼ぐことが大きな鍵となります。イ

ベントやＣＭで一時的に盛り上がっても、効果

によって得られる利益よりもコストが高い場

合、もしくは、ほかの地域への支払いに使われ

てしまった場合では意味がなく、冷静に目標の

達成や効果の検証が必要ではないかと考えま

す。

本県は現在、「日本のひなた」キャンペーン

を行い、他県と同様、県のＰＲ活動を行ってお

りますが、長期的な発展を考え、明確な目標を

持ち、費用対効果を考えることが重要であると

思いますが、知事はどのように考えているのか

を伺います。

以下、質問は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。

費用対効果を踏まえた自治体ＰＲということ

でありますが、自治体のＰＲは、地域の認知度

や好感度を向上させることによりまして、その

ブランド価値を高め、ひいては観光・物産・移

住等の地域経済の発展につなげることを目指す

ものでありまして、ますます重要性が増してい

ると考えております。そのため、地方創生の取

り組みが本格化する中で、多くの自治体が地域

の魅力発信に取り組んでおります。その取り組

みには、費用対効果も十分踏まえる必要がある

と考えております。

現在、県では、宮崎の多彩な魅力を全国にＰ

Ｒします「ひなた」プロモーションに取り組ん

でおりまして、その展開に当たりましては、県

民や民間企業、本県ゆかりの皆様など、まさに

「ひなたの人」の総力を結集した効果的・効率

的な実施に努めているところであります。この

結果、本県の認知度や好感度は着実に向上し、

県全体での一体感が醸成されるなどの成果が徐

々に上がってきているものと考えておりまし

て、今後とも引き続き、官民一体となったＰＲ

に努め、本県のさらなるアピール、そして経済

の活性化に結びつけてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

地方プロモーションというも○西村 賢議員

のは、非常に自己満足になりやすい側面もある

かと思いますので、第三者検証というと何かイ

メージが悪いんですけれども、しっかり第三者

から見た検証も必要ではないかなと思います。

引き続き知事には、監視役というか、そういう

ものも、しっかりと目を届けながらやっていた

だきたいと思います。

次に、情報発信に重要な役割を持ちます都市

圏の情報発信拠点、新宿ＫＯＮＮＥについて質

問をいたします。今後の運営に関して、さまざ

まな議論を重ねているとのことでありますが、

先日、私も新宿ＫＯＮＮＥ館を視察いたしまし

た。新宿ＫＯＮＮＥ館の正面には、ことしの４

月にバスタ新宿というものが完成しており、そ

こも案内していただいたところ、１日に何

と1,200便のバスが発着し、また、１日平均で２

万人が利用、ピーク時には４万人が利用すると

いうことでありました。新宿地域に人が集中し
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ている状況が大分変わってきたなと思って見た

ところでありました。

今、新宿ＫＯＮＮＥのほかの地域への移転も

検討されているようですが、私自身は、このよ

うな状況を見ますと、ほかの場所に移るべきで

はないと思いますし、また、場所云々よりも、

そもそもの中身の運営面ということが非常に重

要ではないかなと思っております。新宿ＫＯＮ

ＮＥにつきまして、今後どのような考えで見直

していこうと考えているのか、商工観光労働部

長に伺います。

新宿みや○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ざき館ＫＯＮＮＥにつきましては、平成10年３

月のオープン以来、18年が経過しているところ

でございますけれども、首都圏における本県の

情報発信拠点として、観光情報の発信や県産品

の認知度向上、販路拡大などに一定の成果を上

げているものと考えているところでございま

す。

しかしながら、ＫＯＮＮＥを活用いただいて

いる方々からは、外販機能の充実や、本県の強

みであります「食」の魅力の発信強化等を期待

する声もあり、また、他県の情報発信拠点の整

備充実が相次ぐ中、2020年の東京オリンピック

・パラリンピック開催などを見据え、首都圏の

活力を本県に取り込むためにも、拠点機能の充

実が必要であると考えているところでございま

す。

このため、今後、県議会を初め、市町村や関

係団体、企業の皆様などからも御意見をお伺い

しながら、その機能や運営方法、設置場所等に

ついて、費用対効果も念頭に置きつつ、総合的

に検討を進めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○西村 賢議員

ます。

次に、熊本地震支援と本県の災害対策につい

て伺いたいと思います。

熊本地震の発生から約２カ月がたちました。

いまだに苦しんでいる被災者の方々には、改め

てお見舞い申し上げますとともに、支援者とし

て毎日ボランティア活動をしていただいている

方々には、感謝を申し上げる次第であります。

私も今月頭に西原村ボランティアセンターを

訪問し、西原村、また益城町の被災地を訪問さ

せていただきました。その間、ボランティアや

被災者の方々から、いろいろなお話をいただい

たところでありました。また、その後、熊本市

の大西市長を訪ね、意見交換をしたことも踏ま

えまして、質問をさせていただきたいと思いま

す。

今回、ボランティアリーダーの方から、初め

て「モンスターボランティア」という言葉を聞

きました。想像もつくかと思いますが、押しか

け・押しつけボランティアといったことを指し

ているようです。被災したところに押しかけ

て、自分がやりたいことを押しつけ、被災直後

で混乱している現場をより混乱させてしまいま

す。このような方は、正義心も強く、何とかし

て助けたいという強い気持ちもあるかと思いま

すが、受け入れる側にとっては、現地での状況

把握や安全確保、受け入れ準備が整う前に押し

寄せられても、救助や援助対策におくれが生じ

る原因になります。また、二次的な被害に巻き

込まれる可能性もあります。

今回も熊本地震では、現場に向かう車と避難

する車等で渋滞が発生し、また、持ち込み先を

問い合わせる電話などで行政も混乱し、被災者

に物資を届けたくても、そちらの対応で、本来

なすべき行政の対応ができなかったところもあ

り、自粛を求める声も上がりました。
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本県が被災した際にも、このような状況に陥

る可能性もあり、例えば今回でも、各個人が被

災地に物資を届けるのではなくて、一時的に、

県や市などが支援物資受け入れ所を早急につ

くっていれば、やみくもに持っていく人も減っ

たのではないかと思います。また、早急にテレ

ビやラジオなどで自粛を呼びかける声も必要で

はなかったかなと思いますが、このモンスター

ボランティアへの対応について、県はどう考え

るのか、総合政策部長に伺います。

災害時のボラ○総合政策部長（永山英也君）

ンティア活動につきましては、被災地に負担を

かけないという観点から、熊本地震発生後直ち

に、県のホームページにおきまして、社会福祉

協議会の情報を確認の上、行動いただくよう、

県民の皆様への周知を図ったところでありま

す。

一方で、今回の熊本地震におきましても、宮

崎からのボランティアということではありませ

んけれども、例えば、ボランティアセンターの

調整に不満を述べたりなど、結果的に被災地に

とって負担となったボランティア行為があった

と聞いております。災害ボランティアにつきま

しては、現地のニーズを踏まえ、被災者に寄り

添った活動を行うことが非常に重要であります

ので、今後とも、活動に関するルールやマナー

について、周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。

非常に救助に行きたいという○西村 賢議員

思いもわからないでもないですが、先ほど、ホ

ームページで告知したということですが、今す

ぐにでも行きたいという方がホームページを確

認するとも思えません。ここは告知、予算的な

ものを使って、テレビやラジオ等で呼びかける

ことも必要ではないかなと思いますので、また

検討いただきたいと思います。

また、今回の熊本の被災地の訪問で、「受援

力」という言葉も初めて聞きました。文字どお

り、援助を受ける力なのですが、大きな災害を

受けた場合、復旧・復興に携わる行政やボラン

ティアセンターを運営する人自身も被災者の場

合があります。震災など災害直後には、本来業

務に当たる人も、予定どおり集まることができ

ないかもしれない。その際に、よそからの応援

支援を受ける体制を受援力と指すようでした。

大きなものでは、自衛隊のような組織から支援

を受けることも大事ですが、他県からのボラン

ティアなど、外部の受け入れをスムーズに行う

ことも必要ではないかと思います。本県におけ

る災害ボランティアセンターの運営体制につい

て、総合政策部長に伺います。

災害からの円○総合政策部長（永山英也君）

滑な復旧・復興を進めるに当たりまして、ボラ

ンティア活動は大変重要であります。一方で、

今回のような大規模な災害においては、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もあり、ボランティアの

支援を受ける力、いわゆる受援力を高めていく

必要があります。

本県では、災害が発生した場合には、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、近隣の市町村

や県の社会福祉協議会がそれを支援するという

体制をとっております。県では、今回の熊本地

震における災害ボランティアセンターの課題等

を踏まえまして、今後、県社会福祉協議会とも

連携の上、本県における受援力の向上に取り組

みまして、災害ボランティアセンターの運営体

制の充実・強化に努めてまいりたいと考えてお
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ります。

今回、熊本地震でも、当初11○西村 賢議員

万人とも言われる方々が避難し、指定避難所や

自主避難場所、また車で寝泊まりする方も含

め、誰がどこに避難しているのか、行政側も把

握することが難しい状況にあり、支援物資を求

める声が出ても、届けるすべがなかったり、ま

た時間がかかったりもしました。物資自体が集

まっても、被災の状況によっては、届けること

ができないケースも想定されます。

熊本市の大西市長も、３日分のみずからの食

料確保を、被災後も情報発信しておりました。

先日の日曜日にも震度５弱を記録したところで

もあり、今後さらに大きな地震が起こるかもわ

からない状況は、今も続いております。災害へ

の備えとして、３日分の食料備蓄は、地震への

意識が高まっている今こそ、改めて県民に呼び

かける必要があると思いますが、県の対応を危

機管理統括監に伺います。

大規模災害○危機管理統括監（畑山栄介君）

時におきまして、被害を最小限にするために

は、個人や家庭、地域において、災害に備えて

行動することが大変重要でございます。県では

これまでも、「備蓄」を災害から命を守る行動

の一つとして位置づけ、各家庭や職場におきま

して、最低でも３日分の食料や水の備蓄に取り

組むよう、新聞やテレビ、ラジオなどを通じ

て、県民の皆様にお願いしているところでござ

います。

さらに、今年度は、８月30日から９月５日の

防災週間におきまして、スーパーやホームセン

ター等と連携し、防災用品等の展示・販売を行

う「備え推進キャンペーン」を実施する予定に

しております。今後とも、あらゆる機会を通じ

まして、備蓄の必要性とその実践について呼び

かけてまいりたいと考えております。

災害というのは、時間がたつ○西村 賢議員

と忘れていってしまうことがあります。また、

繰り返し訴えることも必要かと思いますので、

危機管理統括監にはその指導もお願いいたした

いと思います。

今回の熊本地震におきましては、自主避難場

所が多かったこともありますが、ＳＮＳでの情

報発信は大きな効果があったと聞きました。支

援物資を届ける際にも、具体的に何が欲しいと

の呼びかけや、どこの道路が通れないなど、リ

アルタイムに情報が上がってきたことで効果が

ありました。その反面、古くなった情報を見て

物資を届けても、その物資は必要でなかった

り、一カ所に物が集まり過ぎたこともあったよ

うです。

今回、私もＳＮＳを見ていて、この情報は大

丈夫かなと思うものもたくさんありましたし、

逆に混乱させた情報もあったのではないかと思

います。ＳＮＳを災害時の情報発信ツールとし

て有効に活用していくことは必要だと思います

が、県はどのように考えているのかを危機管理

統括監に伺います。

住民への行○危機管理統括監（畑山栄介君）

政情報等の発信手段として、従来のホームペー

ジに加えて、ツイッターやフェイスブックなど

のＳＮＳの活用が確かに進んできております。

ＳＮＳは、東日本大震災におきまして、災害情

報の発信だけではなく、安否確認や支援物資の

要請などの情報収集におきましても有効な手段

として注目され、熊本地震でも、その活用の可

能性が改めて認識されておりますが、一方で、

情報の信頼性やＳＮＳを使える人と使えない人

の情報の格差など、活用上の課題も指摘されて

いるところでございます。
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災害時のＳＮＳの活用については、国や民間

などでさまざまな検証が行われているところで

ございますので、本県におきましても、こうし

た動きを参考としながら、ＳＮＳを活用した災

害情報の発信・収集について研究してまいりた

いと考えております。

災害廃棄物の処理の協力体制○西村 賢議員

について伺います。今回、甚大な被害を受けた

建物の多くは、木造建築物でありました。実際

に、益城町や西原村でも、全壊・半壊の住宅の

ほとんどがいまだ放置されており、まだ解体許

可がおりていないとのことでした。今は、道路

を塞いだ瓦れきや各家庭で集めた震災のごみだ

けで、各地の一時保管所では瓦れきが山のよう

に積み上がっておりました。今後、住宅の解体

等が始まれば、この何倍もの災害廃棄物が出る

可能性がありますが、大量の災害廃棄物の処理

に、本県としてはどのような支援を考えている

のか、環境森林部長に伺います。

先般発表され○環境森林部長（大坪篤史君）

ました熊本県の災害廃棄物の処理方針によりま

すと、２年間を上限として、原則、県内で処理

を行いまして、場合によっては、県境を越えた

広域的な処理も検討するとされているところで

す。本県では、発災直後から熊本県に対しまし

て、隣接県として災害廃棄物処理に協力する旨

の連絡を行いますとともに、先月には、市町村

設置の焼却施設での災害廃棄物の受け入れ意向

や、瓦れき類の処理が可能な民間の廃棄物処理

施設の状況について、情報を提供したところで

あります。現在までのところ、本県への支援要

請はなされておりませんけれども、今後、具体

的な要請があった場合には、市町村と連携しな

がら、的確に対応してまいります。

次に、仮設住宅の準備につい○西村 賢議員

て伺います。今、被災地におきましては、仮設

住宅の建設が進められ、既に完成し入居が始

まっているとの報道もありました。少しでも早

く入居できたほうがもちろんいいですし、この

ような早急な対応ができたところはすばらしい

と思います。自治体によっては、まだ建設用地

の確保が足りないという話も聞きました。災害

に巻き込まれない広い土地を確保していくの

は、なかなか容易ではありませんし、山間部の

多い本県においては、確保の難しい地域もある

のではないかと思いますが、現在の本県におけ

る応急仮設住宅の建設用地について、市町村の

準備状況を県土整備部長に伺います。

応急仮設住○県土整備部長（東 憲之介君）

宅の建設用地につきましては、本県の「応急仮

設住宅建設・管理マニュアル」に基づき、市町

村が建設候補地を選定し、候補地台帳を策定の

上、登録することになっております。現在、全

市町村で候補地台帳が整備されており、県全体

で約３万戸分の建設候補地が確保されていると

ころであります。

しかしながら、沿岸部や中山間部などの一部

の市町村では、津波浸水想定区域や土砂災害警

戒区域など、災害発生の危険性がある場所が多

いことから、用地を十分に確保できていない状

況にあります。このため、大規模災害時には、

市町村の境界を越えて必要戸数を確保していく

必要もあると考えております。県といたしまし

ては、引き続き、市町村と一体となって、さら

なる建設候補地の確保に努めてまいりたいと考

えております。

次に、現在改定中の「都市計○西村 賢議員

画に関する基本方針」について質問をいたしま

す。私の地元日向市では、南海トラフ津波が発

生すれば１万5,000人もの被害があると想定さ
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れ、今、避難タワー等の整備も進められており

ます。もちろん、いざというときに命を守る避

難タワーの設置は必要でありますが、住宅や財

産を守ることはできません。

また、中山間地におきましては、崩落の危険

性がある傾斜地に近いところは急傾斜危険区域

となっておりますが、現在は、人が住んでいる

住居が５戸以上なければ、急傾斜地対策事業に

も乗らないわけです。これでは災害時に命や財

産を失う可能性も高く、山間部からの人口流出

にもつながっていると考えられます。

２月議会の際に、「都市計画に関する基本方

針」において、防災の観点を含めていくという

方針がなされました。東日本大震災や熊本地震

を受けて、本県における地震や津波への対応が

どのように反映されていくのか、県土整備部長

に伺いたいと思います。

本県におい○県土整備部長（東 憲之介君）

ても、南海トラフ地震の発生が懸念されており

ますことから、「宮崎県地震減災計画」におい

て、県民の命を守ることを最優先に、地震に対

しては建物の耐震化等を促進し、さらに、想定

される最大クラスの津波に対しましては、避難

施設、防災施設などと組み合わせて、ソフト・

ハードのとり得る手段を尽くした総合的な津波

対策を確立していくことが位置づけられており

ます。このため、今回の改定におきましては、

「災害発生のおそれがある区域の土地利用のあ

り方」「避難困難地域の解消」及び「密集した

市街地への対応」などについて、都市計画審議

会や関係市町及び県民の意見を伺いながら、災

害に強いまちづくりのための方針を整理してい

くこととしております。

以上で地震関係の質問は終わ○西村 賢議員

りますが、今回、被災地を訪れたときに、活断

層がこの辺にあるんだとわかっていながらも住

宅を建ててしまったということを、被災者の方

が話しておりました。まさかこの地には来ない

だろう、熊本には地震が来ないと言われておっ

たそうですが、検証してみると、来て当たり前

じゃないかと、今になって言われる方もいらっ

しゃいます。備えは、平時のときに、いかにど

れだけやるかということもあると思いますし、

また都市計画というのは、そういう意味では、

非常に防災の観点にも密接する重要な事業だと

思いますので、今後とも、検討が早急に進むよ

うによろしくお願いしたいと思います。

次に、ヘベスの支援について伺います。

ヘベスは日向市の特産物でありますが、５

月30日に、ことしの初出荷となりました。まだ

ハウス物しかありませんが、ヘベスは御存じの

とおり、日向市地域を中心につくられている香

酸かんきつ類の一つであります。これまでも黒

木覚市先輩が何度も質問をしてこられました

が、本県としても、みやざきブランドに登録し

ていただいておりますし、また、焼酎に入れた

り、料理やお菓子など多様な使い方がありま

す。

しかし、生産農家の高齢化や後継者問題は、

ヘベス農家にも同様であります。生産量もＪＡ

日向管内では、平成５年当時206トンあったもの

が昨年は103トンへと半減しており、後継者の育

成やヘベスの生産拡大には、生産農家の所得の

向上が必要であると考えております。

これまでも県は、県外事務所や新宿ＫＯＮＮ

Ｅ館などでＰＲなどに御尽力いただいておりま

すが、ＰＲだけではなかなか農家所得につな

がっていかない現状もあります。また、日向市

におきましては、生産農家を中心に、ヘベスの

ＰＲを全国に向けて発信しているところであり
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ます。ヘベス生産農家の所得を上げていくため

の方策について、農政水産部長に伺います。

ヘベスにつき○農政水産部長（郡司行敏君）

ましては、爽やかな香りと酸味、豊富な果汁と

いった特徴を有しておりまして、カボスと比べ

ても取引価格が高いことから、高いポテンシャ

ルと可能性を持った有望なかんきつであると考

えております。

一方で、産地の高齢化が進む中で、管理不足

から収量や品質が安定しないといった課題や、

品質が不安定であることから、単価の低い加工

向け比率が高いといった問題、さらには、産地

として、マーケットが求めるロットに十分対応

できていないといった、さまざまな課題がござ

います。

このため、県といたしましては、産地分析等

の手法を用いまして、個々の生産者における基

本管理の徹底を進め、収量の増加と品質の向上

を図りますとともに、産地がターゲットを明確

にし、戦略性のある生産販売体制を構築できる

よう支援を行うなど、ヘベス生産者の所得向上

を目指した取り組みを、今後とも推進してまい

りたいと考えております。

今、生産ロット数が少ないと○西村 賢議員

いう話もありましたけど、その生産量は、大分

県のカボス、徳島県を中心としたスダチの年間

約6,000トンに対してヘベスは100トン強であ

り、はるかに少ない状況にあります。さらに

今、ヘベスと似た香酸かんきつ類として、山口

県のナガトユズキチ、福岡県のアサクラキズな

ど、西日本には同様な作物があり、それぞれが

新商品の開発等を行っている状況にあります。

このようなことから、ヘベス農家からもさま

ざまな意見が出てきており、販売力、また競争

力の強化のために、ヘベスの産地を広げるべき

との意見も出てきております。これまで長く門

外不出にしてきた経緯もあり、影響ははかり知

れないところもありますが、ヘベスの生産拡大

や所得アップのために、県内全域に広めていく

ことを考えていく必要があります。県としてヘ

ベスの産地拡大についての考えを、農政水産部

長に伺います。

ヘベスは、本○農政水産部長（郡司行敏君）

県生まれの特産かんきつで、高いポテンシャル

を有した本県の貴重な財産であると考えており

まして、栽培面積を拡大して、さらなる生産振

興を図っていく必要がある、そのように考えて

おります。議員から御指摘がありましたよう

に、現在、ヘベスを栽培している産地はＪＡ日

向管内のみということで、生産量は100トン強と

いう状況でございます。大分県のカボス、徳島

県のスダチに比べると、生産量がまだまだ少な

いという状況でございます。

このため、県といたしましては、まず、果樹

経営支援対策事業等を活用いたしまして、苗木

の育成や他の果樹からの改植、基盤整備を進め

るとともに、若手の新規参入を推進し、産地力

強化を支援してまいりたいと考えております。

御質問にもありましたけれども、まずは既存産

地の意向というのが大事だとは思いますが、県

内の他のかんきつ産地の意向も踏まえながら、

県内全域を視野に入れた産地の拡大に取り組ん

でまいりたい、そのように考えております。

ヘベスの拡大というものが、○西村 賢議員

先ほど部長から指摘があったとおりの状況にな

ります。一方では、長く門外不出にしてきたこ

ともありまして、これが広がることによって自

分たちが危なくなるんじゃないかと心配する声

があるのは当然でもありますし、また一方で、

今、日向市内いろんなところに、かつてヘベス
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を栽培していた方が放置されているんですね。

放置されている方は、近所の人がとりに来た

ら、「勝手に持っていっていいよ」とか、「お

土産に持って帰りなさい」ということがありま

して、価値自体をみずから下げてしまっている

ところもあるわけです。こういうことも踏まえ

まして、来年に向けて、しっかりと日向市でも

対策を打っていくと思いますし、また県のバッ

クアップをよろしくお願いしたいと思います。

次に、細島港整備計画について質問いたしま

す。

ことしの３月の細島港の港湾計画改訂におき

まして、足りなくなった港湾用地や工業用地の

拡大とともに、15メートルの岸壁整備が採択さ

れたことは、非常に大きいことであります。15

メートル級の岸壁の整備は、これまでも質問に

取り上げてきたように、船舶の大型化に対応す

るものであり、先日、商工建設常任委員会の調

査で、細島港を利用する企業の方々との意見交

換でも、この岸壁の早期整備を望む声が上がり

ました。

しかし、多額の予算を必要とする大型公共事

業でもあり、整備は容易ではないと思います。

今、全国でも大水深岸壁は９つの港湾しかない

ようですが、この岸壁の整備に向けまして、本

県がどのように取り組んでいくのか、県土整備

部長に伺います。

細島港にお○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、東九州自動車道など道路ネットワ

ークの整備の進展や、中国木材を初めとする多

くの企業の進出、貨物船のさらなる大型化など

の、港を取り巻く環境が大きく変化しておりま

すことから、水深15メートル岸壁の早期整備は

喫緊の課題であると考えているところでありま

す。この岸壁計画を早期に実現するためには、

これまで以上の貨物量や大型貨物船の入港が重

要なポイントになると考えております。したが

いまして、今後とも、戦略的なポートセールス

活動を展開するとともに、国への要望活動を行

うなど、早期事業化に向けて、官民一体となっ

て取り組んでまいりたいと考えております。

港湾計画におきまして、現在○西村 賢議員

の細島港商業港地区の周辺を緑地とする計画が

なされております。これまでも、地元の細島ま

ちづくり協議会や日向市、また企業等が話し合

いを進め、合意形成もなされてきつつありま

す。企業の倉庫移転や鉄道跡地の活用等も含

め、人と人との交流設備等、にぎわいを創出し

ていけるような地域づくりに、細島地区の住民

も期待するところが大きいわけですが、一言で

緑地と言っても、どのように整備を行っていく

のかがわかりにくいところもあります。整備方

針につきまして、県の考えを県土整備部長に伺

います。

細島港発祥○県土整備部長（東 憲之介君）

の地であります商業港地区は、古くから漁業や

商業の港町として栄え、周辺には、歴史的価値

のある史跡や建物が点在しております。また、

新鮮な海産物を提供する「海の駅ほそしま」な

どもあり、地元から観光資源と一体となった整

備の要望をいただいているところであります。

このようなことから、この豊かな地域の観光資

源などを生かし、よりにぎわいや親水性のある

地区として整備することを、今回、港湾計画に

位置づけたところであります。

今後の整備についてでありますが、計画地で

は、現在、数多くの企業が利用されている状況

もありますので、今後、日向市や地元のまちづ

くり協議会、港湾利用者等と十分話し合いを行

いながら、具体的な整備のあり方について検討
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してまいりたいと存じます。

今その商業港地区には、小型○西村 賢議員

船だまりとして、プレジャーボートを対象とし

た施設の計画もあります。現在でも3.5メートル

の深さがある商業港には、一部プレジャーボー

トが停泊しておりますが、チップヤードの移設

や浮き桟橋の設置など割と簡単な整備で、より

多くの船がとめられる港に変えていくことがで

きると思います。

先日、常任委員会でサンマリーナ宮崎を視察

いたしました。その際、水深２メートルの航路

確保のしゅんせつに昨年は１億5,000万円がかか

り、６カ月間は使用できず、船の停泊料もその

分徴収できなかったとの報告がありました。こ

のサンマリーナ宮崎のしゅんせつ問題や、これ

までの計画自体の不備は、何度も議会で議論さ

れておるところでありますが、ヨットや大型プ

レジャーボートが停泊するマリーナの機能の一

部を細島港商業港地区へと分散し、サンマリー

ナは、ディンギーなどの小型船舶を中心とした

ものにしていくほうがよいのではないかと考え

ます。

サンマリーナ宮崎の砂の堆積問題には、今

後、抜本的な対策、政策の方向転換が必要かと

思いますが、数年で片づくとはとても思えませ

ん。利用者の利便性を考えると、今、高速道路

の開通でより近くなり、また鉄道を利用して

も、日向市駅から一本道で10分圏内にある商業

港地区へのクルーザーやヨットの係留施設の整

備を早期に行い、係留場所を確保するべきと考

えますが、県の考えを県土整備部長に伺いま

す。

御質問にあ○県土整備部長（東 憲之介君）

りました宮崎港のサンマリーナ宮崎につきまし

ては、本県の海洋性レクリエーションの拠点と

して重要な施設でありますので、砂の堆積問題

に対しまして、効果的な改善策やその事業化に

ついて、現在検討を進めているところでありま

す。

細島港につきましては、多くのプレジャーボ

ートや漁船が混在して係留されていることか

ら、商業港地区におきまして、小型船だまりと

してのクルーザーやヨット等の係留も可能とな

る新たな係留施設の整備を、今回、港湾計画に

位置づけたところであります。この係留施設の

整備に当たりましては、先ほどお答えしました

商業港地区の整備と調和を図り、一体的に整備

する必要があることや、プレジャーボート利用

者などと調整を図ることも必要でありますの

で、今後、これらを踏まえて、整備の進め方に

ついて検討してまいりたいと考えております。

サンマリーナも久しぶりに視○西村 賢議員

察させていただきましたけど、年々ひどい状況

にありますし、また、あそこで取った砂をまた

一ツ葉海岸の養浜に使っていく、同じところを

ぐるぐる砂が回っていくのに、多額の予算がか

けられているのではないかと疑うというか、今

後の運営に対しても心配する声が上がるのは当

然であります。知事も、このことは重々承知し

ていると思いますが、先ほど質問した緑地計画

と相まって、この商業港地区というのは、まだ

まだこれから、にぎわいを取り戻す地域にもな

ると思います。大きな発展をもたらしてくれる

のではないかと思いますが、知事は、この件に

つきましてどのようにお考えなのか、伺いたい

と思います。

なかなか砂というもの○知事（河野俊嗣君）

が、必要なところにはついていかなくて、どん

どんなくなっていく、それで不要なところには

たまっていくと、思うようにならないわけであ
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りますが。サンマリーナ宮崎は、サンビーチ一

ツ葉と一体となった海洋性レクリエーションの

大変重要な拠点で、多くの皆様に親しまれてお

ります。今度、シーガイアトライアスロンもあ

りますが、ナショナルトレーニングセンターと

して、そういう日本代表の練習にも提供いただ

いておるようなところでもありますし、本県の

重要な観光資源、またスポーツの拠点であろう

かと思っております。

今後とも、サンマリーナ宮崎が、県民はもと

より、県外から訪れる皆様にも気持ちよく利用

していただける施設となるよう、しっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。細島港

につきましては、先ほど部長も答弁しましたよ

うに、商業港地区の整備と一体となった、クル

ーザーやヨット等の係留も可能となる新たな係

留施設を、今回、港湾計画に位置づけたところ

であります。関係者との協議を踏まえながら、

細島港についても、にぎわいや親水性のある地

区としての整備を検討する。それぞれの地区の

位置づけというものをしっかりと踏まえた上で

取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。それ○西村 賢議員

ぞれの地区、宮崎にも必要だし、日向にも必要

だと思いますが、今、宮崎のサンマリーナが使

用しづらい状況にあるということと、ビーチも

確かにすばらしい設備でありますが、実際、年

々、使い勝手も悪くなっているというところも

考慮していただきたいと思います。細島の商業

港地区は、本当に安定した天然の良港でありま

す。また、周囲も非常に交通の便もいいところ

でありますので、できるだけ早く整備が進むこ

とをお願い申し上げて、質問を終わりたいと思

います。

次に、子ども食堂について質問いたします。

全国的に普及が広がっております。先日、子

ども食堂のシンポジウムに参加いたしました。

整理券がないと入場できないほどの盛況ぶり

で、今から始めたいという方々も多く集まって

おりました。

それぞれのＮＰＯや企業など、運営者の意図

で目的や多少の運営方針は変わるものの、親の

仕事等で一人で御飯を食べる子（孤食）、貧困

やネグレクトで食事が十分に与えられない子

供、また、親子のコミュニケーションのため

に、無料や安価な料金で食事を提供したり、一

緒に会話をしたりして、子供や家族とのコミュ

ニケーションを図ることを目的としており、週

に一度や月に一度のものから、毎日のように

やっているところもあるようでした。誰もが始

められるボランティアとして、今、全国的に広

がっております。

子供の貧困が社会的な大きな問題となる中

で、人々の善意でこの取り組みは広がっており

ますが、国の指針などもなく、運営者もみずか

らやり方を学んだり研究したりして苦労してい

る部分もたくさん聞かれました。宮崎の方も、

東京の先進的な事例を研究して、みずから取り

組むという話も聞きました。

これは、あくまで自発的なボランティアであ

りますが、子ども食堂によって助けられる子や

家族がいることも事実であります。行政がサポ

ートできないところに手を差し伸べているとこ

ろでありますが、昨日は、太田議員の質問の中

でも「政治の責任」という発言もありました。

確かにそうだと思いますが、県としては、子ど

も食堂の普及にどのような支援を行っていくの

か、伺いたいと思います。

子ども食堂に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

つきましては、本県では、民間団体による取り

平成28年６月15日(水)
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組みとして、宮崎市と西都市の２件について把

握しておりますが、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もの

であり、民間団体の積極的な取り組みを心強く

思っているところであります。県としまして

は、このような事業を進める団体や市町村に対

して、活用できる補助制度を紹介するととも

に、他県の取り組みなども参考に、運営に当

たってのノウハウの提供を行いながら、今後の

支援のあり方について検討してまいりたいと考

えております。

国のほうも、「地域子供の未○西村 賢議員

来応援交付金」というものをことし設立されま

して、子育てや貧困世帯支援のＮＰＯや企業を

支援する事業を打ち出してきております。まだ

各市町村が動き出すには時間がかかるものと思

いますので、県におきましては、市町村への支

援をお願いしたいと思います。

子ども食堂というものは、国の指針、厳格な

ルールがなく、ほとんどがボランティアによる

善意の活動であると思いますが、例えば、提供

する食品の衛生管理や利用者間のトラブル、ま

た、子供が夜間一人で外出してしまうような可

能性も想定されます。子ども食堂の実施に対し

て、県はどのような指導を行っていくのか、福

祉保健部長に伺います。

子ども食堂は○福祉保健部長（日隈俊郎君）

近年、全国的に広がりつつありますが、議員の

お話にありましたとおり、日ごろ一人で過ごす

ことの多い子供にとっては、同世代の子供たち

と会話しながら食事ができること、また、多忙

で食事をともにする時間のとれない親子にとり

ましては、親子の触れ合いの時間が確保できる

ことなど、さまざまな効果があるものと考えて

おります。

このような中で、衛生管理や、行き帰りの際

の安全面の確保など、いろいろな課題も想定さ

れるところであります。したがいまして、県と

いたしましては、実施団体の状況把握に努める

とともに、他県の状況や取り組みについても参

考にしながら、衛生面や安全面に関する情報の

提供等を行ってまいりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いしたいと○西村 賢議員

思います。これは恐らく、これから始めたいと

いう方もたくさんいる事業だと思いますので、

県がサポートできるように体制も整えていただ

きたいと思います。

次に、県立普通科高校の通学区域撤廃につい

て伺います。

通学区域撤廃から９年が経過し、それ自体は

定着化してきたところでありますが、学校に

よっては、定員割れの状況もあると聞いており

ます。定員割れが常態化していけば、学校の存

続にも影響があります。高校だけでなく、地域

の小中学校でも少子化の影響が出ている中で、

生徒が減っている学校では、何とか特色ある学

校づくりを打ち出せるように努力しているとは

思いますが、今、通学区域撤廃から９年がた

ち、現状と課題について、教育長に県の認識を

伺います。

普通科の通学区域に○教育長（四本 孝君）

つきましては、平成20年度の高校入試から撤廃

をいたしたところでありますが、この大きな狙

いというのは、中学生が行きたい学校を主体的

に選択できるようにするということでありまし

た。このことにより、中学生は各高校の特色を

十分理解した上で、個性や能力、適性に応じた

学校を選択しているものと考えております。

また、各高校におきましても、教育内容の工

夫・改善、部活動の活性化など、特色ある学校
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づくりを進める取り組みや学校のＰＲを積極的

に行っております。今後とも、各高校において

は、一層の魅力づくりに努めるとともに、その

特色が地域や中学生、保護者にしっかり伝わる

よう、積極的に情報発信を行うことにより、中

学生の進路意識や学習意欲の向上につなげてい

くことが大切であると考えております。

私も朝、電車で通勤する機会○西村 賢議員

が多くて、駅を利用する機会もあるんですが、

非常に少子化と言いながら、電車を使う子がふ

えたなというような印象もあります。また、当

然、県立学校だけではなくて、私立学校同士も

競争が激化していると思いますし、県立・私立

関係なしに、行きたい学校に子供たちが行くと

いうのは、当然のことだとは思います。

全日制県立高校の平成28年度の定員と入学者

数との乖離が10名以上の学校を見てみると、36

校中、14校が該当しておりました。私が数えた

ところでありますが。その中でも、さらに入学

者と定員との乖離が40名以上の学校が、都農高

校、日南高校、西都商業、日向高校、本庄高校

でありました。これぐらい乖離がありますと、

今後、非常に心配な部分もあります。もちろん

学校それぞれは努力しているとは思いますが、

定員未充足の県立高等学校に対して、県はどの

ような対策を講じていくのか、教育長に伺いま

す。

現在、各高校におき○教育長（四本 孝君）

ましては、学校の特色づくりとして、多様な進

路に応じたカリキュラム編成や部活動の活性

化、魅力ある学校行事の実施などに取り組んで

いるところであります。また、学校の特徴やよ

さをＰＲするために、例えば、中学生が実際に

高校の授業を体験したり、高校生が中学生にプ

レゼンテーションを行ったりするオープンスク

ール等を行っているところであります。

今後、各高校が、中学生の進学先として、地

域のニーズを踏まえ、また、地域の方々に親し

みを持っていただける魅力と特色ある学校づく

りを、より一層進めていくことが重要であると

考えております。このため、県教育委員会とい

たしましても、授業改善のための学校訪問の実

施や、少人数指導のための教員の配置、中高連

携の取り組み等を通して、各高校への指導や支

援の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

学校の統廃合というのは、地○西村 賢議員

域の力の衰退にもなっていきますので、できる

限り避けたい。高校が統廃合される前に、小中

学校も含めて、統廃合する場所をなるべく少な

くしていかなければならないと思います。それ

が地域の力に反映してしまいますし、また、中

山間部では、一度減ってしまったら、もう一回

つくっていくことは非常に厳しい状況があると

思います。

以上で用意した質問は全て終わります。あり

がとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○星原 透議長

た。

次に、今回提案されました議○星原 透議長

案第１号から第14号まで及び報告第１号の各号

議案を、一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第13号採決◎

まず、公安委員会委員の任命○星原 透議長

の同意についての議案第13号について、お諮り

いたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規
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定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第13号についてお諮りいたします。

本案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第12号まで、第14号及び◎

報告第１号委員会付託

次に、議案第１号から第12号○星原 透議長

まで、第14号及び報告第１号の各号議案は、お

手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係の

委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす16日から21日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、22日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時52分散会




