
９月７日（水）
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平 成 2 8 年 ９ 月 ７ 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 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

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 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

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 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

監 査 事 務 局 長 柳 田 俊 治

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
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議席の一部変更◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

この際、議席の一部を変更いたします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

議案第21号追加上程◎

本日の日程は代表質問であり○星原 透議長

ますが、お手元に配付のとおり、知事から議案

第21号の送付を受けましたので、これを日程に

追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「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。

議案第21号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

議案第21号は、宮崎県議会西都市・西米良村

選出議員補欠選挙の実施に伴う補正予算案であ

ります。

補正額は、一般会計3,434万3,000円でありま

す。これに要します一般会計の歳入財源は、繰

入金3,434万3,000円であります。この結果、一

般会計の歳入歳出予算規模は5,938億1,878

万3,000円となります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

代表質問◎

ただいまから代表質問に入り○星原 透議長

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、松村悟郎

議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○松村悟郎議員

ざいます。自由民主党、松村悟郎でございま

す。

早速、代表質問に入ります。

初めに、台風10号の豪雨によって各地で発生

した甚大な災害におきまして、お亡くなりにな

られた方々の御冥福をお祈りしますとともに、

被害に遭われた方々には心からお見舞いを申し

上げます。一日も早い被災者の生活再建と被災

地域の復興をお祈り申し上げます。

さて、本日９月７日、日本時間では明日とな

りますが、リオデジャネイロパラリンピックが

開幕いたします。我が国の過去最多のメダル41

個を獲得し、感動と勇気を与えてくれたリオオ

リンピックに続き、パラリンピックがすばらし

い大会となることを御祈念申し上げます。

このリオでの熱戦が終わりますと、いよい

よ、2020年東京オリンピックに向けて、さまざ

まな準備や活動が本格化してくると思います。

そこで、東京オリンピック・パラリンピック競

技大会に向けての知事の意気込みをお聞かせく

ださい。

平成28年９月７日(水)
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東京オリンピックが開催される2020年は、本

県が取り組みを進めている記紀編さん1300年記

念事業の最終年でもあります。記紀編さん事業

は、日向神話やそれにまつわる史跡などを本県

の貴重な宝として、磨き上げや発信を幅広く行

う取り組みであります。オリンピック・パラリ

ンピックの開会式では、開催国の歴史や成り立

ちなどが重要なテーマとなり、日本神話が取り

上げられれば、本県を広く世界にアピールでき

るチャンスにつながるのではないかと思いま

す。

私は、先週末の３日、東京の新国立劇場で開

催されました「ドラマティック古事記」のステ

ージを、議長、同僚議員とともに鑑賞させてい

ただきました。本県出身の西島数博さんの演出

で、本人がイザナキを演じられ、奥様の真矢ミ

キさんがイザナミを演じ、オーケストラや舞踊

もあって、古事記の神話の世界をすばらしく表

現されておりました。2020年、東京オリンピッ

ク開会式において日本神話の世界を取り上げて

もらえれば、本県を世界にＰＲする絶好の機会

になると考えますが、知事の考えをお伺いしま

す。

次に、知事の政策提案についてお伺いしま

す。

知事は２期目の選挙に当たり、「くらしの豊

かさ日本一の宮崎」の実現を目指し、分野横断

の４つの重点政策と分野ごとの３つの重点政策

を内容とする政策提案を公約として当選を果た

されました。そして、就任後の本会議にて、

「県民の皆様に、宮崎に住んでいてよかったと

実感していただけること、そしてそれが将来に

わたって持続していくための取り組みを進めて

いくことこそが、知事としての私に課せられた

究極の使命である」と所信表明をされ、日々そ

れを胸に県政に当たっておられると思います。

知事の２期目の任期も、来年１月には折り返し

を迎えますが、政策提案の進捗とそれに対する

評価、また今後どのように取り組まれるか、お

伺いします。

この知事の政策提案では、文化・スポーツの

振興を総合的に推進する部署と、産業・雇用政

策を総合的に企画・立案し、関係各部と連携し

ながらプロジェクトを推進していく司令塔とし

ての機能を果たす部署という、新しい部署の設

置が掲げてあります。

文化・スポーツについて見ますと、リオデ

ジャネイロオリンピックが好成績のうちに終了

し、４年後の東京オリンピックに向けて機運が

盛り上がっております。また、本県では、平

成32年に開催される国民文化祭と、平成38年の

２巡目国体に向けて、必要な準備を先手先手を

打ちながら計画的に進めていくべき大切な時期

でもあります。

一方、産業・雇用政策につきましては、政府

が８月に閣議決定した経済政策の中で、金融政

策、財政政策、構造政策を総動員してアベノミ

クスを一層加速する方針を掲げており、本県と

いたしましても、国の動きにアンテナを高く張

りながら、産業成長戦略をしっかりと軌道に乗

せていく必要があり、今は総力を挙げて知恵を

絞り出す踏ん張りどころであると思います。

こうした意味において、文化・スポーツの振

興と産業・雇用政策にかかわる新しい部署の設

置は、まさに時宜を得た提案であると考えます

が、その検討状況と見通しについて、知事にお

伺いいたします。

次に、県が先月５日に発表した平成27年度の

一般会計の決算見込みでは、自主財源が過去最

高となり、県債残高も圧縮が図られたようです
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が、決算の概要と評価について、知事にお伺い

いたします。

政府は先月下旬に、新たな経済対策を盛り込

んだ３兆2,869億円の第２次補正予算案を決定

し、今月にも開催される臨時国会に提出すると

のことであります。こうした国の動きに対応し

て、本県の積極的な予算面での対応を期待しま

すが、平成28年度補正予算、平成29年度当初予

算にどのように取り組む考えなのか、知事にお

伺いいたします。

次に、知事の国とのパイプについてお伺いい

たします。

先週開催されました地方創生に関する講演会

の講師を務められた、内閣府の地方創生推進事

務局長の佐々木審議官は、以前、本県に出向さ

れ、地域振興課長などを歴任されており、そう

した方が地方創生の要職にあるということは、

本県にとって非常に心強いところであります。

また知事は、総務省時代の同僚や先輩・後輩、

あるいは同年代の官僚など、数多くのパイプ、

ネットワークを持たれており、その方々も、国

において実務的な要職につかれているのではな

いでしょうか。そこで、総務省出身である知事

は、そのパイプ、ネットワークを活用しなが

ら、大いに力を発揮できる状況にあると考えま

すが、県政推進に当たりどのように取り組んで

いるのか、お伺いいたします。

以上で壇上の質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックについてであります。現在、リオの大会

が開催されていて、まさに実感するわけであり

ますが、４年後の東京大会、全世界の注目が集

まるビッグイベントとなることを実感しており

ます。昨日、たまたま東京都庁に寄る機会が

あったわけでありますが、オリンピック・パラ

リンピックのエンブレムが掲げてあった。この

エンブレムを目にしながら、この４年間、東京

大会に向けて国を挙げて準備を進めていく。前

回大会とは大きく違った意義がある。成熟国家

として２回目を迎えるオリンピックでありま

す。環境問題も含めて、どのようなモデルを示

していくことができるのか、我が国の立ち位置

というものを世界にＰＲできるのか、大変重要

な時間をいただいたと考えておりますし、これ

を一東京の大会にとどめることなく、その効果

を全国的に波及させる必要があるのではない

か。先日、全国知事会におきましても、スポー

ツ・文化・観光のプロジェクトチームが立ち上

がったところであります。私も、そのチームリ

ーダーとして取りまとめをさせていただいてお

るところでありますが、国全体として、また各

都道府県においても大変関心の高い取り組みが

進む、ましてや「スポーツランドみやざき」を

掲げている本県でありますので、その効果とい

うものを積極的に取り込んでいきたいと考えて

おります。

このため、県内48の関係団体が一体となりま

して、事前合宿やプレ大会の受け入れなどの協

力や、市町村と連携したホストタウンの取り組

み、杉の利活用技術の提案、本県が誇る食材の

提供、外国人観光客の受け入れ環境の整備など

を進めているところであります。オリンピック

の開催期間というのは非常に限られております

ので、その準備をいかにするか、それから、オ

リンピック開催後にその開催効果をいかに将来

に生かしていくか、それが非常に重要だという

思いで準備を進めてまいりたいと考えておりま
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す。いよいよ東京大会に向けて本格化する時期

でありますので、しっかりとアンテナを張り、

チャンスを逃すことなく宮崎県の発展に結びつ

けてまいりたい、そのように考えておるところ

であります。

次に、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックの開会式についてであります。世界の注

目が集まる開会式におきまして、古事記に描か

れた日本の神話が採用されれば、日本文化の理

解を深めていただくだけではなく、その多くが

舞台となっております本県をアピールする絶好

の機会になるものと考えております。特に「天

岩戸開き」は、闇夜に光を取り戻す再生の物語

でありますので、東日本大震災や熊本地震等で

被災した方々に希望の光を届けるとともに、力

強く前に進む日本の姿を世界に発信できるもの

と考えております。また、世界では、さまざま

な災害や紛争、テロで困難な立場にある方々が

多くおられますが、そういう方々にも届ける希

望の光でもありたいという思いがあります。

先日の「ドラマティック古事記」の東京公

演、私は残念ながら、台風12号の対応等もあり

まして、拝見することができなかったわけであ

りますが、高円宮妃殿下をお迎えするなど、す

ばらしい公演だったと伺っているところであり

ます。大きくアピールすることができたのでは

ないかと、大変ありがたく思っておりますし、

神話の世界の表現は、ひとり語りのようなもの

もあれば、今回のようなジャンルミックスで大

変アピールするような表現もありまして、その

多様な表現方法というものを感じたところであ

ります。

県としましては、開会式での日本神話の採用

につきまして、県内の関係団体と連携をしなが

ら、国や関係機関などに対し提案を行ってお

り、九州の経済界を初め、その理解が今、徐々

に広がっているところだという手応えも感じて

おりますし、先ほど申し上げました全国知事会

のスポーツ・文化・観光のＰＴの取りまとめの

中でも、開会式における神話の採用というもの

を、知事会の提案として国に行っておるところ

であります。今後も官民一体となって、その実

現に向け取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、政策提案についてであります。私は、

政策提案の中で、「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」を目指し、「人財づくり」「産業・雇用づ

くり」「豊かなくらしづくり」など、さまざま

な施策を掲げておりまして、それらを県総合計

画のアクションプランに反映させて、その実現

に努めているところであります。

２期目は、復興から成長へとギアチェンジす

る中でスタートし、全庁一丸となって取り組ん

できた結果、交通インフラの整備も進みまし

て、産業・雇用面では確かな手応えも感じられ

る一方で、県総合計画審議会からも、「人財づ

くり」や「豊かなくらしづくり」の面では課題

があるとの評価を受けるなど、まだまだ努力す

べき点もあろうかと感じております。知事に求

められる大きな役割というものは実行力、成果

を上げることであり、宮崎の将来に向けた確か

な礎を築くことであろうと考えておりまして、

成果の上がっている分野におきましては、さら

なる高みを目指し、また課題に対しては真摯な

姿勢で真正面から向き合い、この実現に邁進し

てまいりたいと考えております。

次に、新しい部署の設置についてでありま

す。私は、「新しいゆたかさ」の実現を図る上

では、産業・雇用政策とともに、心の豊かさに

つながる文化・スポーツの振興が大変重要と考
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えております。それは、先ほど申し上げました

ような宮崎の強みにもつながるものと考えてお

ります。

この中で、産業・雇用政策につきましては、

現在、フードビジネスの分野で全庁横断的なプ

ロジェクトの調整を行っており、一定の成果を

得ているところであります。今後、他の分野に

おいてどのような取り組みができるか、このフ

ードビジネスのモデルというものをさらに横展

開する、発展させるという観点から検討を進め

ているところであります。

また、文化・スポーツの振興につきまして

は、平成32年の東京オリンピック・パラリン

ピックに向けたおもてなしプロジェクトや、国

に要望しております国民文化祭、さらには平

成38年の国体が控えているところであります。

これらの課題に集中的に取り組む体制も含めま

して、急ぐものについては来年度からの設置も

視野に入れて、検討を加速させてまいりたいと

考えております。

次に、平成27年度の一般会計決算についてで

あります。平成27年度は、本県の厳しい財政状

況を踏まえながら、人口減少問題への対策、経

済・雇用対策、地域医療の再生や危機管理の強

化など、本県が直面している緊急的課題に積極

的に対応する一方で、人件費の伸びの抑制や投

資的経費の重点化、一般行政経費の見直しによ

る収支不足の縮減に努めるとともに、県債の発

行抑制により、将来的な公債費負担の軽減にも

努めたところであります。これらの結果、実質

収支、単年度収支は黒字となり、県債発行額、

県債残高ともに減少するなど、堅実な財政運営

を行いながら、将来を見据えたあすの宮崎の礎

づくりを進めることができたものと考えており

ます。

次に、国の経済対策に対する取り組みについ

てであります。８月に閣議決定された「未来へ

の投資を実現する経済対策」におきまして、国

は、当面の需要喚起にとどまらず、民需主導の

持続的な経済成長と一億総活躍社会の着実な実

現につながる施策を中心に対策を行うとしてお

ります。国の補正予算及び当初予算の具体的な

内容については、今後明らかになっていくこと

と考えておりますが、県といたしましては、国

の動向を十分に踏まえ、対応していくこととし

ております。

今後の財政運営につきましては、社会保障関

係費の増加や防災・減災対策、公共施設の老朽

化対策、さらには国体開催に伴う施設整備等、

多額の財政需要が見込まれているところであり

ます。一方で、厳しい財政状況の中にあって

も、地域経済の活性化や人口減少問題等、積極

的に取り組んでいく必要のある課題もあります

ことから、平成29年度の当初予算編成におきま

しては、国の予算編成や地方財政対策等の動向

を注視しながら、選択と集中の理念のもと、積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後に、ネットワークを活用した県政推進に

ついてであります。県政推進に当たりまして

は、私自身が培ってきた人脈を初め、本県出身

者や本県への出向経験者など、さまざまなチャ

ンネルというものを積極的に活用していく必要

があると考えております。

御指摘のありました、先週講演をいただきま

した佐々木内閣府地方創生推進事務局長も本県

出向経験者であり、地方創生交付金の活用等に

ついて、またさまざまな県政の課題につきまし

て、有意義なアドバイスをいただいているとこ

ろでありますし、私の出身の総務省について
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も、多くの方からさまざまな局面で力添えをい

ただいているところであります。霞が関でさま

ざまな要望提案活動を行っておりましても、つ

くづく感じますのは人脈のありがたさでありま

す。私自身は旧自治省でありますが、先輩・後

輩という人脈の中で、直接ほかの省庁の面識の

ない方であっても、旧自治省の人脈を通じて必

ず人のつながりがある、非常に話がしやすくな

るということがあります。そのネットワークは

今後有効に活用してまいりたいと考えておると

ころであります。

また、知事会において、先ほど御説明しまし

た「スポーツ・文化・観光プロジェクトチー

ム」のリーダーを務めているというようなこと

もありますし、このほか、「将来世代応援知事

同盟」や「ふるさと知事ネットワーク」、また

南海トラフの９県知事会議など、知事同士で横

の連携を図りながら、国に対して提言を行って

いる、この結束というのも大変重要であろうと

考えております。今後とも、こうしたネットワ

ークやさまざまなキーパーソンとのつながりを

最大限に活用し、県政の推進を図ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

県議会自民党は、毎年夏に、○松村悟郎議員

東京で合同の研修会を開催しています。本年

は、日南市出身で東京オリンピック・パラリン

ピック推進事務局の多田企画・推進統括官と、

本県に出向し財政課長を務められた総務省の原

調整課長に講師をお願いしました。東京オリン

ピック、地方財政の状況についても御説明をい

ただきました。意見交換をしながら、本当に貴

重なネットワークだなということを肌で感じさ

せていただきました。本県ゆかりの方などに

は、特に国で今、重要なポジションにおられる

方も数多くいらっしゃいますので、どうぞ本県

発展のために力になっていただけるよう、知事

の積極的な取り組みをお願いしておきたいと思

います。

平成28年度補正予算並びに平成29年度当初予

算の編成につきましては、経済再生と財政健全

化の２つの命題がありますが、現下の国の積極

姿勢や諸課題を踏まえ、経済好循環を県民の皆

様に肌で感じていただくためにも、この時期を

逃さず、県においては、財源をしっかりと獲得

していただき、積極的な予算としていただくよ

う要望いたしておきます。

また、壇上で述べましたが、「ドラマティッ

ク古事記」、このステージは、まさに「神話の

ふるさとみやざき」を体感でき、すばらしい感

動を受けました。改めて、2020年の東京オリン

ピックは、「神話の源流みやざき」、そのイメ

ージで開会式が開幕されることを心から期待し

ております。

知事の政治姿勢について続いてお伺いしま

す。７月の鹿児島県知事選で民間出身の三反園

知事が初当選をされ、先月初めに三反園知事が

本県を訪れ、河野知事と会談されたと報道で

伺っております。そこで、三反園知事に対する

印象や期待についてお伺いします。また、南九

州の隣県として今後どのように連携して取り組

んでいくのか、お伺いしたいと思います。

鹿児島県の三反園知事○知事（河野俊嗣君）

には、先月４日、就任挨拶ということでわざわ

ざ本県を訪問いただいて、意見交換をしたとこ

ろであります。三反園知事から、特に観光と防

災という２つのテーマについて連携強化したい

という御提案をいただいたところで、大変あり

がたいことであります。私からも、先般、環境

省のモデル事業地に選定されました霧島錦江湾
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国立公園を活用していこうというお話でありま

すとか、観光振興、防災対策に不可欠な高規格

幹線道路、高速道路の整備等に向けた協力をお

願いしたところであります。

三反園知事には、これまでの民間での経験を

生かした鹿児島県のかじ取りに期待いたします

ともに、隣接県といたしまして、施策面でも関

連する分野が多いことから、引き続き相互に連

携し、またよい意味で競い合いながら、協調と

競争ということがあろうかと思っておりますの

で、南九州の一層の活性化を図ってまいりたい

と考えております。

三反園知事は選挙の公約の一○松村悟郎議員

つとして、川内原発に関して熊本地震を考慮

し、点検と避難計画の見直しを行うという公約

で当選されました。そして、先月26日に九州電

力社長に対して、４月に二度の震度７を観測し

た熊本地震の発生を受けて、原発の耐震性をめ

ぐる県民の不安が高まっていることを理由に、

川内原発の一時停止と点検を申し入れたと伺っ

ております。知事はどのように感じられたの

か、お伺いしたいと思います。

三反園知事の申し入れ○知事（河野俊嗣君）

は、熊本地震を契機とした住民の不安の声とい

うものを受けまして、選挙公約に基づいてなさ

れたものと認識をしております。

一方、原発の稼働につきましては、東日本大

震災の反省を踏まえまして、科学的・技術的知

見に基づく安全性の確保を大前提として国が判

断したものでありまして、そのわかりやすい説

明や十分な情報提供が重要と考えております。

県としましても、九州電力が今後どのような対

応を行うのか、注目をしているところでありま

す。

また、三反園知事は、県民所○松村悟郎議員

得10位以内を目指すと積極的な姿勢を示されて

おります。知事は、先輩知事としてどう受けと

められたのか、また宮崎県の現状を踏まえなが

ら、県民所得の向上にどのように取り組んでい

かれるのか、伺いたいと思います。

１人当たりの県民所得○知事（河野俊嗣君）

が40位台にある中で10位以内を目指すと宣言す

ることは、大変意欲的な姿勢であります。私も

この数字を見たとき、はっと思ったわけであり

ますが、やはり高い目標を掲げて進んでいく姿

勢というものは大変重要ではないかと思ってお

りますし、県民生活を安定させ、豊かな暮らし

を実現したい、その思いは私も同じでありま

す。

これまでフードビジネスなどの成長産業や競

争力の高い中核企業の育成などに全庁を挙げて

取り組んできた結果、本県の１人当たり県民所

得の全国順位も上昇してきているところであり

ます。今年度は、さらに産学金労官が一体とな

りまして、企業への集中支援を行うプラット

フォームや、産業人材の育成を行います「みや

ざきビジネスアカデミー」など、さらなる飛躍

の礎となる基盤も整えたところでありまして、

今後、これらを十分生かしながら、本県経済の

活性化や雇用の拡大、さらには県民所得の向上

にもつなげてまいりたいと考えております。

鹿児島県は隣接県でございま○松村悟郎議員

すので、共通課題も非常に多く、大事な県だと

認識しております。先輩知事としてリードする

形で連携関係を築いていかれることを期待して

おります。

また、知事が政策提案に掲げた「くらしの豊

かさ日本一の宮崎」、生活環境のよさという点

では本当に日本一だと思います。ただ、何より

も経済的な豊かさがその基盤となります。三反
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園知事に負けない意気込みを持って、県民のた

めに所得向上に御尽力くださるようお願いして

おきます。

次に、ふるさと納税についてお伺いいたしま

す。

最近、新聞紙上等でよく取り上げられており

ます「ふるさと納税」は、６月の総務省発表に

よりますと、平成27年度の自治体への寄附額は

全国で約1,653億円となり、前年度の4.3倍にふ

えるなど、国民の間にも広く話題として広まっ

ております。これは、昨年４月から減税対象と

なる寄附額の上限が約２倍に引き上げられたこ

とや、自治体も返礼品を充実させていることが

要因のようです。こうした中、全国１位の寄附

額となった都城市を初め、綾町、都農町など、

県内においても大幅に寄附実績を伸ばしている

自治体が見受けられます。

一方で、先月、総務省が公表した平成28年度

課税における平成27年中のふるさと納税に関す

る税額控除額は、全国の自治体合計で約999億円

にも達したとのことであります。収支差額は、

東京都や神奈川県など大都市を中心に赤字と

なっており、一方で、地方では黒字の傾向にあ

るとの新聞報道があります。ふるさと納税は、

都市部に集中する税収の地方への再配分にも役

立っていると思います。このような状況を踏ま

え、まずは、本県のふるさと納税の取り組みと

収支状況について、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

県及び県○商工観光労働部長（中田哲朗君）

内の市町村におきましては、宮崎牛や焼酎、旅

行宿泊など特色ある返礼品を用意し、そのＰＲ

に努めておりますほか、いただいた寄附を各自

治体の魅力発信や子育て支援などの住民福祉の

向上に活用するなど、ふるさと納税に積極的に

取り組んでおります。

この結果、県と市町村を合わせた平成27年度

の寄附受け入れ実績は、全国第４位の約103

億2,800万円となるなど、全国から多くの応援を

いただいたところであります。一方で、平成27

年中にほかの自治体に寄附したことにより、居

住する自治体から税額控除された額は、約２

億9,800万円となったところであり、収支差額は

約100億3,000万円の黒字となり、山形県、北海

道に次ぐ全国３位となっております。

県全体での寄附額は全国４○松村悟郎議員

位、収支差額も黒字額第３位ということは、県

内の先進的な自治体の創意工夫や努力によるも

のだと、本当に敬意を表したいと思います。

近年の実績を伺いますと、自主財源の乏しい

本県や県内市町村にとっては、ふるさと納税は

財源確保の観点からも非常に大きなインパクト

のあるものだと思います。県の積極的な取り組

みとともに、市町村に対する支援も重要になる

と考えます。ふるさと納税、今後さらに進めて

いただきたいと思いますが、今後どのように取

り組まれるのか、知事にお伺いします。

ふるさと納税は、地域○知事（河野俊嗣君）

の活性化、住民福祉の向上を推進する上で、貴

重な財源確保に役立つ制度であるわけでありま

すし、地場産業の振興、域内経済の循環など、

地方創生の推進にも大きく寄与する、そのよう

な制度であると考えております。

また、先日、菅官房長官が都城市を訪問され

たときは、都城市長が、職員の意識改革にもつ

ながっている、そのようなことも言われたよう

であります。県としましては、この制度を通し

て、本県の魅力のＰＲに積極的に取り組むこと

により、一人でも多くの方々に宮崎の魅力を

知っていただき、本県及び県内市町村を応援し
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ていただけるような努力をしてまいりたいと考

えております。また、市町村に対しましても、

引き続き、国と連携して情報提供やアドバイス

などを行いまして、地域の発展に資する成果が

一層得られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、企業版ふるさと納税に○松村悟郎議員

ついてであります。個人版ふるさと納税につい

ては、地方自治体の財源確保の手法の一つとし

て取り組みが進んでおります。新たに創設され

た企業版ふるさと納税についても、都市部から

地方へと民間資金の新たな流れをつくる大きな

切り札として期待しております。

この制度は、個人版と異なり、国が認定した

地方公共団体が行う事業に対して企業が寄附を

行うことにより、企業が地方創生に貢献するこ

とを狙いとしたものであります。内閣府は先

月、本県を含む全国の６県81市町村の計102事業

を第１弾として認定しましたが、この制度をい

ち早く活用するとした県の取り組み姿勢、まず

は評価したいと思います。そこで、今回認定さ

れた「県民と築く「美しい宮崎づくり」沿道修

景美化モデル事業」の概要について、県土整備

部長にお伺いします。

本事業は、○県土整備部長（東 憲之介君）

県内外からの観光客の皆様に対するより充実し

たおもてなしを実現するため、これまでの沿道

修景美化条例のもとでの取り組みに、県民の皆

様の視点や創意工夫を取り入れて、美しい沿道

環境の創出を図ることを目的としたものであり

ます。具体的には、県内から３つの地区を選定

し、事業の計画段階から実施に至るまで、地元

の皆様と話し合いながら、それぞれの地域の特

色を生かした植栽のリニューアルや、記念植

樹、花植えなどの各種イベントを行うもので

す。今回の企業版ふるさと納税の認定は、本事

業が、県民協働での沿道修景美化により、観光

地の魅力向上を図ることを目的としている点が

高く評価されたものと考えております。

財政力の弱い本県にとって○松村悟郎議員

は、企業からの財政支援は大変ありがたく、こ

の第１弾を弾みに、次回以降の認定に向けても

全庁的な取り組みが期待されますが、今後、企

業版ふるさと納税についてどのように取り組ん

でいくのか、総合政策部長にお伺いします。

企業版のふる○総合政策部長（永山英也君）

さと納税につきましては、個人版のふるさと納

税と同様、自主財源に乏しい本県にとりまし

て、必要な財源を確保するための有効な手段の

一つであると考えております。この制度を積極

的に活用していきますためには、まずは、多く

の企業の賛同を得られます魅力のある事業を構

築することが必要であります。これに向けて

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。また、この制度は、県外に本社を置く企

業を対象としておりますことから、特に本県に

ゆかりのある企業に、制度を御理解いただき、

協力いただくため、３つの県外事務所を活用し

ながら、効果的なＰＲに取り組んでまいりたい

と考えております。

ふるさと納税については、個○松村悟郎議員

人版、企業版ともに、県、市町村の取り組みを

充実していただき、本県がふるさと納税の全国

のトップリーダーとなることを期待しておりま

す。よろしくお願いします。

次に、国土強靱化地域計画についてお伺いし

ます。

ことし４月にも熊本地震が発生しましたが、

振り返りますと、平成７年の阪神・淡路大震

災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東
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日本大震災など、近年、大規模な地震や津波、

台風、集中豪雨といった災害が頻発しており、

住民生活の安全・安心が脅かされる事態が生じ

ています。

このため国は、南海トラフ地震や首都直下地

震など、大規模自然災害等への対策として、平

成25年12月に国土強靱化基本法を制定しまし

た。そして、同法では、都道府県等は、国土強

靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、国土強靱化地域計画を定めることが

できるとされており、本年８月１日現在、既

に32都道府県が策定しています。南海トラフ地

震対策や風水害対策に備え、積極的かつ迅速に

強靱化対策に取り組むためにも、国土強靱化地

域計画を早期に策定する必要があると思います

が、現在の取り組み状況を危機管理統括監にお

伺いいたします。

国土強靱化○危機管理統括監（畑山栄介君）

地域計画につきましては、現在、庁内の大規模

災害対策連絡会議におきまして、住宅や保健医

療・福祉、交通・物流などの施策分野ごとに、

どういったところが弱いのか、どんな課題があ

るのかといった脆弱性の評価を行った上で、計

画に盛り込むべき施策の推進方針等について検

討を行っております。策定に当たりましては、

県防災会議に国土強靱化部会を設置し、有識者

の意見も伺ってきております。今後は、来月を

目途に計画の最終案をまとめまして、パブリッ

クコメントを経て、今年中に計画を策定したい

と考えております。

この地域計画に基づく施策に○松村悟郎議員

ついては、関係省庁の交付金等の交付に当た

り、一定程度の配慮を行うとされており、国か

らの財源確保が重要と考えます。国土強靱化地

域計画に基づく社会資本整備の予算確保にどの

ように取り組むのか、知事にお伺いします。

南海トラフ地震や台風○知事（河野俊嗣君）

による豪雨など自然災害のリスクが高い本県に

おきましては、津波や水害から県民の生命や財

産を守るための河川や海岸の施設、さらには災

害発生後の広域的な物資輸送のかなめとなりま

す道路や港湾等の社会資本を整備し、県土の強

靱化を図るというのは、大変重要な課題である

と考えております。

このため、私自身も機会あるごとに関係省庁

を訪れ、政務三役や局長クラスはもちろんであ

りますが、関係各課にも直接足を運び、社会資

本整備がおくれている本県の実情などを強く訴

え、必要な予算の確保に向けた要望や提案など

を行ってきたところであります。今後とも、国

土強靱化地域計画に基づく社会資本の整備が

しっかりと推進できますよう、市町村とも連携

をしながら、私が先頭に立って、必要な予算の

確保に向けて全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

平成28年度補正予算案にも経○松村悟郎議員

済対策としてインフラ整備予算が含まれてお

り、平成29年度当初予算への国土交通省の概算

要求においては、国土強靱化等にかかわる公共

事業費が増額要求されているようですので、こ

の機会を捉え、社会資本整備予算の充実確保を

お願いしておきます。

次に、障がい者・児童福祉についてお伺いい

たします。

７月26日未明に相模原市の障がい者施設で、

施設の元職員が起こした事件により、入所者19

人がお亡くなりになり、27人が負傷するという

大惨事となりました。犠牲になられた皆様の御

冥福を心からお祈りしますとともに、御家族の

皆様へのお悔やみを申し上げます。また、負傷
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された方々の一日も早い回復をお祈りいたしま

す。

この事件は、戦後最悪の犠牲者を出し、日本

全国に大きな衝撃を与えたということからも、

他県で起こった特別な思想を持った一個人の事

件では済まされないと思います。この事件を教

訓に、障がい者施設の安全確保、職員のストレ

スチェックとフォロー体制などをいま一度考え

直す機会にしなければならないと思います。そ

こで、今回の事件を受けて、県はどのような対

応をとられているのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

県では、今回○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の事件に係る厚生労働省からの通知を受けまし

て、７月27日に、県内の施設に対し入所者等の

安全の確保を求める通知を行ったところであり

ます。その後、県独自に施設の安全管理・防犯

体制に関する状況調査を行いまして、８月５日

に、施設長等を対象とした会議を開催するとと

もに、８月10日には、施設の安全確保等に関す

る自己点検表を配付するなど、施設の安全管理

の周知徹底に努めたところであります。また、

８月22日には、障がい者関係団体等との意見交

換会を開催いたしまして、防犯対策のさらなる

充実と障がいのある人への正しい理解が図られ

るよう、引き続き、団体等と連携しながら取り

組んでいくこととしたところであります。

この事件を教訓に、今後と○松村悟郎議員

も、障がい者に限らず、子供やお年寄りのため

の施設においても、こうした事件が二度と起こ

らないような十分な対策をお願いしておきま

す。

一方、これまで障がい者施設は、地域に開か

れた施設を目指して取り組んでこられた経緯が

あります。県におきましても、各事業所が安全

確保と地域に開かれた施設とのバランスをうま

くとれるように、指導・助言していただくこと

を要望しておきます。

次に、子育て支援についてであります。６月

に国が策定した「ニッポン一億総活躍プラン」

では、少子高齢化という日本の構造的課題に政

府一丸となって取り組む姿勢が示されました。

そして、特に子育て支援については、平成29年

度までに、保育の受け皿整備を40万人から50万

人分に上積みすることや、保育士としての技能

・経験を積んだ職員の処遇改善、さらに保育士

確保の方策として、再就職準備金貸付制度の創

設といった具体的な施策が打ち出されていま

す。

本県においても、子育て支援策の充実のため

に、こうした国の事業、政策を積極的に活用し

ていく必要があります。まず、保育の受け皿を

拡大するには、特に民間保育所等の施設整備を

進めていくことが重要だと思いますが、県は、

民間保育所等の施設整備に対してどのような支

援を行っているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

幼児の保育や○福祉保健部長（日隈俊郎君）

教育の量の確保を図るためには、民間保育所等

の施設整備を進めていくことが重要であると考

えております。これまで県では、国の子育て支

援対策臨時特例交付金を原資にいたしまして造

成した「安心こども基金」等を通じまして、県

内の認定こども園、保育所及び幼稚園に対する

補助を行ってきたところでございます。また、

さきの６月補正予算におきましても、約９億円

の施設整備補助について議決をいただいたとこ

ろであります。先日発表されました国の補正予

算案におきましても、保育の受け皿整備を図る

ための予算が計上されておりますので、今後と
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も、このような国の動向を踏まえ、市町村や関

係機関とも連携を図りながら、保育所等の施設

整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、保育士の需給状況及び○松村悟郎議員

保育士の確保策についてお伺いいたします。保

育の受け皿の拡大には、施設の整備だけではな

くて、そこで働く保育士を安定的に確保してい

く必要があります。東京などの大都市では保育

士不足が深刻であるようですが、本県における

保育士の需給の状況及び保育士の確保に向けた

県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。

県が昨年３月○福祉保健部長（日隈俊郎君）

に策定しました「みやざき子ども・子育て応援

プラン」では、計画策定時と同じ水準で職員を

配置した場合には、県内の教育・保育施設など

に従事する保育士や保育教諭は、平成30年度ま

では不足すると推計しているところでありま

す。平成27年度の実績も同様の状態でございま

して、改めて保育士等の確保の重要性を認識し

ているところでございます。

保育士等の確保対策につきましては、これま

で国の補助事業の活用や保育所等へ給付する運

営経費への加算措置を通じ、給与面での処遇改

善の取り組みを行ってきたところでございま

す。また、今年度から、潜在保育士の円滑な就

職支援を図る「保育士支援センター設置運営事

業」や、保育士養成施設に通う学生に対する修

学資金の貸し付けなどを行う「保育士修学資金

貸付等事業」の実施による保育士等の確保にも

取り組んでいるところであります。今後とも、

国の動向を踏まえ、保育士等の安定的な確保に

向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

今月２日に厚生労働省より、○松村悟郎議員

入所できる認可保育所はあるものの、特定の保

育所を希望している場合や、保護者が育児のた

め求職活動を休止している場合など、国の待機

児童数から除外されている潜在的な待機児童、

いわゆる隠れ待機児童が、全国で、国の定義の

待機児童数の３倍近くに上るとの発表がありま

した。子育て中のお母さんが安心して働けるた

めにも、人員確保を含め、保育所の充実が重要

でありますので、県内の実態を的確に把握し、

よりニーズに応える施策の充実をお願いしてお

きます。

次に、子供の貧困についてお伺いします。我

が国の子供の貧困率は、平成25年の国の調査

で16.3％と過去最高を記録するなど、深刻化し

ております。こうした中で、平成26年１月に

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施

行され、県では法の趣旨を踏まえ、本年３月

に、保護者に対する生活・就労支援、子どもの

教育の支援など４つの柱から成る「宮崎県子ど

もの貧困対策推進計画」が策定されました。昨

年度、県議会に設置されました宮崎のこども対

策特別委員会では、子供の貧困対策についても

調査を行い、県の計画の実施に当たり、関係部

局間の連携体制の構築などを要望してまいりま

した。計画策定後の初年度における体制整備、

そして計画に掲げた施策の確実な実行が重要だ

と考えます。そこで、この計画を着実に推進す

るために、県として今後どのように取り組んで

いくのか、知事にお伺いいたします。

子供の貧困対策の推進○知事（河野俊嗣君）

に当たりましては、部局横断的な取り組みが必

要となりますので、ことし６月に、私が本部長

となります「宮崎県子どもの貧困対策推進本

部」を設置するなど、まずは庁内の体制を整備
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したところであります。また、民間の関係団体

等で構成します「宮崎県子どもの貧困対策協議

会」を設置し、計画の進捗状況につきまして、

毎年度、点検・評価を行うこととしておりま

す。

一方、計画をより効果的に推進し、具体化さ

せるためには、地域住民に身近な市町村の取り

組みが重要となります。国の交付金を活用し、

市町村が実施します子供の貧困の実態調査や計

画の策定などに対して支援を行うこととしたと

ころであります。県内でも近年、民間団体など

を中心に、子ども食堂や学習支援などの取り組

みが活発に行われているところであります。こ

れらの団体とも連携を深めながら、県を挙げ

て、計画の実現に向け、しっかり取り組んでま

いりたいと考えております。

子供の貧困対策については、○松村悟郎議員

子供たちが日々多くの時間を過ごす学校におい

ての課題把握が大切であり、いじめや不登校な

どのさまざまな問題への対応はもとより、貧困

に苦しむ家庭の子供たちを他の関係機関とつな

ぐスクールソーシャルワーカーの役割が重要と

なっており、本県においても今年度、増員が図

られています。そこで、スクールソーシャルワ

ーカーの事案解消の状況と今後の支援対策の充

実について、教育長にお伺いします。

スクールソーシャル○教育長（四本 孝君）

ワーカーの平成27年度における活動状況としま

しては、不登校や家庭環境の問題など、497件の

事案に対応しております。そのうち133件の事案

が解消に至り、残る事案につきましては、継続

的な支援を行っております。

スクールソーシャルワーカーの対応件数は年

々増加しておりまして、その人員の確保や質の

向上が課題となっているところであります。こ

のため、今年度４名を増員し、計12名を配置し

たことによりまして、これまで難しかった県立

学校への対応を進めておりますとともに、臨床

心理士等と合同の研修会を年３回実施すること

や、スクールソーシャルワーカーに対する指導

や助言を行う専門家の配置に努めているところ

であります。今後とも、関係機関との連携を図

りながら、さらなる支援体制の充実に努めてま

いりたいと考えております。

「子どもの貧困対策の推進に○松村悟郎議員

関する法律」では、地方自治体に、地域の状況

に応じた施策を策定し、実施することを求めて

います。今後は、答弁にあったように、本庁段

階での部局間、関係機関の連携強化とあわせ

て、各地域単位で、県の出先機関、市町村、学

校などが、子供の貧困に係る問題の情報共有を

図るなど、連携を強化し、子供の貧困の解決に

向けて、実効性のある支援体制が構築されるよ

う、県のきめ細かな取り組みをお願いしたいと

思います。

さて、このほど公表されました平成27年度の

児童相談所における児童虐待の相談対応件数

は、全国で10万件を超え、本県でも715件と過去

最多となっています。相談件数が増加傾向にあ

る児童虐待問題については、県などが果たすべ

き役割と取り組みが重要だと思います。福祉保

健部長にお伺いします。

児童虐待は、○福祉保健部長（日隈俊郎君）

子供の心身に影響を与える深刻な問題でありま

して、社会全体で取り組むべき課題であると考

えております。このため、県におきましては、

未然防止を初め、早期発見・早期対応を対策の

大きな柱と位置づけまして、住民により身近な

市町村等と連携した取り組みを進めているとこ

ろであります。中でも、児童虐待対応等のた
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め、県内全市町村に設置されている要保護児童

対策地域協議会におきましては、市町村を中心

に、学校や医療機関など関係機関が協働し、地

域での見守りや相談対応など、家庭への支援を

行っておりまして、その役割は大変重要である

と考えております。県では、この協議会におい

て効果的な対応が図られるよう、児童相談所の

児童福祉司等の専門職員が会議に参加するとと

もに、同行訪問を行うなど、積極的な支援を

行っているところであります。

人口減少が大きな課題となる○松村悟郎議員

中で、子供たちは、今後の日本、そして宮崎を

支えてくれる大切な財産であります。子供たち

が安心して成長し、夢をかなえられる社会をつ

くり上げるよう、県の積極的な取り組みをお願

いしておきます。

次に、健康長寿についてお伺いします。

知事は政策提案で「健康長寿日本一」を掲げ

ておられます。県民誰もが、本県の豊かな食や

快適な気候風土を享受し、生涯にわたり心身と

もに健康で心豊かに暮らせることは重要であ

り、医療費抑制の点からも進めるべき政策であ

ります。そこで、健康長寿に関する本県の現状

と、「健康長寿日本一」を実現するためのこれ

までの取り組みについて、福祉保健部長にお伺

いします。

厚生労働省研○福祉保健部長（日隈俊郎君）

究班の報告によりますと、平成25年の本県の健

康寿命は、男性が全国８位、女性が全国４位と

なっております。

県では、「健康寿命男女とも日本一」の目標

を掲げまして、昨年度、市町村や団体、企業等

から成る「宮崎県健康長寿社会づくり推進会

議」を設置いたしまして、健康長寿社会づくり

プロジェクトを全県的に推進しているところで

あります。具体的な取り組みといたしまして

は、野菜摂取量増加の定着を図る事業や、運動

の習慣化を図る事業、高齢者の生きがいづくり

を促進する事業などのほか、今月19日には、健

康長寿社会づくりの機運を醸成するため、県民

参加型のイベント「健康長寿県民フェスタ」を

開催することとしております。

今月５日に、日用品大手の花○松村悟郎議員

王と、健康長寿社会づくりを推進するための連

携協定を締結されました。これまで県も、さま

ざまな角度からの取り組みにより、健康寿命の

都道府県順位を着実に上げられていると感じて

おります。将来的には「健康長寿日本一」を達

成できると考えておられるのか、知事にお伺い

します。

本県では今、「日本の○知事（河野俊嗣君）

ひなた宮崎県」をコンセプトとしまして、気候

も県民性も温かく暮らしやすい、そういう魅力

をアピールし、県内への移住なども推進してい

るところでありますが、「健康長寿日本一」を

目指すことは、そういう意味でも大変アピール

になるものと考えております。

現在、多くの県が「健康長寿日本一」を目標

に掲げまして取り組んでおるところでありま

す。本県も１桁台ではありますが、これはなか

なか容易なことではないと考えております。先

ほど、県民所得の議論でもありましたが、「健

康長寿日本一」という高い目標を掲げることに

よりまして、その目標達成に至る過程におい

て、県民の意識が高まる、そして県民一人一人

が健康長寿社会づくりに向けて取り組んでい

く、そのプロセスも大変重要であると考えてお

るところであります。運動習慣でありますと

か、野菜を多く食べるとか、いろんな課題はあ

るところでありまして、日本一の実現に向け



- 28 -

平成28年９月７日(水)

て、各種事業の展開を図りながら、県民の皆様

と一緒に努力をしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、がん対策についてお伺○松村悟郎議員

いします。我が国では、高齢化に伴い、生涯の

うちに２人に１人ががんになる時代となり、３

人に１人ががんで亡くなると言われています。

がんによる死亡を減らすには早期発見が大事で

あり、そのためにはがん検診を受けることが重

要となりますが、これがなかなか進まない状況

にあると聞いています。そこでまず、本県のが

んによる死亡率及びがん検診受診率の状況につ

いて、福祉保健部長にお伺いします。

確認できます○福祉保健部長（日隈俊郎君）

平成26年の統計で申し上げますと、本県でがん

が原因で亡くなられた方は3,469人となっており

まして、全国同様、増加傾向で推移しておりま

す。がんによる死亡率につきましては、高齢化

の影響を除いた75歳未満の年齢調整死亡率で見

ますと、人口10万人当たりで本県は73.1となっ

ておりまして、全国の79.0より低く、全国43位

となっております。

また、がん検診の受診率につきましては、平

成25年の国民生活基礎調査によりますと、男女

の計で、胃がんが39.1％、大腸がんが34.5％、

肺がんが42.1％、女性の子宮頸がんが41.0％、

乳がんが45.3％となっておりまして、これらの

５大がんの受診率では、乳がんのみが全国平均

を上回っているという状況にあります。

がんは早期発見すれば治るも○松村悟郎議員

のが多いと聞きますが、がん検診の受診率の低

さといいますか、この受診率を向上させるため

にはどのような対策が必要だと考えられます

か、福祉保健部長にお伺いします。

がんの早期発○福祉保健部長（日隈俊郎君）

見のため、がん検診の受診率向上を図ることは

大変重要であると認識しております。このた

め、まず市町村では、無料クーポン券の配布、

未受診者への電話やはがきによる個別の受診勧

奨、特定健診との同時実施や休日検診などの取

り組みを実施しております。

県では、こうした市町村の取り組みを支援す

るとともに、テレビＣＭやイベントへのブース

出展などによる普及啓発等に努めているところ

であります。今後は、市町村を対象に、先進的

な事例を共有する研修会を開催するほか、「宮

崎県健康長寿社会づくり推進会議」と連携しま

して、団体・企業における健康づくりの取り組

みを呼びかけることにより、がん検診の受診率

向上を図ってまいりたいと考えております。

健康長寿は万人の願いであり○松村悟郎議員

ます。日本人の死亡原因のトップが「がん」で

あることを考えると、がん対策は、「健康長寿

日本一」を目指す本県にとっても不可欠であり

ます。県民の皆様が、心身ともに健やかに生涯

を過ごしていけるよう、「健康長寿日本一」の

実現とともに、全国に比べて低いがん検診の受

診率向上について、積極的な取り組みをお願い

しておきたいと思います。

次に、観光誘客対策についてお伺いいたしま

す。

熊本地震発生後の観光誘客対策により、一定

の効果が上がっていると伺っています。一方

で、この夏は飲食店等で団体客を中心に客足が

減っているとも聞いております。県では、この

夏の観光入り込みの状況をどのように把握し、

認識しておられるのか。また、それを踏まえ、

今後、誘客対策にどのように取り組まれるの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

本県で○商工観光労働部長（中田哲朗君）
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は、現在、熊本地震の影響による復興対策に取

り組んでおりますけれども、その効果を検証す

るために、６月から県内各地域の48の施設を対

象に宿泊者数の調査を実施しているところでご

ざいます。この調査では、６月は前年と比べ

約13％減少しておりますが、７月は、約２％で

すが、前年を上回っておりまして、復興対策に

一定の効果が出てきているものと考えておりま

す。

一方、宮崎県飲食業生活衛生同業組合に伺っ

たところ、県内の一部の飲食店等から、観光客

が地震前の水準にはいまだ回復していないとい

う声もあると聞いております。このため、今

後、秋の団体旅行シーズンに向け、「九州ふっ

こう割」等を活用しながら、国内外の旅行会社

に対しまして、県内を周遊する旅行商品造成の

働きかけや、食の魅力のＰＲ等をこれまで以上

に行っていくことで、より広範囲に経済効果が

波及するよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、市町村との連携による○松村悟郎議員

観光振興の観点から、「宮崎版ＤＭＯ」につい

てお伺いします。

平成16年度に、県観光協会、宮崎コンベン

ション・ビューロー、スポーツランドみやざき

推進協議会が統合して、みやざき観光コンベン

ション協会が設立されましたが、以前と比較し

て市町村等の声が届きにくくなったという指摘

があります。同協会では、今後、県内の観光地

づくりを持続的、戦略的に推進し、牽引するた

めに「宮崎版ＤＭＯ」を構築していくと伺って

います。この「宮崎版ＤＭＯ」を構築するため

には、市町村との連携が不可欠であると考えま

す。今後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します。

「宮崎版○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ＤＭＯ」の構築に当たりましては、観光客のニ

ーズを適時的確に把握するため、マーケティン

グなどを活用したアプローチに加えまして、地

域の多様な関係者を巻き込んだ観光地域づくり

が求められておりまして、市町村との連携は不

可欠であると考えております。

こうした中で、「宮崎版ＤＭＯ」の核となる

みやざき観光コンベンション協会におきまして

は、事業推進に反映させるため、毎年、市町村

観光協会や関係団体との事業推進懇談会を開催

しておりますが、今年度からは、地域ごとに開

催するなどして、地域が抱える課題をきめ細や

かに把握し、事業に反映することで、連携をさ

らに強化することといたしております。県とい

たしましては、「宮崎版ＤＭＯ」の構築に向け

て、みやざき観光コンベンション協会を支援す

るとともに、協会と一体となって、市町村等と

の連携に努めてまいりたいと考えております。

次に、記紀編さん記念事業に○松村悟郎議員

ついてお伺いします。

この事業は平成24年にスタートし、日本書紀

編さん1300年の平成32年が最終年となります

が、スタートから４年がたち、折り返しの時期

に来ています。これまで、県外での講座開催を

初め、「神話のふるさとみやざき」の定着に向

けた取り組みが進められております。現在の状

況を見ますと、毎年多くの観光客が訪れる高千

穂町などは、神話の里として定着が図られてい

ます。ただ、本県各地に存在する魅力的な神話

ゆかりの地は、まだ十分な発信、定着ができて

いないのではないでしょうか。記紀編さん事

業、後半に向けては、こうした県内各地の神話

を観光資源として磨き上げ、観光誘客にいかに

つなげていくかが重要だと考えます。そこで、
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記紀編さん記念事業の現在の取り組み状況と、

最終年となる2020年に向けてどのような展開を

考えているのか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

記紀編さ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ん記念事業につきましては、「神話の源流みや

ざき」の認知度向上に向けまして、さまざまな

取り組みを行っているところでございますが、

これらの取り組みを誘客に結びつけることは、

非常に重要であると考えております。このた

め、市町村と連携して、地域の観光資源の掘り

起こしや磨き上げを行うとともに、それらと県

内各地に数多く残されている神話を結びつけ

て、観光地としての魅力を高めることによっ

て、誘客につながるよう取り組んでいるところ

でございます。

最終年となる2020年に向けましては、オリン

ピック開会式での「天岩戸開き」の再現や国民

文化祭の本県開催を要望しておりますほか、神

楽の世界無形文化遺産登録に向けた取り組みも

行っているところでありますので、これらの実

現に向けて取り組んでいくことで、「神話の源

流みやざき」の定着を図り、神話が本県観光の

大きな柱の一つとなるよう取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

次は、スポーツランドみやざ○松村悟郎議員

きに関する取り組みについてお伺いします。

リオデジャネイロオリンピックが終了し、東

京オリンピックに向けて、海外の代表チームの

事前合宿誘致活動がいよいよ本格化していくこ

とと思います。海外のオリンピック代表チーム

に対する事前合宿誘致活動の現在の状況及び今

後の取り組み方針等について、商工観光労働部

長にお伺いします。

海外代表○商工観光労働部長（中田哲朗君）

チームの事前合宿誘致につきましては、昨年、

知事が訪問し、好感触を得られましたドイツの

陸上や柔道、さらにはイタリアのラグビーを主

なターゲットとして、誘致活動に取り組んでい

るところでございます。リオオリンピック終了

後には、早速、ドイツ、イタリアの総領事館を

訪問し、本県の合宿環境等のＰＲを行ったほ

か、現地在住の関係者を通じた情報収集や新た

なキーマンの掘り起こし、さらには競技団体関

係者の視察実現に向けた取り組みなど、幅広い

誘致活動を積極的に進めているところでありま

す。

また、そのほかの国や競技種目につきまして

も、誘致の可能性を探っているところでありま

して、中でもトライアスロンにつきましては、

シーガイア周辺が国の競技別強化拠点に指定さ

れていること、また、世界中のトップアスリー

トが集うワールドカップが本年10月に本県で開

催されることなどから、代表選手の合宿誘致を

目指してまいりたいと考えております。

リオオリンピックにおいて○松村悟郎議員

は、獲得メダル41個中、屋外競技は陸上、カヌ

ー、テニスの４つだけという結果になりまし

た。東京オリンピック・パラリンピックに向け

て屋外競技を強化していくという意味でも、現

在、東京にある屋内型のナショナルトレーニン

グセンターとは別に、屋外型のナショナルトレ

ーニングセンターは、今まで以上にその必要性

が高まっております。そこで、県が進めている

誘致について、現在の状況及び今後どのように

取り組んでいくのか、その方針を商工観光労働

部長にお伺いいたします。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターの本県への誘致

につきましては、昨年10月に官民一体の誘致推
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進委員会を設立するとともに、機会あるごとに

要望活動を行ってきたところであります。

このような中、先般、スポーツ庁が設置しま

す有識者会議から、トップアスリートにおける

強化活動拠点のあり方についての検討状況報告

がなされたところでありまして、その中で、集

約する競技の種目やスポーツ医・科学機能の強

化など、検討すべき多くの課題が示されたとこ

ろであります。県といたしましては、これらの

課題の解決に向けた調査を行いまして、本県の

貢献可能性や優位性等について取りまとめ、国

に提案するなど、2020年東京オリンピックに向

けたナショナルトレーニングセンター設置の必

要性について、粘り強く要望活動を続けてまい

りたいと考えております。

追加種目につきましては、昨○松村悟郎議員

年、国際オリンピック委員会へ提案する種目が

決定されて以降、野球・ソフトボール、サー

フィン競技について、本県での開催を目指し、

誘致活動に取り組んでおられます。サーフィン

種目などの追加競技に対する現在の状況及び今

後の取り組み方針について、商工観光労働部長

にお伺いします。

本県での○商工観光労働部長（中田哲朗君）

開催を誘致しております野球・ソフトボール及

びサーフィンが、東京オリンピックの追加種目

として正式に決定したことは、大変喜ばしいこ

とであると感じております。開催地につきまし

ては、ＩＯＣ総会の中で予定地が示されたと聞

いておりますけれども、正式決定は12月と伺っ

ておりますので、関係市とも連携しながら、引

き続き要望活動を続けてまいりたいと考えてお

ります。あわせて、本県の有する高いポテン

シャルをアピールしながら、競技別強化拠点の

指定や代表選手の事前合宿誘致、さらには国際

大会の誘致などにもつながるよう取り組んでま

いりたいと考えております。

神話のふるさとみやざき、ス○松村悟郎議員

ポーツランドみやざき、この２つは宮崎の観光

戦略の大きな柱であります。４年後となった東

京オリンピック・パラリンピックに向けて、そ

れぞれさらに磨きをかけ、県内外への積極的な

アプローチをお願いしておきたいと思います。

次に、産業振興策についてお伺いします。

先日、2015年度の売上高が企業単体で100億円

を超えた九州・沖縄の企業数に関する記事が、

新聞に掲載されておりました。本県は26社と

なっており、県別の企業数は本県が一番少な

く、九州では唯一、売上高が1,000億円を超える

企業がないという結果になっていました。２年

連続で全国最下位となった本県高校生の県内就

職率の改善や、県外に進学した大学生が県内に

戻り就職するための受け皿整備のためにも、良

質な雇用の場を提供できる一定規模以上の企業

の育成は重要と考えております。そこで、本県

における企業の状況について、商工観光労働部

長にお伺いします。

県内に本○商工観光労働部長（中田哲朗君）

社等を置く企業数は、平成26年７月現在で約３

万7,000となっております。このうち、中小企業

が99％、また、その86.8％が小規模企業となっ

ております。したがいまして、本県は全国平均

と比較しまして、中小・小規模企業の割合が高

い状況にございます。

このような中、近年、フードビジネスの取り

組みなどによりまして、食料品や飲料など出荷

額が増加している業種もございますが、県内企

業の売上高の状況を見ますと、10億円以上の企

業数が九州各県と比べ少なく、また、地域経済

の中心となるような100億円以上の企業数も、議
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にあります。県民所得の向上や雇用の創出を図

るためには、企業活動の活性化による県内経済

の拡大が不可欠でありますので、本県産業の高

付加価値化や県内企業の売上高をさらに高めて

いく必要があると考えております。

これまでの産業振興策は、県○松村悟郎議員

内の数多くの中小企業等を幅広く支援し、全体

的な底上げを図る、これが中心でした。こうし

た施策はもちろん重要でありますが、私は、地

域経済を牽引する核となる企業を育てること

が、雇用面、そして取引拡大を初め、大きな経

済効果を生むと考えます。そこで、具体的に本

県経済を牽引する企業を育成するため、どのよ

うに取り組むのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

国内外か○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ら外貨を獲得し、県内の経済循環に寄与するよ

うな中核企業を育成することは、非常に重要で

あると認識しております。このため、本年４月

に、県内の産学金労官の13機関が密接に連携

し、県内企業の成長を促進することにより、地

域経済の活性化や良質な雇用の場の確保を図る

ことを目的に、「企業成長促進プラットフォー

ム」を設立したところでございます。

このプラットフォームにおきましては、特に

大きな成長が期待できる企業を成長期待企業と

して今後３年間で20社認定し、外部専門家等を

含め、プラットフォーム構成機関が一体となっ

て集中的かつ継続的に支援することで、将来、

本県経済を牽引できる中核企業として育成して

まいりたいと考えております。

次に、「ひなたＭＢＡ」につ○松村悟郎議員

いてお伺いします。知事の２期目の政策提案の

中に、「みやざきビジネスアカデミー」の創設

がうたってあります。本県産業の振興を図る上

で、それを支える産業人財づくりは大変重要で

あると思います。先月、知事は定例の記者会見

で、「ひなたＭＢＡ」の開講について発表され

たようですが、この「ひなたＭＢＡ」の狙いと

その内容について、知事にお伺いいたします。

「ひなたＭＢＡ（みや○知事（河野俊嗣君）

ざきビジネスアカデミー）」につきましては、

企業の成長と産業界全体の活性化を図るために

は産業人財の育成がまずもって重要であるとい

う認識から、政策提案に掲げたものでありま

す。ビジネススクール卒業の学位であるＭＢＡ

というものと、この「みやざきビジネスアカデ

ミー」、その頭文字がぴったりするというよう

なところから発案したわけですが、その根底は

人財育成の重要性というところであります。

この「ひなたＭＢＡ」は、戦略的な経営者、

事業拡大等にチャレンジする中核人材、そして

円滑な事業承継ができる人材及びベンチャー企

業を立ち上げる人材を育成することを狙いとし

ております。その内容につきましては、新たに

経営戦略やリーダーシップに係るプログラム等

を実施しますほか、産業界等が実施するプログ

ラムを含めて、ＭＢＡとして体系的に提供しま

すとともに、第１次産業を含む全業種の方々が

ともに学ぶことができる、これは本県ならでは

の仕組みとしているところであります。「ひな

たＭＢＡ」はスタートしたばかりでありますの

で、積極的な参加を各方面に呼びかけてまいり

たいと考えておりますし、今後は、今年度設立

しました「産業人財育成プラットフォーム」で

のさまざまな各界からの御意見も踏まえなが

ら、カリキュラムの充実を図るなど、「ひなた

ＭＢＡ」自身も成長させていきたいと考えてお

ります。

平成28年９月７日(水)
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次に、企業立地、本社機能移○松村悟郎議員

転についてお伺いします。県は、昨年策定した

４年間のアクションプランの中で、新規企業立

地件数を４年間で150件とする目標を掲げておら

れます。また、国においては、企業が総務部門

や調査企画部門など、いわゆる本社機能を地方

へ移転する場合などには税制上の優遇措置を設

けるなど、企業の本社機能の移転・拡充制度を

創設したところであります。これらは、都会か

ら地方へと人の流れを変えることにも結びつく

取り組みであると考えられます。まず、昨年度

の本県における企業立地件数の実績と企業の本

社機能の移転・拡充制度の認定実績について、

商工観光労働部長にお伺いします。

まず、企○商工観光労働部長（中田哲朗君）

業立地件数についてですが、昨年度の実績は47

件で、このうち県外から新たに立地した企業

が20件となっております。主な特徴といたしま

しては、情報サービス業が20件と前年度から倍

増し、日南市や日向市に初めて立地するなど、

地域的な広がりも出てきているところでありま

す。また、フードビジネス関連が10件と堅調に

推移しております。

次に、企業の本社機能の移転・拡充につきま

しては、東京23区から本社機能と従業員を移転

する移転型と、それ以外の拡充型とがございま

すが、本県では昨年度、拡充型で５件を認定し

ておりまして、このうち県外企業は２件となっ

ております。業種といたしましては、食品製造

業が２件、卸小売業、飲食サービス業、情報サ

ービス業が各１件となっております。

私は、県内に住み続けたい、○松村悟郎議員

あるいは地元に恩返しをしたいという気持ち

は、多くの本県出身者が抱いているものと思い

ます。県外で働く皆様の大事な受け皿となるの

が企業であります。それを実現するための環境

づくりの面から、企業立地の取り組みは大変重

要だと考えております。新しい動きとして、先

ほどの本社機能の移転・拡充制度を積極的に活

用することで、企業立地の可能性はさらに広

がってくるのではないでしょうか。そこで、本

社機能の移転・拡充制度の一層の活用を含め

て、今後の企業立地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。

本社機能○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の移転・拡充は、地方への人の流れをつくり出

し、若者を初めとする雇用の拡大や地域経済の

好循環につながるものと期待しており、産業振

興対策や地方創生の観点からも大変重要な取り

組みであると考えております。県といたしまし

ては、この取り組みを後押しするため、国の税

制優遇措置とは別に、県独自の企業立地補助金

の制度を設け、県外における企業訪問や企業立

地セミナーなどを通じて、積極的なＰＲに努め

ているところでございます。今後とも、本県に

ゆかりのある企業や経営者の方々を中心に一層

の働きかけを行うなど、本社機能の移転・拡充

制度も活用しながら、さらなる企業立地を推進

してまいりたいと考えております。

次は、宮崎駅再開発について○松村悟郎議員

です。本年７月に、ＪＲ九州が宮崎駅西口を再

開発し、３年後、2019年度の開業を目指し、新

たな駅ビルを建設する計画を公表したとの新聞

報道がありました。昨年オープンした大分の新

しい駅ビル「アミュプラザおおいた」の入館者

は、開業１年で、当初の目標であった1,100万人

の２倍以上に当たる2,500万人に達したとのこと

です。また、大分駅の平成27年度の１日当たり

の乗車人員は、前年度と比較して約2,000人増加
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しており、駅ビルの整備が、駅の乗車人員にも

よい影響を与えております。新しい駅ビルに多

くの人が集まることは、鉄道利用者の増加にも

つながります。また、周辺商店街や沿線の都市

への周遊なども期待されます。そのような意味

で、この再開発は、県内の日豊本線沿線の自治

体のモデルとなる取り組みであり、県も積極的

に関与していくべきだと考えますが、総合政策

部長にお考えをお伺いします。

この計画は、○総合政策部長（永山英也君）

ＪＲ九州が、南九州開発プロジェクトの一つと

して宮崎駅の西口での拠点施設整備を検討して

いるものであります。先行的な取り組みとし

て、今ありましたように、大分駅を中心とした

再開発がございます。大分の事例を見ますと、

交通の結節点としての機能だけではなく、にぎ

わいの創出や県外からの観光誘客など大きな効

果が期待されます。そのためには、御質問のと

おり、拠点整備にあわせまして、そこに集まる

人の流れをどのようにつくっていくのか、ある

いは、その効果を周辺の商店街にどのように波

及させていくのかなどについて、一体的に考え

ていく必要があると考えております。この計画

は、日豊本線の利用拡大にもつながる取り組み

でありますので、ＪＲ九州とは実務レベルでの

協議を既にスタートさせておりますけれども、

県としましても、この計画に対し積極的にかか

わっていきたいと考えております。

産業振興策、働く場を確保す○松村悟郎議員

ること、働く場の質を上げること、これによっ

て本県の若者層の流出を防ぎ、また、Ｕターン

したい宮崎県を実現できると思います。宮崎の

企業づくりに、今後とも力を注いでいただきた

いと思います。

次に、公共工事についてお伺いします。

建設業は、公共事業の減少や競争の激化によ

り、経営環境が悪化し、ダンピング受注などに

より、建設業者の疲弊や下請企業へのしわ寄せ

を招き、結果として現場の技能労働者の高齢化

や若年入職者の減少といった構造的な問題を抱

えることとなりました。

こうした背景を受けて、平成26年６月に品確

法が改正され、インフラ等の品質確保と、その

担い手の中長期的な育成・確保を実現するため

に、受注者に対しては、適正な価格での下請と

の契約を初め、技能労働者等の賃金や休日の確

保を含めた労働環境の改善などに努めなければ

ならないとされました。一方、発注者に対して

は、受注者の適正な利潤の確保のために、予定

価格の適正な設定や、ダンピング防止のために

最低制限価格を設定することなど、発注者の責

務が明確化されたところであります。

県では、最低制限価格の検証を進めていると

ころであると伺っております。改正品確法の趣

旨を踏まえ、建設産業の経営状況を改善するに

は、予定価格の適正な設定や最低制限価格の引

き上げ等の見直しが必要だと考えます。その見

解について、内田副知事にお伺いします。

将来にわたる公共工○副知事（内田欽也君）

事の品質確保や、その担い手の中長期的な育成

・確保という改正品確法の目的を実現するため

には、建設産業の経営基盤の強化を図ることが

大変重要だと思っております。このため、まず

は、適正な予定価格を設定することが何より大

事であると考えておりまして、設計労務単価に

ついて、３年連続で通常の４月から２月に前倒

しをして引き上げを行うとともに、現場の実態

に応じて見積もりを活用するなど、適正な予定

価格の算定に努めているところであります。

最低制限価格につきましては、受注企業の採
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算性を分析するために、現在、建設企業に調査

票を配付いたしまして、経費の詳細な内訳を把

握するためのコスト調査を進めているところで

ありまして、今後、この調査結果に基づき、最

低制限価格の見直しの必要性について検討を

行ってまいりたいと考えております。

また、地域経済の活性化を促○松村悟郎議員

進するためには、公共工事の原材料の仕入れや

下請等についても、県内からの調達や県内業者

への発注を促進していく地産地消の取り組みが

大事であると考えます。どのように取り組んで

いるのか、県土整備部長にお伺いします。

公共工事に○県土整備部長（東 憲之介君）

おける地産地消の取り組みにつきましては、県

内産業振興の観点から大変重要であると認識し

ております。このため、県におきましては、設

計段階から県内の労力や資機材が活用できる工

法の検討や、県内企業への優先発注を行うとと

もに、受注者に対しまして、県内企業から建設

資材の購入や下請企業を選定するよう、宮崎県

工事請負契約約款に基づき、要請を行っている

ところであります。さらに、今年度からは、総

合評価落札方式において、県内企業の活用と県

産資材の活用を新たに評価項目として設定し、

評価する取り組みを行っており、今年度は20件

程度の工事において実施する予定としておりま

す。今後とも、公共工事における地産地消に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

建設産業は、地域の防災活動○松村悟郎議員

や災害対応に不可欠な存在であります。また、

地域の雇用を支える重要な産業でもあります。

その育成を図るため、どのように取り組んでい

るのか、県土整備部長にお伺いします。

建設産業の○県土整備部長（東 憲之介君）

育成を図るためには、安定的な事業量の確保な

ど、将来を見通すことのできる経営環境の整備

へ向けた取り組みが必要であります。このた

め、県としましては、国の公共事業予算の確保

が大変重要であると考えており、今年度の補正

予算、来年度の当初予算の確保に向けて、知事

を先頭に全力で取り組んでいるところでありま

す。また、予算の執行に当たりましては、県内

業者への優先発注はもとより、早期発注やゼロ

県債等の活用などにより、発注の平準化にも努

めております。

さらに、入札制度におきましても、総合評価

落札方式における地域企業育成型の実施や、災

害対応力強化の観点から指名競争入札を制度化

するなど、地域の業者が受注しやすい環境づく

りにも取り組んできております。今後とも、社

会資本の整備や防災・減災を担い、地域の経済

と雇用に貢献する建設産業の育成に努めてまい

りたいと考えております。

繰り返しになりますが、建設○松村悟郎議員

産業は、本県の社会基盤の整備に加え、地域の

災害対応、防災活動を支える重要な産業であり

ます。しっかりと経営が維持、継承され、地域

に定着するような環境の整備をよろしくお願い

しておきます。

次に、環境政策についてお伺いします。

私の自宅周辺の道路では、強靱でよく生育す

ることから、かつて工事の際ののり面緑化など

に利用されてきたオオキンケイギクを見かける

ことがあります。５月から６月に咲く黄色のき

れいな花でありますが、人に害を与えたり、農

林水産業に被害があるなどのおそれがある外国

原産の生物として、特定外来生物に指定されて

います。そこで、県内における特定外来生物の

状況と県の対応について、環境森林部長にお伺
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いします。

特定外来生物○環境森林部長（大坪篤史君）

は、2,000種類を超える外来生物の中から国が法

律に基づき指定するもので、現在、134種類が指

定されておりまして、飼育や栽培、販売や野外

への放出等が禁止されております。

そのうち、県内では、今回発見されましたツ

マアカスズメバチを含めまして、ソウシチョウ

などの動物11種類とオオキンケイギクなどの植

物５種類の合計16種類が確認されております。

特定外来生物は、一旦侵入しますと完全に駆除

することが非常に難しく、速やかな対応が求め

られます。そのため県では、県民等からの情報

収集やホームページ等による注意喚起、市町村

等への定期的な駆除の要請、さらには環境省と

連携した生息状況調査などを実施しているとこ

ろでございます。

ヤンバルトサカヤスデに関す○松村悟郎議員

る県の対応についてお伺いします。ヤンバルト

サカヤスデは、台湾原産の外来生物で、人体や

農作物等に対しては積極的に害を与えないもの

の、大量発生して不快さを催させる不快害虫で

あります。私が住む児湯管内では、平成23年ご

ろから発生が確認され、市町村による駆除や住

民への薬剤の配布が行われています。国内で

は、昭和58年に初めて沖縄で大量発生が確認さ

れ、その後、平成３年に鹿児島県の徳之島町

で、平成11年に南九州市で確認されるなど、鹿

児島県で生息域が拡大しているとのことです。

本県においては、大量発生の抑制や生息域の拡

大防止が重要であると考えますが、ヤンバルト

サカヤスデに関する県の対応について、環境森

林部長にお伺いします。

ヤンバルトサ○環境森林部長（大坪篤史君）

カヤスデにつきましては、県内では平成23年に

高鍋町で初めて生息が確認されまして、その

後、西都市や新富町などでも発見されておりま

す。生息域拡大の要因としましては、根がつい

ている植物や工事現場の残土などに紛れまして

広がることが考えられますので、土の移動制限

や薬剤による処理などを実施する必要がござい

ます。そのためには、市町村、県民、事業者等

との幅広い協力が不可欠でございます。このた

め県では、昨年度、庁内各課や関係市町などで

構成します対策連絡会議を設置しまして、生息

域拡大の実態や駆除方法等について情報共有を

行うとともに、ホームページ等を通じて、県民

や事業者向けに情報提供や注意喚起を行ってい

るところでございます。

私たちの身の回りでは地球温○松村悟郎議員

暖化が進んでいるということを、肌で感じてお

ります。これまで暮らしてきたふるさとの風景

も、大きく変わることが危惧されます。美しい

宮崎の自然環境を守っていくことは、今を生き

る我々の責務です。特定外来生物を含め、環境

を守る大事さを改めて感じさせていただいたと

ころです。

次に、慢性ヒ素中毒についてお伺いします。

高千穂町の旧土呂久鉱山では、大正９年から昭

和37年の閉山まで、農薬などの原料となる亜ヒ

酸が製造され、多くの住民がヒ素中毒と見られ

る症状でお亡くなりになり、皮膚病などに苦し

められてきました。その後、県は、昭和48年か

ら住民の健康状態を把握し、保健指導などの住

民検診を毎年行ってきたと伺っております。

このような中、先日開催されました土呂久公

害に関する公開討論会において、県環境森林部

長が、「長年にわたって積み重ねられてきた住

民の方々の膨大な検診データを慢性ヒ素中毒の

知見として、アジア諸国で慢性ヒ素中毒に苦し
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んでいる人々を救うための研究に宮崎大学と共

同で取り組みたい」と発言されたとの報道があ

りました。そこで、この取り組みの具体的な内

容と意義について、環境森林部長にお伺いいた

します。

土呂久公害に○環境森林部長（大坪篤史君）

係る膨大な検診データは、慢性ヒ素中毒症の医

学的知見として、世界的に見ても大変貴重であ

ります。そこで、本年３月、検診に御協力いた

だいています宮崎大学との連携推進会議の場

で、データの取りまとめ等について提案しまし

たところ、大学のほうからも積極的に対応した

いとの意向が示されました。現在、延べ3,600名

分の検診結果の電子化やデータベース化などの

作業に着手をいたしておりまして、今後、専門

医の先生方も交えて検討を進めていくことにし

ています。

慢性ヒ素中毒症は、バングラデシュやミャン

マーなどの国々でも発生しておりまして、本県

の知見を生かすことは、同様の症状で悩む人々

に救いの手を差し伸べることになります。10月

には、ミャンマーの州知事さん方が来県されま

して、宮崎大学でシンポジウムも予定されてい

ます。大学と十分に連携をしながら、本県なら

ではの国際貢献に努めていきたいと考えていま

す。

土呂久公害は、多くの被害者○松村悟郎議員

を出した本県の負の歴史でありますが、県と被

害者の方々が共同して培った知見が、アジアを

初め世界の人々の救済に貢献されることを大い

に期待しております。

次に、国立公園満喫プロジェクトについてお

伺いします。政府は、「明日の日本を支える観

光ビジョン」をことし３月30日に策定し、観光

先進国に向けての取り組みとして、国立公園を

世界水準のナショナルパークにすることを掲

げ、2020年までに訪日外国人の国立公園利用者

数を1,000万人にすべく、国立公園満喫プロジェ

クトを実施することとしました。

知事の今定例会冒頭の提案説明でも紹介があ

りましたが、７月に、この国立公園満喫プロ

ジェクトのモデル地域の一つとして霧島錦江湾

国立公園が選定されたことは、非常に喜ばしい

ことであります。本県にとって重要な観光資源

である霧島錦江湾国立公園の魅力が、国内外に

広く情報発信されるものと期待するものであり

ます。今後、県として国立公園満喫プロジェク

トにどのように取り組まれるのか、知事にお伺

いいたします。

今回、国立公園満喫プ○知事（河野俊嗣君）

ロジェクトの先導的なモデル地域として、全国

で８カ所が選定をされたわけであります。九州

では、阿蘇くじゅう国立公園などとともに、霧

島錦江湾国立公園が選定されたわけでありまし

て、すぐれた自然環境の保全や観光客の増加に

弾みがつくものと、大いに期待をしているとこ

ろであります。

今後の展開でありますが、あした、関係市町

村や団体等を含めた地域協議会を発足させるこ

ととしておりまして、12月中に策定します事業

計画を、2020年までに集中的に推進する予定と

しております。具体的には、えびの高原や御池

周辺を中心としまして、多様な火山や温泉、地

域ならではの食や文化の体験メニューの開発、

外国人も利用しやすい周辺環境や交通アクセス

の整備などを想定しているところであります。

さらに、このプロジェクトは、九州全体とし

て推進しますことで ほかの国立公園もある―

わけであります 周遊ルートの充実や海外か―

らの誘客など、より大きな成果が発揮できます
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ことから、環境省や九州各県とも連携をしなが

ら、広域的かつ積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

子供のころ、霧島、えびの高○松村悟郎議員

原等は、観光バスが連なり、観光客でいっぱい

だったことをよく覚えております。今回の取り

組みにより、宮崎県の観光資源としてさらに磨

き上げられ、国内外からたくさんの観光客がお

越しになることを期待しております。

次に、農政についてお伺いします。

農業従事者の減少、高齢化に加え、遊休農地

は増加傾向にあり、地元の農家と話すと、「昭

和１桁の先輩たちが、ここ何年かで急激にリタ

イアの時期にある。今後、農業はどうなるのだ

ろうか」と口をそろえて言われます。今後、地

域の農業、農地をどう守り、維持発展させてい

くのか、関係者が一丸となって取り組むべき大

きな課題ではないでしょうか。

国においては、平成25年６月に、日本再興戦

略を閣議決定し、農林水産業を成長産業にする

というビジョンを明確化する中で、10年後の目

指す姿の実現に向け、農用地等の効率的な利用

と有効活用を推進するために、新たに農地中間

管理事業を創設しました。国際競争に打ち勝

ち、儲かる農業を実現するためには、農地利用

の効率化とコスト削減は不可欠であります。こ

のため、地域での話し合い活動に基づき、農地

の出し手を掘り起こし、担い手へ農地を集積・

集約化していく農地中間管理事業の推進は、農

政の最重要課題の一つであります。そこで、本

県のこの事業による農地集積の現状と課題につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

農地中間管理○農政水産部長（郡司行敏君）

事業のこれまでの事業実績につきましては、１

年目の26年度が374ヘクタールでしたが、２年目

となる昨年度は1,898ヘクタールと増加をいたし

たところであります。これは、推進体制の充実

が図られたことや、制度への理解が深まったこ

となどがその要因であろうと考えております。

しかしながら、話し合い活動のキーマンがいな

い地域や、推進組織が未整備の地域があるこ

と、さらには、本年度から協力金の支払いが担

い手への集積率の向上に直接つながるものに限

定されたことなどにより、推進が難しくなった

といった課題もございます。県といたしまして

は、引き続き、地域の実情に応じた柔軟な対応

を国に要望いたしますとともに、地域のリーダ

ーの育成や推進組織づくりへの支援をしてまい

りたいと考えております。

今後、さらに担い手への農地○松村悟郎議員

集積を加速化させ、効率的な農業を展開するた

めには、規模拡大や法人化を目指す大規模経営

体への農地の集積も有効な手段の一つではない

かと考えます。このようなことを含め、今後の

農地集積に向けた事業推進について、農政水産

部長にお伺いします。

農地中間管理○農政水産部長（郡司行敏君）

事業につきましては、現在、199の重点推進地域

を設置しまして推進しておりますけれども、本

年２月に農業法人経営者協会と農地中間管理機

構、県の３者で連携協定を締結し、法人等の大

規模経営体についても、重点的に推進すること

といたしたところであります。また、本事業の

実施地区では、農地耕作条件改善事業であると

か、経営体育成支援事業などが優先採択される

といったこともございますので、これらの事業

と連携した推進を図ってまいりたい、そのよう

に考えております。県といたしましては、担い

手への農地の集積は、本県農業の競争力強化の

ためにどうしても必要な施策であるというふう
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に考えておりますので、引き続き、市町村、農

業委員会、ＪＡ等と一体となり、しっかり取り

組んでまいりたいと考えております。

来年のきょう、９月７日は何○松村悟郎議員

が開幕する日か御存じでしょうか。リオオリン

ピックの興奮冷めやらぬ中ではありますが、

ちょうど１年後、いわゆる和牛のオリンピック

とも呼ばれる「第11回全国和牛能力共進会宮城

大会」が開会します。この日に代表質問できる

ということは、全共３連覇への弾みになるのか

なと思いながら質問したいと思いますが、皆様

も御承知のとおり、平成19年の鳥取大会、24年

の長崎大会、日本一２連覇を達成し、着実に宮

崎牛のブランド力を向上させてまいりました。

さまざまな効果があったことと思います。その

ような中、前人未踏の日本一３連覇に挑むわけ

ですが、簡単なことではないと思います。そこ

で、全共３連覇に向けた取り組み状況につい

て、農政水産部長にお伺いします。

全共３連覇に○農政水産部長（郡司行敏君）

向けた出品対策につきましては、現在、「全共

３連覇を目指す「チーム宮崎」体制確立事業」

により、県推進協議会を中心に、生産者、関係

団体と一体となった取り組みを行っているとこ

ろであります。具体的には、肉質を競う肉牛の

部においては、現在94頭の出品候補牛が繁殖か

ら肥育の段階に移り、最高の宮崎牛となるよう

徹底した飼養管理を行っております。また、繁

殖雌牛等の優劣を競う種牛の部においては、

「生まれた子牛は全頭調査」を合い言葉に、出

品候補牛の発掘と確実な県内保留を進めており

ます。

なお、今月27日には、「第11回全国和牛能力

共進会宮崎県出品対策共進会」、いわゆるプレ

全共を小林市において開催し、全共１年前の仕

上がりぐあいを確認いたしますとともに、さら

なる機運醸成を図り、「チーム宮崎」のスキル

と結束を高めていきたい、そのように考えてお

ります。

次に、家畜防疫対策について○松村悟郎議員

であります。先月27日で、口蹄疫の終息から６

年が経過しました。口蹄疫の発生により、児湯

地域を中心に29万頭もの家畜の命が犠牲となり

ました。畜産業にとどまらず、本県の経済にま

で甚大な影響を与えたあの口蹄疫のことを忘れ

ることはできません。近隣諸国では依然として

口蹄疫の発生があり、もし農場での防疫対策が

確実に行われなければ、あの惨禍をまた繰り返

すこととなります。また、全共３連覇に向けて

関係者が一体となり仕上げに入られている今こ

そ、改めて気を引き締めて防疫対策を強化して

いく必要があると思います。口蹄疫を二度と発

生させない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します。

本県畜産に甚○農政水産部長（郡司行敏君）

大な打撃を与えました口蹄疫の終息から６年が

経過いたしましたが、県では二度とあのような

事態を起こさないために、まずは海外からの侵

入を防ぐ「水際防疫」、そして、みずからの地

域や農場を守るための「地域防疫」と「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、防疫体制の強

化に取り組んでおります。特に、かなめとなり

ます農場防疫では、昨年度から、家畜防疫員に

よる農場巡回の強化や立入制限の徹底等、より

きめ細やかな指導を実施し、個々の農場におけ

る防疫レベルの維持向上に取り組んでいるとこ

ろであります。今後とも、市町村や関係団体と

連携して、本県の防疫体制の充実強化に努めて

まいりたいと考えております。
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世界ブランドを目指す本県の○松村悟郎議員

畜産は、郷土の大切な財産であります。万全の

防疫対策をお願いいたします。

全共３連覇に向けた課題と意気込みについ

て、改めて知事の思いをお聞かせください。

この大会、東北とい○知事（河野俊嗣君）

う、本県から遠隔地での開催であります。ま

た、地元宮城や、巻き返しを何としても図りた

いという全国の和牛産地が打倒宮崎で臨んでま

いりますことから、大変厳しい戦いになるもの

と認識をしております。このため、受け身では

なく、我々としても攻めの姿勢で取り組んでい

くことが必要だと考えておりますし、私自身、

実際に大会の現場を見て そのことにより、―

関係者がさらに意識を高めてまいりたいという

思いで、８月末に宮城県の会場を視察してまい

りました。会場は、「夢メッセみやぎ」という

自動車ショーなども行われる大型コンベンショ

ン施設でありまして、初の都市型開催となりま

す。一般の来場者も多数見込まれる、また、空

港アクセスの関係から、海外からもお客様が来

られるのではないかということでありまして、

国内外の消費者などに和牛のすばらしさを発信

する絶好の機会であると考えたところでありま

す。

一方、1,000キロを超える長距離の輸送が必要

となること、また環境の変化に対応した出品牛

の体調管理の重要性も改めて感じたところであ

ります。１年後、この会場が全共の舞台になる

のだということをイメージしまして、身の引き

締まる思いとともに、何としても３連覇を達成

しなければならないと、決意を新たにしたとこ

ろであります。

先日、新たに設けられることになりました高

校生部門 これは高鍋農業高校が出品する予―

定でありますが 訪れて激励をしたところで―

ありまして、３連覇のために何よりも大事なの

は、「チーム宮崎」として関係者が一つになる

ことだと考えております。これからの１年間、

生産者や関係団体が、「日本一の努力と準備」

ということを合い言葉に、さらに磨き上げ、長

崎での感動を、いま一度、県民の皆様と共有で

きるよう、必ずや３連覇を達成してまいりた

い、そのような決意であります。

全共３連覇に向けた知事の強○松村悟郎議員

い意志を感じたところでございます。「チーム

宮崎」として、議会も含めて全員で取り組んで

まいらないといけないと、改めて感じたところ

でございます。

次に、２巡目国体に向けてお聞きします。

昨年７月、本県は平成38年度の国体内々定を

受け、昭和54年度以来となる２巡目国体が本県

で開催されることとなり、あわせて全国障害者

スポーツ大会も開催されます。国体は、全国各

地から選手や監督など数万人が参加する我が国

最大のスポーツの祭典であり、本県での開催

は、県民の健康増進や生涯スポーツの普及のほ

か、本県の豊かな自然や文化、食など、宮崎の

魅力を全国に発信する絶好の機会となります。

一方で、施設の整備や競技力向上などといっ

た時間を要する課題も抱えており、国体開催の

３年前である平成35年には、日本体育協会や文

部科学省による総合視察を受け、国体開催が正

式決定することを考えると、開催までの準備期

間は決して長くないと思います。万全の体制を

整え、大会を成功に導くことが開催県の使命で

あり、全庁的に、また市町村や競技団体などと

連携し、準備を進めていく必要があると思いま

す。２巡目国体に向けた庁内関係部局の役割や

今後のスケジュール等について、稲用副知事に
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お伺いします。

２巡目国体の開催に○副知事（稲用博美君）

向けましては、施設整備や競技力向上、また準

備委員会の設置など、さまざまな業務を行う必

要がありますので、私が議長となりまして、教

育委員会を初め関係部局で構成する庁内検討会

議をことし１月に設置し、全庁的な推進体制を

整えたところでございます。現在、県有施設の

整備について検討しているところであります

が、施設整備に当たっては、市町村、そして競

技団体等との調整、さらには技術的な検討が必

要でありますことから、教育委員会を中心にし

まして、総合政策部、県土整備部等が緊密に連

携を図りながら、取り組みをしておるところで

ございます。

今後のスケジュールということであります

が、平成29年度には、市町村や競技団体、経済

団体等で構成する県準備委員会を設置しまし

て、２巡目国体の基本方針や会場地の選定、さ

らに市町村との業務分担等について協議し、準

備を進めていく予定であります。今後、さらに

スピード感を持って国体開催の準備に取り組ん

でまいりたいと思います。

次に、施設整備についてであ○松村悟郎議員

ります。現在の県有スポーツ施設は、施設の老

朽化が進んでいるほか、国体の基準に適合して

いないなどの課題もあります。また、津波対策

等もあります。あわせて陸上競技場、プール、

体育館、この主要３施設については、そのこと

を踏まえ、基本構想案をことしじゅうに策定す

ることとしております。このことにつきまして

も、市町村や競技団体とも十分協議する必要が

あるかと思います。このことに関して、県の考

え方について教育長にお伺いします。

２巡目国体に向けた○教育長（四本 孝君）

施設整備につきましては、県内分散開催を念頭

に、市町村とも連携しながら検討してまいりた

いと考えております。県有３施設につきまして

は、整備場所や規模等について調査検討を進め

ておりまして、来年度の早い時期に、県として

の方針を固めたいと考えております。

なお、国体の競技会場となる施設の選定につ

きましては、国体の開催種目が決定される平

成29年度以降に、県準備委員会において協議す

ることになると考えております。

次に、競技力向上についてで○松村悟郎議員

あります。４年後に開催される東京オリンピッ

ク・パラリンピックにおける本県選手、さらに

活躍もしてほしいわけでございますけれど

も、10年後の２巡目国体においても、本県選手

に十分力を発揮していただいて、天皇杯・皇后

杯を獲得していただきたいと、大いに期待して

いるところでございます。そこで、選手の育成

・強化あるいは指導者の養成・確保、大変重要

だと思いますが、県としてどのように取り組ん

でいくのか、教育長にお伺いします。

現在、小学生段階か○教育長（四本 孝君）

らの有望選手の発掘・育成、高い競技力を有す

る中学・高校の推進校等の遠征や強化合宿等に

要する経費の支援、民間企業等の協力もいただ

きながらの有望社会人の受け入れ体制づくりな

どに取り組んでおります。また、指導者の養成

・確保のため、高い競技力を有する県外の高校

や企業チーム等への派遣研修、教員の特別選考

採用等を行っております。さらに、選手のメン

タル面の強化やメディカルサポート体制の充実

を図っております。今後とも、計画的に競技力

の向上に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後の質問となりました。知○松村悟郎議員
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事にお伺いします。47年ぶりの本県開催となる

２巡目国体に向け、競技施設の整備や天皇杯・

皇后杯の獲得を目指した競技力強化など、取り

組むべきことはたくさんあります。２巡目国体

の成功は、県民に有形無形の大きな財産を残す

こととなると考えます。そこで、知事は２巡目

国体の意義をどのように考えておられるのか、

また、２巡目国体の成功に向けた意気込みにつ

いてお聞かせください。

昭和54年の宮崎国体で○知事（河野俊嗣君）

は、県下17の市町村で競技が行われまして、天

皇杯・皇后杯の両方を獲得した本県選手団の活

躍は県民に大きな感動を与えるとともに、現在

のスポーツランドみやざきの礎を築くなど、大

変意義のある大会であったと考えております。

２巡目国体につきましても、天皇杯・皇后杯

の獲得を目指したトップアスリートの育成や競

技レベルの向上はもちろん、スポーツによる地

域の活性化や県民の健康増進、さらには、あわ

せて開催されます全国障害者スポーツ大会を通

して、障がい者スポーツの推進や障がい者の社

会参加の促進など、幅広く図ってまいりたいと

考えております。この２巡目国体を成功に導く

ためには、会場施設の整備や競技力の向上、受

け入れ体制の整備など、計画的かつ着実に進め

ていくことが重要となると考えております。今

後、市町村や競技団体、経済団体などの関係機

関と連携を図りながら、官民一体となって受け

入れ準備に取り組み、県民総参加型の宮崎らし

い「おもてなしの心」にあふれた大会にしてま

いりたいと考えております。

県議会自由民主党の代表質問○松村悟郎議員

の１人目として、54問の質問をさせていただき

ました。持ち時間はありましたけれども、全体

時間が詰まってまいりましたので、質問の内容

は短縮させていただきました。皆様にも答弁を

早目早目に急がせてしまったことをおわび申し

上げます。誠意ある答弁をありがとうございま

した。

それぞれ県勢の発展、県民の福祉の向上のた

めに重要な課題であります。県に対する県民の

期待も大変大きいものがありますので、知事を

初め、県執行部の皆様による積極的な取り組み

をお願いし、私の代表質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、黒木正一議

員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○黒木正一議員

の黒木正一でございます。早速、質問に入りま

す。

ことしは暑い夏でありました。リオオリン

ピックの日本選手の活躍、さらに高校野球での

日南学園の活躍がそれに拍車をかけました。日

本だけでなく、昨年は世界の平均気温が観測史

上最も暑い年と言われましたが、ことしはそれ

を上回ると予想されています。降ればどしゃ降

り、晴れたら干ばつ、両極端な天候が、日本を

初め世界を苦しめており、気候変動による食料

不足も世界各地で報告されています。

まず、地球温暖化対策について伺います。

昨年12月に開催された気候変動枠組条約ＣＯ

Ｐ21で採択されたパリ協定では、長期目標とし
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て、世界的な平均気温の上昇を産業革命以前に

比べて２度より低く保つ、温室効果ガス削減目

標が盛り込まれました。気候変動は、19世紀ま

では内部変動、自然由来の要因で引き起こされ

ていたものの、20世紀半ば以降の地球温暖化

は、二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度の増

加など、人間活動が主な要因である可能性が極

めて高いと言われ、パリ協定では、各国が５年

ごとに温室効果ガス排出量の削減目標を国連に

提出し、その目標に向け国内対策を実施するこ

とが義務づけられました。

先日、世界の温室効果ガス排出量の合わせて

約４割を占める米国と中国がパリ協定を同時に

批准し、年内発効が確実になったと発表されま

した。日本は、2030年度は13年度比26％削減目

標を掲げましたが、この長期目標は従来の取り

組みの延長では実現が困難で、26％削減目標の

実現には、業務・家庭部門での約４割の削減が

必要とされ、その柱の一つが国民運動の強化で

あると言われております。一人一人ができるこ

とから取り組む必要があると思われます。地球

温暖化対策については、県民運動として推進し

ていく必要があると考えますが、県は今後どの

ように取り組んでいくのか、知事に伺います。

次に、地方創生に関して伺います。

日本創成会議が2014年５月に発表した試算で

は、全国約1,800の自治体のうち896自治体が、

いわゆる消滅可能性自治体になるというもので

ありました。この結果は非常にショッキングな

ものであり、発表してから２年余りが経過し、

日本中で地方創生の大きな流れが起こりまし

た。本県においては、いち早く昨年９月に総合

戦略を策定し、人口規模の確保と持続的で活力

ある社会経済システムを構築するための施策に

取り組んでいるところであります。県内26市町

村において地方版総合戦略が出そろい、人口

は、2060年時点の合計で県推計を約３万人上回

る83万726人となっており、若者の雇用創出や移

住促進など、戦略に基づく施策が本年度から始

動しております。これまでの地方創生の動きを

どのように感じているか。また、今後の取り組

みに向けた意気込みを知事に伺います。

次に、人口減少対策について伺います。

７月に国が発表しました、ことし１月１日時

点の人口動態調査によりますと、国内の人口は

前年から327万人減で過去最大の減少、７年連続

の減少であります。全市町村の83％で人口が減

る一方、東京都は８万6,000人の増で、東京一極

集中が加速していることがわかりました。この

調査結果を聞くまでもなく、人口減少社会が本

格的に到来しており、都道府県や市町村といっ

た自治体ごとに、それぞれの規模や状況に応じ

て、人口の自然増に向けた施策、社会増に向け

た施策を効果的かつ着実に実施していかなけれ

ば、地域間競争に取り残され、地域の存続さえ

も危ぶまれる時代となっています。今後静かに

進んでいく人口減少は一朝一夕に解決できる問

題ではありませんが、人口増加のための施策は

決め手があるわけでもなく、地道に取り組んで

いくしかありません。自然減・社会減対策、ど

ちらにも重きを置かなければなりませんが、人

口減少対策を進める上で特に力を入れている取

り組みについて、知事に伺います。

次に、広域連携について伺います。

人口減少が進む中にあって、国は「国土のグ

ランドデザイン2050」を掲げ、人口減少下にお

いても、自治体が行政サービスを効率的に提供

するための拠点機能を一定地域に集約する、い

わゆる「コンパクトシティ」と中山間地域にお

ける「小さな拠点」の形成の推進、そして、そ
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れらを結ぶネットワークの充実による他域との

連携強化や交流人口の増加、物流の増大などを

図るための基本戦略を唱えています。

最近、広域連携に関連した研修会がありまし

たが、そこでは、我が国の人口が今後100年間

で100年前の水準に戻っていくこと、極めて急激

な減少であること、2050年には若年人口が900万

人減少し、高齢化率も約40％と大きく上昇する

こと、これまで主流であった夫婦と子から成る

世帯が少数派となり、単独世帯が約４割と主流

になり、そのうち高齢者単独世帯が５割を超え

ること、同じく、2050年までに、現在人が住ん

でいる地域の約２割が無居住化、現在国土の５

割に人が居住しているのが約４割まで減少する

ことなど、このような背景への対応として、自

然増、社会増のための取り組みだけでなく、人

口減少を前提とした市町村行政の取り組み、広

域連携の必要性があるということでありまし

た。連携中枢都市圏、定住自立圏、条件不利地

域における市町村と都道府県の連携などが示さ

れました。これまで地域連携は進められてきま

したが、県と市町村、市町村間での広域連携に

関する県の認識と取り組みについて、知事に伺

います。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、地球温暖化対策についてであります。

地球温暖化は、人類や生態系全体にさまざまな

影響を及ぼす大きな課題であります。私どもも

昨今、台風や豪雨の激甚化、そういったもので

身近に感じておるところでありますが、住みよ

い環境を次の世代に引き継いでいくためには、

一人一人が環境についてみずから考え、行動す

ることが必要であると考えております。このた

め、これまで環境みやざき推進協議会と連携し

まして、温室効果ガス削減に向けた省エネルギ

ー活動の促進等に官民一体となって取り組んで

きたところであります。また、昨年度改定をし

ました宮崎県環境計画におきまして、「環境保

全のために行動する人づくり」を施策の柱とし

て掲げ、地球温暖化防止活動推進員等を活用し

た環境教育や、森林ボランティア等による環境

保全活動への実践等を推進することとしたとこ

ろであります。

先日、「こども知事」という企画がございま

して、小学生の子供たちに知事の仕事を経験し

てもらう。これは、子育て支援、さらには人材

育成等を目的に行っておるんですが、今回就任

した３人のこども知事のうち１人が 小学校―

５年生ですが 将来の夢として、「研究者に―

なってオゾンホールを解消したい」、そのよう

なことをさらっと言う子供がいまして、すばら

しい教育、またすばらしい子供が育っているな

ということを感じたところであります。

地球温暖化防止に向けて、県民、事業者、行

政等の理解をさらに促進し、主体的な行動が実

践されるよう、施策の推進に努めてまいりたい

と考えております。

次に、地方創生の動きについてであります。

地方創生は、東京一極集中の流れを転換しよう

とする国を挙げた取り組みでありまして、本県

におきましても、全ての市町村において総合戦

略が策定され、本格的な実行段階に入っており

ます。地方は、それぞれの個性や自主性を発揮

しながら、持続可能な地域づくりを推進してい

くこととなりますが、市町村では、地方創生交

付金や企業版ふるさと納税など、次々と打ち出

される国の施策を十分に活用していくことが重
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要となってまいります。このため県としまして

も、積極的に各地域に出向き、意見交換を行っ

ているところであります。ブロックごとに市町

村との意見交換等も行っておりまして、今後と

も、市町村との連携を強化しながら、国に対し

ても地方の実情をしっかりと伝え、実効性のあ

る施策が実施されるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、人口減少対策についてであります。本

県の人口構造は、若年層ほど少ない、いわゆる

逆ピラミッド型でありまして、この構造の転換

が最大の課題であります。その最大の原因は、

進学もしくは就職の場を求めての若者の流出で

あると考えております。まずは、若者が定着で

きる雇用・就業の場の確保を重点的に進めるこ

とが重要だと考えておりまして、フードビジネ

スなどの外貨を稼ぐ成長産業の振興や中核企業

の育成、地域経済循環の促進、高校生の県内就

職の支援などに取り組んでいるところでありま

す。また、本県の大部分を占めます中山間地域

におきましては、所得の向上が大きなテーマで

あります。農林業の振興や６次産業化への取り

組み、世界農業遺産を初め、ユネスコエコパー

クなどの地域資源を生かした観光振興など、さ

まざまな取り組みを展開しているところであり

ます。

最後に、広域連携についてであります。高齢

化の進展とともに本格的な人口減少社会が到来

する中で、県と市町村、あるいは市町村同士が

さまざまな分野におきまして広域的に連携する

ことは、県勢の発展とともに、市町村が基礎自

治体として住民に適切な行政サービスを提供し

ていく上で大変重要であると認識をしておりま

す。このため県におきましては、私と全ての市

町村長が一堂に会して意見交換を行います「宮

崎県・市町村連携推進会議」を行いましたり、

県内５ブロックごとに市町村長と意見交換を行

う「円卓トーク」を定期的に開催するなど、市

町村との連携を深め、推進しているところであ

ります。また、市町村間の連携につきまして

は、連携中枢都市圏や定住自立圏の形成に向け

たサポートを行ってきましたほか、市町村が広

域的な連携によって実施します地域の活力を創

造する事業に対して、県として、市町村間連携

支援事業による支援を行っております。今後と

も、持続的で活力ある地域社会の実現に向け、

県と市町村及び市町村間の一層の連携に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

地球温暖化対策であります○黒木正一議員

が、パリ協定採択後、少なくとも17自治体が国

の目標を上回る温室効果ガス削減数値を掲げた

ということであります。県としても、しっかり

取り組んでいただくことを要望いたします。

人口減少対策としては、若者が定着できる雇

用・就業の場の確保、高校生の県内就職の支援

などに取り組んでいるという答弁でありまし

た。そこで、高校生の県内就職対策について伺

います。

この春卒業した本県高校生の就職率は、ほ

ぼ100％であるものの、県内就職率は54.8％で、

前年に続き全国最下位となっています。県内就

職率は、前年度から0.8％上がったものの、全国

と比べ27％も低くなっています。少子化が進む

中で若者の流出が続けば、地域の衰退が加速す

るおそれがあります。そこで、本県の高校生の

県内就職率が低い原因、また、高校生の県内就

職を促進するためどのように取り組んでいるの

か、知事に伺います。

先般公表されました学○知事（河野俊嗣君）
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校基本調査速報におきまして、本県の高校生の

県内就職率が２年連続最下位となり、大変重く

受けとめているところであります。その原因と

しましては、都会への憧れがあったり、希望す

る職種の有無の問題、また県外企業との給与の

差などのほか、地元企業の魅力を十分伝え切れ

ていないという点も大きな課題であると考えて

おります。

このため現在、教育委員会や宮崎労働局等と

連携をしまして、県内企業と高校の接点づくり

に努めますとともに、企業説明会やインターン

シップなど、高校生が地元企業の魅力に直接触

れる機会の拡大に取り組んでいるところであり

ます。また、この問題につきましては、先月開

催をしました産学労官の代表によります雇用政

策懇談会においても意見交換を行ったところで

あります。地方創生を推進する上での大きな課

題であるという共通認識のもとに、解決に向け

て連携して取り組んでいくことを確認したとこ

ろであります。今後とも、官民一体となって、

高校生の県内就職の促進に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

先日、日向市に進出しました○黒木正一議員

企業の話を聞きました。地元から新たに10数名

の雇用をしたいが、集まるかどうかということ

で心配をしておりました。ベトナム人を10人雇

用しているということでありましたけれども。

企業誘致には、インフラの整備もそうでありま

すけれども、人材の確保が極めて重要と思いま

す。いろいろな課題もあろうかと思いますけれ

ども、高校生の県内就職に確実に結びつくよう

な取り組みを要望いたします。

次に、地方創生推進交付金について伺いま

す。

先日、会派の研修会で、地方財政の諸課題に

ついて話を聞いたところですが、その中で地方

創生推進交付金の話を聞きました。先駆性のあ

る取り組み、既存事業の隘路を発見し打開する

取り組み、先駆的優良事例の横展開による自主

的・主体的取り組み、これらを支援するもの

で、ストーリーをつくれば何でもいい、歳入を

ふやす起爆剤にしてほしいという話でありまし

た。本年度当初予算には、高校生の県内就職を

促進する事業など、地方創生推進交付金を財源

とする事業がありました。地方創生推進交付金

の第一弾の内示があったと聞きますが、本県の

採択状況について、総合政策部長に伺います。

地方創生推進○総合政策部長（永山英也君）

交付金につきましては、産学金労官プラット

フォームによる地域中核企業の育成、県内企業

と高校生のマッチングの機会の提供等によりま

す高校生の県内就職の促進、観光推進のための

宮崎版ＤＭＯの創出、林業や漁業の成長産業

化、そして中山間地域振興対策の５つの事業２

億2,721万4,000円の申請を行いました。これら

につきましては、事業費の一部を減額はされま

したが、申請した５つの事業全てが採択をされ

まして、１億9,742万4,000円の国の交付決定を

受けたところでございます。

今回申請しました５事業全て○黒木正一議員

が採択されたということですが、高校生の県内

就職の促進はもとより、地方創生につながるこ

とを期待したいと思います。

次に、温暖化対策について伺います。

まず、農業、水産業における温暖化対策につ

いてであります。温暖化は、気候や自然環境に

とどまらず、農林水産業、国土保全など、世界

各地でさまざまな分野に影響を及ぼしていると

言われています。日本では、気温の上昇に伴

い、桜の開花の早まりやカエデの紅葉のおく
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れ、鹿やイノシシの分布拡大、さらに周辺海域

では、海水温が上昇し、サンゴの白化や藻場の

消失、北上などが確認され、農作物では米や温

州ミカンなどに影響、健康に関しては、熱中症

による死亡者数の増、デング熱を媒介するヒト

スジシマカの北上などが報告されています。こ

のような気候変動による影響の進行を食いとめ

るためには、温室効果ガスを削減する緩和策と

ともに、気候変動による影響に対処する適応策

が重要なことが認識されるようになってきまし

た。地球温暖化による異常気象が頻発していま

すが、本県における農水産業の温暖化対策につ

いて、農政水産部長に伺います。

本県におきま○農政水産部長（郡司行敏君）

しては、平成20年に農水産業温暖化研究センタ

ーを設置いたしますとともに、農水産業地球温

暖化対応方針を策定し、温暖化に対応した品種

の育成や生産技術の開発などにつきまして、

「活かす」「守る」「抑制する」の３つの観点

から、温暖化対策に取り組んでいるところであ

ります。具体的には、ライチなどの亜熱帯果樹

の導入促進や、ヒートストレスメーター等によ

る畜舎の適切な温度管理の実現、さらには高温

に強いサクラマスの育種などに取り組んでいる

ところであります。地球温暖化への対応は、本

県が将来にわたって持続的な生産を行う上で避

けて通ることのできない、極めて重要な課題で

あると考えておりますので、産業界や大学等と

も連携しながら、引き続き、技術の開発や普及

に取り組んでまいりたいと考えております。

しっかりと取り組んでいただ○黒木正一議員

きたいと思います。

次に、企業局における再生可能エネルギー導

入促進の取り組みについて伺います。

地球温暖化問題に加え、東日本大震災以降の

国のエネルギー政策の見直しに伴い、輸入に頼

らない、純国産で環境負荷の少ない再生可能エ

ネルギーの普及が社会的要請となっています。

そこで、本県においても、小水力発電など再生

可能エネルギーの導入を促進する必要があると

考えますが、企業局においてはどのように取り

組んでいるのか、企業局長に伺います。

御指摘のとおり、○企業局長（図師雄一君）

現在のエネルギー情勢を踏まえますと、再生可

能エネルギーの導入促進は大変重要であります

ことから、企業局では、これまでに培った技術

やノウハウを生かし、特に小水力発電の導入を

進めております。具体的に申し上げますと、治

水ダムを利用した発電所としては県内初の取り

組みとなります酒谷発電所を、来月にも完成さ

せるとともに、これに続く新たな発電施設の建

設に向けた調査も継続的に行っているところで

あります。さらに、関係部局と連携し、農業用

水などを利用した小水力発電の開発可能性調査

など、市町村等に対する技術的支援も行ってお

ります。今後とも、本県の恵まれた水資源を有

効活用した小水力発電など、環境に優しい再生

可能エネルギーの導入促進に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

いろんな可能性を探って、ぜ○黒木正一議員

ひ進めていただきたいと思います。

地球温暖化防止対策は、１つは二酸化炭素の

排出抑制、もう１つが森林による二酸化炭素の

吸収・固定、この２つが車の両輪と言われ、我

が国の地球温暖化防止対策は、森林による吸収

に大きく依存することから、林業・木材産業の

活性化が地球温暖化に資するものと思います。

林業県となっている本県の歴史を振り返って

みますと、昭和20年代に、戦後の荒廃した森林

において、国土保全機能と林地の生産性を高め
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るために、伐採跡地への造林が積極的に行われ

ました。また、昭和30年代になると、天然林を

人工林化する拡大造林が政策的に進められ、全

国的な木材需要の増加や木炭生産の陰りなども

あって、飛躍的に造林面積が増加していきまし

た。これらと並行して、造林された森林の間伐

や、林道などの路網整備、機械化の促進など生

産基盤の整備も着実に進められてまいりまし

た。このような先人の取り組みによって、県内

の民有林には24万ヘクタールもの人工林が造成

され、収穫時期を迎えた森林が７割を超え、先

日公表されたように、杉生産量が25年連続して

日本一となる偉業を達成したところでありま

す。

現在、大型製材工場への木材供給や木質バイ

オマス発電所の稼働、中国など東アジアへの木

材輸出の拡大などによって、木材の需要の高ま

りや木材価格の安定など、山村の所得向上につ

ながるような実感が持てる状況も出てきており

ます。一方で、森林所有者の高齢化によって、

境界や所有者が不明確な森林や、再造林されず

に放置される森林の増加、林業担い手の減少な

ど、森林資源の循環利用を将来的に継続してい

けるのかという危機感も持っているところであ

ります。このような状況の中で、国においては

森林法等が改正され、知事は、改正に伴い、森

林の境界などを明確化するために整備すること

になった林地台帳に関する国と地方の協議の場

に、全国の知事を代表して参加されると聞いて

おります。県としても、将来にわたって森林資

源が循環利用され、山村地域の所得の向上が図

られるよう取り組む必要があると考えますが、

これからの本県の森林・林業・木材産業に関す

る知事の所見を伺います。

豊かな森林を育み、林○知事（河野俊嗣君）

業・木材産業を将来にわたって発展させていく

ためには、「伐って、使って、すぐ植える」と

いう資源循環型の林業を確立する必要があると

考えております。このため、森林整備対策につ

きまして、伐採から造林に至ります一貫作業シ

ステムづくりや、林道などの充実した生産基盤

を利用した低コスト林業などの取り組みを強力

に推進しているところであります。また、林業

の担い手対策につきましても、林業青年アカデ

ミーでの若者の育成や、林業小町ネットワーク

による林業分野での女性の活躍促進などにも努

めているところであります。さらに、木材の需

要拡大を図るため、非住宅分野での木造化や、

川崎市との連携など大都市での販路の拡大、ま

た、韓国や中国など海外での新たな市場の開拓

を進めているところであります。４年後の東京

オリンピック・パラリンピックでも、木の文化

というものを世界に発信していきたい、その中

でも宮崎は重要な役割を果たしていきたいとい

うことで、今、準備運動を進めているところで

あります。これから50年、100年先にも、県土に

豊かな資源を蓄えた森林が広がり、本県が日本

林業のトップランナーとして走り続けていける

よう、これらの施策に積極的に取り組んでまい

ります。

ぜひ、林業は宮崎県がリード○黒木正一議員

するんだという意気込みで、これからも取り組

んでいただきたいと思います。

林業の成長産業化を後押しするため、森林法

等が改正されました。それに沿って何点か伺っ

ていきます。

まず、共有林において伐採を行うためには、

共有者全員の合意が必要となるため、共有者の

一部が所在不明となっている森林では、施策を

進めようにも手がつけられないという問題があ
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りました。今回の改正で、共有林の持ち分移転

の裁定制度が創設されたと聞きましたが、県内

の共有林はどの程度あるのか。また、どのよう

な手続が必要となるのか、環境森林部長に伺い

ます。

現在、県が把○環境森林部長（大坪篤史君）

握している共有林は約２万8,000ヘクタールで、

県内民有林の約７％となっています。今回の法

改正により創設された裁定制度では、共有林の

立木の所有者の一部が所在不明であっても、残

りの所有者全員から伐採の合意が得られた場合

には、市町村長による公告や県知事による裁

定、法務局への補償金の供託などの手続を経た

上で立木の伐採が可能となり、平成29年４月1日

から施行される予定であります。なお、詳細な

手続につきましては、12月までには明らかにな

るものと聞いています。

今回の改正は、人の財産権に○黒木正一議員

踏み込むような改正でありまして、これで共有

林の施業が進むことを期待したいと思います。

次に、林地台帳の整備について伺います。法

改正により、市町村は林地台帳を整備すること

が義務づけられたと聞きます。このことについ

て、全国市長会は、地方公共団体における地籍

調査の進捗率がまちまちである状況の中で、こ

のような制度改正については、地方の実情を踏

まえることが必要であるとして、国と地方との

協議の場の設置や十分な期間を確保することな

どを求めた申し入れを行っています。林地台帳

はどのような事項を記載するのか。また、いつ

までに整備しなければならないのか、環境森林

部長に伺います。

この林地台帳○環境森林部長（大坪篤史君）

には、森林の土地所有者の氏名、住所、その土

地の地番、地目、面積、境界測量の実施状況の

ほか、農林水産省令で定める事項を記載するこ

ととなっており、この具体的内容につきまして

も、12月には明らかになると聞いています。ま

た、市町村のほうは、この林地台帳とあわせま

して、地番を記載した図面を平成30年度末まで

に整備し、公表することが義務づけられており

ます。

先ほどの全国市長会による申○黒木正一議員

し入れの中に、地籍調査の進捗率がまちまちで

あるというふうにありました。そこで、地籍調

査について伺います。地籍調査は昭和26年から

実施されており、既に65年が経過しているもの

の、思うように進んでいないのが現実です。本

県の進捗はどうなっているのか。また、思うよ

うに進まない理由について、農政水産部長に伺

います。

本県の地籍調○農政水産部長（郡司行敏君）

査の進捗率は、平成27年度末で65.8％と、全国

平均の51.3％を上回っておりますけれども、御

指摘のように、調査が進んでいない市町村も見

受けられるところであります。地籍調査の推進

に当たりましては、都市部では、調査単価が高

いこと、また、土地の資産価値が高い中で境界

確認が思うように進まないこと。また、山間部

におきましては、関係者の高齢化や不在村化が

進行し、境界確認がこちらも難しくなってきて

いること、さらに、市町村で必要な職員配置が

難しくなってきていることなど、さまざまな課

題がございます。県といたしましては、予算の

確保はもちろんでございますけれども、加え

て、市町村に対し、国の直轄調査の導入や推進

体制の確保について指導・助言を行いますとと

もに、職員への研修を充実するなどして、着実

な事業の推進を図ってまいりたいと考えている

ところであります。
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全国で、土地の所有者がわか○黒木正一議員

らない所有者不明化が広がり、公共事業用地の

取得、農地集約化、震災復興や空き家対策など

の妨げになっていることが指摘をされていま

す。地籍調査は、もちろん推進しなければなり

ませんが、相続登記漏れを少なくする啓発活動

も、将来を考えますと必要ではないかと思いま

す。

次に、再造林対策、早生樹についても伺いま

す。森林法改正で、森林所有者に対して、伐採

及び伐採後の造林の届け出制度が義務づけられ

たと聞きますが、この効果をどう考えるのか。

また、本県においては、大型のバイオマス発

電所が稼働し、未利用材も大きく動き出しまし

た。現在は可能であっても、条件の悪い奥山に

なれば、林地残材は簡単に収集できるものでは

ありません。木材の安定供給のためにも、林業

の生産サイクルの短縮化のためにも、労力削減

効果のためにも、適地における早生樹の造成は

有効と考えられます。早生樹の試験研究の状況

と、今後、早生樹を導入していく意義について

も、環境森林部長に伺います。

造林の届け出○環境森林部長（大坪篤史君）

制度によりまして、市町村は、伐採後に造林が

計画された森林について、その実施状況を把握

しやすくなり、指導・監督を通じて再造林が進

む効果が期待されています。

次に、早生樹につきましては、昨年度から林

業技術センターにおきまして、センダンやコウ

ヨウザンなど６種類の木を植栽し、その成長特

性や管理方法などについて試験研究を始めたと

ころです。早生樹は、杉よりも短い期間で収穫

でき、下刈り等の保育経費の縮減など省力化、

低コスト化等が図られること、さらに木質バイ

オマス燃料としての用途も見込めることから、

林業経営の収益性の向上に寄与するものと考え

ております。

「早生樹の試験研究を早く」○黒木正一議員

という声がありますけれども、早生樹とはい

え、年月を要することから、容易ではなかろう

と思います。地域に適した樹種の育種をしてい

ただきたいと思います。

次に、鳥獣被害対策について伺います。鳥獣

被害、とりわけ鹿の食害に関する要望が後を絶

ちません。国は2023年度までに鹿とイノシシの

生息数を半分に減らす目標を立てています。イ

ノシシは達成できる見通しでも、問題は鹿であ

ります。全国の鹿の捕獲頭数は生息数の10分の

１程度で、こういう状況が続けば、今後も生息

数はふえるばかりであり、現在の２倍以上の捕

獲を続ける必要があると、環境省は指摘してい

ます。そこで、森林法改正で「鳥獣害防止に関

する事項」が追加されましたが、その概要につ

いて伺います。

また、本県においては、シカ管理計画で生息

数半減を掲げていますが、「鹿は減っていな

い」と言う人が多いのですけれども、本当に達

成できるのか、環境森林部長に伺います。

今回の改正○環境森林部長（大坪篤史君）

で、市町村は森林整備計画の中で、鳥獣害を防

止すべき森林の区域と鳥獣害防止の方法を定め

ることとされました。また、森林所有者が作成

する森林経営計画でも、計画事項として、この

区域の森林における防護柵などの被害防止対策

を盛り込むことが追加されました。

次に、鹿の捕獲でありますが、県では「宮崎

県シカ個体群管理計画」を策定し、平成25年度

の推定生息数12万5,000頭を、平成35年度末まで

に半減させることを当面の目標として、捕獲対

策に取り組んでいます。現在のところ、計画が
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スタートした26年度と27年度の２カ年で、目標

の４万1,000頭に対し約５万6,000頭を捕獲し、

おおむね順調に推移している状況でございま

す。今後とも、35年度までの半減目標を達成で

きるように努めてまいりたいと考えています。

次に、担い手について伺って○黒木正一議員

いきますが、林業の質問をしてきましたので、

林業から伺います。平成27年の国勢調査速報値

によりますと、５年前の前回調査と比べ、５

万1,200人から７％減少し、４万7,600人となっ

ています。近年、林業従事者は５万人で横ばい

の状態を保ち、第１次産業の中では労働力確保

の優等生とされていましたが、今回５万人を切

り、1980年と比べますと３分の１に減少したこ

とになります。本県の林業従事者の推移と、平

成27年度の林業への新規参入者の状況につい

て、環境森林部長に伺います。

６月29日に公○環境森林部長（大坪篤史君）

表されました平成27年国勢調査の速報結果によ

りますと、本県の林業従事者数は2,700人となっ

ており、前回の平成22年調査の最終確定値2,990

人と比較しますと、290人ほど少ない数字になっ

ています。ただし、前回の調査では、速報値の

段階で2,200人であったものが、最終確定値で

は790人多くなっておりましたので、今回も最終

的にどのような数字になるか注目しているとこ

ろでございます。

一方、林業への新規参入者につきましては、

県で調査しているものですが、平成27年度は165

人で、前年度より26人増加しております。その

うち、県外からのＵＩＪターン者が17人、県内

の新卒者が５人含まれているほか、就業先を見

ますと、森林組合が48人、民間事業体が116人な

どとなっている状況でございます。

林業への新規参入者は若干増○黒木正一議員

加したということでありますが……。

次に、農業について伺います。同じ国勢調査

によりますと、我が国の農業就業者は前回調査

より７万7,610人の減少ということですが、農林

水産省が６月に公表した農業構造動態調査によ

りますと、平成27年の農業就業人口は192万人と

なり、初めて200万人を割り込み、平成２年の約

４割となっています。これは、高齢者の離農の

加速と、若者の大幅な減少によるところが大き

く、農業の担い手減少に歯どめがかからない状

況にあります。そこで、本県における農業就業

人口、新規就農者の状況について、農政水産部

長に伺います。

2015年農林業○農政水産部長（郡司行敏君）

センサスによりますと、本県の農業就業人口は

４万5,001人で、５年前と比較いたしますと１

万2,075人減少しております。

次に、本県の平成27年の新規就農者数は341名

で、前年に比べ81名増加しているところであり

ます。内訳を見ますと、農家子弟の後継者が74

名、農家以外からの新規参入者が64名、農業法

人への雇用就農者が203名となっております。ま

た、県外からのＵＩＪターン者は74名で、新規

就農者全体の22％を占めるに至っております。

2015年農林業センサスでは、○黒木正一議員

本県の農業就業人口は４万5,001人ということで

すが、25年前が10万人でありましたから、半分

以下に減少し、５年前と比べても２割減少した

ことになります。そのような中ではあります

が、本県において、27年度は５年ぶりに新規就

農者が増加したということであり、341名、その

うち特に法人就農が大きく伸びています。ま

た、新規就農者のうち74名、22％がＵＩＪター

ン者ということですが、本県のＵＩＪターンに

よる新規就農者をふやすための取り組みについ
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て、農政水産部長に伺います。

ＵＩＪターン○農政水産部長（郡司行敏君）

による新規就農では、幅広い分野から、新たな

視点や農業以外のさまざまなスキルを持った人

材を確保することが重要であると考えておりま

す。そのため本県では、昨年新たに東京有楽町

に設置いたしました、「宮崎ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンター」を拠点として、定期的な就

農相談会や、基礎から学べる就農講座を開催

し、農業を起点とした宮崎への移住・就農を広

く呼びかけているところであります。また、市

町村や関係機関と連携し、住宅や教育、医療等

の住環境情報をあわせて発信することで、就農

を考える方が安心して宮崎に移住できるよう支

援を行っているところであります。今後とも、

これらの活動を強化し、引き続き、より多くの

人材を確保できるよう取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、新規就農者の育成対策○黒木正一議員

についてであります。農業経験のない新規就農

者が定着するためには、研修などにより技術力

を高めることが必要と思われますが、本県の取

り組みについて、農政水産部長に伺います。

新規就農者の○農政水産部長（郡司行敏君）

就農定着に向けましては、まずは技術力の向上

が重要であると認識をしております。そのため

県では、自営就農を目指す農業経験のない方を

対象に、１年間の栽培研修を行います「みやざ

き農業実践塾」や、法人への雇用就農希望者を

対象に、一定期間研修をして、その後、正式雇

用いたします「お試し就農」に取り組んでいる

ところであります。さらに、本年度からは、市

町村、ＪＡ等と連携し、産地を支える人材育成

のため、就農トレーニング機能を有する「しご

と創生公社」の設立を進めますとともに、農家

の経営発展ステージに応じた各種研修の充実強

化により、技術・経営管理能力の向上に努めて

いるところであります。このような取り組みを

今後さらに強化していくことで、新規就農者の

定着率の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

ここで、本県の多くを占める○黒木正一議員

中山間地域農業対策について伺います。全国で

多様な新規就農への取り組みが行われておりま

すけれども、新規就農者のうち、５年間で約３

割が離農しているという現実があります。その

原因は、なりわいとしてやっていけないことが

大きいと言われております。政府は、事業規

模28兆円を超える経済対策を閣議決定し、農林

水産分野の柱に、農林水産業の輸出力の強化、

農林水産分野でのイノベーションとともに、中

山間地域の農業所得向上が据えられています。

もともと、中山間地域は効率化や規模拡大が難

しいだけに、国が進める攻めの対策では乗り切

ることが難しいと考えられることから、森山前

農林水産大臣の肝いりで盛り込まれたと聞いて

います。国の経済対策においても、中山間地域

の農業所得対策が打ち出されましたが、本県に

おける中山間地域の農業所得対策について、農

政水産部長に伺います。

「あと100万円○農政水産部長（郡司行敏君）

の年収があれば、都会に出ている友達も帰って

くるんだがな」といった、中山間地域に暮らす

青年のお話も伺っているところであり、中山間

地域における所得向上対策は、大変重要な課題

であると認識をしております。このため県で

は、本年度策定いたしました第七次宮崎県農業

・農村振興長期計画の後期計画におきまして、

中山間地域農業所得向上プロジェクトを設け、

カラーピーマン等の収益性の高い園芸作物の生
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産拡大や、中山間地域の特産物でありますユ

ズ、クリ等を活用した６次産業化の推進、さら

には、しごと創生公社を活用した、周年雇用に

よる所得確保対策等に取り組んでいるところで

あります。今後とも、関係機関・団体等と連携

し、このたびの国の経済対策も積極的に活用し

ながら、中山間地域の所得向上に努めてまいり

たいと考えております。

中山間地域農業所得対策は、○黒木正一議員

森山前大臣の肝いりで盛り込まれたということ

であります。森山衆議院議員は鹿屋市の出身で

ありまして、選挙区は衆議院鹿児島５区になり

ますけれども、今回の国勢調査の、この５年間

の九州の人口減少率上位10位の中で、この選挙

区内の南大隅町が１位であります。そして、錦

江町が８位ということで、急激に人口が減少し

ている地域であります。想像ではありますが、

このような状況を見て、大変大きな危機感が

あってのことではないかと思います。ちなみ

に、宮崎県もこの人口減少率上位10位の中に４

町村が入っておりまして、人ごとではありませ

ん。生き残りをかけた取り組みが今後必要と思

われます。

次に、青年就農給付金について伺います。新

規就農者の状況を見ますと、農家の子弟だから

農業を継ぐ時代ではなくなっていることがよく

わかります。新規参入の農業者に対しての支援

については、年々充実してきており、大きな実

績を上げてきている一方、親元就農する農業後

継者に対しては、青年就農給付金の給付に制限

があると聞いています。青年就農給付金を含

め、後継者就農への支援策について、農政水産

部長に伺います。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、現行の青年就農給付金制度では、新たに独

立・自営就農する方への経営リスクに対して支

援する仕組みとなっておりまして、親元で就農

し、新たな分野での取り組みがない場合には、

支援の対象となっておりません。そこで、こう

した新規就農者に対しましては、経営開始時の

負担軽減のため、農業機械や施設導入に対し、

日本政策金融公庫の無利子資金の活用や、融資

残補助を行う経営体育成支援事業等により、支

援を行っているところであります。県といたし

ましても、本県の主力品目であります畜産や施

設園芸を初め、本県農業の持続的発展のために

は、親元就農による後継者育成は基本であると

考えており、今後もさまざまな支援が受けられ

るよう国へ要望いたしますとともに、次世代を

担う多様な担い手の確保・育成に努めてまいり

たいと考えております。

ただいま、本県農業を支えて○黒木正一議員

いる畜産や施設園芸の持続的発展のためには、

親元就農による後継者育成が基本と考えている

という答弁でありましたけれども、担い手の減

少に歯どめがかからずに、親元就農がこれだけ

減少する中で、どのような対策が必要か、その

確保・育成に努めていただくよう要望いたしま

す。

次に、漁業の担い手について伺います。同じ

国勢調査によりますと、全国の漁業就業者は、

５年前と比べ２万3,270人の減少となっていま

す。本県の漁業就業者数及び新規就業者の状況

はどうなっているのか、農政水産部長に伺いま

す。

直近の2013年○農政水産部長（郡司行敏君）

漁業センサスによりますと、本県の漁業就業者

数は2,677人で、５年前と比較しますと683人減

少しております。

次に、新規就業者数でございますけれども、
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平成27年は45名で、その就業形態は、自営が８

名、法人就業が37名であります。出身別には、

県外からのＵＩＪターン者が７名、県内他産業

からの参入者が27名、学卒者が11名でございま

す。

本県の漁業就業者数も非常に○黒木正一議員

減少しているということでありますが、特に一

本釣りやはえ縄、小型底びき網など、自営型の

沿岸漁業者が大きく減少し、新規就業者も45名

ということで少なく、特に沿岸漁業の将来が懸

念されます。漁業における青年就業準備給付金

制度でありますけれども、この概要、課題とそ

の対応について、農政水産部長に伺います。

青年就業準備○農政水産部長（郡司行敏君）

給付金制度は、漁業就業希望者が、国の定める

漁業学校で研修を受ける場合に、年額150万円の

給付を受ける制度であります。本県では、県立

高等水産研修所の研修生を対象に、平成25年度

からこれまでに、22名が給付を受けているとこ

ろでございます。しかし、この制度では、３親

等以内の親族の経営体に就職する者は対象外と

なっており、親元で就業する漁業後継者が利用

できない状況にあります。このため県といたし

ましては、国に制度改正を要望しているところ

であり、今後とも、就業支援制度の充実も含

め、就業希望者の円滑な着業が図られますよ

う、漁業関係団体と連携し、国に働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

青年就業準備給付金制度であ○黒木正一議員

りますが、大変ありがたい制度ではありますけ

れども、課題もいろいろ指摘されております。

制度の改正・充実に向けて努めていただきたい

と思います。

次に、漁業の担い手が減少する中で、外国人

技能実習生の受け入れ期間の延長、受け入れ人

数の増員を求める声がありますが、本県の受け

入れ状況について、農政水産部長に伺います。

外国人技能実○農政水産部長（郡司行敏君）

習制度は、外国人実習生が日本の技術、技能、

知識を習得することを支援する制度であり、実

習期間は現在３年間となってございます。現在

本県では、本制度により、カツオ一本釣り、マ

グロはえ縄、まき網、定置網漁業において、合

計で213名の外国人を受け入れているところであ

ります。なお、漁業関係者からは、今お話があ

りましたけれども、実習期間の延長など制度の

充実を求める要望が出されておりまして、現

在、これにつきましては、国において制度の見

直しに向けた法案審議がなされていると伺って

いるところであります。

漁業においては約200人という○黒木正一議員

ことですが、介護分野で追加の見通しとなるな

ど、拡大の方向で推進されています。一方、問

題点も言われています。失踪する外国人技能実

習生が4,581人と、前年比1,000人以上も増加。

受け入れを拡大しているものの、実習生の失踪

が増加していると聞いております。受け入れ期

間の延長や、外国人を低賃金で酷使するなどの

不正を防ぐため、受け入れ団体や企業を監視す

る監督機関を設置することなどが検討されてい

ると聞きますが、開発途上国への国際貢献と国

際協力という目的に沿った、しっかりした制度

のあり方に取り組んでほしいと思います。

これまで、本県の農林水産業の担い手につい

て聞いてきましたけれども、外国人に頼るなど

厳しい状況にあります。英知を結集した対策を

要望いたします。

次に、介護問題について伺います。

介護従事者の不足から、外国人やロボットが

期待されていますが、子供が親を介護するのは
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当然のことと思います。しかし、心構えがない

中で、そのときが突然やってくると、戸惑うも

のでありますし、生活が一気に変化することに

もなります。昨年の11月に、国の一億総活躍国

民会議において、「一億総活躍社会の実現に向

けて緊急に実施すべき対策」が取りまとめられ

ました。その中で、いわゆるアベノミクス新三

本の矢の一つとして、「介護離職ゼロ」という

目標が掲げられました。現在、介護離職者は全

国で10万人と言われています。介護離職する

と、収入が減ったり、社会とのつながりが途切

れて孤立したりといった可能性が高まるため、

仕事と介護の両立ができる環境整備が求められ

ています。身近な人を介護しながら仕事をして

いる人は約300万人以上とも言われていますが、

介護のために仕事を休んだり、早く帰ったりす

ることを申し出ることで、配置転換や降格が行

われることがあるという問題も指摘されていま

す。そこで、本県における介護離職者数の現状

はどうなっているのか、商工観光労働部長に伺

います。

介護離職○商工観光労働部長（中田哲朗君）

者の直近のデータは、総務省の平成24年就業構

造基本調査になりますけれども、この調査によ

りますと、平成23年10月から24年９月までの１

年間に介護を理由として離職した者は、お話が

ありましたように、全国では10万1,100人、本県

では1,300人となっております。

本県では1,300人ということで○黒木正一議員

ありますが、介護休業制度について伺います。

在宅介護については、国としても、住まい、医

療、介護、予防、生活支援が一体的に提供され

る地域包括ケアシステムの実現に力を入れてい

ます。しかし、現代の介護を取り巻く環境は、

まず、身近な支え手となっている家族、親族の

人数が、昔と違って圧倒的に少ないところに特

徴があります。そのために、年齢的にまだ会社

勤めをしている人が家族の介護を支えるための

制度として、介護休業があります。そこで、本

制度の概要、法改正の内容及び本県の介護休業

取得率について、商工観光労働部長に伺いま

す。

介護休業○商工観光労働部長（中田哲朗君）

制度は、育児・介護休業法に基づき、家族の介

護を行う労働者等の雇用の継続等を図り、仕事

と家庭の両立に寄与するための制度であります

が、本年３月の法の改正に伴い、制度が一部改

正され、来年１月から施行されることとなって

おります。主な改正内容は、対象家族１人につ

き最大93日間の介護休業取得が、これまで１回

限りだったものが、３回まで分割取得できるよ

うになったことや、介護休暇の半日単位での取

得を可能としたこと。さらに、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など

であります。

次に、介護休業取得率についてであります

が、平成24年就業構造基本調査によりますと、

全国の約3.2％の取得率に対しまして、本県は

約1.3％にとどまっております。今後とも、宮崎

労働局と連携して、介護休業制度の周知に努め

てまいりたいと考えております。

介護休業の取得率は全国で3.2○黒木正一議員

％ということで、介護離職ゼロの実現に向けて

介護と仕事の両立ができるようにするには、ま

だまだ現実的には大きな課題があると言えま

す。本県の取得率は1.3％ということですが、育

児休業制度に比べ認知されていないこともある

と思われますし、国は企業への助成金を創設す

る方針のようでありますが、実際の活用につな
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げるためには、企業等の理解を得ることが重要

であると思います。

次に、介護人材について伺います。介護保険

サービス全体での公的負担の増加といった財政

的な観点から、国、地方の双方とも、在宅介護

の重要性は認識しています。しかし、さまざま

な事情により在宅介護が困難な場合など、どう

しても施設介護を選択せざるを得ない場合も多

いのが現状です。ところが、近隣の介護施設に

あきがないため入居待ちとなっていることも多

く、この原因として、特別養護老人ホームを含

め、介護施設そのものが不足しているというこ

ともありますが、より深刻なのは介護従事者の

不足であります。その原因の一つに、介護に従

事する職員の処遇が悪く、離職率が高いことが

挙げられます。そこで、本県における介護人材

の求人数と求職者数から見た充足状況につい

て、商工観光労働部長に伺います。

宮崎労働○商工観光労働部長（中田哲朗君）

局によりますと、本年７月の介護関係における

有効求人数は2,7 5 6人、また有効求職者数

は1,449人であり、有効求人倍率は1.90倍となっ

ておりまして、充足されていない状況にござい

ます。

厚生労働省所管の介護労働安○黒木正一議員

定センターは、2014年10月からの１年間に全国

の介護職員の16.5％が仕事をやめたとの調査結

果を発表しています。離職率はここ数年16～17

％で推移しており、現場にしっかり対応した改

善が望まれます。

次に、今議会に提案されております議案第９

号、宮崎県公共施設等総合管理計画について伺

います。

庁舎や道路など公共施設につきましては、高

度成長期を中心に建設されており、その老朽化

対策が喫緊の課題となっております。一方で、

厳しい財政状況もあり、公共施設等の建設や改

修に要する経費は年々減少していることから、

この状況が今後も続きますと、県民の安全・安

心で豊かな暮らしに大きく影響を及ぼしかねな

いと、大変危惧しているところでありました。

このような中、今後20年を見据えた公共施設等

の管理に関する基本的な方針として、今議会に

上程されたものであります。そこで、施設の大

規模改修や更新等の将来経費についてでありま

すが、本計画の試算では、今後40年間の見通し

として、建物系施設については総額6,725億円、

インフラ施設においては5,950億円が必要とされ

ております。この多額の費用に対してどのよう

に対応していくのか、総務部長に伺います。

県ではこれまで、○総務部長（桑山秀彦君）

橋梁やトンネル、県営住宅など一部の公共施設

で長寿命化計画を策定して、老朽化対策を行っ

てまいりましたが、今回、全ての公共施設を総

合的に管理し、施設の保有、運営、維持に係る

財政負担の最小化と施設保有効果の最大化、い

わゆる最適化を図るために、この計画を策定す

ることとしたところであります。今後は、この

計画に基づきまして、全ての公共施設に対し

て、定期的な点検や適時的確な修繕など予防的

保全を実施して、これをサイクル化すること

で、施設の長寿命化による将来経費の抑制を

図ってまいりたいと考えております。特に建物

系の施設につきましては、ただいま申し上げま

した予防的保全に加えまして、施設ごとに利用

実態等を分析し、地域の実情に配慮しながら、

建てかえや転用などを図っていくことで、施設

保有の最適化に努めてまいります。この計画の

推進に当たりましては、全庁的な体制を構築し

まして、進捗状況を適切に管理することによっ
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て、将来の財政負担の低減化・平準化を図って

まいりたいと考えております。

厳しい財政状況が今後も予想○黒木正一議員

されるだけに、具体的な取り組みが前倒しで進

められるよう要望いたします。

また、老朽化対策、厳しい財政状況、行政ニ

ーズの変化などの公共施設等を取り巻く状況

は、国、県、市町村も同じ状況でありまして、

お互いの空きスペースを利用し合ったり、施設

を複合化することは、財政負担の軽減だけでな

く、住民の利便性向上や地域活性化の視点から

も重要であると考えております。本計画では、

こうした地域ごとに国、市町村との間で情報を

共有し、施設の最適利用について調整する、い

わゆるエリアマネジメントに取り組み、有効活

用を推進していくこととしておりますが、今後

どのように進めていくのか、総務部長にお伺い

します。

ただいま御質問に○総務部長（桑山秀彦君）

ありましたように、国や県、市町村の相互の施

設の有効活用を図るというエリアマネジメント

でありますけれども、財政負担の軽減を図ると

ともに、県民の利便性の向上を図る上でも大変

有効な取り組みであると認識しております。こ

のため昨年10月には、国、県と宮崎市との間で

検討会を設立しまして、お互いの建物系施設の

情報を一元的に共有するなどの先導的な取り組

みを進めており、さらに、本年度に入りまし

て、延岡市を初め県内３つの市においても同様

の検討会が立ち上げられたところでございま

す。今後とも、国や市町村と連携を図りなが

ら、エリアマネジメントの必要性や効果などに

ついての共通理解を深めまして、地域の実情を

踏まえたエリアマネジメントの取り組みを、全

県的に広げてまいりたいと考えております。

行政が保有している施設は、○黒木正一議員

地域住民の生活とも密接なかかわりがあります

ので、将来を見据えてしっかり取り組まれるよ

う要望いたします。

次に、かわりまして鉄道網の整備促進につい

て伺います。

鉄道網は、観光・ビジネスなど地域を支える

広域的な幹線交通として、また、通勤・通学者

の日常生活を支える地域公共交通として極めて

重要な役割を果たしています。しかしながら、

九州内においては、東西格差が大きく拡大して

おり、本県の路線は、単線、低速、車両の老朽

化の状態にあります。このような中、ＪＲ九州

は来月には株式上場による完全民営化が予定さ

れており、上場後は株主から経営効率化が求め

られるため、赤字路線の切り捨てにつながるの

ではと心配されます。完全民営化後も、鉄道会

社の使命である公共交通機関としての役割を充

実していくよう、吉都線や日南線、日豊本線を

維持していくためにも、利便性の向上のための

整備促進を図る必要があると思いますが、県の

今後の取り組みについて、総合政策部長に伺い

ます。

県内の鉄道○総合政策部長（永山英也君）

は、地域の交通手段として、また、観光を初め

地域産業を支える重要な交通基盤であります。

これまでも国やＪＲ九州に対し、その維持・充

実を官民を挙げて要望してきており、完全民営

化に係るＪＲ会社法の改正におきましても、路

線の適切な維持等について、国が一定の関与等

を行うなどの措置がとられたところでありま

す。

また、日豊本線を初めとする県内鉄道の利便

性向上を図りますために、ＪＲ九州が行うＩＣ

カード導入や駅のバリアフリー化を関係自治体
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と連携して支援しますとともに、日南線や吉都

線の沿線自治体等で組織する地元協議会と一体

となりまして、利用促進に取り組んでおりま

す。県といたしましては、引き続き、県内鉄道

の維持・充実のため、さらなる利便性向上につ

いて要望を行いますとともに、ＪＲ九州の投資

意欲を喚起しますため、一層の利用促進に努め

てまいりたいと考えております。

私たちは、九州中央３県議員○黒木正一議員

連盟というので、毎年ＪＲ九州に日豊本線の高

速化の要望に行くんですけれども、回答は前に

進まず、毎年むなしい思いで帰ってくるわけで

あります。考えてみますと、ただ要望するだけ

ではいけないというふうに思います。利用促進

に努めなければいけないと思いますし、この利

用促進に向けた仕掛けをぜひつくっていただく

ように要望いたします。

次に、高速道の整備促進についてでありま

す。

東九州自動車道については、本年４月に椎田

―豊前間が開通したことにより、九州で初めて

循環型高速交通ネットワークが形成され、物流

の効率化が図られるとともに、今後、地域産業

の活性化、発展が期待されるところでありま

す。しかしながら、東九州自動車道の宮崎市か

ら県南区間及び九州中央自動車道は、そのほと

んどの区間がミッシングリンクとして残ってお

り、一日も早い全線供用が待たれるところであ

ります。特に、東九州自動車道における油津―

夏井間の早期事業化、九州中央自動車道におけ

る蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間の早期事業化が待た

れます。東九州自動車道及び九州中央自動車道

の未事業化区間における事業化に向けて、今後

どのように取り組むのか、知事に伺います。

東九州自動車道及び九○知事（河野俊嗣君）

州中央自動車道のストック効果を県内全域にわ

たって最大限に発揮させ、さらに、南海トラフ

地震などの大規模災害に対しまして安全・安心

な県土づくりを推進するためにも、未事業化区

間の事業化は、何としても早期に実現させる必

要があると考えております。

先月、北九州市と延岡市において開催しまし

―た両路線の建設促進協議会の地方大会では

私も両協議会の会長を務めておるところであり

まして ミッシングリンクの早期解消を図る―

には、九州各県が心を一つにして活動していく

ことの重要性を強くアピールしたところであり

ます。また、沿線の地域においては、開通直後

からストック効果を発揮させる取り組み、これ

は西臼杵で今、中央道整備に向けて進んでおる

ところでありますし、早期整備を求める署名活

動、先日は中央道の整備を求めて約10万人の署

名を集めていただきました。力強い活動を展開

していただいているところであります。県とい

たしましても、残る未事業化区間の早期事業化

に向けまして、九州各県や沿線の地域とのさら

なる連携を図り、県議会の皆様の御協力をいた

だきながら、国に対し強く要望してまいりたい

と考えております。

次に、高速道の安全対策につ○黒木正一議員

いてであります。北九州とつながったことによ

り、交通量は増加しており、本県の高速道にお

ける交通事故もまた、年々増加しています。中

でも暫定２車線の東九州自動車道の中央分離帯

突破事故が年々増加しており、平成27年度は22

件と、これまでで最も多くなっています。平

成25年と27年の死亡事故は、いずれも簡易中央

分離帯突破事故であります。早期の４車線化が

望まれますが、現実的には容易でないことか

ら、何らかの安全対策が早急に必要と思われま
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す。簡易中央分離帯突破事故は、宮崎西インタ

ーチェンジから高鍋インターチェンジ間で多発

していたのが、ポストウイングを設置後は発生

していません。事故の多い区間からの安全対策

が必要と考えますが、暫定２車線区間における

今後の安全対策についてどのように考えている

のか、県土整備部長に伺います。

暫定２車線○県土整備部長（東 憲之介君）

区間における安全対策としましては、例えば、

コンクリートやワイヤロープなどの分離帯で車

線を分離することが効果的な対策であると考え

ますが、現在、分離帯が設置されていない暫定

２車線区間では、設置に必要な道路の幅が確保

されていないため、現状として、そのような対

応が困難な状況にあります。このため県といた

しましては、抜本的な解決策となる４車線化の

実現を前提として、より早期に高速道路の機能

強化を図るため、まずは、事故や速度低下の多

い区間などから優先的に付加車線を増設するよ

う、西日本高速道路株式会社などに対して求め

ていくとともに、当面の安全対策といたしまし

て、御質問にもありましたポストウイングの増

設や、振動音により注意喚起を図る凹凸の路面

標示などの充実について要望してまいりたいと

考えております。

休憩施設の充実など、利便性○黒木正一議員

の向上も含めて、安全性の向上に努めていただ

くようにお願いをいたします。

次に、港湾における地震・津波対策について

伺います。

東九州自動車道及び九州中央自動車道の早期

完成、安全性・利便性の向上を図ることは、企

業などの生産性の向上や地域の活性化にもつな

がるものであります。さらに、これらインフラ

のストック効果をより高めていくためには、港

湾との連携も重要です。例えば、細島港の国際

物流ターミナルが完成し、東九州自動車道の整

備と港湾整備が相まって、日向市では中国木材

を初め多くの企業立地が進んでいる状況であ

り、大変ありがたいことであります。一方、本

県では南海トラフ巨大地震などによる大規模災

害の発生が予測されており、港湾整備において

は、防災機能の充実を図ることも重要であると

考えます。港湾の防災機能が向上すれば、港湾

で働く人々の安全が確保され、新たな企業立地

や、さらなる港湾の利活用につながるのではな

いかと考えます。そこで、本県の重要港湾３港

における地震・津波対策の取り組み状況につい

て、県土整備部長に伺います。

本県ではこ○県土整備部長（東 憲之介君）

れまで、耐震強化岸壁などの整備を進めてきた

ところであり、現在は、津波に対しても壊れに

くい粘り強い構造の防波堤や、港湾利用者が津

波から安全に避難できるための高台などの整備

にも取り組んでいるところでございます。ま

た、ソフト対策として、避難誘導のための標識

設置や、港湾ごとに策定した事業継続計画、い

わゆる港湾ＢＣＰに基づく防災訓練を実施して

いるところでございます。

なお、細島港におきましては、ことし11月４

日に、国土交通省の主催により、昨年度制定さ

れました「世界津波の日」に当たっての津波防

災訓練が、チリ共和国と合同で実施されること

となっております。今後とも、ハード、ソフト

の両面から、港湾における地震・津波対策の推

進に努めてまいりたいと考えております。

チリとの合同訓練が行われる○黒木正一議員

ということでありますが、どのようになるのか

楽しみであります。これが津波対策の意識向上

につながることを期待したいと思います。
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次に、教育行政について、教育長に数点伺い

ます。

まず、高校学科再編についてであります。平

成29年度の県立高校募集要項によると、家庭科

系専門学科が生活文化科に改編され、門川高校

に福祉科が設置されましたが、その狙いについ

て、教育長に伺います。

本県におきまして○教育長（四本 孝君）

は、家庭科の専門学科として生活情報、生活工

学、生活文化科を県立高校６校に現在設置して

おります。これまで食物と被服分野を学びの柱

としてきましたけれども、女性の社会進出など

時代の要請に応えるため、保育分野も加えた教

育課程にするとともに、家庭科の原点である伝

統的な生活文化を継承する役割も改めて重視

し、名称を「生活文化科」に統一することとい

たしました。また、門川高校では現在、総合学

科の福祉系列において介護福祉士を養成してお

りますが、福祉関連の法改正により、たんの吸

引など医療的ケアの学習が必要となり、総合学

科内での教育課程では対応が難しくなったこと

などから、「福祉科」を設置することといたし

ました。生活文化科は衣食住や保育に携わる人

材、そして福祉科は介護の人材を育てる学科で

あり、いずれも我々の生活に最も身近で必要な

分野でありますので、今後とも教育内容の充実

に努めてまいります。

この再編が結果的に、現在不○黒木正一議員

足している人材の育成、地域定着につながるこ

とを期待したいと思います。

次に、食育について伺います。国の第３次食

育推進基本計画では、和食がユネスコの無形文

化遺産に登録されたことを受け、伝統的な食文

化の継承に向けた食育を新たな重点課題に位置

づけ、食生活に課題が多い若年層への働きかけ

を強めるとともに、ひとり暮らしの高齢者がふ

えていることを考慮し、多様な暮らしに対応し

た食育を進めることとしております。しかしな

がら、食卓を囲む家族の姿は劇的に変わってお

り、親が不在で子供だけが食事をとる「孤

食」、また、家族がそれぞれ別のものを食べる

「個食」、決まったものしか食べない「固

食」、これらが増加しているという調査結果が

あります。和食は、無形文化遺産に登録された

ものの、食生活が多様化する中、次世代への継

承が必要になっているにもかかわらず、家庭で

の継承が難しくなっており、学校給食の役割に

期待が高まっているのが現実です。また、第３

次食育推進基本計画では、学校給食での地場産

使用割合を、平成26年度27％から32年度まで

に30％以上と数値目標を掲げています。学校給

食における地場産物の使用状況、食育に対する

基本的な考え方、及び長年本県が力を入れてい

る「弁当の日」の効果と広がりについて、教育

長に伺います。

学校給食における地○教育長（四本 孝君）

場産物の使用状況は、文部科学省が実施した

「平成27年度学校給食栄養報告」の調査により

ますと、全国平均が26.9％であるのに対し、本

県では、それを上回る32.5％となっておりま

す。

次に、学校における食育は、子供たちが、望

ましい栄養や食事のとり方を理解し、みずから

管理していく能力を身につけることなどを目的

に行っております。県教育委員会では、食育を

推進するための有効な手だての一つとして「弁

当の日」に取り組んでおり、子供たちが好き嫌

いなく食べるようになった、あるいはみずから

食事をつくるようになったなどの効果も出てき

ているところであります。また、平成27年度末
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の調査結果によりますと、公立学校の約９割が

これに取り組むなど、平成22年度の取り組み開

始以来、県内全域に広がっており、６年連続で

全国一の実施率となっております。今後とも、

家庭や地域と連携した食育の充実に、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

地場産物の使用状況は全国平○黒木正一議員

均を上回っているとのことですが、これが１％

でも地域の所得向上につながることになればと

思います。それから、家庭での「孤食」の増加

等の懸念から、例えば門川中での「朝食レスト

ラン」など、各地で学校と地域の人における多

様な食育が進められています。また、「弁当の

日」は全国一の実施率ということですが、さら

なる充実を期待したいと思います。

次に、教職員退職者増と採用計画について伺

います。公立小中学校で退職する教職員数が、

全国的に見ると２年後にピークを迎え、かわっ

て新規採用者数が膨らんでおり、経験の浅い教

職員が急速にふえていると聞きます。ベテラン

教職員の退職増、経験の浅い新規採用者増は、

学力低下を招く心配もあり、研修システムの整

備が重要と考えられます。このような中、今

後、新規採用者の採用計画をどのように考え、

学校の教育力を維持していくためにどのような

対策を行っていくのか、教育長に伺います。

教職員の定年退職者○教育長（四本 孝君）

につきましては、昨年度が232名でありました

が、平成29年度末には約300名、平成31年度末に

は約350名を見込んでおりまして、増加傾向にご

ざいます。このようなことから、今後、採用者

の増加が見込まれますけれども、児童生徒数の

減少などに伴う教職員定数の減少や再任用者の

増加を考慮し、計画的な採用に努めてまいりた

いと考えております。また、ベテラン教員の経

験や知識・技能が若手教員へ継承され、学力向

上などの教育的課題が組織的に解決できるよ

う、校内研修などのＯＪＴを推進するととも

に、指導力向上を目指した研修の充実を図るな

ど、学校の教育力の向上に努めてまいりたいと

考えております。

この件は大変重要なことであ○黒木正一議員

りますから、しっかり対応していただくよう要

望いたします。

次に、外国語教育について伺います。次期学

習指導要領に、英語の小学５、６年生からの導

入がなされると聞いております。「英語教育の

在り方に関する有識者会議」が、「グローバル

化の進展の中で、国際共通語である英語力の向

上は日本の将来にとって極めて重要であり、ア

ジアの中でトップクラスの英語力を目指すべ

き。」とし、東京オリンピックを迎える2020年

を見据え、小中高を通じた新たな英語教育改革

を順次実施できるよう、今後の英語教育の改善

・充実方策について提言を行っています。この

ような提言を受けて、現在、次期学習指導要領

における英語教育のあり方が検討されているの

だと思いますが、外国語教育の意義や重要性に

ついてどのように捉えているのか、教育長の考

えを伺います。

グローバル化が進む○教育長（四本 孝君）

中で、外国語教育、とりわけ国際的に広く使わ

れている英語の教育は、異文化理解を深め、異

文化コミュニケーションを図るためにも、ます

ます重要となっているところであります。こう

した中で、今後、児童生徒の英語力を高めてい

くということは、我が国や本県の将来を支える

人材を育成する上で欠かすことのできないもの

であると考えております。国の次期学習指導要

領の改訂に伴い、平成32年度から全国の小学校
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で新たな英語教育が実施される予定となってお

ります。本県におきましても、計画的・組織的

に英語教育の充実に努め、グローバル時代を生

き抜く子供たちの育成に向けて、全力を挙げて

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、英語教育の状況につい○黒木正一議員

てであります。英語教育を取り巻く環境が大き

く変わる中、ことし４月に文部科学省が公表し

た、全国の小中高生を対象にした「英語教育実

施状況調査」によりますと、中学３年生で英検

３級以上の英語力を持つ生徒は36.6％というこ

とであり、国が目標とする50％にはほど遠いよ

うであります。また同時に、各都道府県の児童

生徒の英語力や英語担当教員に対する研修の実

施状況なども公表されていますが、本県の子供

の英語力の現状と、外国語指導助手（ＡＬＴ）

の活用状況について、教育長に伺います。

文部科学省が公表し○教育長（四本 孝君）

ました、平成27年度の「英語教育実施状況調

査」によりますと、県内の公立学校では、英語

検定３級相当の英語力を有する中学３年生の割

合は37.7％で、全国16位、同じく準２級相当の

英語力を有する高校３年生の割合は39.0％で、

全国７位であり、いずれも九州では最上位であ

りました。

また、ＡＬＴについては、平成27年度の実績

で、県では36名を任用し、県立高校等に配置を

しております。また、市町村では98名を任用

し、各小中学校に派遣しております。その活用

につきましては、担当する学校の授業はもちろ

んのこと、授業以外でも、英語暗唱や弁論等の

指導に積極的にかかわるなど、児童生徒の英語

力の向上のみならず、国際理解の促進にも大き

く貢献しているところであります。

この「英語教育実施状況調○黒木正一議員

査」というものを、私も慎重に見たんですけれ

ども、中学・高校生ともに英語力九州トップ

と。非常にいいなというふうに思って見せてい

ただきました。英語担当教員の英語力も公表さ

れておりまして、同じく上位に位置しておりま

した。ＡＬＴも最大限活用して、本県の長所を

さらに伸ばしていただきたいと思います。

次に、英語教員の対応策についてであります

が、小学５、６年で英語が正式教科となって

も、小学校教員を目指す学生の教職課程で英語

指導法は必修ではなく、現場の教員には、英語

指導法を学んだ人と学んでいない人が混在して

おり、教員に教科化への不安があると聞きま

す。教科化にはしっかりとした教員の対応策が

必要と考えられますが、次期学習指導要領の改

訂に向けて、小学校の外国語教育の充実を図る

ためどのような対策を行っていくのか、教育長

に伺います。

次期学習指導要領の○教育長（四本 孝君）

改訂に向け、県教育委員会におきましては、現

在、全ての小学校教員に対して英語指導力向上

を図る研修を実施しているところであります。

具体的には、高学年での教科化に向けて各学校

で校内研修を行う中核教員に対しまして、国の

中央研修に派遣された教職員がリーダーとなっ

て、先進的な指導方法を伝達する研修を実施い

たしております。また、中学年からの外国語活

動の実施に向けては、外国語活動の指導経験の

少ない教職員に対して、効果的な指導方法等を

伝達する研修会を実施いたしております。今後

とも、このような研修を継続的に行い、教職員

一人一人の指導力の向上を図ってまいりたいと

考えております。

既に研修を実施しているとい○黒木正一議員

うことでありますが、全体の指導力向上に向け
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て取り組んでいただくよう要望いたします。

次に、校務情報化の推進について伺います。

情報化が進む中、学校現場において、タブレッ

ト型パソコンや電子黒板などを活用した学習支

援システムの導入が進められており、市町村ま

たは学校においても、独自の工夫を図る取り組

みが行われており、学力向上に大きな効果がも

たらされることが期待されています。しかし、

その一方で、校務の効率化・平準化を図る校務

支援システムについては、導入に向けた要望が

強いものの、各市町村の厳しい財政状況のも

と、なかなか取り組みが進まない状況が続いて

いると聞いています。全県的に統一した校務支

援システムの導入に向けた協議の場を設置する

など、県において主導的立場での取り組みを求

める声がありますが、校務情報化の意義と今後

の推進についての考えを、教育長に伺います。

校務の情報化の意義○教育長（四本 孝君）

につきましては、生徒の出席管理や成績処理な

どをシステム化することで、教職員の業務の効

率化が図られ、生徒と向き合う時間が確保され

るなど、教育活動の質の改善が期待できるとこ

ろにあります。また、各学校に分散している校

務の情報を一元管理することで、情報を自然災

害や漏えいなどのリスクから守り、セキュリ

ティーを確保する点からも意義があるものと考

えております。県では、平成27年度より、全て

の県立高等学校に校務支援システムを導入し、

運用を開始しておりますが、小中学校への導入

につきましては、市町村の意向等を踏まえ、こ

れまでに蓄積した校務の情報化に関する各種ノ

ウハウなどの提供を通して、支援してまいりた

いと考えております。

教職員の負担軽減が図られ、○黒木正一議員

子供たちと向き合う時間もふえることなど、教

育の質の向上、学校経営の改善にもつながるこ

とが考えられますので、市町村ともしっかり連

携して進めていただきたいと思います。

次に、高校生等奨学給付金について伺いま

す。我が国の相対的貧困率の推移を見てみます

と、昭和60年、1985年の12.0％に対し、12年後

には14.6％、さらにその12年後には16.0％に上

昇しています。相対的貧困率が高いほど、経済

的な格差が広がっていることを意味すると言わ

れており、この30年間、我が国では経済的な格

差が広がり続けており、今や６人に１人の子供

が「貧困」と呼ばれる家庭で育っていることに

なります。このような中、国の文教予算の一億

総活躍関連では、緊急に実施すべき対策の一つ

として、高校生等奨学給付金の拡充を行うこと

としています。高校生を対象にした返還不要

の、いわゆる給付型奨学金制度である高校生等

奨学給付金制度の充実のために、今年度は大幅

な予算増額を行っているとのことであります

が、制度の概要と県立高校等における受給者の

割合について、教育長に伺います。

高校生等奨学給付金○教育長（四本 孝君）

は、子供たちが安心して教育を受けられるよ

う、授業料以外の教育費の負担を軽減するため

に、高等学校などに入学した生徒のいる低所得

世帯の保護者等に対して、返還不要の給付金を

支給する制度であります。本制度につきまして

は、対象となる生徒が高等学校等に在学してい

ることのほかに、市町村民税所得割額が非課税

の世帯であることや、保護者等が宮崎県内に居

住していることを支給要件としており、平成26

年度入学者から実施しているところでありま

す。なお、昨年度は第１学年と第２学年の生徒

が給付の対象でありましたが、県立高校等にお

きましては、その生徒の約２割がこの給付金を
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受給しております。

約２割が給付金を受給してい○黒木正一議員

るということでありますが……。

続きまして、育英資金について伺います。新

聞報道によりますと、高校授業料無償化が始

まってから５年間に、経済的理由で高校中退を

余儀なくされた生徒が、全国で5,000人以上お

り、経済的理由による長期欠席者も、平成26年

度だけで全国で2,000人以上と言われています。

また、経済苦で、学びたくても学べない子供が

多数おり、授業料免除や現行の奨学給付金制度

だけでは、親の所得格差が子供の教育格差を生

む貧困の連鎖を断ち切れていない状況にあるこ

とが述べられています。県は、将来の有能な人

材を育成するために、経済的理由により修学が

困難な学生・生徒に対して奨学金を貸与する制

度を設けていますが、奨学金返還者も増加して

いると聞きます。返還者の推移と返還未済への

対策について、教育長に伺います。

育英資金事業につき○教育長（四本 孝君）

ましては、日本学生支援機構より、高等学校等

奨学金事業が、平成17年度入学者分から都道府

県に移管をされましたことによって、返還者が

年々増加しております。本県における返還者の

推移といたしましては、平成17年度末に1,621人

であったものが、平成27年度末には１万1,799人

と、約１万人ほど増加をしている状況でござい

ます。

返還未済への対策としては、まず、従来一律

だった貸与月額を３段階に区分いたしまして、

利用者が必要な額を借りることで、借り過ぎを

防ぐ取り組みを行っております。次に、債権管

理員を５人任用して、電話や自宅訪問による催

告を行うことや、返還者の利便性の向上のため

に、口座振替収納やコンビニエンスストアでの

収納を導入し、収納率の向上を図っているとこ

ろであります。最後に、再三の催告にもかかわ

らず、支払う意思が見られない返還義務者等を

対象に、法的措置を実施しているところであり

ます。

未済対策、大変な苦労ではな○黒木正一議員

いかと思います。本県においては、滞納期間が

一定期間以上の者、返還の意思が感じられない

者や、病気など特別な事情がない滞納者に対

し、法的措置をとっているということでありま

すが、どのような効果があったのか、教育長に

伺います。

まず、法的措置の状○教育長（四本 孝君）

況でありますが、再三の催告にもかかわらず返

還に応じない方などに対して行っておりまし

て、平成25年度には４人、平成26年度には36人

に対して実施をいたしました。平成27年度は、

司法書士事務所に委託し、350人に対して法的措

置を行ったところであります。この取り組みな

どにより、返還の滞っていた過年度分の償還率

が、平成26年度に29.0％であったものが、平

成27年度は40.8％となり、前年度を約11ポイン

ト上回るなど、一定の成果が見られたと考えて

いるところであります。

はい、わかりました。○黒木正一議員

話題を変えたいと思います。携帯電話の使用

エリア拡大について伺います。

私の住んでいるような山村におきましては特

にでありますけれども、携帯電話は、災害時に

極めて有効な通信手段で、台風災害、山林火

災、山林作業の事故・けがなどの急を要する場

合には欠かせないものとなっております。これ

まで市町村も、国・県の支援をいただきながら

その整備に当たってきましたが、電波の届きに

くい地域が広く存在し、産業や観光の振興、生
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活条件の向上に支障を来しています。そこで、

県内に不感地帯がどれほどあるのか。また、そ

の解消に向けた今後の取り組みについて、総合

政策部長に伺います。

県では平成６○総合政策部長（永山英也君）

年度から、市町村と連携し、国の補助事業を活

用しながら、携帯電話の通じない地域、いわゆ

る不感地域の解消に取り組んでおります。その

結果、平成28年度５月に新たに行いました調査

によりますと、携帯電話を１社も使用できない

世帯は272世帯となり、カバー率は99.9％となっ

ております。なお、今年度、椎葉村の財木地

区13世帯において、解消のための事業を実施す

る予定でございます。

しかしながら、残された地域の多くは、世帯

数が少ない山間部であり、コストも増大します

ことから、不感地域の解消はさらに厳しい状況

になると考えております。県といたしまして

は、引き続き、制度の拡充等について国に要望

いたしますとともに、今後とも市町村と連携

し、不感地域の解消に取り組んでまいりたいと

考えております。

椎葉村財木地区で実施予定と○黒木正一議員

いうことでありますが、私はことしの４月の初

めに財木地区に行きました。ちょうど４月の初

めでしたから、シイタケの収穫の時期で、人が

たくさん仕事をしておったんです たくさん―

ということではないですが、13戸ですから。そ

の中の２人から、「ことしの暮れには携帯電話

が使えるんだ」と喜ぶ声がありました。今はポ

ケモンＧＯとやらが社会現象になっているよう

な時代でありますから、携帯電話の使用エリア

の拡大などという課題は、大方の県民にとって

忘れ去られた課題であろうかと思います。先ほ

ど話がありました99％のカバー率ということ

で、残りはほんのわずかではありますけれど

も、やはりそれを待っている人がいるというこ

とだけは忘れないでいただきたいと思います。

この財木地区は、日向から行きますと、327号線

で椎葉に向かっていきまして、上椎葉の手前か

ら265号線に乗って十根川のほうを通って、五ヶ

瀬の境、国見トンネルから右へ上がった、本当

に山の中であります。その地域は中腹から上に

コブシが自生しておりまして、私が行った４月

の初めは、本当に白いきれいな花が咲いており

ました。歌に「こぶし咲くあの丘 北国の春」

というのがありますけれども、来年の春は携帯

電話がつながって、少し遅目の財木の春が来る

のではないかと期待をしておるところでありま

す。

「この財木地区の人はどこに買い物に行く

の」と聞きましたら、熊本県、もちろん馬見原

とかああいうところに行きますし、上椎葉に行

くということで、やはりかなり遠いところであ

りますが……。買い物弱者対策について伺いま

す。

2010年の食料・農業・農村基本計画におい

て、高齢者等が買い物に不便や苦労を感じる食

料品アクセス問題が、重要な政策課題の一つと

して位置づけられたこともあり、近年は、高齢

者の食料品アクセス、食生活の実態の解明に意

欲的に取り組む研究が多く見られます。その中

で、買い物での不便や苦労は、最終的に高齢者

の健康に関連することが指摘されています。超

高齢化社会となった現在、できるだけ要介護に

陥らないよう、健康寿命を延ばすことが重要で

あります。そのためには、どのような食生活を

送るかが重要となっており、食料品の買い物に

関する問題は大きいと言えます。中山間地域に

おいては、人口減少による近所の食料品店の廃
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業、都市部においては、郊外への大型店の出店

による近所の食料品店の廃業が、買い物弱者の

要因となっています。農水省が数日前に出しま

した新しい調査では、買い物弱者の割合は３割

と発表されました。各地で対策が行われていま

すが、本県の買い物弱者の現状と対策につい

て、総合政策部長に伺います。

県が平成26年○総合政策部長（永山英也君）

４月に行いました調査では、中山間地域の約半

数の集落で買い物について何らかの問題が生じ

ており、3.4％の集落では「深刻な状況にある」

との回答を得たところでございます。このため

県では、中山間地域振興計画におきまして、買

い物弱者対策を初め、地域公共交通の維持・確

保などにより、安全・安心な暮らしの確保を図

ることを掲げたところでございます。現在、県

内では、市町村の支援のもと、商工会等による

移動販売や宅配サービスが行われており、ま

た、県におきましても、今年度、地方創生推進

交付金を活用しまして、新たな交通・物流ネッ

トワークの構築等によって、住みなれた地域で

安心して生活できる仕組みづくりを進めていく

こととしております。今後とも、関係部局や市

町村等と連携を図りながら、買い物弱者対策に

取り組んでまいりたいと考えております。

日之影町におきましては、買○黒木正一議員

い物弱者を支援する「地域おこし協力隊」を採

用したということでありますが、政府も、ドロ

ーンを活用した民間の宅配事業を、中山間地域

や離島の遠隔地で2018年の実現化を目指して、

来年度予算の概算要求に関連事業を計上という

ことであり、車を運転できない高齢者等、買い

物弱者対策や、災害時物資輸送の切り札として

位置づけるようでありまして、今後注目してい

きたいと思います。

買い物弱者の定義は、店舗まで500メートル以

上で、自動車のない65歳以上の高齢者、一般的

にそのように定義されているようであります。

警察本部長にお伺いしますが、本県は自動車保

有率が1,000人当たり842台、運転免許保有

率68.9％と、ともに九州１位と自動車への依存

度が高く、高齢者が免許証を手放すと、たちま

ち買い物弱者となる可能性が高くなることが考

えられます。一方、高齢化による交通事故も問

題です。高齢者の交通事故発生状況と運転免許

証の自主返納状況について、警察本部長に伺い

ます。

本年７月末現○警察本部長（野口 泰君）

在、県内で高齢運転者が加害者となった交通事

故は1,147件発生しており、高齢者の交通事故死

者は18人です。全交通事故死者22人に占める高

齢死者の割合は81.8％で、過去最高の割合と

なっております。また、運転免許証返納者につ

きましては、年々増加している状況にあり、平

成26年が1,694人、昨年が2,261人、本年７月末

現在では1,585人で、前年同期と比べますと318

人の増加となっております。

免許証返納者は大変増加して○黒木正一議員

いるということでありますが、一方で、高齢者

が加害者となる交通事故、交通事故死者も年々

増加傾向であります。今後、高齢化が進む中で

ますますふえていくことが考えられます。高齢

者の交通事故防止対策について、警察本部長に

伺います。

高齢者の交通事○警察本部長（野口 泰君）

故防止対策につきましては、運転シミュレータ

ー等の機材を活用した参加・体験・実践型の交

通安全教育を推進するほか、運転に不安を有す

る高齢者が、運転免許証を返納しやすい環境を

整えるため、運転免許証返納メリット制度の充
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実に努めております。この制度は、運転免許証

を自主的に返納した高齢者に、運転経歴証明書

または高齢者運転免許証返納カードを交付し、

この証明書を示すことで、タクシー・バス乗車

券の交付、飲食店や温泉施設利用時の割引な

ど、さまざまなメリットを受けることができる

というものです。現在、88種類のメリット制度

が確立されており、市町村や関係機関等246事業

所の御協力をいただいております。警察としま

しては、今後とも、関係機関と連携し、高齢者

の交通事故防止対策を強化してまいります。

多様な運転免許証返納メリッ○黒木正一議員

ト制度があるようでありますけれども、これが

買い物弱者対策につながるものであってほしい

なと思います。

次に、買い物弱者と言われる人が多い地域に

とっては、医療も大きな課題であります。地域

医療提供体制について伺います。

本県の地域医療の現状は、医師の地域偏在や

高齢化などにより、地域間の医療格差が生じ、

特に中山間地域においては、深刻な状況が常態

化しています。医師の地域偏在が悪化します

と、その地域での患者の受け入れが容易でなく

なり、診療科の休診や、最終的には病院が閉鎖

されるといった危機的な事態が生じることも考

えられます。そうならないためにも、医師の地

域偏在の要因や解決のための方策を探ることが

喫緊の課題であります。県においても、医師不

足解消に向けたさまざまな取り組みが行われて

おり、少しずつその成果もあらわれているもの

と思いますが、現在の県内医師の状況、今後の

医師確保の取り組みについて、知事に伺いま

す。

２年に１度行われる国○知事（河野俊嗣君）

の調査によりますと、県内の医師の状況につい

て、その総数はふえてきておりまして、人口10

万人当たりの医師数も全国平均を上回っている

状況ではありますが、その過半数が宮崎東諸県

医療圏に集中しており、県内における医師の地

域偏在が顕著な状況にあると認識をしておりま

す。このため、自治医科大学卒業医師の計画的

な配置や、宮崎大学医学部への地域枠等の設

置、また医学生への医師修学資金の貸与、地域

総合医育成サテライトセンターの設置運営の支

援を行うとともに、地域医療支援機構を設置し

まして、県内の臨床研修医の確保や県外からの

医師の誘致を進めるなど、医師の確保や地域偏

在の解消に取り組んでいるところであります。

今後とも、宮崎大学、県医師会、市町村など関

係機関と緊密な連携を図るとともに、私自身も

医学生や研修医との交流の場などに積極的に参

加し、本県の医療を担っていただくよう、知事

としての思いを直接伝えるなど、医師の確保や

偏在解消に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

知事におかれましても、今後○黒木正一議員

も積極的に医師確保、地域間医療格差の早期解

消に向けて取り組んでいただきますよう、お願

いいたします。

次に、特殊詐欺について伺います。

６月末から７月にかけて、県北部を中心に、

息子をかたったオレオレ詐欺の不審電話が相次

ぎ、被害も出ています。本年７月末の特殊詐欺

被害は、件数で18件、被害額約１億3,500万円と

なっております。前年同期比では件数、被害額

が減少しているものの、１件当たりの被害額が

大きく、65歳以上が約８割を占めており、高齢

者の被害割合が高いなど、依然として厳しい情

勢と聞いております。各地でさまざまな取り組

みが行われていますが、本県における予防対策
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について、警察本部長に伺います。

特殊詐欺の予防○警察本部長（野口 泰君）

対策につきましては、金融機関、郵便・宅配事

業者等との協働による被害の水際阻止対策、特

殊詐欺の犯行に利用された携帯電話や預貯金口

座等の無力化対策、犯行グループからの不審電

話に対する録音や着信拒否機能を有する自動通

話録音機の貸し出し等、さまざまな対策を行っ

ております。また、県民の特殊詐欺への抵抗力

を高めるため、警察官による巡回連絡や防犯講

話を初め、地域防災無線や防犯メール、バス車

内アナウンス等の媒体も活用し、あらゆる機会

を利用した広報啓発に努めております。さら

に、昨年度に引き続き、本年７月から特殊詐欺

被害防止コールセンター事業を開始し、電話で

直接的、個別的な注意喚起を行っております。

ただいま答弁にありました特○黒木正一議員

殊詐欺被害防止コールセンターというものを、

私は実際知らなかったんですけれども、これが

どういうものなのか、警察本部長にお伺いしま

す。

コールセンター○警察本部長（野口 泰君）

は、県警察が委託した民間事業者の女性オペレ

ーターから県内居住の方に電話をかけ、特殊詐

欺の手口について注意喚起を行うとともに、そ

の対策等を案内して被害防止を図るものであり

ます。架電につきましては、警察庁から都道府

県警察に提供されている、特殊詐欺等の捜査の

過程で押収した名簿の登載者等、犯行グループ

に狙われる可能性のある方に行っております。

昨年度につきましては、延べ１万人を超える県

民の方に直接注意喚起を行い、その結果、実施

期間中の認知件数、被害額、相談件数が、実施

前の同期比で減少に転じるなど、一定の効果が

あったと考えております。県警察といたしまし

ては、当該事業等も有効に活用しながら、被害

防止対策を強力に推進してまいります。

コールセンターの活動を初○黒木正一議員

め、繰り返しの啓発をよろしくお願いしたいと

思います。

最後でありますが、特殊詐欺は減少傾向とい

うことですけれども、逆にふえているのがアオ

サギです。河川におけるアオサギの食害につい

て伺います。

これまで河川で捕食するのはカワウが中心と

思っておりましたけれども、最近、アオサギが

ふえており、「特に稚魚放流後に多く捕食され

ているのでは」という声があります。私も耳川

沿いをよく通るんですけれども、これまで、川

の中に石が５個あって、そのうち５個ともカワ

ウがとまっていたんですけれども、この要望が

あって気をつけて見ましたら、５個のうち２個

が、このアオサギにかわっておりました。現

在、本県において、アユを中心として稚魚の放

流事業を行っておりまして、県内河川で約１

億4,000万円の事業費となっています。「稚魚の

放流後に特に捕食される」という声がありま

す。稚魚の放流前後に集中的に捕獲などの対策

を行うようなことも必要ではないかと考えま

す。アオサギの有害鳥獣捕獲許可期間は30日以

内となっていますが、90日以内に延長できない

のかという要望があります。鳥獣保護管理事業

計画の変更について、環境森林部長に伺いま

す。

有害鳥獣の捕○環境森林部長（大坪篤史君）

獲許可期間につきましては、被害の実態や住民

の安全などを考慮しまして、必要最小限の期間

とし、県が策定する鳥獣保護管理事業計画の中

で、具体的な基準を定めているところでありま

す。お尋ねの計画変更についてですが、鹿やイ
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ノシシ、そしてカラスやカワウなどの捕獲許可

期間に関しまして、被害の通年化や捕獲日数が

不足するなどの理由で、90日以内に延長した事

例がございます。アオサギにつきましても、被

害の実態や生息状況等を把握した上で、関係者

の意見も踏まえながら、柔軟に対応してまいり

たいと考えています。

ぜひ実態の把握をしていただ○黒木正一議員

きたいと思います。

大変偏った質問になってしまいましたけれど

も、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）

以上で本日の質問は終わりま○星原 透議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会


