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平 成 2 8 年 1 1 月 3 0 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）2番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 二 見 康 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）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 濵 砂 守 ひむかの会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）17番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 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

（ ）26番 右 松 隆 央 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

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
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議案18号から第25号まで追加上程◎

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でありますが、お手元

に配付のとおり、知事から議案第18号から第25

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し、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18号から第25号までの各号議案を一括

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。

今回、追加提案いたしました議案は、先般の

県人事委員会の勧告等を踏まえ、一般職及び特

別職の給与改定を行うための補正予算案及び関

係条例の一部改正案であります。

まず、議案第18号から第22号までにつきまし

ては、一般会計及び４つの公営企業会計の補正

予算案であります。

補正額は、一般会計９億5,544万7,000円、公

営企業会計9,308万6,000円であります。このう

ち、一般会計の歳入財源は、地方交付税８

億3,292万8,000円、国庫支出金１億2,251

万9,000円であります。この結果、一般会計の歳

入歳出予算規模は6,260億1,504万円となりま

す。

次に、議案第23号及び第24号は、県職員及び

市町村立学校職員の給料及び勤勉手当等を改定

するため、関係条例の改正を行うものでありま

す。

最後に、議案第25号は、特別職の期末手当の

支給月数を改定するため、関係条例の改正を行

うものであります。

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

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○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

一般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、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。今回は大変ありがたいことに、一

般質問のトップバッターを務めさせていただき

ます。知事初め執行部の皆様には明快な答弁を

お願いし、通告に従い一般質問を行います。

2020年に東京オリンピック・パラリンピック

が開催されるに当たり、政府は、東京だけでな

く、またスポーツだけでなく、日本の雄大な自

然や有形無形の文化、さらに日本食を初めとす

る日本伝統の産業技術など日本のすばらしさを

世界にアピールし、オールジャパンのプロジェ

クトを始動し始めております。今回は幾つかの

プロジェクトについてお伺いいたします。

まず初めに、国立公園満喫プロジェクトにつ

いてお伺いいたします。

平成28年11月30日(水)



- 13 -

平成28年11月30日(水)

この事業は環境省が中心になり立ち上げたプ

ロジェクトでありますが、日本の国立公園を、

世界の旅行者が長期滞在したいと憧れるデス

ティネーションへ展開するため、インバウンド

の受け入れ環境整備や質の高いガイドの養成、

保護すべき区域と観光に活用する区域の明確化

を図り、ビューポイントを核とした優先改善や

ナショナルパークにふさわしいまちなみ景観の

形成を行うことにしております。

環境省としましては、2020年までに訪日外国

人の国立公園利用者数を1,000万人という大きな

目標を掲げております。その国立公園満喫プロ

ジェクトに霧島錦江湾国立公園が選定されたこ

とは、非常にうれしく感じております。地元自

治体・住民も大変期待しております。そこで、

県としてのこれまでの検討状況と今後の取り組

みについて、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

次に、文化庁が取り組んでいる日本遺産につ

いてお伺いします。

文化財行政はこれまで、文化財保護法に基づ

き、国宝・重要文化財、史跡名勝天然記念物な

ど文化財の類型ごとに指定を行い、いわば

「点」として保存・活用を図ることを中心に展

開してきました。近年は、世界文化遺産への登

録を通じた取り組みも見られるように、地域に

所在する文化財について、まちづくりの核とし

て潜在的な可能性が見出され、それらを積極的

に活用する機運が高まっております。

有形無形のすぐれた文化財が全国各地に数多

く存在しているのを、ストーリー性などの付加

価値をつけつつ魅力を発信する体制を整備する

とともに、文化財を核とした当該地域の産業振

興・観光振興や人材育成などと連動して一体的

なまちづくり政策を推進する地域を「日本遺

産」として指定し、施設整備や情報発信・人材

育成や普及啓発など総合的に支援していく事業

に昨年から取り組んでおりますけれども、こと

しまでに37件が認定されております。

九州では、太宰府市の「古代日本の「西の

都」～東アジアとの交流拠点～」、長崎県の対

馬市等の「国境の島 壱岐・対馬・五島 ～古

代からの架け橋～」、熊本県の人吉市等の「相

良700年が生んだ保守と進取の文化 ～日本で

もっとも豊かな隠れ里―人吉球磨～」、佐賀県

・長崎県の「日本磁器のふるさと 肥前 ～百

花繚乱のやきもの散歩～」が認定されておりま

す。文化庁としては、2020年までに100件程度を

全国各地に認定したいと考えているようであり

ますけれども、本県はこれまで数件申請したも

のの、残念ながら認定に至っておりません。そ

こで、これまでの日本遺産に対する取り組みと

今後の方策について、教育長にお伺いいたしま

す。

次に、我が県が取り組んでいる記紀編さ

ん1300年記念事業の集大成と位置づけている国

民文化祭についてお伺いします。

11月１日に、2020年に行われる国民文化祭の

内定が正式におり、安堵しております。これま

で誘致活動に取り組まれた県執行部初め、関係

各位に敬意を表します。先ほど述べましたよう

に、スポーツだけでなく、東京だけでなく、オ

ールジャパンで元気で活力のある日本にしてい

きたいとさまざまなプロジェクトが行われてい

る中で、2020年に国民文化祭が本県で開催され

ることは、大変ありがたいと感じております。

しかし、国民文化祭は「文化の国体」と言わ

れているようでありますけれども、県民の認知

度は余り高くないのではないかと感じておりま

す。これまで開催された国民文化祭よりも、地
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域活性化につなげる事業にしないといけないと

考えております。そこで、2020年に開催される

国民文化祭をどのように地域活性化につなげて

いこうと考えているのか、推進体制を含め知事

にお伺いいたします。

次に、若年者県内就職支援についてお伺いし

ます。

本格的な人口減少社会に入り、地域経済の疲

弊、地域社会の維持、高齢化に伴う社会保障費

の増など、さまざまな課題に立ち向かうため、

近年、人口減少対策が各県で取り組まれるよう

になりました。本県でも人口ビジョンを昨年策

定し、2060年までの人口推計を示し、人口減少

要因である社会動態が流出超過、いわゆる就職

や進学に伴う県外流出が多い状況を2030年まで

に30％抑止し、人口減少率を緩めていきたいと

いう考えのようであります。

私も基本的にはこの考え方に賛成しておりま

すが、実態は、高校生の県内就職率は２年連続

最下位という極めて厳しい状況です。仕事観、

賃金などさまざまなことがあり、県内就職が一

番だとは言えませんが、人口減少により宮崎県

の経済等が疲弊しないためにも、積極的な県内

就職支援の取り組みが必要だと考えておりま

す。そこで、石川県、富山県の高校生の県内就

職率が極めて高いということで、我々県議会自

民党の商工建設部会では、石川県、富山県に行

き、調査してまいりました。

石川県金沢商業高校では、ＯＢ会組織が生徒

や学校をバックアップする体制になっており、

金商ブランド（金沢商業高校ブランド）を構築

しており、昨年就職した153名のうち１名が県外

に就職しただけで、ほかの生徒は全て県内に就

職したということで、99％以上の県内就職率で

ありました。驚きの数字で、このような状況が

毎年続いているということでありました。

富山県では、県内企業の協力により、７割以

上の生徒がインターンシップを体験したり、県

内企業を紹介するガイドブックを作成し、生徒

に県内企業の情報提供をしっかりと行っており

ました。また、親に対する就職セミナーも行っ

ておりました。さまざまなことに取り組んだ結

果、県内就職率は95％と非常に高い状況であり

ました。石川県、富山県の取り組みは、人口減

少を抑制したい本県にとって非常に参考になる

と思いますが、知事に両県の取り組みについて

見解をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

質問者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、国民文化祭についてであります。国民

文化祭は、国民の文化活動への機運を高め、新

しい芸術文化の創造を促す文化の祭典でありま

す。世界の注目が日本に集まります東京オリン

ピック・パラリンピックの開催される年は、我

が国も独特の高揚感に包まれるのではないかと

考えておりますが、こうした記紀編さん1300年

記念事業の集大成として開催できますことを、

大変うれしく思っているところであります。国

民文化祭の開催により、県民の芸術文化に親し

む機会を拡大し、主体的な文化活動を活発化す

るとともに、開催を通じて、神話や神楽を初め

とする本県のさまざまな文化や地域資源を、積

極的に全国に発信してまいりたいと考えており

ます。

また、これを契機として、将来の本県文化を

支える人材の育成や、新たな文化資源の掘り起

こしなどに努めることにより、本県文化力の向

上を図り、これを生かした持続的な地域の活性
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化につなげてまいりたいと考えております。特

に、市町村や文化団体などは、これは一つの

チャンスであると捉えて、主体的にいろんな取

り組みをしていただくことが、地域の活性化に

もつながるものと大いに期待しておるところで

あります。内定を受けまして、今年度中に市町

村や文化団体との意見交換を行い、来年度に

は、関係機関による実行委員会を設置し、基本

構想、実施計画を策定するなど、開催に向け

て、県を挙げて準備してまいりたいと考えてお

ります。

次に、石川県、富山県における高校生の県内

就職促進に向けた取り組みについてでありま

す。本県の人口減少の大きな要因は、進学や就

職時の若年層人口の流出などによる社会減であ

ります。人口減少に歯どめをかけるためには、

若者の県内就職の促進が不可欠であると考えて

おります。

このような中、本県の高校生の県内就職率が

全国最下位という結果を受けまして、県では昨

年、教育委員会と合同で、県内就職率が高い両

県の取り組みを調査いたしました。地元企業と

学校が密接に連携しながら、インターンシップ

などのキャリア教育や生徒の進路指導に取り組

んでおり、高校生に地元企業の魅力がしっかり

伝わっていることが、県内就職率の高さにつな

がっているものと考えております。

昨日、世界最先端の技術を有する航空関連産

業メーカーの工場の立地が決まったところであ

りますが、県外企業に目が行きがちな県内の若

者が、こういうことをきっかけに、県内就職に

ついて考え直す、よいきっかけになるのではな

いかと期待しておるところであります。

県としましては、こうした両県の取り組みを

参考にしながら、これまで以上に企業と学校、

企業と生徒の接点をふやしていくため、現在、

教育委員会や宮崎労働局等とも連携し、企業と

学校のネットワークの強化や、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。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（大坪篤史君）

えいたします。

国立公園満喫プロジェクトについてでありま

す。霧島錦江湾国立公園につきましては、去る

９月８日に、環境省や宮崎・鹿児島両県、そし

て関係市町等から成る地域協議会を設置しまし

て、そこで12月末までに満喫プロジェクトの取

り組み方針となります「ステップアッププログ

ラム」を策定することになっています。その中

で、現在、重点的に取り組みを行いますビュー

ポイントやアクセスルートの設定などの計画内

容について協議を進めているところでありま

す。

本県でのビューポイントとしましては、３つ

の地域を考えておりまして、１カ所目がえびの

高原から白鳥温泉に至る地域、２カ所目が御池

から高千穂峰に至る地域、そして３カ所目が夷

守台から生駒高原に至る地域ですが、こういっ

たビューポイントを中心としまして、施設整備

やソフト対策などについて、民間活力の導入も

含めて検討しているところであります。今後

は、このプログラムに基づいて、できるものか

ら順次具体化を図りながら、より多くの方に当

地域の魅力を満喫していただけるように、しっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（四本 孝君）

します。

日本遺産のこれまでの取り組みと、今後の認
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定に向けての方策についてであります。御質問

のとおり、日本遺産は、地域の文化財をさまざ

まな観光資源などと結びつけて地域の活性化を

目指す文化庁の認定事業であり、私どもも大い

に注目しているところであります。県内から

は、認定に向けて、平成27年度に２件、28年度

に２件の合わせて４件の申請がなされました

が、いずれも認定には至りませんでした。

現在、複数の市町村が来年度の日本遺産認定

に向けて取り組んでいるところであり、県とい

たしましては、市町村と共同してストーリー案

を検討するなどの支援を行っているところであ

ります。日本遺産は、地域活性化はもとより、

文化資源の再評価や新たな掘り起こしにつなが

るものでありますので、今後とも、観光部局や

関係市町村等と連携を強化しながら、また、文

化庁の御指導もいただきながら、日本遺産の認

定に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。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。

国立公園満喫プロジェクトについて再質問を

行います。

先ほど壇上から述べましたとおり、環境省

は、2020年までに訪日外国人の国立公園利用者

数を1,000万人という大変大きな目標を掲げてお

ります。多くの訪日外国人が高千穂峰を登山し

ていただき、神話の源流を体感し、宮崎のよさ

を理解していただける日が来るのを楽しみにし

ておりますが、登山客が安全に登山するために

も、山頂の避難施設の再整備が必要だと考えて

おりますけれども、環境森林部長にお伺いいた

します。

高千穂峰山頂○環境森林部長（大坪篤史君）

の避難施設になっております山小屋は、昭和32

年に改修されたもので、現在、高原町が管理し

ているところです。建設から相当の年数が経過

しまして、かなり老朽化が進んでいますので、

高千穂峰の登山を楽しむ旅行者の安全確保等が

図られるよう、ステップアッププログラムにこ

の山小屋の改修等を盛り込む方向で、現在検討

しているところであります。

ぜひよろしくお願いいたし○丸山裕次郎議員

ます。

今回の霧島錦江湾国立公園における満喫プロ

ジェクトは、御池がビューポイントとなると思

われますけれども、残念ながら、御池周辺の自

然遊歩道は、数年前の災害で一部区間が通行ど

めとなっております。これまで地元の高原町か

らも早急な改修の要望が県に届いていると思い

ますけれども、一日も早い整備が必要だと思っ

ております。そこで、国立公園満喫プロジェク

トにおける御池の整備について、環境森林部長

にお伺いいたします。

御池につきま○環境森林部長（大坪篤史君）

しては、従来から県では、遊歩道や野鳥の森、

さらにはキャンプ場など、国や関係市町と連携

して整備を行ってまいりました。しかしなが

ら、議員おっしゃいましたように、遊歩道につ

きましては、平成24年に大規模な崩壊が発生し

まして、現在、１周約3.6キロございますが、そ

の中の900メートルが通行できない状況になって

います。御池は、豊かな自然とすばらしい景観

を備えている場所ですので、今回のプロジェク

トの中で、ビューポイントの一つに位置づけた

いと考えているところでございます。今後、御

池の魅力を十分満喫できるように、整備の具体

的内容につきまして、国や関係市町と検討して

まいりたいと考えております。

ぜひこれもよろしくお願い○丸山裕次郎議員
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しておきます。

次に、若年者県内就職支援について再質問を

行います。

今年度から、高校生の県内就職を促進するた

め、これまで以上に学校と企業との接点を強化

し、地元企業を知る機会の提供やキャリア教育

の支援に取り組むことにより、本県の産業発展

を担う人材の確保・育成を図る目的で、「さ

あ、みやざきで働こう！高校生県内就職促進事

業」に取り組んでおりますけれども、具体的に

はどのように取り組んでいるのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

高校生の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

県内就職の促進に向けた取り組みといたしまし

ては、まず、企業と高校のネットワーク強化を

図るため、県内就職支援員を配置いたしますと

ともに、学校・企業関係者によるワークショッ

プを県内３地区で開催しておりまして、教職員

と企業の人事担当者との接点の広がりも生まれ

てきているところでございます。

また、生徒と企業の出会いの場を提供するた

め、宮崎労働局との共催で、６月に３年生向け

の県内企業説明会を開催したところでございま

すが、参加者からは、地元にも全国的に活躍し

ている企業があることを初めて知ったなどの声

もいただいているところでございます。さら

に、今後、２年生を対象とした企業ガイダンス

や、１年生を対象とした県内企業・進学先体験

フェアの開催も予定しているところでございま

す。今後とも、教育委員会等と連携しながら、

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。

富山県では、県外の大学に○丸山裕次郎議員

進学した生徒に対しまして、学校側から生徒に

承諾をとった上で実家の住所を把握し、就職活

動が始まる前に、県が独自に作成した県内企業

のガイドブックを3,000件程度送付しておりまし

た。事業効果がどの程度上がっているかは把握

していないということでありますけれども、富

山県の県内就職への意気込みを強く感じまし

た。そこで、Ｕターンを促進するため、県外に

進学した大学生等に対して、県内企業の情報を

積極的に提供すべきではないかと考えておりま

すけれども、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

県外に進○商工観光労働部長（中田哲朗君）

学した大学生のＵターンを促進するためには、

県内企業の魅力をしっかり発信することが重要

であります。このため、昨年度から教育委員会

と連携し、県外進学者の保護者への県内企業情

報の提供に取り組んでおりまして、今年度は、

大学１・２年生の保護者約2,000名に対し、就職

情報紹介冊子等を送付する予定にしておりま

す。

また、東京に設置しております「宮崎ひなた

暮らしＵＩＪターンセンター」におきまして、

就職支援セミナーや県内企業との交流会を開催

しておりますほか、首都圏の大学訪問や大学主

催のセミナーへの参加を通しまして、本県出身

学生への情報発信に取り組んでいるところでご

ざいます。今後とも、県外進学者に対し、積極

的に県内企業情報を提供し、本県へのＵターン

を促進してまいりたいと考えております。

若年者の県内就職支援につ○丸山裕次郎議員

いては、本県でもようやく、石川県、富山県と

同等の取り組みは行い始めていますけれども、

生徒の参加数や企業の参加数、さらには保護者

の協力数は、まだまだ少ないと思っておりま

す。人口減少を抑制するため、さらなる努力と

新たな取り組みが必要だと思っておりますの
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で、強く要望しておきます。

次に、ストレスチェックについてお伺いいた

します。

精神疾患による労災件数が３年連続で過去最

多を更新している大きな社会問題を解消するた

め、2014年６月に労働安全衛生法が改正さ

れ、2015年12月から、従業員50名以上の事業所

に、従来の過重労働の緩和などの量的施策に加

え、質にフォーカスした心の健康状態をチェッ

クできるストレスチェックが義務化されまし

た。

義務化された12月に大手広告代理店の新入社

員が自殺し、これは長時間労働による精神障が

いが原因だとして労災認定されたことで、大き

く報道されております。もっと早くストレス

チェックが始まっていたら、このような悲惨な

事件は起こらなかったのではと思いますと、大

変残念であります。

本県は、残念ながら自殺率が全国ワースト３

位という不名誉な状態ですが、このストレス

チェックにより、少しでも自殺予防につながっ

てほしいと考えております。労働局が監督省庁

だと思いますが、県内の民間事業所におけるス

トレスチェックの実施状況はどうなっているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

また、知事部局、教育委員会、警察本部それ

ぞれの回答率を含めた実施状況はどうなってい

るのか、総務部長、教育長、警察本部長にお伺

いいたします。

事業規○商工観光労働部長（中田哲朗君）

模50人以上の民間事業所におけるストレス

チェックにつきましては、議員御指摘のとお

り、法施行によりまして、12月から翌年の11月

までに毎年１回行うことが義務化されており、

本年の実施状況につきましては、現在、宮崎労

働局において調査中でございます。

こうした中で、労働局におきましては、中間

時点の本年５月に、県内の事業規模50人から99

人までの574事業所における実施状況につきまし

て独自に調査しており、その調査結果によりま

すと、有効回答510事業所のうち、12.9％に当た

る66事業所から、実施済みまたは実施中との回

答がなされております。労働局といたしまして

は、ストレスチェックの実施率が低調であった

ことから、県内の各労働基準監督署におきまし

て、未実施の事業所に対し、研修会及び個別指

導等を実施しているところでございます。

知事部局におきま○総務部長（桑山秀彦君）

すストレスチェックの実施状況でありますが、

今年度から、職員が自分のパソコンを使って、

いつでも自分のストレス状況をチェックできる

システムを導入しております。その中で、８月

をストレスチェックの実施強化月間といたしま

して、議会事務局、各種委員会の職員を含む全

職員を対象に、一斉受検を実施したところでご

ざいます。対象人数は4,596人で、そのうち受検

者数は4,480人、受検率は97.5％となっておりま

す。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

教育委員会事務局職員と県立学校職員を対象

に、よりきめ細かにストレス状態を把握するた

め、年２回のストレスチェックを実施しており

ます。９月に実施いたしました１回目の状況

は、対象人数が4,272人、受検者数が2,846人、

受検率は66.6％であります。なお、現在、２回

目の実施期間中でありますので、改めて、全職

員に受検を促し、メンタルヘルス不調の未然防

止や職場の環境改善に役立ててまいりたいと考

えております。

県警のストレス○警察本部長（野口 泰君）
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チェックは、警察本部と県内13警察署の全職員

及び非常勤職員を対象に、７月11日から８月10

日の間に、卓上パソコンからストレスチェック

システムに入力し、実施しております。実施結

果は、対象人数が2,445人、実施率100％であり

ます。このストレスチェックの実施結果は、職

員自身のメンタルヘルス不調の気づきや集団分

析結果による職場環境改善に活用し、職員の心

の健康づくり対策に生かしてまいりたいと考え

ております。

ストレスチェックでは、約○丸山裕次郎議員

１割の方が高ストレスと判断されると聞いてお

ります。高ストレスと判断された方が相談しや

すい体制や個人情報の管理が重要になってくる

と思われます。そこで、高ストレスと判断され

た職員への対応について、総務部長にお伺いい

たします。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

の結果、ストレスの度合いが高いと判断された

職員に対しましては、担当の保健師等がプライ

バシーの保護に十分留意しながら、直接その職

員とメール等で連絡をとりまして、相談専門員

などによる相談あるいは健康管理医による面接

を促すなど、職員のメンタルダウンの未然防止

に向けた対応を行っているところでございま

す。

今回のストレスチェックで○丸山裕次郎議員

は、個人の結果をもとに、集団ごとに集計・分

析することが可能ということで、職場環境の改

善につなげることが、努力義務ではあります

が、掲げられております。ぜひ職場改善につな

げてほしいと思っておりますが、職場改善の取

り組みについて、総務部長にお伺いいたしま

す。

知事部局におきま○総務部長（桑山秀彦君）

しては、職場ごとの分析の結果、例えばストレ

スの度合いが全国平均を上回った職場などにつ

きまして、相談専門員等が訪問いたしまして、

分析結果の内容を説明した上で、職場環境の改

善に向けた助言などを行っております。今回が

初めての試みとなりますので、今後、こうした

取り組みの成果・課題等を検証いたしまして、

職場環境の改善に向けた取り組みの一層の充実

を図ってまいりたいと考えております。

先ほど述べましたとおり、○丸山裕次郎議員

自殺率がワースト３位という不名誉な県とし

て、今回導入されたストレスチェックを生か

し、自殺予防につなげてほしいと考えておりま

す。今回、50人以上の事業所は義務化されまし

たけれども、50人未満の事業所は努力義務とい

うことであります。小規模な事業所が多い本県

の実態に合わせて、50人未満の事業所への普及

啓発も必要だと考えておりますが、県の取り組

みについて、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

事業規○商工観光労働部長（中田哲朗君）

模50人未満の事業所におけるストレスチェック

につきましては、ただいま議員御指摘のとお

り、努力義務となっておりますが、全ての事業

所において実施することが望ましいとの観点か

ら、国におきましては、ストレスチェックを

行った場合の費用などを助成する制度を設け

て、その実施促進のための支援を行っておりま

す。

県といたしましては、ストレスチェックを実

施することが従業員のメンタルヘルス不調の未

然防止につながることから、県の広報紙やホー

ムページなどを通じて、その重要性や助成金制

度について、労働局とも連携しながら、県内事

業所に周知してまいりたいと考えております。
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ストレスチェックは今回が○丸山裕次郎議員

初年度で、民間事業所も自治体もとりあえず

やってみた感じで、本格的なメンタルヘルス不

調の未然防止や職場改善につながっていないと

思っておりますので、ぜひしっかりと取り組ん

でいただきたいと思っております。知事部局、

教育委員会、警察本部では、休職される方が毎

年度100名程度いるとのことでありますので、ス

トレスチェックを生かしていただいて、休職者

が減少し、県勢発展のために全ての職員が元気

に仕事ができるような職場改善が図られること

を要望しておきます。

次に、骨髄バンクについてお伺いいたしま

す。

私は、10数年前に地元で、血液のがん、いわ

ゆる白血病になった患者の知り合いから、ボラ

ンティア活動で骨髄バンク登録を行っている

「みやざき骨髄バンク推進連絡会議」を紹介さ

れ、それ以来、一緒に骨髄バンク推進に取り組

んでおります。現在は、皆様の御協力のおかげ

で、全国の骨髄バンク登録者数は45万7,000名余

になっております。

御案内のとおり、骨髄バンクに登録できる年

齢は18歳から54歳までとなっており、55歳にな

ると登録抹消になる規定になっているた

め、2012年には１万6,356人、2013年には１

万8,356人、2014年には１万9,962人が取り消し

になっております。年々取り消し者数が増加傾

向になっております。逆に新規登録者数

は、2012年は３万8,050人、2013年は３万2,753

人、2014年は２万6,380人と、ここ数年、減少傾

向にあります。

新規登録者数と取り消し者数がほぼ拮抗し始

めており、このままいくと登録者数全体が減少

に転じてしまい、骨髄移植を望んでいる患者に

十分に対応できなくなると心配しております。

そこで、これまでの骨髄バンク登録支援の取り

組みと今後の取り組みについて、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。

県におきまし○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ては、骨髄ドナー登録数をふやすため、保健所

に毎月定期的に登録窓口を開設するとともに、

休日には登録会等も開催しているところであり

ます。また、10月の骨髄バンク推進月間には、

大型商業施設において、宮崎県赤十字血液セン

ターと協力しまして、集中的に県民へのドナー

登録の呼びかけを行っているところでありま

す。さらに、ドナー登録がしやすい環境づくり

を図るため、事業所の人事労務担当者等を対象

とした講演会で、ドナー休暇制度に関する啓発

等も行っております。

白血病などでつらい思いをされている患者さ

んを一人でも多く救うためには、ドナー登録や

骨髄の提供の推進が重要であると考えておりま

すので、今後とも、日本骨髄バンク等と連携し

ながら、登録拡大の取り組みを続けてまいりた

いと考えております。

全国の骨髄バンクの登録状○丸山裕次郎議員

況を見てみますと、40代が２万人を超えている

反面、20代の登録者数が少ない傾向にありま

す。本県の状況を見てみますと、40代が1,486人

に対して、20代は何と４分の１以下の369人で、

全国同様、若者・20代の登録者数が伸び悩んで

いる状況です。これまで県としても、教育委員

会や日赤等と連携し、さまざまな啓発活動を

行ってきたと思いますが、これまで以上の取り

組みが必要だと感じております。そこで、若年

者に対する今後の取り組みを、福祉保健部長に

お伺いいたします。
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議員のお話に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ありましたとおり、本県におきましても、ドナ

ー登録のできる年齢の上限であります54歳を超

えたことを理由に登録が抹消される件数が増加

傾向にありますことから、若年層への働きかけ

が重要であると考えております。

このため、これまでも、骨髄ドナーへの登録

可能年齢であります18歳となる県立高校の３年

生の生徒を対象に、ドナー登録の重要性や登録

の流れなどを記載した啓発資料を配付してきた

ところでありますが、さらに、ことし１月から

配付先を私立高校まで拡大したところでありま

す。今後とも、日本骨髄バンク、日本赤十字

社、教育委員会等関係機関と協力しながら、新

たな啓発資料の配付の検討など、さらなる若年

層への働きかけを行ってまいりたいと考えてお

ります。

骨髄バンク事業を維持発展○丸山裕次郎議員

するためには、若者・20代の登録拡充が不可欠

であります。ぜひ、県、教育委員会、日赤、関

係団体のこれまで以上の連携協力をお願いして

おきます。部長のほうからもありましたけれど

も、新たな対策、取り組みをやっていきたいと

いうことでありますので、ぜひ、もう一歩踏み

込んだ啓発活動を教育委員会等と連携しながら

お願いしたいと思っております。

次に、畜産振興についてお伺いいたします。

昨年から本県は、宮崎牛などのすぐれた食材

を売り込むため、ミラノ食の博覧会への出展や

ドイツでの商談会に積極的に取り組み、ＥＵ諸

国への農産物の輸出展開を進めております。

しかし、宮崎牛をＥＵに輸出するには、鹿児

島県の食肉処理場を使っていることは残念で、

ぜひ宮崎でもＥＵ対応の食肉処理場の整備が必

要ではという昨年の質問に対し、「県内の既存

施設の改修では認定の取得は難しいことや、施

設整備には多額の費用を要することから、県内

食肉センターの意向を踏まえ、関係者ともしっ

かり議論を進めながら、具体的な検討を行って

まいりたい」という前向きな答弁をいただいて

おりましたけれども、今回の補正で、ミヤチク

都農工場を整備する予算が提案されており、非

常に期待しております。そこで、今回の整備の

具体的な概要と、食肉加工量の目標や輸出量拡

大の目標などをどのように考えているのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

本県畜産業の○農政水産部長（郡司行敏君）

成長産業化を図る上で、ＥＵ輸出に対応できる

食肉処理施設の整備は、輸出の促進や畜産関連

産業の活性化に向けて大変重要であり、第七次

宮崎県農業・農村振興長期計画にもしっかりと

位置づけ、これまで取り組みを進めてきたとこ

ろであります。今回のミヤチク都農工場につき

ましては、平成28年度からの３カ年で約80億円

をかけて整備し、牛・豚の食肉処理の完全分離

化など、ＥＵへの輸出基準を満たす衛生基準の

高い輸出拠点施設となります。

今回の整備によりまして、平成33年度の都農

工場の食肉加工量につきましては、牛・豚合わ

せまして、平成27年度と比較いたしますと、約

２割増の１万4,000トン、輸出量につきまして

は、約３割増の100トンを目標としているところ

であります。

今回のミヤチク都農工場の○丸山裕次郎議員

再整備により、県内での食肉処理や輸出拡大に

つなげることにより、県が策定している第七次

長期計画の目標達成や、さらに県勢発展につな

がると考えております。しかし、今回の補正は

国庫補助のみの計上であり、県としての今後の

支援策が必要と思っておりますけれども、知事
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に見解をお伺いいたします。

畜産が盛んな本県にと○知事（河野俊嗣君）

りまして、食肉関連産業は、加工、流通、販売

と裾野が広く、本県経済の活性化や雇用創出を

図る上でも重要な産業でありまして、宮崎牛を

初めとする畜産物の輸出拡大を図ることは、私

が重点施策として進めております「みやざきフ

ードビジネス振興構想」を牽引していくもので

あると考えております。

昨年のミラノ国際博覧会におきまして、私

は、宮崎牛を試食された一般の消費者の皆様、

また、レストランのシェフからも大変高い評価

というものを伺いまして、改めて宮崎牛の持つ

高いポテンシャルとＥＵへの輸出に大きな可能

性を感じたところであり、県内にもＥＵ輸出に

対応できる食肉処理施設を整備し、新たな世界

の舞台でアピールしたいという思いをこれまで

以上に強く抱いているところであります。

このため、県としましては、国に対して、予

算獲得に向け、要望活動を積み重ねてきたとこ

ろでありますが、昨日、国からほぼ要望どおり

の内示があったところであります。これを受け

て、県としての支援のあり方につきましては、

今後、しっかりと検討してまいりたいと考えて

おります。

知事の答弁にありましたと○丸山裕次郎議員

おり、食肉関連産業は、加工、流通、販売と裾

野が広く、本県経済の活性化や雇用促進を図る

上で非常に重要な産業だと思っております。ま

た、食肉関連産業の強化だけではなく、畜産生

産の支援も非常に重要だろうと思っておりま

す。同時並行して宮崎の発展のために力を注い

でいただくことを、また、適切な支援をしてい

ただくことを要望しておきたいと思っておりま

す。

最後に、県立宮崎病院の再整備についてお伺

いいたします。

県立宮崎病院は、施設の老朽化・狭隘化が進

んでいることや、災害対策の強化、診療機能の

向上など、さまざまな課題を改善するため、早

急な再整備が必要不可欠ということで、平成24

年度から県立宮崎病院の再整備についてさまざ

まな検討が重ねられ、平成27年３月に全面改築

を行う「県立宮崎病院再整備基本構想」を策定

しております。基本構想をもとに、平成27年６

月議会では、県立宮崎病院改築工事基本設計に

係る債務負担行為を議決し、平成27年10月に

は、公募型プロポーザルによる基本設計の設計

者を選定し、順調に進んでいると思っておりま

した。

しかし、休会中に開催された常任委員会の報

告事項として、基本構想時には185億円だったの

が、基本設計後に120億円以上ふえて306億円余

になり、また、基本構想時に未定であった立体

駐車場や医療機器整備などを含めると、なん

と390億円になるという報告がありました。東京

オリンピックで問題になった国立競技場やボー

ト競技場などの整備費増と全く同じではないか

と強く感じております。なぜこのように大幅に

経費が膨らんだのか、病院局長にお伺いいたし

ます。

宮崎病院の再整備○病院局長（土持正弘君）

につきましては、事業費の増大等に伴いまし

て、県民の皆様、そして議会の議員の皆様に多

大な御心配をおかけしておりますことを、大変

申しわけなく思っております。事業費が基本構

想策定時から増加した理由といたしましては、

東日本大震災からの復興事業や東京オリンピッ

ク開催決定等に伴う建設需要の高まりによりま

して、人件費や資材費などの建設費が想定以上
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に高騰していることが、最も大きな要因となっ

ております。

具体的には、基本構想策定時には、平成23年

から25年に着工した他の公的病院の事例を参考

に、その後の物価上昇も見込んで、１平米当た

り37万円の単価を想定しておりましたが、基本

設計完了時に算定された１平米当たりの単価

は、想定を大幅に上回り、53.6万円（53万6,000

円）となったところであります。

また、基本設計を行うに当たり、宮崎病院に

求められる高度・急性期医療、政策的医療など

について、将来にわたり対応できる施設整備の

検討を進めた結果、基本構想時より床面積が増

加しましたほか、基幹災害拠点病院として、大

規模災害時にも継続して安定した医療を提供す

るための対策に要する費用や、第１種感染症病

床を設置するための既存施設の改修費等が必要

となったことなども要因となっているところで

あります。

いろいろ理由を言われてい○丸山裕次郎議員

ますけれども、東日本大震災からの復興や東京

オリンピック等を考慮すると、非常に甘かった

のではないかと思っております。病院局では、

県立宮崎病院を再整備するに当たり、既存病棟

の改修案や既存病棟改修プラス新棟改築案、さ

らには全面改築案の４つをもとに比較検討して

きたことを報告している平成26年１月30日に開

催された厚生常任委員会の議事録をチェックし

たところ、当時の病院局次長が委員会の中でこ

のようなことを発言しております。「昨年12

月20日に開催した第３回の（外部）委員会で

は、総括的に申し上げますと、収益を確保でき

て採算面で問題がないのであれば、Ｄ案（全面

改築）がいいという意見が多い状況にありまし

た」と述べております。

常任委員会の中でも、収益性が確保できるの

でＤ案、全面改築が望ましいという方向にな

り、全面改築を行う県立宮崎病院再整備基本構

想が策定されました。先ほども述べましたよう

に、総体事業費が大幅増になっておりますの

で、本当に収益性の確保ができるのか疑念を抱

いております。そこで、再整備後の収支計画に

ついて、一般会計からの繰り入れを含め十分に

検討されたのか、病院局長にお伺いいたしま

す。

宮崎病院の再整備○病院局長（土持正弘君）

に係る収支計画につきましては、今回算定した

事業費をもとに、先般策定された地域医療構想

の推計患者数や、これまでの宮崎病院の患者

数、診療収入の実績など、現時点で想定し得る

要因を可能な限り踏まえた上で、かために数字

を見込んでいるところであります。

例えば、再整備後の延べ入院患者数につきま

しては、地域医療構想に示されている宮崎東諸

県医療圏の推定入院患者数が、平成27年から47

年の20年間において約21％伸びているのに対し

まして、宮崎病院につきましては、平均在院日

数等を考慮し、約11％の伸び率で算定している

ところであります。

また、費用につきましても、再整備に係る事

業費は、基本設計費等を除く事業費の全てにつ

きまして、病院会計において企業債を発行し、

約30年で償還していく計画としておりますが、

その償還に係る利率も、現在の相場の0.3～0.45

％に対しまして、基本構想時の想定と同じ1.5％

で見込むなど、かための推計を行っているとこ

ろであります。

なお、一般会計からの繰入金につきまして

は、総務省の定める繰出基準では、事業費の２

分の１が基本でありますが、これに対する国か
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らの交付税措置の事業費の上限が、現在、原則

１平米当たり36万円となっておりますので、基

本構想時に想定した事業費の１平米当たり単価

が37万円から、基本設計では53.6万円となった

ところでありますけれども、この増額部分につ

いては、病院の収入により償還していく計画で

推計しているところであります。

私どもといたしましては、こうした推計をも

とに、新病院を開院いたしまして６年目以降に

総収支の黒字化を達成することを目標として、

新病院の運営に鋭意取り組んでまいりたいと考

えております。

県立宮崎病院の再整備後の○丸山裕次郎議員

収支計画は、病院局が現在の入院患者・外来患

者数、また、地域医療構想等をもとにして試算

した数字ということであります。地域医療構想

でも、今後の人口減少を考慮し、推計入院患者

数を出しておりますが、2030年がピークで、１

日当たり１万5,109人になっており、その後は減

少することになっております。地域医療構想で

は、基本的に高度急性期は増加、急性期は減

少、回復期は増加、慢性期は減少する方針に

なっており、全体の病床を約３割、3,000床程度

を削減する目標になっております。

地域医療構想の推進は、各医療圏での今後の

調整会議で具体的になっていくということであ

りますけれども、県立宮崎病院の病院機能は、

おそらく高度急性期と急性期を担うことになる

と思われますが、宮崎大学医学部附属病院等と

の調整が必要になってくるのではないかと思っ

ております。先ほどの答弁では、入院患者数の

伸びをかために推計して、６年目には黒字化が

図られると述べておりますが、余りにも楽観的

過ぎますし、長期的な見直しが甘いのではない

かと感じております。

また、今回の基本設計の段階では大幅に膨れ

上がってしまいまして、もし実施設計に移れ

ば、さらに膨れ上がるのではと心配しておりま

す。県立病院のない県西地区に住んでいる者と

して、地元の高原町立病院、小林市民病院の改

築時には、わずかな医療機器の補助しかもらっ

ていなかった県民としては、なぜ多額の県費を

投じるのが県央だけなのかと思ってしまいま

す。余りにも増大しているので、これまでの議

会への説明、また県民への説明に疑義が生じて

いると感じております。

老朽化対策や防災機能の強化の必要性は理解

しておりますが、東京オリンピックで人件費・

資材費が高騰するのはわかっているのに、なぜ

今なのかと思ってしまいます。県立宮崎病院の

必要性は理解しておりますけれども、いま一

度、基本構想策定時点に戻って再整備計画を一

から見直す考えはないか、病院局長にお伺いい

たします。

県立宮崎病院につ○病院局長（土持正弘君）

きましては、総合的かつ高度の診療機能を持っ

た全県レベルの基幹病院として、昭和58年に現

在地で全面改築を行っておりますが、その後の

医療技術の進展等に伴い、救命救急センターや

手術室、集中治療室等が手狭になっているほ

か、排水管や蒸気配管からの水漏れ、外壁から

の雨漏りが頻繁に発生するなど、施設の老朽化

も進んできており、施設面での機能に支障を来

す状況が続いております。

さらに、南海トラフ等の巨大地震や洪水など

の災害発生時に備え、免震構造の採用や専用ヘ

リポートの設置、洪水対策の強化など、基幹災

害拠点病院としての機能強化が求められており

ます。これらの課題は、いずれも早急に対応す

る必要があり、また、県民の利便性を考慮し、
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現在地での全面改築による再整備が最善である

と判断したところであります。事業費はふえて

いる状況でありますが、可能な限りコスト削減

に努めながら、現在の計画による再整備を進め

てまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと考えております。

なかなかかみ合わない状況○丸山裕次郎議員

でありますので、知事にお伺いいたします。本

県では、県立宮崎病院の再整備のほかに、防災

拠点庁舎が約120億円、さらに平成38年に内定を

受けている国体を開催するために、陸上競技

場、プール、県立体育館などの整備が数百億円

かかると推測されておりまして、これが今回の

ように大幅に膨れ上がるようなことがあれば、

現在でも高齢化の進展に伴う社会保障費等の増

で非常に財政が厳しい状況がさらに厳しくなる

のではないかと心配しております。知事の考え

をお伺いいたします。

御指摘のとおり、本県○知事（河野俊嗣君）

の財政状況につきましては、年々増加します社

会保障関係費に加え、防災・減災対策や公共施

設の老朽化対策、さらには国体開催に伴う施設

整備等に多額の財政需要が見込まれておりまし

て、引き続き厳しい状況が続くものと考えてお

ります。このような中、本県の抱えるさまざま

な課題に対応しつつ、将来を見据えた施策を推

進していくためには、限りある財源というもの

を効果的に活用していくことが重要でありま

す。特に、今後見込まれるさまざま施設整備に

つきましては、その具体的な計画内容やコスト

について、十分に検討した上で総合的に判断

し、進めてまいりたいと考えております。

病院会計でも知事の判断が○丸山裕次郎議員

ないとできないなと私は思っております。知事

が適切な判断をした際には、知事の言葉で説明

をしっかりとお願いしておきたいと思っており

ます。

県立宮崎病院の再整備について質問させてい

ただきましたが、病院経営や医療に対する知識

が少ない私としては、まだまだ疑念が残ってお

ります。ぜひ、病院経営や医療に精通した方々

で構成される第三者的な検討会議を早急に開催

していただき、その結果を速やかに議会、県民

に説明することをまず要望しておきたいと思い

ます。また、コスト縮減に努めることはもとよ

りでありますけれども、県立宮崎病院は県央の

病院ではなく県民全ての病院として活用される

という原点に戻り、じっくりと時間をかけて後

世に禍根を残さないように検討していただくこ

とを要望しておきます。

県立宮崎病院のほかに、先ほど言いましたと

おり、防災庁舎、国体施設などの大型施設建設

が予定されておりますが、担当部局がそれぞれ

ばらばらに議会に報告するために、全体のこと

が把握しがたい状況にあると思っております。

ぜひ、これから10年間、かなり大規模な施設整

備が進んでいくと思っておりますので、全体が

わかるようなシステムを早急に構築していただ

いて、議会のほうにしっかりと説明していただ

くことをお願い申し上げまして、全ての一般質

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の島田でご

ざいます。本日は、早朝から、串間から大変多

数の方たちにおいでいただきました。また、本

日は、特別に傍聴席が多いようでございます。

したがいまして、知事を初め執行部、明快な答

弁をよろしくお願いしたいと存じます。
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まずは、県の観光振興についてお伺いいたし

ます。

本県の経済対策、特にスポーツランドみやざ

きづくりやインバウンド対策など観光振興につ

いては、日ごろより知事が先頭に立って御尽力

いただき、成果が出ていると高く評価している

ところでございます。日豊海岸から日南海岸へ

と続く風光明媚な太平洋沿岸ルートは、本県が

誇るすばらしい観光資源であろうかと思いま

す。この太平洋沿岸ルートの魅力を最大限に生

かすことが、観光への大きな経済効果をもたら

すと考えております。

その中で、私の地元の串間市都井岬は、すば

らしいポテンシャルを持ちながら、残念なこと

に、現状では、その魅力を十分に生かせていな

いような感じがいたします。現在、再開発が始

まり、今がチャンスと捉えているところでござ

います。油津港へのクルーズ船寄港の増加など

インバウンドが増加する中、本県を代表する観

光地の一つである都井岬の活用と魅力アップが

重要かと存じます。知事のお考えをお伺いした

いと思います。

次に、道徳教育についてでございます。

さまざまな犯罪行為や痛ましい事件の根底に

あるのは、道徳心の欠如によるものではないか

と考えております。学校教育においては、学力

向上も目指すべきだと思いますが、特に義務教

育段階において、人としてどう生きるべきかと

いうことを学ぶ道徳教育を、これまで以上に重

視する必要があると考えております。文部科学

省も、道徳教育の重要性を踏まえて、これまで

の「道徳の時間」を教科として位置づけ、平

成30年度から実施すると聞いております。そこ

で、道徳教育の充実を図るために、県としてど

のように取り組んでいるのか、教育長にお伺い

いたしたいと存じます。

続きまして、福祉人材の確保でございます。

現在、福祉の現場では、職員の労働条件が厳

しい中、離職率の高さと相まって、人材確保が

大変困難な状況になっていると聞いております

が、このような中で将来の福祉人材を確保する

ためには、福祉分野を目指す方への支援が重要

になっていると考えております。介護職を目指

す学生のために、介護福祉士修学資金等貸付制

度があり、この奨学金は、一定の条件で返還免

除となる有利なものと伺っております。そこ

で、将来の人材確保のため、福祉分野を目指す

方への支援が重要と考えますが、介護福祉士修

学資金等貸付制度の概要と、返還免除となる条

件について、福祉保健部長にお伺いいたしたい

と思います。

以上、壇上からの質問は終わりまして、後の

質問につきましては、質問者席からさせていた

だきます。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。

都井岬の活用と魅力アップについてでありま

す。国の天然記念物である岬馬を間近で見るこ

とができます都井岬は、本県を代表する観光地

の一つであり、県としてはこれまで、展望広場

などの環境整備や岬馬の保護育成のほか、多言

語の観光パンフレットの作成など、串間市と連

携して取り組んできたところであります。

また、都井岬におきましては、アウトドアリ

ゾートをイメージした宿泊施設の建設など、民

間企業と連携した再開発が進められることと

なっております。この取り組みにより、新たな

魅力が加わり、誘客効果や経済効果が高まるも

のと、大いに期待しているところであります。
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都井岬の活用と魅力アップは、増加するイン

バウンド対策においても重要と考えておりま

す。特に海外からのお客様は、日本の美しい大

自然を大変高く評価されているということであ

りますので、しっかりＰＲしてまいりたいと考

えておりますし、先日、私は、ある雑誌から県

内の絶景を一つ紹介してほしいという依頼を受

けまして、その中で都井岬を選んだところであ

りますが、もっともっと国内外にＰＲし、その

魅力はしっかり活用できるのではないかと考え

て期待しております。

県としましては、この機会を最大限に生かせ

るよう、すばらしい自然を活用した新たな体験

型観光メニューの開発やさらなる情報発信など

に、串間市とも連携しながら、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（日隈俊郎君）

えいたします。

福祉人材の確保についてであります。御質問

の介護福祉士修学資金等貸付制度は、地域の福

祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を目的

とした、大変重要な支援制度であります。具体

的には、専門学校などの養成施設に在学し、介

護福祉士や社会福祉士の資格取得を目指す学生

を対象に、月額５万円以内の修学資金や20万円

以内の入学準備金及び就職準備金などの無利子

貸し付けを行っているものであります。この貸

し付けを受けた学生は、卒業後１年以内に資格

登録を行いまして、県内において５年間、介護

または相談援助業務に従事するなどの一定の要

件を満たせば、返還を免除される、そういう制

度になっております。以上でございます。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（四本 孝君）

します。

道徳教育の充実についてであります。

他者への思いやりや生きることのすばらしさ

などを学ぶ道徳教育は、子供たちの人格形成を

図る上では欠かせないものであると同時に、

「確かな学力」や「健やかな体」の基盤ともな

る、極めて重要な役割を担うものと考えており

ます。このため、県教育委員会におきまして

は、市町村教育委員会と連携を図りながら、全

ての小中学校に道徳教育推進教員を位置づけ、

道徳教育の積極的な推進に努めているところで

あります。

加えて、平成30年度から「道徳の時間」が教

科化されることに備え、本年度は、小学校の教

諭等と管理職を対象に、新たな視点を加えた研

修会を行っております。来年度には、中学校を

対象として、同様の研修会を実施する予定であ

ります。今後とも、このような研修会等を通し

て、教職員の指導力の向上を図るなど、道徳教

育のさらなる充実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〕

それぞれの答弁ありがとうご○島田俊光議員

ざいました。知事がおっしゃるように、力強い

御協力を賜りました。傍聴席の方もさぞ安心さ

れたと思っております。

また、道徳教育につきましては、親子であり

ながら犯罪者にならないような、宮崎の人間は

優しい人と言われるように教育していただきた

いと思います。

そしてまた、福祉保健部のほうには、今の制

度を広くアピールしていただきまして、2025年

問題、介護士の足りない部分がありますので、

広くアピールして、介護士の確保に努めていた

だきたいと思います。

次に、林業の振興についてお伺いいたしま
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す。

林業公社は、昭和33年から国策によって進め

られた拡大造林を推進するため、森林所有者が

自力で造林できない、特に山間部奥地の森林に

おいて、分収方式による造林に取り組んできま

した。これまで、昭和45年の約1,400ヘクタール

をピークに、約１万2,000ヘクタールもの森林を

造成し、現在の民有林の森林資源の充実に大き

く寄与したと思っております。

公社は、造林という仕事を通じて、延べ約300

万人の雇用を確保するなど、山間部における雇

用を創出し、地域経済の振興に非常に大きく貢

献したと思っております。そこで、本県の林業

振興に対し、今後、林業公社が担う役割につい

てどう考えられるか、知事の見解をお伺いいた

したいと思います。

林業公社は、昭和42年○知事（河野俊嗣君）

の設立以来、民間の植栽困難な地域を中心に造

林事業を推進してきましたほか、平成14年度か

らは、森林所有者からの受託によります植栽や

保育等も実施してきたところであります。その

結果、本県の森林保全や中山間地域の振興、雇

用などにも重要な役割を担い、ことし本県が達

成しました杉の素材生産量25年連続日本一にも

大きく貢献してきたところであります。

私自身、公社の理事長でもありますので、公

社の果たすべき役割を十分に認識しながら、今

後一層の経営改善に努め、計画的な伐採により

ます木材の安定供給や、施業受託によります植

栽等の事業に鋭意取り組んでまいりたいと考え

ております。

さらには、伐採跡地の再造林に向けました普

及啓発活動にも努め、将来にわたって持続可能

な循環型林業の推進について、その牽引役とな

れるよう、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。私○島田俊光議員

は、今まで公社が行った経緯につきましては、

非常に大きな貢献度というのがあると思いま

す。さらに、最近では、山林所有者の放棄ある

いはまた未植栽という問題が新たに発生いたし

ているわけでございますから、公共事業とし

て、公社造林の今後の取り組みについて、非常

に期待できるところでございます。また、運営

につきましては、今後、環境税あるいはまた森

林の恩恵を受けている企業局との連携をとりな

がら、日本一の林業県を目指していただきたい

と思います。

次に、宮崎県は、全国に名をはせた林業県

で、人工林資源は充実し、既に利用段階に入っ

ております。しかしながら、森林所有者の高齢

化や相続等により、放置され管理されない森林

が増加し、境界不明などで、違法伐採、誤伐な

ども発生しており、森林資源の循環利用の推進

に支障を来すのではないかと考えております。

このため、森林組合など林業事業体の職員を対

象に、地域の森林管理でリーダーシップを発揮

する人材の教育が必要ではないかと考えており

ます。そこで、森林を管理する優秀な人材の育

成を図る教育機関として、林業大学校を設置で

きないか、知事にお伺いいたします。

本県は「伐って、使っ○知事（河野俊嗣君）

て、すぐ植える」という資源循環型の林業を進

めておりますが、すぐれた担い手の育成は大変

重要になってまいります。このため、現場での

即戦力となる人材育成を目的に、「みやざき林

業青年アカデミー」の研修を実施しておりまし

て、本年度までの３カ年で合計23名の方が受講

されております。また、森林組合などの職員を

対象としました施業の集約化を推進します森林
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施業プランナーのほか、県職員の中から地域の

森林（もり）づくりを支援するフォレスターの

養成も行っているところであります。

お尋ねの林業大学校につきましては、本県で

はかつて、昭和41年度から47年度まで、県立農

業大学校の中に営農林コースを設置して、林業

についても指導した歴史がございます。現在、

他県では、修業年限や形態などの異なるさまざ

まな林業大学校が設置されております。それら

を参考にしながら、どのような現場のニーズが

あるかということも把握しつつ、今後、林業大

学校のあり方を含め、将来的な人材育成の仕組

みづくりにつきまして、十分検討してまいりた

いと考えております。

ありがとうございました。宮○島田俊光議員

崎県は、全国に名をはせた林業県でございま

す。これからも日本一を守っていかなければな

らないと思いますので、人材育成をどうぞよろ

しくお願い申し上げたいと思います。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

来年の春から、串間市の６校の中学校が１校

に再編されます。新たな中学校の体制がスター

トしますが、一方、学習環境も変わることか

ら、中には学校生活に不安を持つ生徒や保護者

がいるものと思っております。串間市の中学校

再編に当たって、成果が十分に発揮されるよう

に、串間市としても取り組んでいるようでござ

いますが、県としてどのような支援を考えてい

かれるのか、教育長にお伺いいたしたいと思い

ます。

来年４月より、串間○教育長（四本 孝君）

市の中学校が再編され、新たに「串間中学校」

としてスタートを切るということについては、

学校の活力や魅力の向上を図るという点から、

期待を寄せているところであります。県教育委

員会といたしましては、生徒や保護者が、新た

な学校での生活に不安を抱かないよう、また、

再編後も学校運営が円滑になされるよう、教職

員の配置等について、十分検討してまいりたい

と考えております。加えて、再編による教育的

な効果が最大限発揮できるよう、県教育委員会

による支援チームを随時派遣するなど、支援に

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。今○島田俊光議員

後ふえていくだろう、こういう小学校、中学校

の統廃合というのはあるわけでございますか

ら、ぜひとも、串間市がモデル学校となるよう

に、県としての指導が不可欠でございますの

で、よろしくお願い申し上げておきたいと思い

ます。

次に、スポーツ振興についてでございます。

先月、岩手県で開催されました国民体育大会で

は、本県の天皇杯順位は39位となっておりま

す。昨年より順位は３つ上がりましたが、10年

後の２巡目国体では、ぜひとも、本県選手団に

活躍をしていただき、県民に大きな力を与える

とともに、全国にスポーツランドみやざきをア

ピールするべきだと考えております。

そのためには、競技力向上をさらに図っても

らいたいと考えておりますが、競技力向上には

優秀な指導者の存在が不可欠でございます。そ

こで、２巡目国体に向けて、指導者育成にどの

ように取り組んでいかれるのか、教育長にお伺

いいたします。

２巡目国体に向け、○教育長（四本 孝君）

競技力の向上を図るためには、指導者の育成は

大変重要な課題であると認識しております。そ

のため、本県競技力向上の核となる有望な指導

者を、高い競技力を有する企業や大学等へ派遣

するとともに、強化推進校等の顧問に対して、
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県外の優秀な講師による指導法等の研修会を

行っているところであります。

さらに、本県において、競技人口の少ない競

技の普及・振興や女子競技力の向上等が喫緊の

課題でありますので、今後とも、競技団体や関

係機関等と十分連携を図りながら、計画的な指

導者の確保や育成に、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。宮○島田俊光議員

崎はスポーツ合宿の誘致を行っております。プ

ロ集団がせっかく来るわけですから 問題は―

あると思います。しかし、プロ集団と指導者と

の交流、コミュニケーションがとれれば、さら

に質の向上が図られるのではないかと思います

ので、さらに検討をよろしくお願いしたいと思

います。

次に、過疎地域での買い物支援についてお伺

いいたしたいと思います。

近年、食料品店やスーパーマーケットの撤退

等により、身近な場所で日常の食料品の買い物

に支障を来す、いわゆる買い物弱者の増加が問

題となっております。そこで、過疎地域におけ

る買い物支援について、どのような対策がある

のか、総合政策部長にお伺いいたします。

過疎地域にお○総合政策部長（永山英也君）

きましては、人口減少等に伴う店舗の廃止や移

動手段を持たない高齢者の増加等に伴いまし

て、日常生活における買い物に困る集落がさら

にふえることが懸念されております。

県ではこれまで、まちなか商業再生支援事業

等によりまして、地域の商工会等によります買

い物代行等に支援を行った事例がございます。

また、幾つかの市町村では、過疎債等を活用い

たしまして、宅配サービス等の取り組みが行わ

れております。

また、買い物弱者等を含みます地域住民の移

動手段を確保するため、県や市町村において、

バス路線の維持やコミュニティバスの運行等を

行っているところであります。さらに今年度

は、買い物支援にも資する新たな交通・物流

ネットワークを構築するためのモデル事業を実

施しております。その成果等も見ながら、今後

とも、市町村とも十分連携した上で、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。

ありがとうございました。こ○島田俊光議員

れから過疎が進むと、このようなことが大きく

取り沙汰されてくるのではないかと思っており

ます。また、過疎地域においては、車でないと

買い物に行けない、病院に行けないという問題

があります。これは高齢者の交通事故の問題に

も発展するだろうと思いますので、ぜひとも検

討をよろしくお願いしたいと思います。

次に、本県の施設園芸の振興についてお伺い

いたします。本県の施設園芸は、冬季の温暖多

照という恵まれた気象条件を生かして、生産量

全国１位のキュウリや第２位のピーマンなど、

全国有数の産地として発展してまいりました。

そのような中、県内においては、国富町の次世

代施設園芸拠点のように、大規模経営やＩＣＴ

を活用した先端技術の導入など、新たな動きも

見られるところでございます。そこで、本県農

業の基幹である施設園芸の将来に向けた振興に

ついて、どのように取り組もうとされているの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

本県の施設園○農政水産部長（郡司行敏君）

芸は、畜産と並ぶ本県農業の柱であり、その振

興は極めて重要であると考えております。しか

しながら、近年、担い手の減少や高齢化の進行

などにより、お話にありました、キュウリ、ピ
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ーマン等の主要品目において、生産量の減少が

見られるほか、ハウスの老朽化などの課題も顕

在化しているところであります。

このため県では、本県施設園芸の進むべき方

向を示す「宮崎県施設園芸振興計画」を本年度

中に策定することとしておりまして、施設園芸

の構造改革に向けた取り組みを具体化してまい

りたいと考えております。

中でも、ＩＣＴを活用した高度な農業技術の

導入、規模拡大や新たな担い手の確保、それか

ら、ハウスの集約や団地化による経営の効率化

などが重要であると考えておりまして、これら

の取り組みを積極的に進めることで、儲かる施

設園芸を実現し、担い手が夢を持てる産地づく

りを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。国○島田俊光議員

も進めているように、儲かる農業を行うために

は、施設園芸が一番だろうと思いますが、先ほ

ど言われたように、施設も老朽化いたしている

わけでございます。経営が厳しい中に、施設を

改善するということは難しいわけでございま

す。どうかこの支援をよろしくお願い申し上げ

たいと思います。

次に、施設園芸における技術の向上に向けた

指導でございます。施設園芸の品目は、キュウ

リやピーマンなどのそれぞれの品目の特性に

合った温度管理や肥培管理等の適切な栽培技術

が求められ、その習得は容易でなく、農業者に

より栽培技術の習得状況に差があるように思い

ます。今後、農業者の経営安定や産地の維持・

発展のためには、かけたコスト以上の収入が得

られるように、収量と品質向上を図る技術が必

要だと思っております。そこで、本県の施設園

芸における生産性を高めるための栽培技術指導

について、農政水産部長にお伺いいたします。

本県の施設園○農政水産部長（郡司行敏君）

芸におきましては、農家間で収量や品質に大き

な開きがあり、技術レベルの底上げが極めて重

要な課題であると認識しております。このため

県では、平成23年度から、生産者ごとの収量や

単価等をグラフに落とし込み、生産者に示すこ

とで、農家の意識改革を図り、あわせて、栽培

技術や経営改善の指導を行う産地分析に取り組

んでいるところであります。

その結果、例えば、ＪＡ都城のいちご専門部

会では、10アール当たりの販売額が35％向上す

るなどの成果を上げている産地も出てきており

まして、これらの成果を県下全域に波及すべ

く、現在、県内66の品目部会で取り組みを行っ

ているところであります。

さらに、タブレット端末を用いて、現場と試

験場等をつなぎ、リアルタイムに病害虫を診断

する新しい仕組みづくりや、県とＪＡが一体と

なった「宮崎方式の営農支援体制」の構築等に

より、指導体制の強化と指導力向上に努めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。本当○島田俊光議員

に施設園芸の坪単価を上げるためには、生産技

術というのが一番大切であろうかと思います。

特に新たな作物栽培においては、マンゴー、ラ

イチなどの技術が乏しいわけでございますか

ら、経営者に対する支援対策あるいはまた指導

が一番肝要ではないかと考えております。ぜひ

とも、技術指導については、県主導で組合員に

対する指導をお願いしたいと思います。

次に、水産業についてでございます。これま

で、県と漁業者が連携して、魚類の保護培養に

不可欠な藻場の回復に積極的に取り組み、成果

も見られてきているところでございます。今後

の本県沿岸漁業の振興のためには、水産資源の
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維持・回復が必要だと考えております。そこ

で、本県沿岸の水産資源の現状と資源回復の取

り組みについて、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

本県沿岸の水○農政水産部長（郡司行敏君）

産資源につきましては、主要な21の魚種の資源

状況を把握した上で適切な管理を行います、宮

崎方式の資源管理に取り組んでいるところであ

ります。この中で、サワラ、ハモなどの８つの

魚種では、資源が維持され、積極的な利用が期

待される一方で、タチウオ、クルマエビなど、

漁獲量が長期的には減少している12の魚種で

は、その回復に向けた取り組みが重要な課題と

なっております。

このため県では、定置網や底びき網での網目

の拡大や、休漁日の設定等を内容とした資源管

理計画に基づき、関係漁業者と一体となって、

資源回復に取り組んでいるところであります。

中でも特に、資源レベルが著しく低下しており

ますカサゴ、アマダイにつきましては、このよ

うな資源管理に加えまして、稚魚の放流を行う

など、早急な資源回復に努めております。県と

いたしましては、今後とも、沿岸資源の持続的

な利用に向けて、漁業者と協力しながら、適切

な資源管理に努めてまいります。

ありがとうございます。近年○島田俊光議員

の漁獲量の低迷で、漁業組合員の高齢化あるい

はまた担い手不足が加速しております。それ

は、やはり沿岸の資源枯渇が原因だと思ってお

ります。そこで、資源回復については、今後、

強力にまた進めていただきますように、よろし

くお願い申し上げます。

次に、森林の管理・保全についてお伺いいた

します。

本県の森林は、本格的な収穫期を迎えてお

り、大型製材工場や木質バイオマス発電施設の

稼働に伴う木材需要の高まりにより、森林の伐

採面積も増加いたしております。このような中

で、先日の新聞報道にありましたように、森林

の誤伐や盗伐が発生しております。森林所有者

が知らないうちに森林が伐採され、植林が行わ

れず、放置される懸念もあります。このような

森林の伐採が増加していますが、誤伐などの未

然防止や森林の適正な管理・保全に、県はどの

ように取り組んでいくのか、環境森林部長にお

伺いいたします。

県内では、近○環境森林部長（大坪篤史君）

年、伐採の増加に伴いまして、誤伐等が発生し

ている状況にございます。そこで、県では、市

町村が伐採届け出を受理する際には、所有者等

の確認を徹底するように注意喚起しますととも

に、市町村や森林組合等と合同で、伐採現場の

パトロールを実施しているところです。また、

誤伐の防止や適正な森林施業の推進には、森林

の境界明確化が不可欠でありますので、森林組

合等が行っています測量などへの支援も実施し

ているところです。

さらに、本年５月の森林法の改正によりまし

て、市町村が森林の所在や所有者名を記載した

林地台帳を整備することになりましたことか

ら、今後、森林所有者等の情報収集を進める市

町村を支援しながら、森林の適正な管理・保全

に取り組んでまいります。

ありがとうございました。部○島田俊光議員

長が言われるように、今、伐採許可は行政が受

け付けて判断しているわけでございますが、現

地を一番把握しているのは森林組合じゃないか

と私は思っているわけでございます。したがっ

て、山の番人あるいはまた管理者として、森林

組合がそういうことを担っていくべきじゃない
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かと思っておりますが、ただ、市町村との連携

が必要でございます。そこで、今後の森林管理

の監督としては、行政と森林組合が一体となっ

て行うべきだろうと思っておりますので、今

後、さらに検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、森林の管理・保全についてでございま

す。これからの森林整備につきましては、環境

に配慮して、経済林と環境林を区別して進めて

いくことが重要であると考えております。環境

林として山頂や稜線に広葉樹を植栽すること

は、肥沃な腐葉土層から成る健全な森林が形成

されることになり、この森林からミネラル分を

多く含んだ水を海へ供給することが可能となり

ます。

また、実のなる広葉樹を植栽することによ

り、山頂付近に野生鳥獣の生息環境が確保さ

れ、山の中腹や麓に形成された経済林との共生

が可能となります。木材生産機能だけでなく、

水源の涵養や野生動物との共生などの環境に配

慮した森林づくりも必要と考えますが、県はど

のように取り組んでいくのか、環境森林部長に

お伺いいたします。

本県では、森○環境森林部長（大坪篤史君）

林・林業の長期計画の中で、資源循環型の森林

づくりを展開するとともに、水源の涵養や多様

な生物を育むなど、公益的機能に留意した森林

づくりを進めるとしているところでございま

す。具体的には、森林環境税を活用しまして、

水源地の上流域の森林を対象に、実のなる広葉

樹の植栽等を行っております。

さらに、主要な河川の流域ごとに定めていま

す地域森林計画の中で、さまざまな公益的機能

ごとに森林を管理する指針を示しておりますの

で、今後、天然林の保全や環境に配慮した森林

づくり等が進むよう、市町村や関係団体と連携

して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。部○島田俊光議員

長就任以来、林業関係には、新たな計画、新規

事業が採択されております。早生樹もしかりで

ございますが、杉は、経済林として40年、金に

なるまでに時間がかかるわけでございますが、

一方、環境林というのは、10年生から公益的機

能を発揮するわけでございますから、遠方から

見る稜線伝いに実のなる広葉樹林帯を設けるこ

とによって、自然の公益的機能が発揮できるよ

うな林分ができるのではないかと思っておりま

すので、今後とも、そのような森林づくりに努

めていただきますように、よろしくお願い申し

上げておきたいと思います。

次に、林業退職金制度でございます。雇用の

安定化に取り組むことが必要であり、具体的に

は、労働者の福利厚生の観点から、事業主が積

極的に退職金制度や社会保険、労働保険への加

入促進に取り組むことが重要であると考えてお

ります。特に退職金につきましては、退職され

る方が、これまで頑張ってきて本当によかった

と思えるようなものになれば、担い手確保の大

きなインセンティブになるのではないかと考え

ているところでございます。

このようなことから、林業担い手を確保する

ためには、林業退職金共済制度加入支援等の就

労環境対策を充実すべきではないかと考えてお

ります。環境森林部長に見解をお伺いいたしま

す。

林業退職金共○環境森林部長（大坪篤史君）

済制度は、中小企業退職金共済法に基づく退職

金制度でございまして、事業主が従事者の働い

た日数に応じて掛金を負担しまして、退職金が

支払われるものであります。例えば、月17日
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で20年間働いた場合には、約200万円が支給され

ることになります。

県としましては、林業従事者の退職金制度の

充実が図られるように、林業担い手対策基金等

を活用しまして、年間131日を上限として、認定

林業事業体等が負担する掛金の４分の１相当の

助成を行いますとともに、中核認定林業事業体

の新規雇用者に対しましては、さらに４分の１

の補助を行っているところであります。

このほか、就労環境の改善が図られるよう

に、社会保険や労働保険の掛金、振動障害の特

殊健康診断や、今年度からは新たに、蜂のアレ

ルギー検査などへも支援しているところであり

ます。林業の現場は、ほかの産業に比べて多く

の危険が伴いまして、自然条件も厳しい環境に

ありますので、今後とも、関係機関と連携を図

りながら、就労環境改善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。林○島田俊光議員

業従事者ほど本当にきつい仕事はないと思って

おります。そこで働いてよかったと言ってもら

えるようにするには、成果報酬といいますか、

林業退職金制度の充実というのが一番肝要では

ないかと思いますので、さらなる支援をしてい

ただきますように、よろしくお願い申し上げた

いと思います。

次に、公共事業関連について何点か伺いたい

と思います。

まずは、災害時の迂回路の安全対策について

でございます。先般の台風16号では、県内の道

路で、崩土や倒木、冠水などが発生し、多くの

路線が通行どめとなり、交通に大きな影響が生

じたところでございます。このような台風等に

より、国道や県道を通行どめにされた場合に

は、緊急に通行を確保するため、迂回路が設定

されます。迂回路には周辺の道路を設定してい

るようですが、迂回路は道路の幅が狭く、ふだ

んは余り車が通らない場所も多いと思いますの

で、安全に配慮すべきではないかと考えており

ます。そこで、災害時の迂回路の安全対策につ

いて、どのように対応しているのか、県土整備

部長にお伺いいたします。

災害時の迂○県土整備部長（東 憲之介君）

回路につきましては、市町村などの道路管理者

から、被災状況や道路の幅員などの情報を入手

し、必要に応じて現地の確認を行い、通行可能

かどうかを判断した上で、ルートを選定してい

るところであります。

また、幅員が狭いなど通行に注意を要する場

合には、迂回路となる期間や幅員が狭い区間の

距離などを踏まえた上で、必要に応じて注意を

促す看板や信号機の設置を行うなど、迂回路の

安全確保に努めております。

このほか、道路利用者が迷わずに迂回路を利

用できるよう、案内看板の設置や交通誘導員の

配置も行っているところであります。今後と

も、道路の状況や交通量などの把握に努めると

ともに、市町村や関係機関と連携を図りなが

ら、より安全な迂回路の確保に努めてまいりた

いと存じます。

ありがとうございます。緊急○島田俊光議員

に行う迂回路、災害時の通行どめというのは、

通勤・通学あるいはまた病院に行かれる方たち

もいらっしゃるわけですから、事前に調査して

確認しておかなければ 迂回路対策について―

は、確認のできない場所については、自治会に

それぞれ迷惑をかけている部分がございますの

で、どうかこの点については検討していただき

たいと思います。

次に、公共事業予算の確保と発注の平準化に
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ついてであります。本県は、社会資本の整備が

おくれている状況にあり、その整備や災害対応

の役割も担う地域の重要な産業である建設産業

の育成を図るためには、１年間を通して、ある

程度の公共事業量が必要だと思います。厳しい

財政状況にある本県にとって、まずは国の公共

事業の予算を確保することが大事だと思いま

す。

また、建設業者から、４月から６月の工事が

少なく、年度末に集中しているという話も聞い

ております。確保した予算の発注時期について

は、その平準化にも取り組む必要があると思い

ます。そこで、地域の重要な産業である建設産

業を育成していくためには、国の公共事業予算

の確保と発注の平準化が必要だと考えますが、

県土整備部の取り組みについて伺いたいと思い

ます。よろしくお願いします。

まず、国の○県土整備部長（東 憲之介君）

公共事業予算の確保につきましては、知事を先

頭に、全力で要望などに取り組んでおりまし

て、今回の国の経済対策では、国土交通省から

昨年度の２倍以上の配分があり、11月補正予算

で約135億円の補助公共・交付金事業を計上した

ところであります。

次に、発注の平準化につきましては、従来か

ら早期発注に努めており、今年度上半期の契約

済み額は、目標の80％程度に対し、85％を達成

したところであります。また、翌年度の予算を

前倒しして発注するためのゼロ県債につきまし

ては、昨年度、約10億円を設定しましたが、今

年度は、国の交付金事業も加え、今回の補正予

算で約24億7,000万円の設定をお願いしておりま

す。

さらに、施工時期の平準化を図るため、余裕

期間を設定した建設工事の試行にも取り組んで

いるところであります。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、しっかりと取り組

んでまいりたいと思います。

ありがとうございました。南○島田俊光議員

海トラフ地震もささやかれているわけでござい

ますから、土木業者の育成というのは一番肝心

ではないかと思っております。できれば、県

は、各市町村とも連携をとりながら、入札・発

注の平準化というものをやっていただければ助

かると思いますので、よろしくお願い申し上げ

ておきたいと思います。

次に、福島港の堆積土砂のしゅんせつについ

てでございます。福島港は、串間市の地域振興

の拠点として整備され、木材チップ等の国内輸

送や水産業に利用されるほか、平成27年度に

は、中国や韓国向けの原木輸出も始まるなど、

地域産業の活性化に貢献いたしております。し

かしながら、善田川河口の今町地区などでは、

台風などの出水により土砂の堆積が進むと、船

舶の航行に支障が生じる場合があります。

県においては、これまでもしゅんせつをして

もらっておりますが、何年かするとまた堆積す

るため、土砂の処分場所などの問題もあると思

いますが、安心して福島港を利用するために

は、その都度しゅんせつが必要だと思っており

ます。そこで、福島港の堆積土砂のしゅんせつ

について、県はどのように取り組んでいるの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

福島港にお○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、利用者からの情報をもとに、堆積

の状況を確認した上で、しゅんせつを行ってき

たところでありまして、最近では、平成26年度

に、港の中の３カ所で実施しております。

現在の状況としましては、今月実施した測量
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結果によりますと、今町地区などにおいて、一

部土砂が堆積していることが確認されましたこ

とから、しゅんせつの実施時期や土砂の処分方

法などについて検討を行っているところであり

ます。今後とも、安全に港湾を利用していただ

けるよう、利用者と緊密に連携を図りながら、

適切な維持管理に努めてまいります。

ありがとうございました。確○島田俊光議員

実に、堆積した部分を２年ないし３年ごとに

しゅんせつするということであれば安心できる

わけでございますが、堆積して、申請しなけれ

ばできないということになりますと、なかなか

安心して港を使うことができないと思います。

この件については、洪水などの霞堤にも利用で

きるわけでございますから、なるべくしゅんせ

つについては、県の今後の計画に準じた対策を

講じていただければと思っておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

次に、津波対策についてお伺いいたします。

東日本大震災では、当時、異常な揺れだった

にもかかわらず、外出先から避難所ではなく自

宅に戻った人、海の様子を見に行った人、散乱

した室内の後片づけをしていた人など、理由は

さまざまですが、津波からの避難がおくれたこ

とが、被害を大きくする要因になったと言われ

ております。

本県では、南海トラフ巨大地震が発生した場

合、県全体で死者約３万5,000人、その９割が津

波による死者と想定されております。私の地元

串間市でも、県内で最大の約17メーターの津波

が発生すると言われております。沿岸地域の避

難対策が大変重要かと思います。そこで、津波

から命を守るために、住民一人一人が迅速かつ

的確な避難を行うために、県はどのように取り

組んでいるのか、危機管理統括監にお伺いいた

します。

津波から身○危機管理統括監（畑山栄介君）

を守るためには、住民一人一人が直ちに安全な

場所に避難するということが何よりも大切でご

ざいます。このため県では、住民の迅速な避難

行動を促すため、各種メディアを使った啓発に

加え、防災フェアなどのイベント、地域や民間

団体等に対する防災出前講座など、さまざまな

機会を通じて、津波からの避難に対する知識や

心構えの周知・啓発に取り組んでいるところで

ございます。

また、沿岸の市や町が行う、避難場所や避難

路の整備に対する支援を行うとともに、津波に

関する情報を確実に伝えるため、防災・防犯情

報メールサービスによる住民への情報配信や、

宮崎県防災行政無線による市町村などへの津波

警報等の一斉送信により、情報伝達手段の確保

にも努めているところでございます。今後と

も、住民の迅速な避難につながるよう、沿岸の

市や町などとも連携しながら、津波避難対策に

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した。地○島田俊光議員

震災害はいつ発生するかわかりません。したが

いまして、発生しても、一人一人が的確な判断

と対応能力を持たなければ、災害から身を守る

ことができません。災害時は、電柱の倒壊、住

宅の崩壊、火事とガス爆発、逃げる道路も指定

しておくと混雑するわけでございます。ありと

あらゆる災害を前提とした、臨機応変の指導と

いうのが大切であろうかと思いますので、今後

とも、よろしくお願い申し上げておきたいと存

じます。

次に、保育所の津波対策についてでございま

す。５年前の東日本大震災では、１万5,000人を

超えるとうとい人命が失われ、その９割の方
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が、想像をはるかに超えた大津波による溺死と

言われております。その中で、宮城県石巻の大

川小学校では、74人の、これからの未来を担う

かけがえのない子供たちの命が津波により失わ

れ、当時の学校の対応が大きく問題視されてい

るところでございます。

万が一、本県が南海トラフ地震による大津波

に襲われた場合、乳幼児も在籍する保育所にお

いては、園児が自力で避難することは困難であ

るため、同様の事態も起こり得るのではないか

と、危惧いたしているところでございます。

そこで、沿岸部の保育所では、津波から園児

の命を守るために、避難訓練の実施やライフ

ジャケット等の防災用品の購入など、事前の備

えが重要であると思いますが、県の考えを福祉

保健部長にお伺いいたします。

さきの東日本○福祉保健部長（日隈俊郎君）

大震災の教訓を踏まえ、県では、地震や津波対

策のための「防災マニュアル作成の手引き」を

策定・配付したところでありまして、保育所に

おいては、マニュアル等をもとに、市町村や保

護者、関係機関と連携して、津波を想定した避

難訓練などが行われております。訓練を通し

て、多くの乳幼児を連れて高台へ避難すること

が想像以上に困難であるなど、さまざまな課題

が見つかり、避難方法等その後の対策に生かさ

れているというお話も伺っているところであり

ます。

また、訓練とあわせて、災害時に必要とされ

る防災ずきんなど、防災用品の整備も行われて

おりますが、特に沿岸部におきましては、ライ

フジャケットなど地域の実情に応じた配備も進

められているところであります。県といたしま

しては、今後とも、国や市町村、地域と十分な

連携を図りながら、子供たちの命を守る備えに

万全を期すよう、保育所等と一体となって防災

対策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。災○島田俊光議員

害時は、みんなが災害に遭い、身動きが困難な

状況にあるわけでございます。保育士が何人の

子供たちを安全なところに避難させることがで

きるのかということが、一番大事であろうかと

思います。そのためには、隣接する企業あるい

はまた高校生、一般の人などの連携が必要だと

思っております。自分で避難できない子供たち

がどのように避難するかということが一番肝要

でございますから、この点については、再度、

周辺企業・団体等についても御指導方をよろし

くお願いしておきたいと思います。

以上で私の質問は終わりますが、本当に建設

的な答弁をいただきました。傍聴席の串間市の

方たちも、大きな夢を持って帰られると思いま

すので、本当にありがとうございました。今後

の県の取り組みによって、県民の発展を望んで

おるわけでございますから、よろしくお願い申

し上げまして、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49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、野﨑幸士議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○野﨑幸士議員

は。宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士です。11

月定例議会に当たり、議長のお許しをいただき
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ましたので、質問通告書に従いまして質問を進

めてまいります。

さきの９月定例議会で、平成27年度の歳入歳

出決算が認定されました。歳入決算においては

自主財源は41.2％で、残りの58.8％は地方交付

税や国庫支出金などに大きく依存している、非

常に脆弱な財政基盤であり、また、歳出決算に

おいては義務的経費が43.1％を占めており、財

政の硬直化が見てとれます。このことは平成28

年度の当初予算においても同様で、大変厳しい

財政構造であると言えます。

こういった中、本県では、２巡目国体、防災

拠点庁舎整備、国民文化祭、県立病院再整備、

防災・減災対策、公共施設の老朽化対策、ま

た、少子高齢化に伴う社会保障費等々、多額の

財政負担が見込まれています。

県は、第四期財政改革推進計画の着実な実行

を最重要課題として取り組むとしております

が、こうした中、避けては通れない、毎年進行

している大きな社会保障問題が高齢化です。我

が国の2015年の総人口に占める65歳以上人口の

割合（高齢化率）は26.6％であり、本県で

は29.5％と年々伸びを示しています。来る2025

年には団塊の世代が75歳を超えて、国民の３人

に１人が65歳以上、５人に１人が75歳以上とい

う超高齢化社会を迎えます。医療・介護の需要

が急増し、財政不足から現行の社会保障制度が

行き詰まるおそれがあります。いわゆる2025年

問題です。そこで、本県における2025年問題の

対策を、医療・介護の社会保障給付費の対策を

含めてどうお考えなのか、知事にお伺いいたし

ます。

以下の質問は、質問者席よりお伺いしてまい

ります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

2025年問題についてであります。本県におき

ましても、75歳以上の後期高齢者数は、現状

の16万9,000人から、2025年（平成37年）には20

万4,000人へと、約２割増加すると見込まれてお

ります。それに伴い、後期高齢者医療給付費と

介護給付費の総額は、現状の約2,369億円から、

平成37年度には約3,2 5 0億円へと、４割近

く、881億円ほど増加すると推計をしておりまし

て、医療・介護等の社会保障給付費の急激な増

加への対応が喫緊の課題となっております。こ

のような中、医療につきましては、地域医療構

想を策定し、患者に応じた医療を効果的かつ効

率的に提供する体制の構築を図ることとしてお

り、介護につきましては、県内市町村と連携を

しながら、医療との連携、介護予防、生活支援

といった地域包括ケアシステムの構築を進めて

いるところであります。さらには、食生活の改

善や運動などによる生活習慣病の予防、がん検

診の受診率向上、ロコモ予防など、県民に幅広

く参加・協力をいただきながら、健康寿命の延

伸等にも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〕

社会保障給付費の急激な増加○野﨑幸士議員

に対しての懸念や、それに対してのさまざまな

対策を進めているとのことでしたが、以下、我

が県が直面しているその背景や現状を質問して

いきたいと思っております。

高齢化が進むにつれて、介護が必要な高齢者

や障がい者が、家庭や病院、施設でも介護を受

けることができない、いわゆる介護難民の問題

も深刻になっていくと思われますが、本県でも

こういった状況になり得るのか、またその対策

をお伺いいたします。

本県の後期高○福祉保健部長（日隈俊郎君）
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齢者は、2025年には現在より約３万5,000人ふえ

ると推計しておりまして、さらなる要介護者の

増加や介護度の重度化が見込まれるため、これ

に対応した介護サービスの量と質の確保が大き

な課題であると認識しております。

このような中、県におきましては、第６期介

護保険事業計画に基づきまして、市町村等と連

携し、施設の整備や介護職員の育成等を行うと

ともに、地域における介護予防や重度化防止の

取り組みを進めているところであります。来年

度は、次期計画の策定の年となりますので、引

き続き、市町村等と十分に連携し、地域におけ

る実情を把握するとともに、2025年における具

体的な状況等を示しながら、将来に向けて必要

とされる介護サービスが提供できる体制づくり

を進めてまいりたいと考えております。

2025年には、全国では、75歳○野﨑幸士議員

以上の高齢者が現在の1.3倍の2,200万人に急増

し、本県では、答弁にあったように、現在より

３万5,000人ふえ20万人になる推計です。介護を

受けられないことがないよう、また介護サービ

スの地域格差がないよう、均衡的に介護サービ

スが受けられるよう、その体制づくりを進めて

いただくことを強く要望します。

先ほどからの数字を見ても、2025年には今に

比べ医療ニーズが膨らみ、病院を中心とした提

供体制では受けとめ切れなくなることは必至で

す。そこで政府は、病院から在宅へ方向づけを

し、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院で

は、一般の医療機関に比べて診療報酬を高く設

定し、手厚い医療を必要としていない30～34万

人を自宅や介護施設での治療に切りかえ、2025

年時点で、現在よりも16～20万床減らす目標を

示しておりますが、本県における受け皿となる

在宅医療や介護サービスの整備はどうなってい

るのか、お伺いいたします。

本県において○福祉保健部長（日隈俊郎君）

将来必要となる病床数につきましては、先月策

定いたしました地域医療構想をもとに、これか

ら各医療圏ごとに、実情に応じた病床の機能分

化及び連携のあり方について協議していくこと

としております。また、国においては、現在あ

る病床の介護施設への転換に係る新たな制度に

ついても議論が進められているところでありま

す。このため、病床の見直しへの対応としまし

ては、今後の地域における議論や介護施設への

転換の動向も踏まえながら、将来的に必要とな

る特別養護老人ホーム等の施設サービスや訪問

介護・看護等の在宅サービス、あるいは在宅医

療の確保に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

今までの病床がどうなってい○野﨑幸士議員

くのか。また、本県では現在でも医師不足の現

状の中で、病床から出される患者が心配されま

すので、本県の将来像に適応した在宅医療の仕

組みづくりを進めていただくことを要望いたし

ます。

また、病院から在宅へ方向づけをしたこと

で、その家族の負担が大幅にふえることが懸念

されます。こういった中、仕事と介護が両立で

きず離職に追い込まれる、いわゆる介護離職の

問題が懸念されますが、本県の現状と取り組み

についてお伺いいたします。

介護離職○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の直近のデータであります、総務省の平成24年

就業構造基本調査によりますと、平成23年10月

からの１年間に介護を理由として離職した方

は、全国が10万1,100人、本県では1,300人と

なっております。このような中、介護離職を防

止するため、育児・介護休業法が改正され、来
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年１月から施行されますことから、県では、法

改正の内容の周知に取り組みますとともに、今

年度は、企業に社会保険労務士を派遣し、法改

正を踏まえた就業規則の見直し等についてのア

ドバイスを行っているところであります。ま

た、「仕事と家庭の両立応援宣言」登録制度の

推進などを通じて、介護などの家庭生活と仕事

を両立できる職場づくりにも取り組んでいると

ころであります。今後とも、宮崎労働局と連携

して、誰もが働きやすい職場環境づくりに努め

てまいりたいと考えております。

介護離職の問題は、本当にさ○野﨑幸士議員

まざまな問題を引き起こします。介護を理由に

転勤を断るケース、離職して夫婦仲が悪くなり

離婚するケース、収入が減り生活保護を受ける

ケース、本当に深刻です。2012年の総務省の調

べでは、働きながら介護をしている約240万人の

うち、８割以上が介護休業や介護休暇などの制

度を活用していなかったとの報告もあります。

答弁にもありました、改正された育児・介護休

業法が来年１月から施行されます。これらの内

容を、介護されている労働者の方々や企業に

しっかりと周知していただき、仕事と介護が両

立できる職場環境になるよう尽力していただく

ことを要望いたします。

介護離職問題と同様に、介護職員不足も懸念

される問題です。介護職員が、必要な人数に対

して実際に何人働くことができるかという充足

率を見ると、2017年度で94％、６％に当たる

約12万人が足りなくなります。その後、年々低

下していき、2025年には85％まで低下し、約38

万人の介護職員が不足すると推計されていま

す。要介護者の数も相当な数に上ることが予測

され、超高齢化社会の介護に対する不安が広が

りますが、本県における介護職員不足の現状と

今後の対策をお伺いいたします。

ことし９月の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

本県の介護関係職種の有効求人倍率は1.98倍と

なっておりまして、「介護職員が不足してい

る」という声も一部から聞いているところであ

ります。また、厚生労働省の発表によります

と、2025年には、介護職員は全国で38万人不足

するのに対しまして、本県では4,000人を超える

不足が見込まれているところであります。こう

した状況を踏まえ、県におきましては、賃金な

どの処遇の改善や修学資金の貸し付け、さらに

は未経験者や初任者に対する研修の受講支援な

どに取り組んでいるところでございます。今後

とも、介護サービス関係団体や教育機関、労働

関係機関等とも連携を図りながら、介護分野へ

の就業や定着の促進を図る取り組みを充実強化

することにより、介護職員の確保に努めてまい

りたいと考えております。

介護職員の離職理由は、一般○野﨑幸士議員

的に言われるように、賃金への不満もあります

が、結婚・出産・育児といった家庭の事情や、

事業所や経営者への不満や人間関係の悪化等も

その理由の一つです。本県での若者の県外流

出、生産年齢人口の減少等を鑑みますと、先ほ

どの、資格はあるのに結婚・出産・育児といっ

た家庭の事情で離職された潜在介護士の再就職

に力を入れていただくことも重要だと思いま

す。どうして定着しないのか、その原因を正確

に把握しない限り、慢性的な人材不足が続いて

いくと思いますので、介護現場の生の声を聞き

ながら人材確保に尽力されるようお願いいたし

ます。

次に、認知症問題について質問いたしま

す。2025年には、全国の高齢者の５人に１人に

当たる約700万人が認知症になるというデータも
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あります。政府は、こうした状況に対応すべ

く、2018年度までに全市町村に介護や医療の専

門家による「認知症初期集中支援チーム」を設

置するよう計画を進めていますが、本県におけ

る認知症患者の状況と対策、また、認知症初期

集中支援チームの設置状況をお伺いいたしま

す。

本県の認知症○福祉保健部長（日隈俊郎君）

高齢者の状況でございますけれども、その数に

つきましては、国の調査結果をもとに、本県で

は約５万人と推計しているところであります。

また、その対応としましては、認知症疾患医療

センターによる専門医療の提供や、認知症サポ

ート医による相談支援に取り組んでいるところ

であります。さらに、かかりつけ医や看護師、

介護職員等に対する研修等を行っているほか、

市町村と連携しながら、地域住民や民間事業所

の従業員などによる認知症サポーターを養成

し、地域での見守り体制の整備等を進めている

ところであります。認知症が疑われる人や家族

への早期対応を行う認知症初期集中支援チーム

につきましては、ことし11月現在で、６市町村

に設置されているところでありまして、来年度

中には全市町村に設置されるよう、引き続き支

援を行ってまいりたいと考えております。

認知症患者は地域全体で見守○野﨑幸士議員

るしかないと思います。認知症サポーターの養

成とありましたが、「認知症とはこういった病

気ですよ。こういった症状、行動をされます

よ。そのときはこういう対応をしてください

ね」という、認知症と患者への対応を地域住民

に理解してもらうこととお聞きしましたので、

引き続き進めていただくことと、重ねて認知症

初期集中支援チームについても着実に進めてい

ただくことを要望いたします。

次に、認知症患者の行方不明問題について質

問します。警察庁は、2015年に認知症で行方が

わからなくなったと警察へ届け出があった不明

者は１万2,208人おり、前年より1,425人多く、

３年連続で１万人を超えたと発表しましたが、

本県での認知症の行方不明者の現状をお伺いい

たします。

平成27年中、認○警察本部長（野口 泰君）

知症またはその疑いのある行方不明者の届け出

は54名を受理しており、内訳は、男性が29名、

女性が25名となっております。行方不明者のう

ち、52名については、捜索活動等で発見してお

りますが、２名の方については、いまだ発見さ

れておりません。本年は、10月末現在で、既に

昨年１年間と同じ54名を受理しており、近年の

認知症またはその疑いのある行方不明者の届け

出は、増加傾向にあります。

本県でも認知症患者の行方不○野﨑幸士議員

明者は増加傾向だということで、また今後懸念

されますが、いまだ２名の方が発見されていな

いということで、最悪の場合、死亡してから確

認される事例もあるようです。こういった状況

を踏まえ、警察として、認知症高齢者が行方不

明になった場合に早期発見できるよう、どのよ

うに対応しているのかお伺いいたします。

県警では、認知○警察本部長（野口 泰君）

症またはその疑いのある行方不明者の届け出を

受理したときは、各警察署への速やかな手配と

あわせて、届け出人の同意を得た上で、自治体

や消防団等の関係機関と連携した捜索活動を行

うとともに、宮崎県防災・防犯情報メールサー

ビスの発信、県警のホームページへの掲載、市

町村の徘徊・見守りＳＯＳネットワークの活

用、マスコミを通じた広報活動等により、広く

情報提供を呼びかけることによって、行方不明
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者の早期発見に努めております。今後も、認知

症またはその疑いのある行方不明者につきまし

ては、その生命、身体の保護のため、早期発見

に努めてまいります。

先ほど答弁にありましたが、○野﨑幸士議員

本県の認知症高齢者の数は５万人と推計されて

います。年々増加していくことを想定すれば、

さらに地域のネットワークと連携を強化する取

り組みが必要であると思いますので、強く要望

いたします。

認知症患者にとって何より大事なことは、住

みなれた、きずなの深い地域の中で安心して暮

らし続けられることだと思います。国として

も、高齢者の５割以上が自宅での最期を望んで

いることを踏まえ、団塊の世代が75歳以上にな

る2025年までに、高齢者が病気になっても、介

護が必要となっても、住みなれた土地で暮らし

続けられるよう、住まいを中心に、医療や介

護、予防・生活支援の一体的な体制、いわゆる

地域包括ケアシステムの構築を全国にくまなく

広げるよう進めていますが、本県の状況をお伺

いいたします。

地域包括ケア○福祉保健部長（日隈俊郎君）

システムは、高齢者が住みなれた地域で暮らし

続けられるよう、介護予防、住まい、生活支

援、医療・介護のサービスが切れ目なく提供さ

れる仕組みでございまして、お話にありました

ように、関係法令等によりまして、2025年に向

けて、全ての市町村がその構築を進めることと

されているところであります。県内の市町村の

取り組みはまだ緒についたばかりであります

が、介護予防のための体操教室等の「通いの

場」づくりを初め、地域の支え合いを促進する

生活支援コーディネーターの配置、医療と介護

の連携を進めるための協議会の設置など、地域

包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが進

みつつある状況にあるものと考えております。

地域包括ケアシステムの一部○野﨑幸士議員

は取り組みが始まっているようですので、少し

ずつでも着実に進展があるようにしっかり取り

組んでいただきたいと思いますが、「そもそも

地域包括ケアシステムって何ですか」といった

方も多いようです。日本理学療法士協会が行っ

た調査によると、地域包括ケアシステムの国民

の認知度は23.8％であったそうです。地域包括

ケアシステムは、地域の自主性や主体性に基づ

き、地域が一体となってつくり上げていくこと

からも、その住民の理解が重要と思いますが、

その認知度の現状をどう捉えておるのか。ま

た、今後の周知をどう進めていくのかお伺いい

たします。

議員の御指摘○福祉保健部長（日隈俊郎君）

にありましたが、地域包括ケアシステムは、医

療機関や介護事業所などによる専門的なサービ

スのほか、介護予防や生活支援など、民間企業

やＮＰＯ、さらには地域住民による支え合いに

より構築するものでありますが、内容が多岐に

わたるため、一般の方々には認知が難しい面も

あろうかと考えております。地域包括ケアシス

テムにおいては、住民主体の介護予防教室等に

よる「通いの場」づくりや、ボランティア等の

担い手養成、認知症高齢者の見守りネットワー

クづくりといった、地域活動を充実・拡大して

いくことが重要な要素でありますので、こうし

た取り組みを市町村と一緒に進めていく中で、

地域包括ケアの理念の周知を図ってまいりたい

と考えております。

私も当初、地域包括ケアシス○野﨑幸士議員

テムという名前自体、理解しがたいなと感じて

いました。地域住民が、まず地域包括ケアシス
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テムというものが何なのかということを知らな

い限り、その構築は難しいと思いますので、行

政、医療や介護に携わっている方々に周知して

いただけるように要望いたします。

地域包括ケアの基本理念には自助と互助があ

ります。自助とは、みずからで生活をし、みず

から自身の健康を維持することです。互助と

は、家族や親族、地域の方たちがお互いに支え

合うことです。しかしながら、近年は核家族化

が進み、地域自治会の自治会加入率も低下して

います。また、個人情報保護法により、なかな

か個人と地域全体の情報が共有できなくなって

います。また、地域包括ケアは市町村で対応す

ることが原則であり、体力のない市町村が対応

し続けることができるのかが懸念され、地域間

格差が生じる問題も課題になりそうですが、今

後、地域包括ケアシステムの構築をどう進めて

いくのか、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）

システムは、市町村が主体となって、地域の実

情に応じた体制を構築していくこととされてお

りますけれども、お話にありましたように、地

域の支え合いが薄れている状況や、医療・介護

資源の不足などから、対応に苦慮している市町

村もございます。このため県といたしまして

は、市町村や地域包括支援センターの職員等を

対象とする研修会を開催し、県内外の先進事例

の紹介や情報交換の機会を提供しているところ

であります。さらに、県内での先行事例をつく

るために、意欲のある市町村を対象に、「医療

・介護連携のための退院調整ルールづくり」

や、「住民主体の介護予防の推進」などをテー

マとするモデル事業も実施しているところであ

ります。また、在宅医療の充実や医療と介護の

連携、医療・介護人材の育成など、単独市町村

での対応が難しい課題もありますことから、県

医師会やリハビリ等の専門職団体等との協力に

より、医療圏単位での連携協議会の設置や、在

宅医療従事者の研修、多職種連携などにも取り

組んでいるところであります。こうした取り組

みによりまして、今後とも、県内全市町村でシ

ステム構築が促進されるよう、積極的な支援を

行ってまいりたいと考えております。

まだまだ地域包括ケアシステ○野﨑幸士議員

ムのこれといったイメージがつかめていない、

どう進めていいかわからないと悩んでいる地域

が多々あると思いますので、まずは県南、県

央、県北と、おのおのしっかりとしたモデル地

域を構築して、近隣地域への構築拡大を進めて

いくよう要望いたします。また、この地域包括

ケアシステムは、災害時でも大きな役割を果た

すと思いますので、しっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。

社会では、東京オリンピック・パラリンピッ

ク等、本県では、２巡目国体や国民文化祭等

々、県民の関心や期待が高い事業が取り沙汰さ

れています。もちろん本県にとって大変重要な

事業です。こういった中、社会全体の、来る超

高齢化社会に対する意識、備え等々の現状を見

ると、不安になります。高齢化対策は、例えば

自治会の状況一つ見ても、協力体制、支援体制

が十分とれるような状況ではありません。こう

いった体制を短期間で構築するのは無理だと思

います。避けては通れない超高齢化社会

2025年まで残り９年を切りました。社会全―

体で支えるためにも、今からの意識づけや地域

包括ケアシステムの進展を着実に進めていくよ

う要望いたします。

次に、耕作放棄地について質問します。過去

１年以上作付されておらず、今後もされる予定
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のない農地、いわゆる耕作放棄地は、過去20年

で約1.7倍にも拡大したとの報告があります。耕

作放棄地に至るには、多くが、農業従事者の高

齢化による労働力不足や担い手不足、また生産

物の低価格による経営悪化、農地の受け手がい

ない、農地条件が悪いといった理由です。ま

た、病害虫の発生、周りの農地への雑草繁茂、

鳥獣被害の拡大、景観の悪化、ごみの不法投棄

等、周囲の農地に悪影響を及ぼすという問題も

あります。そこで、本県における耕作放棄地の

状況と対策をお伺いいたします。

平成27年の本○農政水産部長（郡司行敏君）

県の耕作放棄地面積は5,026ヘクタールで、農地

に占める割合は9.9％となっております。これ

は、全国平均の10.9％、九州平均の13.5％より

も低くなっておりますが、高齢化や農家数の減

少、また鳥獣被害の増大等を要因にしまして、

５年前よりも348ヘクタール増加しており、耕作

放棄地の対策強化は喫緊の課題と認識をしてお

るところであります。このため県といたしまし

ては、市町村や農業委員会、ＪＡ等の関係機関

と連携しまして、耕作放棄地再生利用緊急対策

事業や、農地中間管理事業等の活用により、農

地としての再生利用や地域での話し合い活動を

基本とした、担い手への農地集積・集約化を推

進し、耕作放棄地の発生防止と解消に努めてい

るところであります。

耕作放棄地は、先ほどのほか○野﨑幸士議員

にも、食料自給率への影響、洪水防止、水質浄

化、地すべり・土砂崩れ防止、景観の保全、伝

統文化の継承等の多面的な機能を損なう問題で

もありますので、引き続き耕作放棄地問題に取

り組んでいただくことを強く要望します。

冒頭に申しましたように、耕作放棄地の問題

の背景には、農業従事者の高齢化等による農家

数の減少がありますが、本県における農業従事

者の高齢化と農家数の状況をお伺いいたしま

す。

まず、本県に○農政水産部長（郡司行敏君）

おける農業従事者の高齢化の状況につきまして

は、農林業センサスによりますと、平成27年の

基幹的農業従事者で、65歳以上が57.9％を占

め、５年前の平成22年に比べ2.6ポイント増加す

るなど、高齢化が進行しております。また、農

家数につきましては、平成27年が３万8,428戸

で、平成22年に比べ、約16％に当たります7,376

戸が減少しているところであります。

本県でも農業従事者の高齢化○野﨑幸士議員

と農家数の減少がかなり進んでいるようです

が、その対策をお伺いいたします。

本県は、農業○農政水産部長（郡司行敏君）

県といたしまして、全国に安全・安心な食料を

供給する責務があり、農家数の減少や高齢化が

進む中にあっても、しっかりとした担い手を確

保し、今後とも農業の生産性を維持・向上させ

ていくことが重要であると考えております。こ

のため県といたしましては、就農相談から定着

までの一貫した新規就農支援や、他産業からの

農業参入の促進などによる担い手の確保・育成

並びに農作業受託組織の育成など、農家、地域

のサポート体制の強化に努めているところであ

ります。また、農地中間管理事業等を活用した

農地集積による担い手の規模拡大や機械化の促

進、ＩＣＴ等の新技術の活用などにより、効率

的で生産性の高い生産構造への転換を図ってま

いりたいと考えております。

とにかく農業従事者をふやし○野﨑幸士議員

ていかないと始まらないと思います。要は新規

就農者をどうふやしていくかです。新規就農者

にも、農家の後継者が親元で就農するケース
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や、農業法人に就職して農業に従事するケース

など、多様な形態がありますが、中でも、農家

の後継者ではない方が新たに農業経営を始めよ

うとする場合、その多くは、最初は農家に農地

を借り、ほかにも住居の確保、農業機械の費

用、最初の収穫までの生活費などの初期投資が

非常に大きく、自己資金の問題は大きな壁とな

ります。こういったことからも、新規就農者に

対する支援策が必要だと考えますが、これまで

どのような支援策がとられてきたのか、お伺い

いたします。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、本県の主要品目であります畜産や施設園芸

に新規に就農する場合には、設備投資に多額な

費用を要することから、初期投資が非常に大き

くなります。そこで、こうした新規就農者に対

しましては、独立・自営就農する場合は、最長

５年間にわたり、年間最大で150万円を支給する

国の「青年就農給付金制度」とともに、経営開

始時の農業機械や施設導入に対する「経営体育

成支援事業」等による助成、さらには日本政策

金融公庫の無利子の「青年等就農資金」による

融資など、初期投資の負担軽減を図るための支

援を積極的に行っておるところであります。ま

た、地域の普及センターと関係機関が連携し、

資金や事業の活用を含めた就農計画の作成をサ

ポートするなど、就農相談から定着までの一体

的な支援を行うことにより、新規就農者が就農

しやすい環境整備に努めているところでありま

す。

行政として、新規就農者に対○野﨑幸士議員

して就農しやすい環境を整備していくことも大

事ですが、新規就農者本人が、青年就農給付金

が支給される間に技術を習得し、安定した所得

が確保できるようになるかが最も重要だと思い

ます。そのためには、多くの人脈をつくり、農

業技術を勉強し、さまざまな情報を得ていくこ

とが重要だと思いますので、その地域で農業に

携わっている関係者へのつなぎ役も担っていた

だくよう要望いたします。

また、冒頭に2025年問題を質問させていただ

きましたが、今後、団塊の世代の離農も進むと

思われる中、本県農業・農村を支える担い手が

十分確保されていくのか、大変危惧しておりま

す。県では、第七次宮崎県農業・農村振興長期

計画において、年間380人の新規就農者を目標に

掲げておられますが、その達成に向けた新規就

農者の確保・育成の取り組み状況について、ま

た、新規就農者をさらにふやすためにどう取り

組んでいかれるのか、お伺いいたします。

県では、県内○農政水産部長（郡司行敏君）

での就農相談会とあわせまして、東京都有楽町

に設置いたしました「宮崎ひなた暮らしＵＩＪ

ターンセンター」を拠点に、就農相談会や就農

講座を定期的に開催し、幅広い人材確保に努め

ているところであります。また、法人への就農

希望者を対象に、一定期間研修して正式雇用す

る「お試し就農」の取り組みを新たに開始した

ところでありまして、これらの結果、平成27年

の新規就農者数は、目標の380名には達しません

でしたけれども、過去５年間で最も多い341名を

確保したところであります。

さらに、本年度からは、市町村、ＪＡ等と連

携し、就農トレーニング機能を有する「しごと

創生公社」等の設立支援を進めておりまして、

日之影町や綾町等で、産地みずからが担い手を

確保・育成するための体制づくりが始まってい

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、後継者はもとよりであります

けれども、本県農業を支える多様な新規就農者
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の確保・育成に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

新規就農者を確保する一方、○野﨑幸士議員

新規就農することは、起業して経営者になると

いうことだと思いますので、その覚悟、厳しさ

もしっかりと伝えながら、土地・機械・設備と

いったハード面の資金、また技術・人脈・販路

などのソフト面での支援を、一体的に取り組ん

でいただくことを要望いたします。

日本の食料自給率は、御存じのとおり40％も

満たしません。これは主要先進国の中でも最低

の水準です。国民の３％に満たない約260万人の

農家が、日本の食料の大半を支えています。農

業従事者の高齢化等により農家数が減り、耕作

放棄地がふえていく傾向にある現状を見ても、

新規就農者をふやし、耕作放棄地の減少に歯ど

めをかける必要があると思いますので、さらな

る新規就農者への支援、環境づくりを進めてい

ただくよう要望いたします。

質問は変わるんですが、９月20日に上陸した

台風16号、農作物等５億9,800万円、農地等23

億200万円の被害額が報告されました。政府は10

月21日に、台風16号による被害を激甚災害に指

定することを閣議決定しましたが、台風から２

カ月たった農業関係の被害についての対応状況

をお伺いいたします。

台風16号によ○農政水産部長（郡司行敏君）

る被害への対応につきましては、被災後直ちに

被災状況の把握に努めるとともに、国に対しま

して、災害復旧支援の要望活動を行ってきたと

ころであります。その結果、議員のほうからも

お話がありましたが、国におきましては、激甚

災害の指定を行っていただきまして、災害復旧

事業の補助率のかさ上げや、早期の営農再開に

向けた、ハウスの修繕や種子の購入等の被災者

向けの支援対策が講じられたところでありま

す。

現在、農地・農道やかんがい用パイプライン

等の被害につきましては、仮復旧工事が実施さ

れ、農業用水の利用が可能となり、営農が再開

されているところであります。また、被害を受

けましたピーマンやスイートピー農家等におき

ましても、ハウスの修繕を行い、また苗を新た

に植えかえ、営農が再開されていると伺ってい

るところであります。県といたしましては、引

き続き、必要な事業活用や技術・経営の助言・

指導に努めますとともに、被災された農家の方

々が、一日も早く安心して営農活動に専念して

いただけるように、全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

被害を受けた農家の中には、○野﨑幸士議員

小規模災害ですが、査定を待てずに自力で畑を

直した方もいらっしゃるようです。早期の復旧

に向けて尽力されることを要望いたします。

次に、子供の貧困について質問します。議会

でもたびたび取り上げられます子供の貧困、18

歳未満で、世帯収入から国民１人の所得を試算

して、真ん中の人の所得の半分、いわゆる貧困

線を下回る人の割合を指します。厚生労働省の

調査によると、子供の相対的貧困率は、1990年

代半ばごろからおおむね上昇傾向にあり、2012

年には16.3％となっています。これは、実に子

供の６人に１人の割合になり、特に大人１人で

子供を養育している家庭が相対的貧困率が高

く、54.6％となっています。シングルファーザ

ー、シングルマザーとして子供を育てているひ

とり親家庭が、経済的に困窮し、子供にも大き

な影響を与えているのが現状のようですが、本

県における子供の貧困率とひとり親世帯数の推

移についてお伺いいたします。
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お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した子供の貧困率につきましては、国民生活基

礎調査をもとに、厚生労働省が算出しておりま

すけれども、この調査は、調査客体が約２

万6,000世帯と少ないことから、統計の精度上、

都道府県ごとの数値までは算出されておりませ

ん。このため、本県の子供の貧困率は明らかで

はありませんが、生活保護世帯における18歳未

満の子供の数を申し上げますと、リーマン

ショック前の平成19年度が1,482人となっており

まして、直近の平成27年度が1,947人となってお

ります。465人の増ということで、大幅な増加か

と考えております。また、本県のひとり親世帯

数につきましては、おおむね５年ごとの「ひと

り親世帯生活実態調査」により推計を行ってお

りますが、平成24年度の父子世帯数は1,645世帯

となっておりまして、前回調査の平成19年度と

比較すると、976世帯減少しているのに対し、平

成24年度の母子世帯数は１万5,675世帯となって

おり、381世帯増加しております。

母子家庭が増加しているとの○野﨑幸士議員

ことでした。皆さん、記憶にあると思います

が、2013年の５月に、大阪で母親と３歳の子供

の餓死事件が起こりました。部屋には、母親の

「おいしいものを食べさせたかった」という走

り書きが残っていたそうです。本当に悲しい事

件です。シングルマザーは非正規職員について

いる場合が多く、所得が低いのが現状です。母

子家庭の貧困解決には、所得をふやすことが重

要と考えますが、県の取り組みについてお伺い

いたします。

母子家庭の所○福祉保健部長（日隈俊郎君）

得向上の方策としましては、母親の有利な就職

につながる看護師等の専門資格の取得が、最も

有効な方策であると考えております。このため

県では、専門学校等の養成機関に入学し、これ

らの資格取得を目指す際に、在学期間の生活資

金として、最大で月額10万円を支給し、安定し

た修学環境を提供するなどの高等職業訓練促進

給付金等事業を推進しているところでありま

す。また、今年度から、この給付金を活用する

場合、入学時と就職時の経済的負担を軽減する

ため、入学準備金として50万円、就職準備金と

して20万円を上限として貸し付け、一定の条件

のもとで返還を免除する貸付事業に取り組むこ

ととしております。これらの事業を含め、各種

の支援を円滑に推進することにより、母子家庭

の生活の安定に努めてまいりたいと考えており

ます。

母子家庭は、子供がいること○野﨑幸士議員

で、就職すること自体難しい状況です。2011年

度の全国母子世帯等調査によると、母子家庭の

年間就労収入は、母子家庭10人のうち６人が、

年収2 0 0万円以下となっています。その中

で、100万円以下が約半分もいるとの報告もあり

ます。中には、パート労働を選択し、低賃金な

ので生活が厳しくなり、ダブルワークやトリプ

ルワークをしている母親もいます。こういった

状況は、母親自身の負担を大きくするだけでな

く、子供たちだけの夕食、子供たちだけで寝る

など、子供たちにつらく寂しい思いをさせるこ

とにもつながってしまいます。また、近年、貧

困と児童虐待についても強い関連性があると、

調査で指摘されております。母子家庭の所得が

ふえることにより貧困が解消され、生活が安定

することが、児童虐待等の防止、子供たちの安

全・安心な生活につながりますので、引き続き

取り組んでいただくよう要望いたします。

貧困と学力格差について調べたところ、2012

年の厚生労働省白書では、小学生時点の家庭の
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経済状況と学力、高校卒業後の予定進路、フリ

ーター率との分析の相関関係から、「家庭の経

済状況の差が子どもの学力や最終学歴に影響を

及ぼし、ひいては就職後の雇用形態にも影響を

与えている」と結論づけています。一方、平

成21年度の文部科学省白書によると、貧困の子

供が全て低学力であることは否定しつつも、貧

困が学力に与えるさまざまな影響も示唆をして

います。貧困と学力格差の関係についての教育

長の見解をお伺いいたします。

貧困による家庭の経○教育長（四本 孝君）

済状況にかかわらず、全ての子供が、質の高い

教育を受け、その能力を最大限に伸ばして、夢

や希望にチャレンジできる環境を整えていくこ

とは、大変重要な教育的課題であると考えてお

ります。そのため、学校教育におきましては、

学力がしっかり保障できるよう、学習指導の工

夫や教職員の指導体制の整備を図っているとこ

ろであります。また、子供が安心して学ぶこと

ができる環境を整えたり、教育の機会均等を保

障するため、就学支援の充実等に努めたりして

いるところであります。今後とも、貧困が学力

格差につながることがないよう、関係部局等と

一体となって、積極的に対策を推進してまいり

たいと考えております。

私も同様に、貧困と学力の格○野﨑幸士議員

差がつながることがあってはならないと強く思

いますので、よろしくお願いいたします。

文部科学省によると、平成25年度には、生活

保護を受けていないが、それに準ずるものとし

て、市町村教育委員会がそれぞれの基準に基づ

き認定した準要保護児童生徒数は130万人に達し

ていて、要保護児童生徒数を含めると、総数は

約151万人となっています。また、就学援助率

は15.42％と高い水準であると報告していま

す。2005年度より、準要保護者に対して行う就

学援助は一般財源化しており、自治体の財政力

による受給の格差が懸念されます。全国で約７

人に１人の小中学生が、経済的理由により就学

困難と認められる中、2006年に文部科学省が教

育委員会を対象として実施したアンケート調査

によれば、過去10年間（1995～2004年度）にお

ける就学援助受給者数増加の要因・背景につい

て、「離婚等による母子・父子家庭の増加、児

童扶養手当受給者の増」が全体の60％を占める

との調査結果もあります。そこで、本県におけ

る要保護・準要保護として認定した児童生徒の

現状と、その就学援助の取り組みについてお伺

いいたします。

本県において、平○教育長（四本 孝君）

成26年度に要保護・準要保護の認定を受けた児

童生徒数は、暫定値ではありますが、要保護

者1,036人、準要保護者１万2,994人でありま

す。全児童生徒数に占める認定者数の割合は、

平成17年度は9.8％でありましたが、年々増加傾

向にあり、平成26年度には15.3％となっており

ます。就学援助につきましては、学校教育法に

基づき、学用品費や学校給食費、医療費などに

対する支援を、主に市町村が実施をしておりま

す。その認定の手続や支給内容については、各

市町村が実情に応じて定めているところであり

ます。県教育委員会といたしましては、家庭の

状況にかかわらず、全ての児童生徒が安心して

学ぶことができるよう、今後とも就学支援の充

実に向けて、必要な情報の提供や助言等に努め

てまいりたいと考えております。

子供は親を選べません。大人○野﨑幸士議員

の都合でさまざまな家庭環境になり、子供たち

がその影響を受けています。子供の貧困と青少

年犯罪の関係も指摘されています。大事なの
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は、子供たちがまずは食べることができ、そし

て安心して平等に教育が受けられ、子供たちに

明るい未来を提供することだと思いますので、

今後も子供の貧困問題解決のために尽力される

ことを要望いたします。

次に、花粉症を引き起こす植物、オオブタク

サについて質問いたします。この問題は、県民

の方からの御指摘であります。

私も知らなかったのですが、花粉症を引き起

こす植物にオオブタクサという植物があるそう

です。冬の終わり、２月中旬から春先、５月初

めにかけて、また夏から秋にかけて、くしゃみ

や鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの症状で多

くの人を悩ませる花粉症、杉・ヒノキなどの花

粉（抗原）が原因となって起きるアレルギー疾

患ですが、日本では、杉・ヒノキのほかに約50

種類の植物が花粉症を引き起こすとされていま

す。一般的にはスギ花粉が取り沙汰されること

が多いのですが、他の植物の要因も存在しま

す。その中でも、身近な道端や河原などに分布

するブタクサの一種であるオオブタクサも、花

粉症を引き起こす植物だそうです。オオブタク

サは風媒花で、風に花粉が運ばれることによっ

て受粉を行います。要は、風によって自由に花

粉が飛び交います。そこで、本県のオオブタク

サの分布状況についてお伺いいたします。

環境省により○環境森林部長（大坪篤史君）

ますと、オオブタクサは現在、北海道から九州

に至る全国に生育しているとのことでありま

す。本県でも、レッドデータブックを作成する

ための調査の際、県内各地の空き地や河川敷等

に分布していることを把握しているところであ

ります。

県内各地、身近なところに分○野﨑幸士議員

布しているとのことでしたが、この植物が花粉

症の原因になると考えると非常に懸念されます

が、本県のオオブタクサが原因と見られる花粉

症などの体に与える影響並びに患者数を把握し

ておられるのか、お尋ねいたします。

オオブタクサ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の花粉は、くしゃみ、鼻水、目や喉のかゆみ、

せきといったアレルギー症状を引き起こす原因

の一つということは認識しておりますけれど

も、アレルギー症状を起こしておる患者数の中

で、オオブタクサを原因としている患者という

ことであれば、申しわけありませんが、把握し

ておりません。

アレルギーの原因は数多くあ○野﨑幸士議員

りまして、その原因を調べる検査も非常に大変

なので、患者数も把握できないとは思います

が、花粉の大きさによりその症状が異なるそう

です。杉・ヒノキなどの樹木の花粉はちょっと

大き目なので、鼻で花粉がとまってしまい、鼻

の症状が出やすく、ブタクサ、ヨモギ、イネ科

などの雑草の花粉はとても小さいので、喉の奥

のほうまで入ってしまうので、喉に症状が出や

すいようです。ひどいときにはぜんそくの原因

にもなったりします。このような症状を見て

も、オオブタクサに対する対応が必要と思いま

すが、今後の対応をお伺いいたします。

環境省は、生○環境森林部長（大坪篤史君）

態系等被害防止外来種リストに429種の動植物を

掲載しておりまして、その中でオオブタクサ

は、総合的に対策が必要な種の一つとされてお

ります。本県でも、レッドデータブックに、注

意すべき外来生物の一つとして掲載をしまし

て、県民等への注意喚起を行っているところで

あります。今後は、ホームページにも掲載しま

すとともに、市町村とも連携して、対応を検討

してまいりたいと考えております。
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オオブタクサは、さきに申し○野﨑幸士議員

たように、身近な道端や河原などの日常生活の

中に分布している植物です。ほとんどの方が花

粉症の症状を起こす植物とは知らないと思いま

すので、その周知と身の回りの雑草の処理を促

すよう啓発をしていただくことと、特に通学

路、学校、保育園、福祉施設、病院等の周辺は

気をつけて重点的に管理していただくよう要望

いたします。

10月に特別委員会で沖縄県の興南高校を訪れ

ました。御存じのとおり、興南高校野球部

は、2010年に甲子園で史上６校目となる春夏連

覇を果たした甲子園の常連校です。「部員のほ

とんどが地元出身で、決して野球のうまい特待

生を集めているわけではない。背丈も小さく、

体格も恵まれていない」と説明を受けました。

じゃ、なぜ強いのか。野球部は全員寮生活で、

６時に起床して、学校がある地域をごみ拾いを

しながら散歩するということでした。このごみ

拾いは、もちろん美化運動として、もう一つ

は、失敗してごみを捨てた人のカバーをする、

カバーリングの精神を養うために行っていると

のことでした。そのカバーリングの精神が野球

でも生かされ、エラーをしたり、フォアボール

を出したり、三振したり、失敗したときにメン

バー全員でカバーリングして盛り上げるプレー

が自然に身についていて、自分たちよりもはる

かにパワーのある体格のいいチームにも勝てる

とのことでした。

私も、カバーリング、忘れていたような気が

します。毎日、俺が俺がという感じで過ごして

いるような気がします。本県も、本当にたくさ

んの事業、またそれに伴うたくさんの課題を抱

えています。こういったとき、もちろん熱い議

論は必要ですが、執行部と我々議会がお互いに

カバーリングをすることが解決に結びつくと思

います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、黒木正一議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 東臼杵郡の○黒木正一議員

黒木正一でございます。

先日、「25年連続スギ生産日本一記念式典」

が行われました。これは、これまで長年にわた

り山づくりに取り組んでこられた先人、山の上

に杉苗を背負って登り植林し、暑い夏に鎌で下

刈りを行い木を育ててきた人々、林業関係者、

業界、県などの行政機関、関係者が一体となっ

て取り組んできた努力のたまものであります。

記念行事を企画した関係者の皆様に感謝を申し

上げます。

今月の初めに、林活議連で韓国における県産

材市場開拓調査に行き、本県が行っている木造

軸組み工法セミナーへの参加、木造住宅施工現

場視察、木材建築関係者との意見交換会などを

行いました。セミナーの参加者の多さにも驚き

ましたが、木材建築関係者との意見交換会で

は、本県の林業関係団体、県などがこれまで取

り組んできた歴史があり、信頼関係が築かれつ

つあることを感じました。韓国向け輸出は年々

増加傾向にありますが、さらなる伸展を期待し

たいと思います。これから台湾、中国、ベトナ

ムなどへの輸出促進の計画がありますが、25年

連続スギ生産日本一記念式典で、ソウル大学、

イ・ジョンゼ教授が、「国や地域によって木材

の文化は違う。木材の貿易は、その国に合わせ

たものをつくり出すことが大事」と言われたよ

うに、時間はかかっても、輸出拡大にはしっか

りした事前調査が必要と思います。輸出などさ

らに需要がふえ、山元に利益が還元され、再造
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林が進み、循環可能な林業となることで、真の

日本一と言えるのではないかと思います。

それでは、質問に入ります。29年度予算編成

方針重点施策の中から、中山間地域対策につい

て、数点伺います。

中山間地域振興条例では、中山間地域には、

神話、神楽などに代表される個性豊かな文化を

育み伝え、木材や生きていく上で必要不可欠な

食料、水の供給を初め、水源涵養、国土の保全

などの多面的機能を有し、特にバイオマス資源

の供給源や炭素の吸収源として、低炭素社会の

構築にも重要な機能を担うことが期待されてい

るとあります。本県にはさまざまな課題があり

ますけれども、その中で重点施策として、人口

減少対策と中山間地域対策の強化が据えられて

いますが、特に中山間地域対策を重点施策とす

る意義について、知事にお伺いします。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

本県の面積の約８割を占める中山間地域は、

国土の保全や水源の涵養等の多面的機能を有す

るとともに、神話や神楽などの豊かな伝統文化

を守り伝え、また、本県を支えるすぐれた人材

を育む環境を備えた大変重要な地域であると考

えております。しかしながら、平成27年の国勢

調査の結果を見ますと、人口減少や高齢化が他

の地域に比べて一層進行しており、現在、国・

地方を挙げて取り組んでおります地方創生を実

現する上でも、力を注いでいくべき地域である

と考えております。今後、人口減少をいかに抑

制していくか、また、中山間地域の暮らしをい

かに維持するかという２つの視点を軸に、改め

てさまざまな施策に取り組んでいく必要がある

との思いから、平成29年度の重点施策に掲げた

ところであります。その貴重な価値や財産を

しっかりと次の世代に引き継いでいけるよう、

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〕

言われますように、中山間地○黒木正一議員

域は県土の80％を超える広大な広さであります

が、その中でも特に過疎と言われるところは、

いろんな課題を抱えているところであります。

知事は今、「大変重要な地域」と言われました

が、人口減少、高齢化が進んでおります。そこ

で、本県の集落の状況についてお伺いしたいと

思います。国が先般公表した、過疎地域などの

集落現況調査によりますと、1,028市町村、７

万5,562集落のうち、65歳以上が50％以上の集落

が２割に上り、地区別に見ると、中国、四国は

３割を超えて高く、九州は約２割、全国で１

万5,568の高齢者集落があり、住民全体が高齢者

の集落も801あるというものでありました。九州

７県の高齢者が50％以上の集落は3,205カ所と、

５年前に比べて1,111カ所増加、10年以内に消滅

する可能性があるのは71、いずれ消滅の可能性

があるのは471カ所と140カ所の増加となってお

り、安閑と放置できる状況ではなくなっており

ます。本県の65歳以上の割合が50％以上の集落

の状況はどうなっているのか、総合政策部長に

お伺いします。

御質問の調査○総合政策部長（永山英也君）

につきましては、国土交通省と総務省が、過疎

地域等におきます集落の現況を総合的に把握す

るため、おおむね５年ごとに実施をしている調

査であります。本年９月末に、平成27年４月時

点での人口動向等が公表されたところでありま

す。このうち、本県で集落人口に占める65歳以

上の割合が50％以上の集落は、回答のありまし



- 52 -

平成28年11月30日(水)

た1,348集落のうち387集落で、約３割となって

おります。ありましたとおり、全国が約２割で

ありましたことと比較しますと、本県は極めて

高い状況にございます。また、５年前の前回調

査と比較をしますと、今回の調査では、条件不

利地域の調査対象範囲が拡大されていますの

で、比較可能な範囲で見てみますと、新たに50

％以上となった集落は76ありまして、約３割増

加をしております。中山間地域の現況につきま

しては、大変厳しいものと認識をしておりま

す。引き続き、市町村等と連携を密にして、そ

の維持・活性化に取り組んでまいります。

本県は３割ということで、全○黒木正一議員

国平均以上に高齢集落がふえている。このよう

な厳しい状況の中でありますけれども、そうい

う中で、自主再建型移転という考え方がありま

す。これは、これまでの過疎は、ある意味では

非常に恵まれた過疎であって、国全体の人口が

どんどんふえて経済が拡大して、国の税収もふ

えて地方にたくさんのお金が流れてくる状況に

あった。しかし、これからは、国から地方への

お金の流れは細くなる。人口減と収入減のダブ

ルパンチを受けて、どうやって生き延びていく

か、非常に厳しくなっていく。手おくれになら

ない、少し余力のあるうちに、次善策として、

生活が非常に不便な山間地から麓への集落移転

を行う。土地の歴史もコミュニティーも全て捨

てて散り散りになるのではなく、近くでそれら

を守りながら、再びもとの場所を活性化させる

チャンスを待つ、つまり力を温存させておくと

いうもので、これは2010年に出版された「撤退

の農村計画」で話題となりました。

この自主再建型移転には、デメリットとし

て、国土の荒廃や河川下流での洪水の発生とか

生物多様性の消失、獣害の悪化、人工林放棄に

よる荒廃、こういったことが考えられる。しか

し、実際に懸念されるのは民俗知の消滅だけで

ある。民俗知とは、山野の恵みを持続的に利用

する文化的な技術のことで、この民俗知の継承

のためには、拠点集落は形成し、その他の集落

については移転か自然消滅も容認するというも

のであります。

この本が出版されたときは、移転しても公益

的機能とか問題ではない、唯一の価値が民俗知

であるという主張に強い憤りを感じたものであ

りました。しかし、人口が急激に減少している

現実、将来の厳しい人口予測からすると、全て

の集落が移転できるものでもありませんし、も

ちろん強制的にできるものではありませんけれ

ども、小規模な集落で自然災害に強い安全な地

域への住宅地つくりなど、モデルとなる拠点づ

くりも必要なことではないかなと考えます。自

主再建型移転の考え方について、知事の考えを

伺います。

本県はもとより全国的○知事（河野俊嗣君）

に、中山間地域におきましては、若年層を中心

とした人口の流出や高齢化の進行等によりまし

て地域の活力が低下をしている。特に農山漁村

における小規模集落においては、維持・存続が

危ぶまれる集落もあるわけであります。このた

め県におきましては、集落のネットワーク化の

促進や都市等との交流の拡大など、集落の住民

が安心して生活できる地域づくりに努めている

ところであります。今後も引き続き、集落の維

持・活性化に取り組む必要があるものと考えて

おりますが、人口減少や少子高齢化がさらに進

行する中では、御質問にありました集落の移転

・再編についても、まずは住民の方々の意思を

十分尊重し、市町村とも連携をしながら、慎重

に検討していく必要があると考えております。
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過去を振り返りましても、全○黒木正一議員

国的にも集落移転というのはほとんど行われて

いないのが現実ではないかなと思われますし、

当然慎重に検討すべき問題というふうに考えま

す。

そこで、「小さな拠点」について伺います。

集落の維持・存続が危ぶまれる中にあって、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、中山間地域における「小さな拠

点」の形成の推進、そして、それらを結ぶネッ

トワークの充実による他地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。「小さな拠点」は、日

々の生活を送っていく上で必要な機能をどう集

約・確保していくかという問題であって、実際

に進めていく上ではいろんな課題もあると考え

られます。現時点ではどういう取り組みを行っ

ているのか。また、学校区、集落単位など、人

口規模や面積でさまざまな概念が考えられます

が、どういった規模が適正と考えるのか。ま

た、市町村との連携についても、総合政策部長

にお伺いします。

県が、中山間○総合政策部長（永山英也君）

地域振興計画の改定に当たりまして、平成26年

度に行いましたアンケート調査では、住民の約

８割の方が、住みなれた地域で今後も暮らし続

けることを希望しておられます。この希望に応

えるためには、公共サービス等の集積が見られ

る、例えば、旧町村の中心部等と周辺集落が一

体となった生活圏を形成し、地域を守り支えて

いくことが肝要であると考えております。この

ため今年度、都城市の庄内地区、西米良村、椎

葉村の３地域で、生活サービスが集約されてい

る基幹的集落と周辺集落とを結ぶ、新たな交通

・物流の仕組みづくり等についてのモデル構築

に取り組んでいるところであります。集落の

ネットワーク化と住民による自立的な活動が持

続できる仕組みづくりを目的とした「小さな拠

点」の形成に当たりましては、地域の実情に応

じた取り組みが進められるよう、市町村とも連

携しながら、その促進を図ってまいりたいと考

えております。

県内３カ所で、「小さな拠○黒木正一議員

点」の整備にモデル的に取り組んでいるという

ことでありますけれども、この取り組みに注目

していきたいと思います。

医療、教育、福祉などの社会サービス拠点を

結ぶ地域内道路ネットワークの形成、生産物の

輸送、救急医療、周遊型観光など、拠点と拠点

を結ぶ道路、都市部と中山間地域を結ぶ道路の

整備は必要であります。道路事情も随分よくな

りました。しかし、本県の道路改良率は、全国

での順位が国道44位、県道38位、国県道合わせ

て38位と低く、九州でも最下位であります。そ

こで、最も地理的条件が悪いと思われます東臼

杵郡の国県道の改良率を、県土整備部長に伺い

ます。

東臼杵郡に○県土整備部長（東 憲之介君）

おける県管理道路は、国道327号や県道諸塚高千

穂線など、国道が５路線、県道が12路線ござい

ます。その改良率は、平成27年４月１日現在、

国道で52％、県道で20％であり、国県道合わせ

ますと41％という状況でございます。

東臼杵郡内、地形の悪いとこ○黒木正一議員

ろが未改良として残っているということであり

ますが、改良は確実に前進しております。今回

の経済対策に伴う補正予算、かなり配分されて

おりまして、さらに改良が進むと期待すると同
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時に、感謝をしているところであります。

先日、東県土整備部長が、国道327号整備促進

期成同盟会の折に、327号の道路開設の歴史を話

されました。そこで、私も少し興味を持ち歴史

を調べてみました。この国道は、日向市から椎

葉村に通じる国道で、奥に行くほど急峻で、奥

地の最も地形の悪い部分が未改良ですが、あり

がたいことに全区間事業化となっております。

この道路は、明治31年の道路開設４カ年計画に

始まり、何度も開設計画が立てられたものの、

いずれも地形と財政難の問題で中断を繰り返し

ていた折、住友が重工業化への電源供給のため

耳川流域での水力発電を計画し、ダム工事など

のための道路整備に、県に100万円を寄附し、昭

和８年、椎葉村上椎葉までの全線が開通、以

来、住友100万円道路として知られております。

当時の100万円は、今では数百億円ということで

あります。

かつて、この道路の開設への機運が高まる中

で、当時の知事は何度か現地の視察に訪れてい

ます。当時の知事はどうやって椎葉、諸塚に

入ったのかといいますと、大正３年、今から102

年前でありますが、当時の有吉知事は、美郷町

南郷神門から尾崎峠を経て椎葉村の民家に宿泊

していますが、峠道は極めて厳しい難所で、椎

葉村長は村民に命じて、知事の腰にバンドをつ

け、それに綱を結びつけて引っ張ったり、後ろ

から押したりして坂を上ったとあります。そ

の10年後の大正13年、時永19代知事は、実情調

査のため椎葉、諸塚村を視察していますが、宮

崎から汽車で人吉に行き、馬車で熊本県の球磨

郡水上村に至り、馬で不土野峠を越えて、上椎

葉の民家に泊まり、翌日、歩いて耳川を視察し

ながら椎葉村松尾に泊まり、ここで住友から計

画書を受け、翌日また歩いて諸塚村に行き１泊

し、馬車で日向市に行き、汽車で帰庁したとあ

ります。90～100年前の話でありますが、本当に

現在は便利になったものであります。

しかし、車社会となり行動範囲が広がり、現

代、もっともっとと求める声は大きいものがあ

ります。本県の道路予算は減少傾向にありま

す。かつての住友のような打ち出の小づちがあ

りません。国県道整備の予算確保について、知

事の考えを伺います。

国県道は、地域間の交○知事（河野俊嗣君）

流連携や経済活動を支えるネットワークを形成

し、県民生活の向上や地域の活性化、発展のた

めに必要不可欠な社会資本であり、また、災害

時における集落の孤立化を防止する上でも、そ

の整備を着実に推進することは大変重要である

と認識をしております。今、本県の道路整備の

歴史の話を伺いながら、先人の努力に大変感謝

の思いを抱いておったところでございます。

ことし８月には、町村会長であります黒木西

米良村長と一緒に、財務省や国土交通省へ、本

県のさらなる道路整備の重要性や整備効果を訴

えるなど、機会あるごとに、国に対して予算の

重点配分を強く要望してきたところでありま

す。本県は、おかげさまで、高速道路の整備が

進展をすることにより、こうしたインフラ整備

のストック効果が目に見えて形になってあらわ

れておるところでありまして、今こそ、インフ

ラ整備がおくれているこの宮崎県に重点投資す

べきであると、強くアピールをしておるところ

でございます。

このような中、今回の国の補正予算におきま

しては、県の道路整備事業に、昨年度を上回る

約70億円が追加配分をされたところでありま

す。今後とも、必要な道路整備を計画的に推進

するため、県議会を初め、沿線自治体、商工関
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係団体等の御支援もいただきながら、予算確保

に向けて、国へ強く働きかけてまいりたいと考

えております。

椎葉村上椎葉まで道路が開設○黒木正一議員

されたときに、椎葉村史には、「村民の生活に

一大変革が生じた。まさに椎葉の夜明けの到来

である」と書かれてあります。現在、県庁から

市役所、役場に２車線で道路がつながっていな

いのは、恐らく椎葉村役場だけではないかなと

思います。また新たな夜明けが椎葉に訪れるよ

う、ぜひ早目に２車線化をしていただいて、椎

葉村史に河野知事の名前が記されるように、ひ

とつお願いしたいと思います。

次に、29年度重点施策「世界ブランドのみや

ざきづくりの推進」の中にあります、世界農業

遺産の積極的な活用策について伺います。世界

ブランドと言えば、何といってもユネスコ世界

遺産でありますが、日本はことし７月に国立西

洋美術館が登録され、20カ所の世界遺産を有す

る世界遺産大国となっています。この世界遺産

登録に観光の起爆剤として大きな期待をかける

自治体は多く、今でも「長崎の教会群とキリス

ト教関連遺産」など、多くの自治体が世界遺産

登録に向けて取り組みを続けています。

ところが、これまで世界遺産として登録され

てきた国内の前例を調べてみると、登録によっ

て「観光」という要素で大いに成功した遺産は

余りないとも言われています。例えば、島根県

の石見銀山、登録後は観光客が２倍になったも

のの、３年後には登録前に落ち込み、また、ア

クセスもよく宿泊施設もあった岩手県平泉でさ

えも、登録後大きく観光客数が伸びたものの、

すぐにほぼ登録前の水準に戻っています。売り

出し方の工夫がなければ、世界遺産登録の意図

は観光とは直結しないとも言えます。

世界農業遺産は、何世代にもわたる伝統的な

農法や、そこで育まれた文化、生物多様性など

が一体となった農林水産業システムをＦＡＯが

認定するもので、昔ながらの農業とそれを支え

る暮らしが世界的に見てすばらしいというもの

で、ユネスコ世界遺産とは性格が異なるもので

ありますけれども、このブランドを地域の活性

化に生かさない手はありません。

先日、認定を記念したシンポジウムが宮崎市

で行われ、認定地域の統一イメージづくりやブ

ランド向上に関するロゴマークが発表され、認

定を活性化に生かす方策を探るパネルディス

カッションもありました。このようなことが新

たなブランドづくりにつながることを期待した

いと思います。地域の自覚と積極的な活用が何

より大事なことですが、県としての今後の取り

組み方について、農政水産部長にお伺いしま

す。

世界農業遺産○農政水産部長（郡司行敏君）

につきましては、県と地元５町村が中心となっ

て協議会を発足させ、現在、戦略策定、伝統継

承、広報宣伝の３つのプロジェクトを進めてい

るところであります。この取り組みでは、まず

は地域の人づくりをしっかり進めながら、県内

外に本遺産の価値を理解するファンをふやした

上で、国内外に向けて積極的にＰＲしていくこ

とが重要であると考えております。現在、シン

ポジウムや地域活性化の講演会など地元独自の

学びの活動や、地元食材を紹介した刊行物の創

刊など、人づくりやファンづくりの動きが始

まっているところでありまして、今後は、これ

らの活動を基盤としながら、お話にもありまし

た、今回制定したロゴマークや新たな認証制度

を活用して、全国へ、また海外への情報発信に

取り組んでいくこととしております。県といた
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しましては、今後とも、関係機関や地元の方々

と手を携えながら、世界農業遺産の積極的な活

用を進めてまいりたいと考えております。

世界農業遺産は、中国と日本○黒木正一議員

で半数以上の19地域を占めており、今後は日本

からの認定は狭き門になると見られているよう

でありまして、農水省は国内版を創設したとい

うことでありますが、本当にいい時期に県は認

定に向けて取り組んでいただいたと思います。

これを何とか活用していきたいものだというふ

うに思います。

記紀編さん1300年記念事業の集大成と位置づ

けられていた国民文化祭、2020年の開催が内定

となりました。宮崎開催のテーマの柱が神話に

なるとするならば、神楽は国民文化祭の主要イ

ベントの一つになると考えられますが、神楽の

継承について伺います。

ことしの３月発行された、宮崎県無形文化財

ガイドブック「みやざきの民俗芸能」には、本

県は全国有数の神楽が受け継がれている県であ

り、地域の人々により守り続けられている集落

芸能であるというふうに書いてあります。ちょ

うど今の時期、高千穂町、椎葉村では、週末に

複数の集落で夜神楽が行われています。椎葉

村、諸塚村の夜神楽に毎年数カ所行きますけれ

ども、ことしは椎葉村の２カ所から、集落で不

幸があったので夜神楽を中止にするという連絡

がありました。先ほど、集落が高齢化している

ということを聞きましたが、神楽など伝統文化

の維持・継承は、かつてないほどの厳しい時代

を迎えています。県は、ユネスコ文化遺産登録

へ向け、神楽の調査研究を進めていますが、そ

の継承の現実をどう認識しているのか。また、

今後、神楽の保存・継承のためにどのような対

策を進めるのか、教育長に伺います。

現在、本県には神楽○教育長（四本 孝君）

の保存団体が207ありますが、過疎化や少子高齢

化等により、今後の継承を心配されている保存

団体があることを認識しておるところでありま

す。このため、神楽の保存・継承の機運を高め

ていただくことを目的に、文化財愛護少年団な

どの体験交流や、民俗芸能を披露する機会を設

けているところであります。また、神楽の調査

研究や記録保存を進めるとともに、後継者育成

に要する経費や用具の整備などに助成を行って

おります。今後も、神楽保存団体や関係機関と

連携を図りながら、神楽の保存・継承に努めて

まいりたいと考えております。

ユネスコ無形文化遺産の登録○黒木正一議員

についてお伺いします。本県は、単独での無形

文化遺産登録を目指し、県内の神楽の調査研究

を進めてきておりますが、本県など九州５県10

地区の保存団体で「九州の神楽ネットワーク協

議会」を設置し、今後は、九州単位での機運を

高め、国全体での登録提案も視野に入れている

ようですが、無形文化遺産登録に向けた今後の

取り組みについて、教育長にお伺いします。

現在、県では、神楽○教育長（四本 孝君）

の有識者や保存会代表者から成る「みやざきの

神楽魅力発信委員会」を設置して、ユネスコ無

形文化遺産の登録を視野に入れた県内神楽の調

査研究活動を行っております。また、神楽の魅

力を国内外に発信するために、インターネット

による神楽映像の公開やガイドブックの作成、

シンポジウムの開催などに取り組んでいるとこ

ろであります。さらに、「みやざきの神楽魅力

発信委員会」の提言を受けまして、本年11月に

は、九州各県との連携を図るため、本県が事務

局となって、「九州の神楽ネットワーク協議

会」を設立したところであります。今後、全国
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の神楽保存団体や関係機関に働きかけ、連携を

拡充いたしまして、ユネスコ無形文化遺産の登

録に向けた取り組みを積極的に推進してまいり

たいと考えております。

先日行われました「25年連続○黒木正一議員

スギ生産日本一記念式典」の折、知事の挨拶に

おいても、またパネルディスカッションでみず

からコーディネーターを務めた大坪環境森林部

長のまとめにおいても、山村地域の活性化が必

要だ、再造林対策、それから100万円所得アップ

対策、これらを進めなければならないと、その

必要性を言われましたが、神楽は集落芸能であ

りまして、集落の暮らしがあり、守り続けるこ

とに命を燃やす人がいてこそ続けられてきまし

た。地域の活性化があってこそ、神楽などの民

俗芸能は継承できると思います。この地域の活

性化のためにも、ひとつよろしく、いろんな御

支援、御協力をお願いしたいと思います。

次に、話題を変えまして、県職員の採用に関

して伺います。

国の平成29年度予算に向けた概算要求では、

内閣府の計上した地方創生推進交付金が、平

成28年度に比べ、170億円増の1,170億円となっ

ているほか、文部科学省においては、幼児教育

無償化に向けた段階的取り組みとして、幼稚

園、保育所などの利用負担の軽減に322億円、国

土交通省ではコンパクトシティ形成支援事業に

５億円、厚生労働省では地域創生人材育成事業

として58億円を計上するなど、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略における政策パッケージとし

ては、約7,500億円もの金額が地方創生のために

要求されていると聞きます。あくまでも概算要

求時点のことであり、この予算全てが地方公共

団体が実施する予算として配分されるわけでは

ないものの、かなりの額が地方公共団体の実施

する事業に充当されると思われます。

これらの予算の特徴としては、これまでのよ

うに、国が詳細な部分まで制度を設計し、地方

は募集要件に合ったものに手を挙げるだけとい

う従来型ではなく、よりよい提案をした地方公

共団体に配分される。言葉をかえれば、工夫で

きない自治体は応援できないという姿勢を示し

ている点にあり、まさに地方の知恵の絞りどこ

ろといったところであります。

こういった状況を踏まえると、こうした国の

姿勢に呼応し、アイデア合戦に打ち勝つことの

できる、効果的かつ魅力的な事業を、自治体が

企画・立案するための職員のスキルとしては、

事務処理能力だけでなく、現状と問題点を的確

に把握できる分析力や、固定観念に縛られない

豊かな発想といった、多様な能力を持っている

職員の育成や確保が非常に重要と言えます。

日本全体の有効求人倍率が1.0を超える雇用情

勢の中、人手不足、人材不足が言われておりま

すが、本県の一般行政職、一般事務職員の採用

状況について伺います。

また、技術職は、一般的に採用数も年によっ

てまちまちであり、場合によっては採用しない

年もあると聞きます。特に土木技術職は、国内

においては、大震災からの復興、東京五輪への

準備があり、地方においては、公共事業が削減

されている中、採用に苦労している自治体もあ

ると聞きます。その採用状況と現状についての

考えを、総務部長にお伺いします。

御質問にありまし○総務部長（桑山秀彦君）

た職種につきまして、平成28年度の採用者数及

び競争倍率を申し上げますと、一般行政職は、

採用が59名、競争倍率が6.1倍、一般事務職が17

名、そして競争倍率が8.4倍、土木職のうち大学

卒業程度が採用７名、競争倍率2.3倍、同じく土
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木職の高校卒業程度が、採用４名の競争倍率

が3.2倍となっております。近年、採用者数は増

加傾向にある一方で、競争倍率は低下傾向にあ

りまして、特に土木職などは、採用予定数の確

保が厳しい状況にあります。今後とも、就職ガ

イダンスの開催やインターンシップの受け入れ

などを通じまして、県の業務の魅力をＰＲする

など、人事委員会や関係部局とも連携しなが

ら、受験者数の増加を図ることで、必要な人材

の確保に努めてまいりたいと考えております。

一般行政・事務職は応募数も○黒木正一議員

多いということでありますけれども、土木技術

職は確保が厳しいということであります。これ

は問題ではないかなと思います。優秀な人材確

保にこれからもしっかりと取り組んでいただく

よう、お願いをいたしたいと思います。

次に、社会人採用についてお伺いします。地

方創生は、地方自治体の職員に突然ビジネスの

才覚を求めるような話でもありますが、地域活

性化に向けた施策立案能力だけでなく、行政課

題や住民のニーズもますます複雑化、多様化す

る中にあっては、そうしたニーズに迅速かつ的

確に対応するための豊富な経験を持つ人材が必

要と思われます。民間経験者など社会人採用の

状況とその評価について、総務部長にお伺いし

ます。

社会人採用につき○総務部長（桑山秀彦君）

ましては、経済情勢の急速な変化や行政課題の

高度化、多様化に迅速かつ的確に対応するため

に、人材確保の一環として平成25年度から実施

しておりまして、一般行政職のほか実施してい

る土木職、林業職、合わせまして、これまで29

名を採用しております。採用された職員は、民

間企業などでの就労経験があり、高い折衝能

力、調整能力、あるいは業務改善の意欲を持っ

ておりますことから、円滑な業務遂行や職員の

意識改革につながっておりますほか、採用者の

うち６割以上がＵＩＪターンによるものという

ことで、その採用は地方創生にも寄与するもの

となっております。今後とも、社会人採用など

を通じまして、多様な人材の確保に努めてまい

りたいと考えております。

次に、職員の研修についてお○黒木正一議員

伺いします。新規卒業者については、早く行政

の現場になれてもらうのと同時に、自分の勤務

する自治体だけの知識やルール、さらに固定観

念などに染まらないような研修や訓練などを行

う必要もあるのではないかと思いますが、本県

における職員に対する研修内容はどのようなも

のか。また、地方創生を進めていくに当たっ

て、市町村との連携は欠かせないと思います。

若いときから顔の見える関係をつくっておくこ

とも必要と思いますが、市町村職員と合同の研

修など、市町村と連携した研修の取り組みなど

についても、総務部長にお伺いします。

県や市町村職員の○総務部長（桑山秀彦君）

資質向上につきましては、社会経済情勢が大き

く変化して、地方の自立が求められる中にあり

まして、今後ますます重要になってくると思っ

ております。このため、県職員の育成に当たり

ましては、「宮崎県人材育成基本方針」を定め

まして、計画的なジョブローテーションを初

め、職位・能力に応じた集合研修や、国あるい

は民間企業等への派遣研修などを実施しており

ます。また、市町村との間におきましても、職

員の相互交流や市町村からの研修の受け入れ、

さらには、県職員と市町村職員との合同研修な

どを通じまして、ともに地域の実情を理解し、

資質を高め合う取り組みも行っているところで

あります。今後とも、県と市町村とが密接に連
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携しながら、地域を支える意欲や能力にあふれ

た職員の育成に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、話題を変えまして、水○黒木正一議員

害対策等についてお伺いします。

最近は、ゲリラ豪雨と言われるような記録的

な豪雨が全国的に多くなっています。昨年９月

の鬼怒川の氾濫は、7,000棟を超える全半壊、約

２万棟の浸水被害を出して、記憶に新しいとこ

ろですが、最初に川の上流の山岳地帯に大量の

雨が降るとは限らず、上流から下流まで、どの

位置で最初に水位が急上昇するかは、全く油断

ならない気象状態と言えます。全国におよ

そ1,300カ所ある気象庁のアメダスの観測点にお

ける雨量観測データによると、この40年間のう

ち、前半の20年間と後半の20年間を比較する

と、時間雨量50ミリ以上で1.36倍、80ミリ以上

で1.62倍、100ミリ以上で２倍というように、明

らかに際立った大雨が降りやすくなっているこ

とがわかります。そこで、本県の近年における

雨量の状況について、危機管理統括監にお伺い

します。

本県の雨量○危機管理統括監（畑山栄介君）

の状況につきましては、宮崎地方気象台に確認

をしましたところ、年間降水量、それから短時

間強雨の発生回数ともに、はっきりとした長期

的な傾向といったものは特には見られないとい

うことでございました。ですが、短時間強雨の

発生回数については、九州・山口全体では長期

的に増加傾向にあると伺っているところでござ

います。

全国で観測史上初めての時間○黒木正一議員

雨量とかいろいろ言われておりますけれども、

宮崎県では特に大きな変化が見られないという

ことでありますが、そう考えてみますと、宮崎

県はもともと雨量の多い地域で、豪雨の多い地

域でありますし、台風も、このところずっと宮

崎をそれて通っている、そういうこともあるの

かなという気がするわけであります。ことし９

月の台風16号、土木、農林水産業の被害が100億

円を超えたのは、平成19年の４号台風以来とい

うことで、しばらくそういう大雨が避けてくれ

たのかなという気がいたします。

しかし、この16号、大隅地方から宮崎県の南

部を進み、県北の延岡市、日向市から比較的離

れていたものの、両市とも24時間雨量が観測史

上１位を記録する大雨となりました。宮崎市に

おいては、赤江で110.5ミリを記録する大雨とな

りました。このように本県においても、どこで

想定外の水害が発生するかわからない時代と言

えます。例えば、ことしは異常に台風が上陸し

ましたけれども、８月の２週間だけで４つの台

風が北海道を中心に上陸した。１カ月に４つ台

風が上陸したのも、記録をとり始めて初めてと

いいますし、また太平洋側から東北に上陸した

のも初めてということで、どこでどういう災害

が起こるかわからない状況にあります。こうい

う中で、本県の治水対策の取り組みについて、

県土整備部長にお伺いします。

本県におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、過去の降雨や被害の実態等を考慮し

て、河川ごとに一定規模の整備計画を定め、堤

防の設置や河川の幅を広げるなどの整備に加

え、中山間地域を中心に宅地かさ上げなどによ

る整備にも取り組んでいるところであります。

しかしながら、近年、雨の降り方が局地化、集

中化する中、先ほどお話にありましたが、昨年

の関東・東北豪雨による鬼怒川の氾濫などのよ

うな大規模洪水から住民の命を守るためには、

ハード対策だけでは限界があることから、住民
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が迅速に避難するための河川情報の提供など、

ソフト対策が大変重要であると考えておりま

す。このため県では、避難勧告等を発令する市

町村や地域住民に対し、河川の水位や画像並び

に雨量の情報を、インターネット等により、的

確でわかりやすく提供するなどの取り組みを

行っているところであります。今後とも、県民

の生命や財産を守るため、国や市町村と連携を

図りながら、ハード、ソフト一体となった治水

対策に積極的に取り組んでまいります。

地震・津波対策もそうであり○黒木正一議員

ますけれども、ハード、ソフト一体となった取

り組みが必要であると思いますので、よろしく

お願いいたします。

本県においては、河川改修や宅地のかさ上げ

など、治水対策に取り組んでいただいておりま

すけれども、台風16号において発生した延岡市

北川流域の家屋浸水被害は、ほぼ同じ雨量を記

録した平成９年の台風19号、17年の14号台風と

比較して大幅に被害が減少したと聞きますが、

これまでの整備の効果について、県土整備部長

にお伺いします。

北川におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、平成９年台風19号で、堤防の決壊等

によりまして甚大な浸水被害が発生したことか

ら、国の河川激甚災害対策特別緊急事業の採択

を受け、河道掘削や、今回報道にも取り上げら

れましたが、霞堤方式等による堤防の整備を実

施したところであります。さらに、家屋の浸水

被害の軽減を図るため、平成16年度からは、国

の補助事業による宅地のかさ上げを実施してい

るところであります。これらの結果、ことしの

台風16号では、延岡市における24時間雨量が観

測史上最大でありましたが、これまでに宅地の

かさ上げが完了した132戸につきましては、浸水

被害を免れるなど、浸水家屋等は、平成９年の

洪水時の648戸から、今回は24戸と大幅に減少

し、これまでの整備による効果があらわれたも

のと考えております。今後とも、宅地かさ上げ

工事の早期完成を図るなど、引き続き、北川の

浸水被害の軽減に努めてまいります。

これからも効果の上がる対策○黒木正一議員

をしっかりと取り組んでいただくようにお願い

いたします。16号台風は、日向、門川、延岡を

中心に被害が多く発生しておりますが、早期の

災害復旧、治水対策に取り組んでいただくよう

に要望いたしておきます。

それから、豪雨、台風からの防災対策といえ

ば、どうしても河川や海岸の堤防に注目してし

まいますが、都市型災害の特徴として、地下浸

水被害があります。道路や鉄道の下の掘り下げ

式の道路、いわゆるアンダーパスについて伺い

ます。台風16号の折、愛知県では、大雨の影響

で冠水したアンダーパスにおいて死亡事故が発

生しています。冠水したアンダーパスに車で進

入し立ち往生するというニュースは全国的に多

く、豪雨時などにおける対策が急務となってお

ります。本県におけるアンダーパスの箇所数と

今年度の冠水による事故数について、県土整備

部長にお伺いします。

現在、県が○県土整備部長（東 憲之介君）

管理するアンダーパスは、国道で３カ所、県道

で10カ所、合計で13カ所となっております。ま

た、今年度の冠水による事故につきましては、

現時点で、県道の４カ所において、例年より多

い６件の人身事故を伴わない車両浸水事故が発

生しております。

災害時に緊急に通行どめなど○黒木正一議員

をする場合は、市町村などとの相互連携や警

察、消防などとの連携が重要であり、さらに迅
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速に住民に伝達することも重要であります。交

通安全対策についてお伺いします。豪雨時など

にアンダーパスに水が流入した場合の状況（危

険度）をわかりやすく知らせるための掲示板の

設置など、各地で取り組みが考えられているよ

うですが、最近のゲリラ豪雨による急激な冠水

は、時間との勝負でもあります。アンダーパス

の交通安全対策について、県土整備部長にお伺

いします。

アンダーパ○県土整備部長（東 憲之介君）

スの交通安全対策としましては、雨水を強制的

に排水させるポンプ、また、冠水を知らせる赤

色灯やサイレン及び通行規制の表示板、通行ど

めを行うための手動式の鋼製の遮断機を設置し

ております。しかしながら、今年度発生しまし

た車両浸水事故は、集中豪雨を原因とする急激

な冠水によるものが多く、これに対応するた

め、現在、水位を感知して自動で作動し、空気

により膨らむバルーン式の遮断機の設置等を検

討しているところであります。今後とも安全施

設の充実を図るとともに、関係機関等と連携し

ながら、より一層、交通安全対策に努めてまい

りたいと考えております。

次に、宮崎県・市町村災害時○黒木正一議員

安心基金についてお伺いします。本県では、県

内で発生した自然災害により、住家に著しい被

害を受けた被災者の当面の生活を支援するた

め、被災者の支援事業を行う市町村に対し、安

心基金を活用して支援することとなっておりま

す。平成19年に創設されたとのことですが、そ

の概要について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

宮崎県・市町○福祉保健部長（日隈俊郎君）

村災害時安心基金は、自然災害発生時における

被災者の当面の生活を支援するため、お話にあ

りましたように、平成19年度より、県と市町村

が共同で設置しているもので、住宅が全壊、大

規模半壊、半壊した世帯に対し、その被災の状

況に応じて、最大で20万円の支援金を交付する

ものであります。

台風16号においても、県内各○黒木正一議員

地で住宅被害が発生しておりますが、今年度の

支援状況、基金残高はどれほどか、福祉保健部

長にお伺いします。

宮崎県・市町○福祉保健部長（日隈俊郎君）

村災害時安心基金の残高でございますが、こと

し３月31日現在で約５億8,000万円でございま

す。

次に、今年度の支援状況について申し上げま

すと、10月末現在、８市町村の177世帯に対

し、1,785万円の交付を見込んでおります。この

うち、９月の台風16号による被害関係では、６

市町の172世帯に対し1,720万円の交付を見込ん

でいるところであります。

他県においては、災害見舞金○黒木正一議員

制度などが設けられているようであります。こ

の安心基金支援金、当面の生活を支援するもの

ということでありますが、どうかこれからも万

全な調査、支給に取り組んでいただくよう、お

願いしたいと思います。

以上で、通告した質問は終わります。（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

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会

平成28年11月30日(水)


