
３月３日（金）
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平 成 2 9 年 ３ 月 ３ 日 （ 金 曜 日 ）
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

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、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎、満行潤一です。代表

質問の皆さん、お疲れさまでした。きょうから

一般質問です。トップバッターは私、トリは都

城高専１期生、 原正三先輩であります。４月

の大イベント、お互い頑張っていきたいと思っ

ております。

昨年から、シンガポール、香港、上海、タイ

と訪問し、本県との結びつきを見てまいりまし

た。東南アジアに行っても、津々浦々までモバ

イルネットワーク網の整備も進み、通信インフ

ラの急速な整備に目を見張りました。国をまた

いでも数百円で使える格安データＳＩＭの普

及、国内でも現地でも買える時代となりまし

た。2020年東京オリンピック・パラリンピック

を見据えた本県の進むべき道を考えた一年でも

ありました。１月の最後の週から４週続けて、

私用、会派調査、党務と東京に行く機会があ

り、４週連続で新宿ＫＯＮＮＥに訪問するとい

う経験もいたしました。また、東京―宮崎間に

ボーイング767-300が就航し、定数の270席が満

席になる状況を目の当たりにし、宮崎も頑張っ

ているなと自己満足に浸ったりしたところであ

ります。

それでは、平成29年度当初予算について知事

にお伺いいたします。

29年度の地方財政計画の地方財政規模（歳入

歳出総額）及び一般財源総額を見ると、地方財

政の収支規模は、通常収支分で86兆6,000億円、

前年度比約１％プラス、2011年度以降、７年連

続の増加となっています。交付税総額は16

兆3,298億円、マイナス2.2％。一般財源総額

は62兆800億円、0.7％の増、これは７年連続の

増加となっています。一般財源総額について

は、骨太方針2015で、2018年度までは同水準確

保と明記されているので、既定路線ではありま

す。地方６団体は、評価する共同声明を出して

おりますが、少子高齢化に伴う社会保障支出が

増加する中で、自由裁量のある一般財源が充実

したとはとても言えないだろうと思います。地

方財政計画の評価と本県財政への影響につい

て、知事に伺います。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

地方財政計画についてであります。平成29年

度地方財政計画につきましては、地方の一般財

源総額について、対前年度比0.7％増の62.1兆円

が確保されたことや、地方創生の実現に向け、

「まち・ひと・しごと創生事業費」が引き続き

１兆円確保されたことなど、一定の評価はでき

るものと考えているところであります。このう

ち、地方の予算編成に直接的に影響を与えます

地方交付税につきましては、2.2％減の16.3兆円

となり、地方交付税の代替財源である臨時財政

対策債を合わせても20.4兆円と、0.6％の減と

なっているところであります。税収の伸びとい

うことも反面あるわけであります。

平成29年３月３日(金)
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この状況を踏まえ、本県の平成29年度当初予

算における地方交付税については、対前年度

比0.2％減の1,824億2,500万円、地方交付税と臨

時財政対策債を合計した額も同じく、0.2％減

の2,073億7,600万円を見込んだところでありま

して、約４億7,000万円の歳入減となっておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○満行潤一議員 マイナス0.2％の減ということ

であります。歳入に大きなウエートを占める地

方交付税の確保というのが非常に大事だろうと

思います。財源不足の規模と地財対策を見る

と、財源不足額は６兆9,710億円、24.3％、７年

ぶりに大きく拡大しています。交付税原資であ

る国税５税や地方税等が微増にとどまり、歳出

の増加に対する歳入不足が拡大したことになり

ます。財源不足補塡に地方債(財源対策債、臨時

財政対策債)の増発となります。臨時財政対策債

は、事実上、地方の立てかえ払いが恒常化して

いることが気にかかります。交付税の法定率の

引き上げなど、抜本的な対策を講じることが地

方交付税制度本来の姿であると思います。本県

の一般財源はこの10年横ばいに対し、社会保障

費は505億円から863億円に大きく膨らんでいま

す。歳入確保へのさらなる努力が重要となりま

す。地方交付税など財源確保をしっかり国に要

求すべきと思いますが、知事の考えをお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政を考えます

と、地方交付税や国庫支出金などに大きく依存

する脆弱な財政基盤であります。特に地方交付

税は、平成29年度当初予算におきましても、歳

入全体の31.6％を占めているところでありま

す。地方交付税は、地方公共団体間の財源の不

均衡を調整し、どの地域においても一定の行政

サービスが提供できるよう財源を保障する、地

方の固有財源、極めて重要な役割を果たしてい

るものであります。一方で、厳しい国の予算編

成に当たりましては、この地方交付税の金額の

大きさ、どうしてもこれを見直そう、抑制しよ

うという強い圧力が常に予算編成の中で働いて

いるところであります。県としましては、地方

が必要とする経費につきまして、適切に地方財

政計画に反映させるとともに、地方の安定的な

財政運営に必要な地方交付税の総額が何として

も確保されるよう、全国知事会や国への提案・

要望など、あらゆる機会を通じて、国に対して

強く要望を行っているところでありまして、今

後とも引き続き、強く訴えてまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 ありがとうございます。ぜひ

力強く進めていただきたいと思います。

それでは、本県のＡＳＥＡＮ市場戦略につい

てお伺いいたします。単身、タイ・バンコクに

行ってまいりました。ジェトロバンコク、バン

コク日本人商工会議所、泰日工業大学、多くの

ショッピングセンターも回りました。東南アジ

ア諸国連合(ＡＳＥＡＮ)は、東南アジア10カ国

の経済・社会・政治・安全保障・文化に関する

地域協力機構として存在しています。訪問しま

したバンコク商工会議所は、会員数は上海に次

ぐ1,700社を誇っているということであります。

タイに日本から4,500社ぐらいが進出しており、

日本レストランは2,700店。2007年リーマン

ショック、2011年大洪水災害を受けながらも、

タイ、ＡＳＥＡＮを目指してどんどん日本から

立地してきている。ＡＳＥＡＮを対象とした市

場開拓や経済交流に積極的に取り組む自治体が

ふえているというお話でありました。

タイでの事例ですが、インバウンドを見れ

ば、タイから日本に年間80万人が訪問していま
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す。温泉好きな国民性や、珍しい雪を見に東北

地方にとか、ビザが解禁されて日本に押し寄せ

ています。佐賀県を舞台にしたドラマをきっか

けに、佐賀県が人気になっているとも聞きまし

た。ジェトロバンコク事務所では、唯一、福岡

県がバンコク事務所を開設している。おもしろ

い取り組みとして、愛知、岐阜、石川の３県を

地図で見ると昇る竜に見えるということで、

「昇竜道」と銘打った観光物産展を展開してい

る。茨城、栃木、群馬の連携や、水産では長崎

と北海道の連携したイベントをやっている。長

崎と北海道、何だろうと思うと、とれる魚が違

うんだそうです。地方銀行も30行進出してい

る。毎週、日本各地のイベントがタイ国内各地

で開催されているというお話をお伺いいたしま

した。

そこで、質問であります。本県のＡＳＥＡＮ

市場の海外戦略上の位置づけと、市場開拓に向

けた取り組み状況について、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） ＡＳＥＡ

Ｎは、約６億3,000万人の人口を有し、急速な経

済発展を遂げる有望な市場でありますことか

ら、県では、みやざきグローバル戦略において

重要な地域の一つに位置づけ、積極的に販路開

拓に取り組んでいるところでございます。具体

的には、ＡＳＥＡＮ市場のゲートウエイであり

ますシンガポールに輸出促進コーディネーター

を配置し、伊勢丹シンガポールとの連携協定を

締結するなど、県産品の輸出拡大に取り組んで

おります。また、タイにおける医療機器の売り

込みや、ジェトロと連携したブルネイ等からの

現地バイヤーの招聘、さらには、インドネシア

やベトナムヘの経済ミッションの派遣など、輸

出に向けた取り組みも展開しているところであ

ります。今後とも、ジェトロなど関係機関等と

連携しながら、みやざきグローバル戦略を着実

に推進し、ＡＳＥＡＮ市場の販路開拓に努めて

まいりたいと考えております。

○満行潤一議員 農産物の輸送など、流通の改

善も必要だと感じました。輸送コストの高い飛

行機ではなく船が使えるようになれば、輸出コ

ストは大幅に削減できる。福島県は、タイヘの

桃の輸送方法を航空便から船便にして半額に

なったと聞いています。また、沖縄県は、県産

農産物の輸出拡大に向け、那覇から香港への海

上輸送テストを行っています。３タイプの冷蔵

コンテナに紅芋など７種類の野菜を同量積み込

んで送り、鮮度の劣化や傷みの度合いなどを調

べているということであります。本県も、輸送

コストの安い海上輸送による農産物の輸出に取

り組むべきではないかと思いますが、いかがで

しょうか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農産物輸出に

おける海上輸送の利用につきましては、航空機

を利用する場合と比較すると、大量の貨物を低

コストに輸送できることから、品目によっては

大変有効な手段であると認識しております。し

かしながら、海上輸送は、目的地まで時間を要

することから、しっかりした鮮度保持対策の強

化と、コンテナを満載にするために一定のロッ

トを確保する必要があるなどの課題もございま

す。このため県では、輸出事業者と連携して、

温度や酸素、二酸化炭素濃度を調節し、鮮度を

保持するＣＡコンテナでの輸送試験や、他産地

や関係団体等と連携した、混載によるコンテナ

の積載率の向上に向けた取り組みを現在進めて

いるところであります。今後とも、品目や輸出

国ごとに、より低コストで鮮度保持が可能な輸

送方法について検討を行い、本県農産物の輸出
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競争力の強化に努めてまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 トップセールスについてお伺

いいたします。岐阜県知事は、３年に１回、東

アジア地域へのトップセールスを行っており、

その様子が各国の地元紙に掲載される。岐阜県

を訪れる外国人観光客は国内トップ５に入る。

知事のトップセールスには意義があると思いま

す。アメリカに行かれた知事でありますが、Ａ

ＳＥＡＮ諸国へのトップセールスの状況につい

て、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） トップセールスは、知

事である私が、その立場を生かして、物産、観

光など、本県のさまざまな魅力を直接売り込む

とともに、現地の要人との人的ネットワークを

構築する絶好の機会であると考えております。

特に、知事が行くからということでそれぞれの

組織のトップと会える、そして人脈を築くこと

ができるということは、海外との交流拡大を図

る上で大変重要なものと考えております。この

ため、知事就任以来、県産品の販路開拓を初

め、クルーズ船の誘致、航空路線の維持・充実

など、毎年、さまざまな分野でのトップセール

スを実施してきております。

ＡＳＥＡＮ諸国につきましては、平成25年８

月にシンガポールを訪問しまして、県産品のプ

ロモーションや関係団体とのネットワークづく

り等に取り組んできたところであります。御質

問にありますとおり、ＡＳＥＡＮ諸国、これか

らますます交流が深まり、重要な地域となって

まいります。ここ１～２年を振り返ってみまし

ても、タイやベトナムからのお客様とお会いす

る東九州メディカルバレー構想、また、ナム

ディン省との交流など、大変機会が多くなって

おります。今後とも、ＡＳＥＡＮ諸国を初めと

する海外市場の開拓に向けまして、機会を捉え

て、効率的・効果的なトップセールスに積極的

に努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 大変お忙しい身であります

が、ぜひ時間をかけて何カ国か回っていただけ

れば、それなりの効果が上がるだろうと思って

いますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

アジアでも、食の安全・安心に関心が高まっ

ています。食の安全・安心を示す統一マークを

作成・活用すれば、海外市場での県産品の認知

度向上や販路拡大につながると思います。食の

安全分析装置日本一の検査を売りに、食の機能

性表示、例えばひなたマークのシール、マーク

の統一表示が他県と差別化を図る上で有効と感

じました。海外市場における県産品の認知度向

上の取り組みについて、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県産品の

認知度向上のためには、その商品の特徴やほか

の産地との違いをしっかりとＰＲし、差別化を

図るとともに、これらの情報を海外のバイヤー

や消費者に継続して伝えていくことが必要でご

ざいます。このため県では、例えば、先般、シ

ンガポールで開催いたしました物産フェアで

は、本県の強みであります「安全・安心、健康

によい」をコンセプトに、広告や装飾にも宮崎

の太陽や青空を印象づけるデザインを施してＰ

Ｒを行うなど、認知度向上の取り組みを行い、

現地でも高い評価を受けたというふうに聞いて

おります。今後とも、県内企業と連携しなが

ら、効果的な取り組みを粘り強く続け、県産品

の認知度向上を図ってまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 次に、新宿みやざき館ＫＯＮ

ＮＥと市町村とのコラボについてお伺いいたし
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ます。先日開催されました「みやざきひなたｗ

ｅｅｅｅｋ!!2017」では、新しくできたバスタ

新宿「Ｓｕｉｃａのペンギン広場」で、県内４

市町（都城市、日南市、串間市、高千穂町）、

県のブースが並んでＰＲを実施しておりまし

た。また、新宿ＫＯＮＮＥも一緒にイベントを

盛り上げたと思っています。今まで、新宿ＫＯ

ＮＮＥ内では、市町村が観光物産展を開催する

ことは、建物の狭さなどで困難でありました

が、バスタ新宿「Ｓｕｉｃａのペンギン広場」

を活用することで、市町村とＫＯＮＮＥが連携

した、より効果的なＰＲ活動が可能になりまし

た。今後も、県が定期的に同広場を借りるなど

して、市町村のイベント開催を支援し、Ｓｕｉ

ｃａのペンギン広場イコール宮崎県（ひなた）

というイメージを持ってもらえるようにしたら

どうかなと思います。ペンギン広場を活用し

た、市町村との連携によるＰＲ活動について、

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） お話のご

ざいました、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ近隣に

整備されておりますイベント広場、ペンギン広

場は、バスタ新宿からの出口やＪＲ新宿駅の新

たな改札口の目の前に位置しておりまして、人

通りも非常に多いことから、新宿ＫＯＮＮＥと

そのイベント広場を一体的に活用することで、

宮崎の魅力をより効果的に発信できるものと考

えております。このため、市町村や民間企業・

団体等と連携し、県内各地域の観光や物産、歴

史・文化などのさまざまな魅力を直接体感し、

交流できるイベントの実施などに取り組むこと

といたしております。

○満行潤一議員 新南口、バスターミナルもで

きて、たくさんの外国人が大きなスーツケース

を持ってＫＯＮＮＥに入っている姿もよく見ま

す。外国人観光客の増加、海外での販路拡大を

図るためには、情報発信力の強化が必要だと思

います。中国人観光客の爆買い行動をきっかけ

に、中国人の利用するＳＮＳをインバウンドプ

ロモーションのツールとしで活用することが注

目されてきています。中国最大のソーシャルメ

ディアである中国版ツイッターのＷｅｉｂｏ

（ウェイボー）の個人アカウントは、５億6,000

万人だそうです。新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ若

手スタッフ手づくりのフェイスブックによる情

報発信も見事です。さらに、新宿ＫＯＮＮＥの

スタッフとして中国人、韓国人など外国人を採

用し、接客や外国語での情報発信をしてもらう

のはどうだろうかと思います。ＳＮＳを活用す

ることで、多くの外国人に関心を持ってもらえ

ると思います。ＳＮＳを活用した中国語、韓国

語など多言語による情報発信についてお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） お話にご

ざいましたとおり、新宿ＫＯＮＮＥ周辺では、

現在も外国人の往来が非常に多い状況にござい

ますが、東京オリンピック・パラリンピックの

開催を控え、今後、その数はさらにふえてくる

ものと予想されます。ＫＯＮＮＥにおきまして

も、こうした外国人に向けて、外国語による案

内表示や商品紹介などのほか、ＳＮＳ等を活用

した情報発信を行っていくことは、大変大事な

視点であると考えておりますので、今回のリニ

ューアルに合わせ、今後、その対応について検

討する必要があるというふうに考えておりま

す。

○満行潤一議員 次に、Ｗｉ－Ｆｉの設置につ

いて提案申し上げたいと思います。新宿みやざ

き館ＫＯＮＮＥにＷｉ－Ｆｉがあれば、同館を

訪れた人がその場でつぶやくことができる。情
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報発信、宮崎のＰＲをしてもらえるのではない

かなと思います。当然、ＫＯＮＮＥ周辺は駅も

ありますし、コーヒーショップもあるというこ

とで、近隣施設の無料Ｗｉ－Ｆｉが使える環境

にはあります。しかし、ＫＯＮＮＥ内で「MIYAZ

AKI FREE Wi-Fi」を提供し、「みやざき観光情

報 旬ナビ」に飛ばせば、観光ＰＲにもつながる

のではないかと思います。Ｗｉ－Ｆｉサービス

をＫＯＮＮＥで提供してはどうかと思います

が、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 新宿ＫＯ

ＮＮＥにおいて、無料でインターネットに接続

できるＷｉ－Ｆｉサービスを提供することは、

外国人はもとより、お客様を店内へ呼び込み、

滞在時間を長くし、多くの商品やメニュー、観

光情報等に触れていただける効果があると認識

しております。また、ＳＮＳを活用した情報の

拡散などのＰＲ効果も期待でき、本県への誘客

や、海外に向けた宮崎の魅力発信を図る上でも

有効であると考えておりますので、リニューア

ルに合わせ、Ｗｉ－Ｆｉサービスについても検

討しているところでございます。

○満行潤一議員 ＫＯＮＮＥの一番の特徴であ

る建物全てを貸り切っているところに、ほかの

アンテナショップとの差別化ができているのだ

ろうと思います。そういう意味では、壁の中も

外も窓も全部使えるということですので、ぜ

ひ、ディスプレイ等についても、もっと頑張っ

てやっていただきたいなと思っています。新し

くなるＫＯＮＮＥ、期待をしていますので、ぜ

ひよろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、国際クルーズ船拠点港湾についてお伺

いいたします。国交省は、官民連携により国際

クルーズ拠点を形成するため、旅客施設等への

投資を行うクルーズ船社に岸壁の優先使用など

を認める新たな仕組みを検討しており、先月末

に、官民連携による国際クルーズ拠点港湾とし

て佐世保、八代港など８港湾を選定しました。

熊本県は、八代港をクルーズ船の母港に、世界

第２位のクルーズ船会社と協力し、平成28年の

クルーズ船寄港実績は12回、九州で９位であり

ましたが、平成29年は外国船だけで70回の寄港

を見込むと意気込んでおります。油津港は、官

民連携による国際クルーズ拠点を形成する港湾

になることができないのか、お伺いいたしま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今回、国が

行った選定においては、港湾管理者と投資を行

うクルーズ船の会社が共同で応募することと

なっておりまして、その募集要項においては、

クルーズ船が優先して利用できる岸壁や、旅客

ターミナルビルなどを整備する用地が確保され

ていることなどの考え方が示されております。

油津港においては、貨物船とクルーズ船が同一

の岸壁を利用していることに加え、岸壁背後は

物流に利用されるなど、用地の確保も困難なこ

とから、現段階においては、今回の選定の考え

方に合致しないものと考えております。しかし

ながら、クルーズ船の寄港は、本県の地域活性

化に大きく貢献しておりますので、引き続き、

既存施設を有効活用した整備を進めるととも

に、物流関係者との調整やポートセールスに取

り組んでまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 スペースがないということは

了解しましたが、ぜひ今後とも実績づくりに頑

張っていただきたいと思います。

もう一つ、ＭＩＣＥ誘致についてお伺いした

いと思います。県の重点施策として、学術会議

や企業の研修旅行など、ＭｌＣＥ誘致が挙げら

れております。そういう中、来年５月に言語処
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理技術関連の国際会議が本県で開催されること

が決まりました。７～12日の６日間で最大延

べ6,000人の参加が見込まれ、国際会議としては

過去最大規模となる見通しだそうです。ＭＩＣ

Ｅ誘致をめぐっては、世界各国・国内の都市間

競争を勝ち抜き、規模の大きな催しを誘致でき

るかが課題になっており、今回の成功例は担当

者の皆さんも大きな手応えを感じていると思い

ます。この国際会議についてどのような誘致活

動を行ったのか、また、誘致が成功した要因に

ついてどう分析しているのか、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） ＭＩＣＥ

の誘致につきましては、日ごろから、県、市町

村、みやざき観光コンベンション協会、民間企

業等が一体となって積極的な誘致活動を行って

いるところでありますが、今回の国際会議につ

きましては、このような日ごろの取り組みが評

価され、平成27年７月に、ＪＮＴＯ（日本政府

観光局）より候補地の一つとされたところであ

ります。その後、学会の関係者やキーマンを本

県に招聘し、知事のトップセールスを実施する

とともに、本県のＭＩＣＥ環境を視察していた

だいたところでございます。

誘致成功の要因といたしましては、トップセ

ールスなど誘致に向けた本県の熱意や、充実し

た会議・宿泊施設、空路のアクセスのよさ、豊

富な自然や食材等のほか、宮崎に伝わる神話や

伝統文化などの本県の魅力が評価されたもので

あると考えております。

○満行潤一議員 やっぱり知事のトップセール

スというのは非常に有効だということを、今も

聞いて感じました。横浜の国際会議はもう飽き

たと、地方にという流れかなと思っています

が、今回の誘致成功の実績は、今後の誘致活動

に向けて大きな弾みになったと思いますし、有

利になってくるのではないかと思います。今回

の誘致の成功を今後どのように生かすのか、お

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 今回、国

内外の激しい競争の中で、大型の国際会議の誘

致に成功しましたことは、本県ＭＩＣＥ関係者

にも大きな自信となり、次の誘致への弾みに

なったところでございます。また、この会議に

は、世界各国から多くの研究者が訪れることか

ら、本県の魅力が広く国内外に発信されること

が期待できますとともに、会議の準備・開催を

通じて、国際会議の運営や外国人へのおもてな

しなど、受け入れノウハウの向上が図られるも

のと考えております。今後とも、学会等の誘致

に影響力を有する宮崎県ＭＩＣＥアンバサダー

を初め、県内外のさまざまなネットワークを活

用しながら、市町村や関係団体とも連携して、

ＭＩＣＥ誘致に関する情報収集を幅広く行うと

ともに、本県の魅力をアピールすることで、よ

り多くの誘致につなげてまいりたいと考えてお

ります。

○満行潤一議員 今後を期待しています。ぜひ

頑張っていただきたいと思います。

次に、米の生産についてお伺いいたします。

ことしのえびののヒノヒカリ、特Ａは逃がしま

した。改めて、毎年の取得は簡単にいかないん

だなと感じたところであります。さて、「コ

メ、縮む「１俵の格差」」という新聞記事に目

がとまりました。「業務用が高騰、店頭は豊作

で安く、飼料米・ブランド競争響く」というこ

とであります。「米の生産調整（減反）の廃止

が来年に迫る米市場にほころびが目立ち始め

た。豊作にもかかわらず、中食や外食で使う業

務用の米が不足し、政府による飼料用米への転
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作推進策や産地の高級ブランド戦略に消費の減

少が絡み合い、安価な米が価格水準を切り上げ

た」となっています。ブランド米と価格が並

び、１俵の格差は縮んでいると報じられている

わけであります。本県もブランド米の生産に力

を入れていますが、ブランド米の価格は、上記

記事にあったように、業務用米との価格差が縮

小している状況にあります。県は、ブランド

米、業務用米の生産についてどのような方針で

取り組んでいくのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県におきま

しては、これまで、早期水稲のコシヒカリと普

通期水稲のヒノヒカリを中心に、うまい米づく

りに取り組んできたところであり、コシヒカリ

は日本一早い新米として、また、ヒノヒカリは

おいしい県産米として、広く県民から愛される

など、一定の評価を得ており、今後も、県内外

から堅調な需要が見込まれております。一方、

業務用米につきましては、近年、大手外食チェ

ーン等から取引の打診がふえてきておりまし

て、今後のビジネス拡大に期待が持てますけれ

ども、安定供給や価格設定の面で課題がありま

すことから、現在、多収品種の導入による低コ

スト化や、気象変動に強い生産体制の構築など

に取り組んでいるところであります。県といた

しましては、これまで行ってきましたブランド

米の推進に加え、新たな需要拡大が見込まれる

業務用米につきましても、ニーズに沿った生産

が可能となるよう、しっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 ありがとうございます。

次に、安心・安全な県土づくりについてお伺

いいたします。

まずは鉄道であります。３月４日、あすのダ

イヤ改正から、４両編成の特急にちりん号、

ひゅうが号などにおいてワンマン運転が始まり

ます。非常通報装置の増設や防犯カメラの設

置、避難はしご、車掌ではない保安要員の６カ

月間配置など、改善はされたものの、安心・安

全性の確保には疑問が残ります。片側１車線で

最高速度を制限された高速道路も、単線で車掌

の乗っていない特急列車も、料金は距離で決ま

ります。安全性が低下しても乗車料金は一緒で

あります。東京―宮崎間、ボーイング767-300が

就航し、270席が満席との話をしましたが、この

飛行機、キャビンアテンダントは６名搭乗して

います。ワンマン化はやはり安全上問題だろう

と思います。日豊本線の一部の特急列車でワン

マン運転が導入されることになりましたが、今

後、県はどのように対応していくのか、お伺い

いたします。

○総合政策部長（永山英也君） 特急のワンマ

ン化につきましては、昨年12月に知事や沿線市

町がＪＲ九州本社を訪問するなど、地域の実情

等を踏まえた慎重な検討を要請してまいりまし

た。ＪＲ九州におきましては、地元の声を真摯

に受けとめ、導入に当たって、例えば乗降時に

運転士がホームにおりて目視で確認を行うこ

と、質問にありましたけれども、客室へのＳＯ

Ｓボタンの増設や防犯カメラの設置、さらに、

ワンマン運転開始後も最低６カ月間はお客様案

内等を担当する係員が乗務することなど、国の

基準を超えた特別の措置を実施するとのことで

ありました。また、これらの対策を点検・確認

し、必要に応じて見直しを行うことにより、安

全性を確保するということでありました。

県といたしましては、ＪＲ九州に対し、これ

らの対策を着実に実行すること、また、何より

も安全性の確保を最優先に、必要に応じてさら

なる見直しを行うことを含めた対策を求めたと
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ころであります。今後とも、ＪＲ九州の取り組

みを注視してまいりたいと考えております。ま

た、我々地元としても、利用促進など市町村と

連携して、路線の維持に向けた地域の努力を全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 とりあえずは６カ月間様子を

見て、それでいろんな問題があれば、そのこと

をしっかり県としてもＪＲ、沿線自治体とも共

有してその対応に当たってもらいたい。ぜひお

願いしたいと思います。

利用促進の取り組み、今、部長も答弁いただ

きましたが、きのう田口議員も質問していまし

たので、もう再質問しませんが、結局、乗って

残さないとバスも列車もなくなる。どんどんダ

イヤが減るんだということを県民運動として盛

り上げていかなきゃいかんと思っています。

しかし、今後、ワンマン列車では指定席がな

くなる可能性が高いと思います。車掌がいない

とチェックができない。モラルの維持ができな

い。家族水入らずのゆったりした旅行、仲のい

いカップルの旅行、そういった旅行ニーズに応

えるために指定席はあったのではないかと思い

ます。ゆとりのない空間になっていいのかと。

ワンマン化は、安全性だけでなくいろんな問題

を内包していると思います。ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。

次に、オスプレイについてお伺いいたしま

す。オスプレイが2014年に小林上空で被雷しプ

ロペラ２枚を破損していたことが、報道でわか

りました。県は九州防衛局に対し、事実確認を

求めておりますが、米軍に問い合せ中というこ

とで、まだ回答がない状況だと思います。国に

引き続き情報開示を強く求めるべきと思います

が、知事の考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） オスプレイが被雷した

とされる事案につきましては、報道を受けまし

て、すぐに国に対し事実関係に係る情報提供を

求めたところであります。１月１９日に、「米

側から情報を得ており、分析・精査をした後、

地元に丁寧に説明していく」との連絡があった

ところであります。現時点で情報提供はなされ

ておりません。この間、危機管理統括監から九

州防衛局の幹部に対し、複数回にわたり申し入

れを行うなど、早急に情報提供を行うよう、国

に求めているところであります。引き続き、強

く国に求めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 もともとこのオスプレイ、ア

メリカでは未亡人製造機と言われるぐらい、開

発段階から大きな事故を起こしながら今日まで

来ている。国民もオスプレイについては安全性

を疑問視しているのではないかと思います。知

事はオスプレイの安全性についてどうお考えな

のか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） オスプレイの訓練、配

備等につきましては、国の責任において適切に

対応すべきものでありまして、日本政府とし

て、機体の安全性を確認し、日米合同委員会に

おいて、安全確保等に関する合意がなされてい

るところであります。本県ではこれまでも、県

民の安全・安心を確保する観点から、日米合同

委員会で合意された安全確保策の遵守や、事故

が発生した場合の速やかな情報提供等につい

て、国に求めてきたところであります。今後

も、日米合同委員会で合意された内容に沿って

適切に運用されるよう、状況を注視しますとと

もに、国に対して、適時的確な情報提供などに

ついて、必要な働きかけを行ってまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、県民の安心・安全を守

るために努力いただきたいと思います。
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次に、旭化成の放射性廃棄物地下保管施設に

ついてであります。旭化成は、日向市竹島町に

建設した低レベル放射性廃棄物地下保管施設の

床面の一部で、水のにじみが確認されたと発表

しています。施設は、床が地下８メートルのと

ころにあり、震度７の揺れにも耐えられるよ

う、壁や天井は厚さ１メートルを超える鉄筋コ

ンクリートで覆われているほか、入り口は分厚

い鉄の扉とゴムで水が入り込むのを防ぐ構造に

なっていると聞いています。同社によると、放

射性物質漏れなどの周辺への影響はないと言わ

れています。この放射性廃棄物地下保管施設に

おける水のにじみはどのような状況だったの

か。また、県としてどのように対応したのかお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 御質問の

地下保管施設では、旧ウラン濃縮研究所で使用

したウラン溶液を中和し、固めてドラム缶に詰

めたものなどが保管されておりますが、今回の

水のにじみにつきましては、施設床面のコンク

リートのつなぎ目に沿って発生したもので、地

下水由来のものと考えられております。その量

は極めて微量であり、保管物との接触はありま

せんが、旭化成においては、徹底した対策を行

う観点から、コンクリートのつなぎ目に樹脂を

充塡するほか、施設全体を鉄の板で囲み、地下

水の流入を防止する等の修復工事を実施してい

るところであります。

県におきましては、７月に旭化成からの第一

報を受け、原因や想定される影響・対策等につ

いての報告や関係機関への連絡を求めますとと

もに、県が委嘱しておりますウラン対策専門委

員による現地視察を11月に実施し、保管状況や

工事内容を確認したところであります。今後と

も、旭化成において施設が安全に管理されるよ

う、関係機関等と連携し、注視してまいりたい

と考えております。

○満行潤一議員 県の取り組みは了解いたしま

した。

次に、防災・救急車両についてであります。

県内には、宮崎大学、県立宮崎病院、都城市郡

医師会病院にドクターカーが配備されていま

す。これらのドクターカー運用に係る経費の財

政的支援があるのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県立病院を除

く救命救急センターにつきましては、ドクター

カーの運転手に係る人件費の国庫補助が措置さ

れておりますけれども、その他の病院について

は、補助対象とはなっていないところでありま

す。

○満行潤一議員 大分県薬剤師会が運用してい

る移動薬局カー「モバイルファーマシー」なる

ものがありますし、鹿児島市の民間病院、米盛

病院にはドクターヘリ、ドクターカーがあり、

今回、新たにＤＭＡＴカーを導入しました。こ

れらの防災車両を本県の民間病院や団体が購入

し運用するとしたら、財政支援はあるのか、お

伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県内のドクタ

ーカーや、ＤＭＡＴチーム等の派遣に必要な緊

急車両の整備につきましては、これまで地域医

療再生基金を活用して支援してまいりました。

御質問にありました、災害時の医薬品供給車両

でありますモバイルファーマシーや、ＤＭＡＴ

が自立的に活動するための専用車両であります

ＤＭＡＴカーにつきましては、平常時の法令上

の使用制限や使用頻度等の課題もありますこと

から、全国的にはまだ導入事例が少ない状況に

あります。一方、災害時の医療救護活動では重

要な役割を担うことができますことから、既に
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導入している団体や医療機関の活動状況等を踏

まえながら、その必要性や効果等について、関

係団体や県内ＤＭＡＴとも議論してまいりたい

と考えております。

○満行潤一議員 民間の団体等が県土を守るた

めに自主的に投資している。ぜひ、財政的支援

を行うことによって宮崎県でも配備が進めばい

いなと思っております。

次に、県内ドククーカーヘの消防無線配備状

況をお尋ねいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 県内のドク

ターカーのうち、県立宮崎病院、宮崎大学医学

部附属病院のドクターカーには、宮崎市消防局

の消防無線が設置されていると伺っておりま

す。都城市郡医師会病院のドクターカーについ

ては、消防無線は設置されておりませんが、独

自に無線局を開設して、病院、ドクターカー、

都城市消防局の通信指令室が相互に無線通信を

することで、情報共有を行っていると伺ってお

ります。

○満行潤一議員 都城市郡医師会病院のみ消防

無線が配備されていない。おかしいと思うんで

すよね。共同して現場に走る救急車と連絡がと

れない。ドクターヘリともリアルに交信できな

い。これは非常に日々不便なんだろうと思いま

す。市郡医師会病院は、２次救急医療施設、災

害拠点病院など、政策医療をしっかり担ってい

ただいています。ドクターカー運用も、財政支

援がなくても頑張っていただいている。県は直

接的な当事者じゃないかもしれませんが、消防

無線が配備できるよう支援していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） ドクターカー

の医師と救急車の消防隊員が、無線等を使って

現場の状況や患者の情報を共有することは、救

命救急活動を行う上で大変重要であると考えて

おります。都城市郡医師会病院から、ドクター

カーの消防無線の設置について、具体的な相

談、要望等がありましたら、地元自治体や関係

機関とも連携しながら対応してまいりたいと考

えております。

○満行潤一議員 地元がどうなっているのか私

もよくわかっていないんですけど、ぜひ、当事

者、管内の消防局と連携をとっていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次に、教員の長時間勤務の改善について質問

させていただきます。昨年６月に、文科省の業

務適正化に向けたタスクフォースでは、長時間

勤務解消に向けて勤務時間管理の適正化が、ま

た、今年度の県人事委員会勧告においても、

「勤務実態の適切な把握に努め実効ある取り組

みが必要」と指摘されています。個々の教職員

の勤務時間はどのように行っているのか。出退

時間の把握をやっていない状況では、誰がいつ

出勤し、退勤したのかもわかりません。安心・

安全な学校運営上も大きな問題だろうと思いま

す。あの広い校内で倒れていても発見できない

のではないかと心配します。教員の長時間勤務

の改善が課題となっていますが、各教員の勤務

時間はどのように把握されているのか、教育

長、お願いいたします。

○教育長（四本 孝君） 教員の勤務時間の把

握につきましては、各学校の管理職が、退庁時

間に合わせてそれぞれの教員の状況を見るなど

して確認を行っております。また、退庁の遅い

教員については、翌日、教頭や主任等がその把

握に努めているところであります。今回、厚生

労働省が労働時間の適正な把握に関するガイド

ラインを定め、勤務時間の管理責任を改めて明

確にするとともに、勤務時間の把握のために使
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用者が講ずべき措置等を明示いたしました。こ

のようなことから、県教育委員会といたしまし

ては、教員の出勤・退勤時間の適正な把握の方

法等について、学校の実態を踏まえ、関係機関

等と協議しながら検討してまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 管理職が管理・監督だろうと

思うんですけれども、大きな学校になると100名

を超える教職員がおられるわけで、とても管理

職が一人一人の勤務時間を把握できている状況

には今ないだろうと思います。ぜひ、しっかり

とした把握に努めていただくように改善いただ

きたいと思っています。

また、教員の長時間労働の一因と考えられる

朝課外、夕課外については、再検討の時期にあ

るのではないかと思いますが、教育長の考えを

伺います。

○教育長（四本 孝君） 県立高等学校におけ

る朝課外・夕課外は、保護者からの依頼を受け

て各学校が実施しているものであります。その

際、生徒の進路実現に必要な学力養成に向けて

効果的な実施形態を検討するとともに、教職員

の負担等も考慮して取り組んでおります。例え

ば、生徒に受講する教科・科目を希望に応じて

選択させたり、課外を通年ではなく、特定の時

期のみ実施したりすることで、生徒や教職員の

負担軽減を図るなど、さまざまな工夫を行って

いる学校もあります。教育委員会といたしまし

ては、今後とも、各学校の朝課外・夕課外の取

り組みにつきまして、生徒や教職員に過度の負

担とならないよう、さまざまな機会を通して呼

びかけてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ＰＴＡ主体と言われておりま

すが、ぜひ、その改善をお願い申し上げたいと

思います。

次に、部活についてであります。児童生徒が

熱心に部活動をしていることは喜ばしいことで

す。しかし、特に運動部活動は、平日は授業が

終わってから部活動。ほとんどの休日も朝から

部活。熱心に部活に励むことはよいことです

が、担当する教員も生徒も休みなしになりま

す。健康面の配慮も必要です。教員の多忙化の

要因の一つが部活の指導であり、長時間労働の

原因でもあると思います。2017年４月から、大

阪府の全ての府立高校と支援学校、計182校で、

ノー部活デーを試験的に実施すると、大阪府教

育庁が発表しました。週１回以上の部活のない

日を設けるよう教育委員会が主導すべきと思い

ますが、いかがでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 部活動につきまして

は、学校教育活動の一環として、教育的意義は

高いものと考えておりますが、生徒の健康上の

問題等もさることながら、教職員の負担軽減等

の観点からも、休養日を適切に設定することは

大切なことと考えております。県教育委員会で

は、このような観点を踏まえ、「教職員の働き

やすい環境づくりプログラム」の取り組みの一

つとして、部活動の負担軽減を図るために、週

１回及び第３日曜日の「家庭の日」は、部活動

を休みにする取り組みを現在進めているところ

であります。今後、こうした取り組みをさらに

徹底いたしますとともに、来年度末に国が策定

する「運動部活動の総合的なガイドライン」な

どを踏まえ、休養日の拡充により一層努めてま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 週１回及び「家庭の日」は部

活動休みの取り組みを進めていると答弁されま

したが、本当に効果が上がっているのか、どの

ように把握されているのか、その評価はどうな

のか、しっかりとした検証が必要だと思いま
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す。今後、しっかりした検証をお願い申し上げ

たいと思います。

次に、県職員の人材確保についてでありま

す。新規事業「みやざき産業人財確保支援基金

事業」は、民間企業の人材確保に対応すべく奨

学金返済の支援を行う、これまでにない踏み込

んだ施策だと思います。しかし、県庁も民間同

様、人材確保が困難な状況になっています。16

年度の県採用試験4.7倍、平成では最低と報道さ

れました。特に、近年の人事委員会の採用試験

の実施状況を見ると、大卒程度の土木職、建築

職、農業土木は競争倍率が２倍以下となってい

ます。これらの技術職については、合格者が採

用予定数を下回った場合、現場への影響が懸念

されますが、どのように対応するのか。また、

高卒者の採用、活用をもっとふやすべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

○総務部長（桑山秀彦君） 県職員の採用試験

の最近の状況を見てみますと、御指摘のありま

したとおり、技術系職種において倍率が大変低

い職種がありまして、大きな課題であるという

ふうに思っております。合格者が採用予定数を

下回った職種につきましては、業務量に応じま

した職員配置の見直しでありますとか、所属に

おける担当制の活用などにより、業務への影響

が最小限に抑えられるよう努めてまいっている

ところでありまして、今後とも適切に対応して

まいりたいと考えております。

また、技術系職種における受験者数減少への

対策といたしまして、来年度から、大学卒業程

度等の試験において、専門分野をより重視した

受験しやすい内容への見直しが予定されており

ますけれども、御質問にありました高卒者の採

用枠の拡大も、対応策の一つとしてあるという

ふうに思っております。今後とも、職種ごとの

業務の専門性等に十分配慮しながら、また関係

部局と協議しながら、採用のあり方について検

討してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 意欲のある高卒者を採用する

ということは非常に有効だと思いますので、御

検討いただきたいと思います。

家畜保健衛生所の問題について質問させてい

ただきます。昨年12月に川南町で、１月には木

城町で鳥インフルエンザが発生しました。寒さ

の厳しい中、関連農場で殺処分・防疫作業に従

事された皆さんに、敬意を表したいと思いま

す。

本県は、家畜保健衛生所の獣医師が担当する

飼養農家戸数が全国で最も多い。減ったとはい

いながら、本県の受け持ち農家数130戸、北陸３

県は１人当たり３戸から４戸と大きな開きがあ

ります。鳥インフルエンザの発生等により、突

発的な対応を求められることもあります。県内

３カ所の家畜保健衛生所と今の獣医師の数では

負担が重いと思います。家畜保健衛生所の獣医

師を増員すべきと考えますが、獣医師確保の取

り組み状況についてお伺いします。また、家畜

保健衛生所を新たに設置する考えはないか、あ

わせてお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県では、平

成22年の口蹄疫の発生を受けまして、獣医療整

備計画を策定し、家畜保健衛生所の獣医師を計

画的に増員することといたしております。この

ため、24年度から関係部局が一体となって設置

いたしました獣医師確保対策チームを中心に、

インターンシップの受け入れや本県への就職希

望者に修学資金を貸与するなど、獣医師確保に

積極的に取り組んでいるところであります。ま

た、県内には、御指摘のように３カ所の家畜保

健衛生所がございますけれども、さらに機能を
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強化するために、25年度からそれぞれに駐在を

新たに設けたところであります。今後、まずは

獣医師の確保を図った上で、駐在を含めた家畜

保健衛生所間の連携強化を図り、防疫体制の強

化に努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 この広い宮崎県、３つの家保

では足りないと思うんですが、その前に、おっ

しゃるように、獣医師の確保が何よりも急がれ

る。駐在といっても資機材も何もないわけで、

指導、相談に応じておられるのだろうと思いま

すけれども、ぜひ、今後とも獣医師の確保には

努力いただきたいと思います。

そこで、提案なんですけれども、獣医学部と

いうのは、国立10、公立１、私立５の16大学し

か持っていません。入学定員、合計1,000名なん

です。大学や国の研究機関、国家公務員、ペッ

ト小動物に流れて、残りを都道府県で奪い合う

構図だと思います。全国の自治体で獣医師の確

保に苦労されている。獣医師の絶対数が足りな

いのだろうと思います。余るぐらい獣医師がふ

えないと、地方では雇用できないのではない

か。今、宮崎県は、弁護士事務所に複数の弁護

士が来ていただけるようになりました。それ

は、改革によって弁護士をふやしたから、この

宮崎まで弁護士が来ていただいた。余るぐらい

獣医師をふやさないと、なかなか地方には獣医

師は来てくれないんじゃないか。獣医系大学の

定員をふやすよう国に要望する考えはないか、

お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問にござ

いましたように、獣医系大学は全国に16大学ご

ざいまして、毎年、約1,000人の獣医師を養成し

ております。卒業生の就職状況を見ますと、

ペットなどの小動物臨床分野に約４割が就職す

る一方、都道府県への就職は約１割にとどまっ

ている状況にあります。このため県では、全国

各地の大学での出張講義や県内高校生へのガイ

ダンスを通して、家畜防疫など県職員獣医師の

担う業務の重要性を直接伝えるための取り組み

を実施しているところであります。また、国に

対しましては、大学における職業教育の強化な

ど、学生の就職先の偏りを解消するための施策

を充実するように、要望活動を重ねているとこ

ろであります。今後も、これらの対策を通じ

て、県職員獣医師の確保に努めてまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 定員増については研究課題だ

と思いますが、ぜひ、そういった取り組みを国

にしっかり知事を先頭に訴えていただきたいと

思っています。

時間が来ましたので終わりますが、３月で退

職を迎える皆さん、本当に長い間お世話になり

ました。今後とも、県勢発展のため、各地域で

御尽力いただきますようにお願い申し上げまし

て、全ての質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。続けて都城からの登壇でございま

す。よろしくお願いいたします。

通告に従いまして、順次質問をしてまいりま

す。

まず最初に、重点施策についてお伺いいたし

ます。

平成29年度の一般会計当初予算は、対前年比

で42億3,700万円、率にして0.7％の減とな

る5,788億3,500万円と、４年ぶりのマイナス予

算であり、２巡目国体を見据えたスポーツ施設

の整備など、大型投資を控え、手がたい予算編

成をされたという印象であります。このような
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中、予算案の概要を見ますと、未来志向の地方

創生に取り組むための平成29年度重点施策とし

て、１、人口減少対策と中山間地域対策の強

化、２、世界ブランドのみやざきづくりの推

進、３、成長産業の育成加速化と新たな産業づ

くり、この３つの柱が掲げられ、全体で162

億3,400万円が計上されており、めり張りをつけ

る努力も見られると感じておるところでありま

す。

予算編成に当たっては、これまでも毎年度、

重点施策を定め、それらの柱に基づいて具体的

な事業を構築・展開されておりますが、施策と

いうものは、単年度では成果が出ないものが少

なからずありますので、長期的な視点を持って

継続して取り組み、しっかりと結果を出してい

くことが大変重要であろうと考えております。

そこで、これまでの重点施策の主な成果と、

今後、特に力を入れていきたい分野について、

知事にお尋ねしておきたいと思います。

次に、財政運営についてお伺いいたします。

本県では、平成38年度に、２巡目となる国体

を開催することとなっております。本県の財政

状況を考えますと、歳入の大幅な増が見込めな

い中で、社会保障関係費は年々増加し続けてお

り、また、人口減少問題や地域経済の活性化

等、多くの課題が山積している状況でもありま

す。大きなプロジェクトであります国体開催に

財政的に対応できるのか、私は不安を感じてい

るところであります。そこで、国体開催を控え

て、今後どのような財政運営を行っていこうと

されているのか、知事にお尋ねしておきたいと

思います。

以上を壇上での質問といたしまして、後の質

問は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、重点施策についてであります。重点施

策は、限られた財源の中で、県総合計画などの

着実な推進を図るために設定しております。近

年は、フードビジネス等の成長産業の育成や地

域活性化等に力を注いでまいりました。この結

果、例えば、平成27年度の農業産出額は3,424億

円、平成26年度の食料品・飲料等出荷額は4,762

億円と、平成22年度からの伸び率を見てみます

と、それぞれ全国第２位、第４位となったほ

か、平成26年度の製造品出荷額等も、過去最高

の約１兆5,276億円となったところであります。

さらには、産学金労官が一体となって企業成長

・人財育成を支える体制の整備も進むなど、産

業振興の面では確かな手応えを感じているとこ

ろであります。引き続き、こうした課題にしっ

かりと取り組むとともに、今後は、国民文化祭

や２巡目国体の開催も予定されております。文

化やスポーツの振興、美しい宮崎づくりなどに

力を入れながら、｢新しいゆたかさ｣の実現に取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、国体開催を控えた財政運営についてで

あります。国体開催に伴う施設整備につきまし

ては、国の補助・交付金や起債、県有施設維持

整備基金を活用して、その費用を賄うこととし

ております。今後、増加が見込まれる公共施設

の老朽化対策等を考えますと、県有施設維持整

備基金については、さらなる積み増しを行って

いく必要があると考えており、今議会に提出し

ております２月補正予算においても、40億円を

積み立てることとしております。

一方で、厳しい財政状況の中にあっても、県

政の重要課題に的確に対応する必要があります

ことから、財政改革を不断の取り組みとして位

置づけ、毎年度、徹底した事務事業の見直しを



- 143 -

平成29年３月３日(金)

行うとともに、これにより捻出した財源を活用

して新たな事業を構築する。さらには、国から

の補助金、交付金等の財源の確保に努めるな

ど、持続性のある財政運営を行いながら、地方

創生の推進を初めとした地域活性化の取り組み

など、積極的に取り組んでいきたいと考えてい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま御答弁いただきまし

た。限りある財源の中でも、将来を見据えた手

当ては必要であります。近い将来に大型投資を

控える中、厳しい財政運営になるとは思います

が、今後とも、めり張りをつけた予算としてい

ただけますようにお願いしておきたいと思いま

す。

続いて、高病原性鳥インフルエンザについて

お尋ねしてまいります。

昨年11月中旬から、国内の野鳥で相次いでウ

イルスが検出される中、11月28日に青森県で、

今シーズン国内初となる家禽、アヒルでの発生

が確認されたところであります。その後、12月

中旬にかけて、新潟県や北海道の採卵鶏で発生

が確認されるなど、ウイルスが国内の広い地域

に侵入し、本県での発生リスクが非常に高まっ

ているとして、県内の養鶏農場におかれまして

も、消毒の徹底等、防疫の強化を図ってこられ

たものと考えております。

このような中、残念ながら、昨年12月19日に

川南町の肉用鶏農場で、今季、国内６例目とな

る発生が確認されました。１月24日には木城町

の肉用鶏農場で、国内９例目の発生が確認され

たところであります。これまで、過去の県内の

鳥インフルエンザ発生事例については、発生原

因が特定されていないと記憶いたしておりま

す。今回、県内で発生した高病原性鳥インフル

エンザの原因究明はなされたのか、農政水産部

長にお尋ねしておきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 養鶏農場で高

病原性鳥インフルエンザが発生いたしますと、

国がウイルスや野鳥などの専門家を集めた疫学

調査チームを派遣し、原因究明が行われます。

今回の県内発生農場の調査では、２農場とも、

１つには、近隣にカモが飛来するため池や河川

があることや、金網や防鳥ネットなど複数の侵

入防止対策を講じていたものの、鶏舎あるいは

防烏ネット等に破れやすき間が確認されたこと

等が調査概要として報告されているところであ

ります。これらの状況と発生との因果関係は、

現時点では明らかにされておりませんが、引き

続き、疫学調査チームによる調査・分析が進め

られると聞いておりまして、その結果は、報告

書として取りまとめられると聞いております。

○徳重忠夫議員 発生したことは、まことに残

念でございますが、発生農場の防疫対応につい

ては、建設業協会等、関係者の協力を得ながら

大変迅速に完了したと伺っております。特に今

回は、自衛隊からの動員が迅速な防疫対応に大

きく貢献したと思っております。自衛隊は、鳥

インフルエンザの防疫活動はもちろんでござい

ますが、東日本大震災や熊本地震など大規模災

害が発生した場合、救助活動、給水活動、物資

輸送など、さまざまな災害派遣活動を実施され

ております。私は、国民の一人として大変心強

く思っておるところでございます。しかし、ど

のような場合に自衛隊の災害派遣活動が行われ

るのか、県民が十分に理解しているとは思いま

せん。そこで、自衛隊に災害派遣を要請する場

合の条件はどのようになっているのか、危機管

理統括監にお伺いしておきたいと思います。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 災害派遣の
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要請は、人命または財産の保護のためという

「公共性」、差し迫った必要があるという「緊

急性」、そして、自衛隊の部隊等が派遣される

以外にほかに適切な手段がないという「非代替

性」、この３つの要件について総合的に判断し

て行うこととされております。

例えば、最近では、昨年１月の寒波で水道管

の凍結による断水が発生した際、断水世帯数が

多かった都城市やえびの市では、市町村間の給

水車等による応援によっても対応力を超えたと

いうことから、３要件について総合的に判断

し、災害派遣を要請したところであります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

次に、家畜伝染病の防疫作業に自衛隊を派遣

要請する場合の県の基準と、今回動員された人

数について、農政水産部長に伺っておきたいと

思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県の防疫マニ

ュアルにおきましては、高病原性鳥インフルエ

ンザ及び口蹄疫のいずれにおいても、大規模農

場での発生や複数発生等、県職員や畜産関係者

の動員だけでは農場の迅速な防疫措置が困難で

あると判断した場合に、自衛隊への派遣要請を

検討することとしております。大規模農場の判

断基準といたしましては、高病原性鳥インフル

エンザでは、おおむね10万羽を超える場合を目

安としているところであります。また、今回の

農場における延べの動員人数につきましては、

１例目が1,190人、２例目が1,403人の合計2,593

人でありますが、このうち、自衛隊からは１例

目に441人、２例目に546人の合計987人の派遣を

いただきまして、深く深く感謝をしているとこ

ろであります。

○徳重忠夫議員 自衛隊からも1,000人近くの方

に応援いただいたということで、非常にありが

たいことだったと思っております。多くの関係

団体の協力で、相当に迅速な防疫作業が行える

体制となっているようでございますが、県内で

の発生以降も、隣県の熊本県や佐賀県の養鶏農

場でも確認されるなど、リスクが高い状況が続

く中、新たな発生をさせないことが重要になり

ます。そこで、県といたしまして、養鶏農場に

対する防疫指導等、発生を受けて行った対応に

ついて、農政水産部長にお伺いしておきたいと

思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問にもあ

りましたけれども、ことしは、特に高病原性鳥

インフルエンザの発生リスクが高いというふう

に判断しておりましたので、例年以上の防疫の

強化に取り組んでまいりました。しかしなが

ら、２例の発生を見たということについては、

大変残念に思っておりますし、重く受けとめて

いるところであります。このような中で、県内

での発生を受け、県では直ちに、農場の緊急自

己点検を実施いたしますとともに、鶏舎のすき

間や破損等の点検ポイントを図示した資料を配

布するなど、全農場に対して、さらなる防疫の

徹底を図ったところであります。また、今回の

発生農場では、近隣にため池や河川があったこ

とを踏まえ、このような環境にある農場には改

めて立ち入りを行う等の取り組みも行ったとこ

ろであります。現在も発生リスクが高い状況に

変わりはございませんので、最大限の警戒のも

と、引き続き発生防止に努めてまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 まずは発生させないことが大

事でありますので、引き続き、適切な防疫指導

等をよろしくお願い申し上げておきたいと思い

ます。

それから、先日、ことし１月の中国での人へ
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の鳥インフルエンザ感染者数が192名、うち79名

が死亡したとの新聞報道を目にしたところであ

ります。このシーズンに国内で発生している鳥

インフルエンザとはウイルスの型も違うとのこ

とです。国内では人ヘの感染は確認されていな

いということですが、私は、このように多数の

感染者が出ていることに大変驚いております。

防疫作業従事者の感染予防対策として最も重要

なのは、防護服やゴーグル等の適切な着用であ

るため、日ごろから、保健所や農林振興局等が

連携して、防護服等の着脱訓練を実施されてい

ると伺っておるところであります。防疫作業従

事者の中から一人も感染者が出ないことが最も

大事なことでありますので、今後も気を緩める

ことなく、適切な感染防止対策を行っていただ

くように、特にお願い申し上げておきたいと思

います。

続いて、篤農家の技術・知識の活用について

お尋ねしてまいります。日本の農業技術は、世

界でも高い水準にあると言われておりますが、

この高い農業技術は、農家の長い経験を踏ま

え、培われてきたものであります。一方、その

技術は、個々の農家の経験と勘に頼っており、

同じ地域の農家間でも、収量や品質にばらつき

が見られる現状にあります。また、多くの熟練

農家が高齢化するとともに、後継者不足も深刻

化してきており、技術の伝承が難しくなるので

はないかと危惧されており、すぐれた技術を次

世代に確実に継承することが急務だと考えてお

ります。

このような中、昨年６月の新聞で、熟練農家

の技術保護について、指針となるガイドライン

が策定されたことが報道されましたが、この指

針はどのようなものか、農政水産部長に伺って

おきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 熟練農家のノ

ウハウは、以前は、まねをすることが難しいと

されてきましたが、近年、ＩＣＴによるデータ

化が可能となり、こうしたデータ化されたノウ

ハウを他の農家に提供するサービスが始まって

おります。こうした農業現場の動きを踏まえ、

慶應義塾大学が、農林水産省の補助を受け、昨

年３月に「農業ＩＣＴ知的財産活用ガイドライ

ン」を取りまとめたところであります。このガ

イドラインでは、熟練農家のノウハウを新しい

知的財産と位置づけまして、栽培ノウハウのデ

ータ化の事例や、ＩＣＴ企業などのサービス提

供事業者と熟練農家との契約における規約文例

等が示されておりまして、本県における熟練農

家の有する技術の保護及び利用促進においても

参考になるものと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

次に、農家の所得と、先進的な農家の技術を

生かした指導体制について伺ってまいります。

県では、農業経営基盤強化促進法に基づく県の

基本方針において、認定農業者の１戸当たりの

農業所得として630万円の目標を掲げておりま

す。このような所得目標を達成できている事例

を示すことで、おのずと後継者は確保できると

思いますが、一方で、個々の農家の技術の差が

大きいことから、多くの農家がこの目標を達成

するのは難しいとも考えられます。そこで、本

県の主な品目について、基本方針の所得目標を

達成している農家がどれぐらいあるのか、農政

水産部長にお尋ねしておきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農業経営基盤

強化促進法に基づく県基本方針で定めておりま

す所得目標の達成状況につきましては、ＪＡグ

ループの農業経営者組織協議会のデータから分

析いたしますと、平成27年決算について青色申
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告を実施した農業者約7,000人のうち、所得目標

を達成している割合は、全体の34％となってお

ります。これを主力品目で見てみますと、キュ

ウリで51％、ピーマンが65％、マンゴーが47

％、菊が40％、肉用牛が35％、酪農で56％、養

豚で46％、ブロイラーで55％の達成状況となっ

ております。

○徳重忠夫議員 ただいまの答弁では、品目に

より違いはあるものの、全体では３割を超える

程度、34％が所得目標をおおむね達成している

ということでございますが、とても低い数字だ

と私は考えております。将来の本県の産地維持

発展に向けて、新規就農者や後継者に夢を持っ

て農業に取り組んでいただくには、儲かる農業

の実現に向けた農家の技術力向上が必要となり

ます。このため県では、平成28年度から本格的

に宮崎方式営農支援の取り組みを展開しており

ますが、普及指導員やＪＡの営農指導員の指導

に、豊かな経験に基づく先進的農家の高い栽培

技術を組み合わせることで、若い農家等にとっ

ては、具体的な指導・助言による栽培技術の習

得が可能になると思われます。そこで、農家の

生産技術の向上に向けた宮崎方式営農支援の取

り組み内容と、先進的な農家と連携した指導へ

の取り組みについて、農政水産部長にお尋ねし

ておきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県では、本年

度からＪＡグループと連携し、産地分析とビ

ジョン策定による産地改革、普及指導員とＪＡ

営農指導員の指導能力向上、農業者の技術・経

営管理能力向上の３つを柱とした宮崎方式営農

支援について、全県での展開を進めているとこ

ろであります。この中で、特に産地分析につい

ては、産地全体で生産者ごとの各種データを分

析し、部会内でのみずからの順位や課題を確認

していただくことが、個々の生産者の経営改善

の契機となっておりまして、ＪＡ都城のキュウ

リ部会では販売額が約23％向上し、また、ＪＡ

こばやしのマンゴー部会では収量が約25％向上

するなどの成果も出てきているところでありま

す。また、県では、先進的な農業者など97名を

農業経営指導士として委嘱し、普及指導員と一

体的にきめ細やかな指導・助言を行っており、

農家の技術力と所得向上を図る上で大きな力と

なっているところであります。今後とも、この

ような指導体制により、産地の競争力強化に取

り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ただいまの答弁では、高い栽

培技術を有する先進的な農業者と一体となり、

農家の指導に取り組んでいるということでござ

います。大変よい取り組みでありますので、引

き続きしっかりと御指導いただきたいと思いま

すが、知事が先進的農業者として委嘱した97名

の農業経営指導士の皆さんも、それぞれ我が家

の経営を行いながら、貴重な時間を割いて協力

いただいておりますので、指導していただく指

導士の方々が協力しやすいような環境をぜひ整

えていただきますよう、特にお願い申し上げて

おきたいと思います。

また、所得目標に達している農家が、園芸の

主力品目では50％前後、宮崎の中心的な肉用牛

は35％という答弁でございました。これは、畜

産王国宮崎としては非常に恥ずかしい、残念な

ことだと。このままでは畜産がなくなってしま

うんじゃないかという思いもしないでもありま

せん。本県農業の将来を担う後継者を確保して

いくためには、私は、やはり70％程度の農家は

所得目標を達成しなければいけないと感じてお

るところでございます。さらに目標を上回る所

得を目指す意欲ある農家を育成していくため
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に、引き続き、先進的農業者の皆さんとの十分

な連携により、これまで培われてきた技術を

しっかりと継承しながら、農家の技術力と所得

の向上に取り組んでいただきますよう、お願い

申し上げておきたいと思います。

次に、これからの農業を語る上で無視できな

いのが、農地の問題であろうかと思います。先

ほど、農業者の生産技術や経営管理能力の向上

に向けて、宮崎方式の営農支援を展開している

との答弁をいただきましたが、生産性の向上を

図るとともに、生産コストを下げていくために

は、栽培技術等の営農支援の取り組みに加え

て、農地の集積・集約化が重要になるものと考

えております。具体的には、分散している農地

を集積・集約化し、品目ごとに生産団地として

まとめることができれば、これまで以上に効率

のよい経営が可能になるほか、農家同士が栽培

技術向上のために切磋琢磨する機運も高まり、

また、農家を指導する関係技術員にとりまして

も、指導体制が整えやすくなるなど、指導効率

が上がるものと期待いたしております。これ

は、耕種農家だけでなく、飼料作物を生産する

畜産農家も同様であります。農地の集積・集約

化に向け、県では、３年前から農地中間管理事

業に取り組んでおりますが、効率的な営農によ

り、儲かる農業を実践する農家を増加させるた

めに、この事業を活用した農地集積をより一層

進める必要があるものと考えております。そこ

で、農地中間管理事業における農地の集積状況

と今後の推進について、農政水産部長にお尋ね

しておきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） ３年目を迎え

ました農地中間管理事業による本年度末の農地

集積面積は、約3,400ヘクタールと、当初計画の

５割程度ではありますが、集落営農法人が加工

用米等の団地化により、経営面積の増加を図る

などの事例も見られるようになってきておりま

して、県では、こうした事例等をＰＲしなが

ら、より一層の農地集積に努める必要があると

考えております。今後も、平成35年度の担い手

への農地集積率80％という目標に向かって、法

人間の農地の再配分による推進や経営規模拡大

への働きかけを強めるとともに、新たに市町村

農業委員会に配置される「農地利用最適化推進

委員」との連携強化を通して、さらなる推進を

図ってまいりたいと考えております。また、国

において、当事業により、地元負担なしで農地

整備が可能となる土地改良法の改正も現在検討

されておりますので、こうした動きもしっかり

注視してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いしておきたい

と思います。

次に、警察本部長にお尋ねしてみたいと思い

ます。

特殊詐欺被害についてお伺いいたします。平

成28年中の全国の特殊詐欺被害は、被害額が406

億円で、４年連続で400億円を上回ったと、報道

で発表されました。特に、医療費などの還付を

装った還付金詐欺が急増するとともに、被害者

の約８割が高齢者であるなど、大変厳しい状況

にあると認識いたしております。そこで、昨年

の県内における特殊詐欺被害の情勢と特徴的な

傾向について、警察本部長にお尋ねしておきた

いと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 平成28年中の本

県の特殊詐欺被害につきましては、認知件数27

件、被害額１億6,859万円であり、前年と比べま

して、認知件数は18件の減少となる一方、被害

額は約350万円の微増となっております。被害の

特徴につきましては、300万円以上の被害が過半
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数を占め、１件当たりの被害額が約670万円と

なっていること、高齢者が被害に遭いやすいオ

レオレ詐欺、架空請求詐欺、金融商品取引名目

詐欺の被害額が高いこと、宅配便等で現金を送

る形態が減少する一方、犯人に直接現金を手渡

したり、犯人が指定する預貯金口座に現金を振

り込ませる形態が多いこと、高齢者被害の割合

が約７割を占め、高どまりであること等、依然

として厳しい情勢となっております。

○徳重忠夫議員 １億6,859万円の被害額、ある

いは１件当たりが670万円と、大変な被害でござ

います。何とかこれを防止できるような努力を

していただきたいものだと思っております。

ところで、平成27年２月議会におきまして、

私は、高齢者に対し、特殊詐欺の手口や予防対

策について電話で案内し、注意を呼びかけるコ

ールセンター事業に関して質問しております。

この事業につきましては、警察が主体となり、

高齢者を初めとする多くの県民に対しまして、

電話で直接、注意を呼びかける点に大きな意義

があり、被害抑止効果が期待できるものと考え

ておりました。また、高齢者に限らず、高齢者

の身近な存在である子や孫等の親族や地域住民

に対して、この事業を通して手口や被害防止対

策の浸透が図られれば、家族ぐるみ、地域ぐる

みで予防策を講じることにつながるものと考え

ております。そこで、この事業を開始してから

の抑止効果や、被害防止につながった事例等が

あれば、お知らせいただきたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 本事業につきま

しては、平成27・28年度の運用期間中、延べ約

２万2,000人の県民の方に対し、直接、注意喚起

を行っております。このうち、｢事前の注意喚起

が心強い｣｢留守番電話機能を使うようになった｣

「防犯メールの登録方法を教えてほしい｣など、

好意的な反応や自発的な予防対策に関心を持た

れた方々が、半数の約１万1,000人に上りまし

た。なお、コールセンターからの注意喚起によ

り還付金詐欺の被害阻止につながった事例を昨

年11月に確認するなど、本事業の目的である特

殊詐欺に対する県民の抵抗力の強化と定着化に

寄与しているものと考えております。また、各

年度の事業期間中における特殊詐欺の認知件

数、被害額は、平成27年度が26件、約１億1,000

万円と、前年同時期と比べて、21件、約9,000万

円の大幅な減少となり、現在運用中の平成28年

度につきましても、減少傾向を維持しておりま

す。県警察としましては、今後とも、本事業を

初め、取り締まりと予防の両面から強力に被害

防止対策を推進してまいります。

○徳重忠夫議員 ただいま警察本部長から説明

いただきまして、コールセンター事業の効果が

かなり出ているということでございますので、

ぜひこれを徹底して続けていただきますように

お願い申し上げておきたいと思います。

続きまして、交通事故防止に関する質問をさ

せていただきたいと思います。報道によります

と、昨年の県内における交通事故による死者数

は、45名で前年より７名少なく、昭和32年以

降、60年間で最少の死者数だったそうでありま

すが、最近の交通事故を見ますと、いつまでも

喜んでいられないような状況になっておりま

す。昨年12月から交通死亡事故が相次いでおり

まして、今年１月までのわずか２カ月の間

に、20件の交通事故で20名のとうとい命が失わ

れております。これはまさに異常事態であると

私は感じております。多発する死亡事故に歯ど

めをかけるには、今こそ緊急に対策を講じる必

要があると考えます。例えば、交通事故を詳細

に分析し、事故の原因は何かなど、その特徴点
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を明らかにした上で、公民館単位でチラシを配

布したり、住民に知らしめるきめ細かな対策を

とることが必要ではないかと考えておるところ

であります。そこで、警察本部長に質問です

が、昨年12月から本年１月にかけての交通死亡

事故の特徴とその対策について、お伺いしてお

きたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 死亡事故20件の

特徴としましては、高齢者の死亡事故が10件、

歩行者がはねられる事故が10件、直線道路で９

件、国道を避けて通る脇道で９件発生してお

り、その原因の大半が、緊張感を欠いた漫然運

転により起きています。警察では、これらの特

徴を踏まえ、国道の脇道での指導取り締まりを

強化したほか、公民館単位での交通教室や、高

齢者宅への戸別訪問指導、高齢者ネットワーク

による情報発信などの対策を実施しています。

また、本年は県の南部で死亡事故が多発してお

り、隣接する鹿児島県側でも事故が発生してい

ることから、３月１日に鹿児島県警と緊急の合

同対策会議を開催し、情報を共有して、一体と

なった対策を講じることとしたほか、今後も死

亡事故を抑止するため、効果的な交通安全対策

を強力に進めてまいります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。県警

は、交通事故の実態を一番よく知っている機関

であります。今後とも、これまで同様、関係機

関・団体を牽引していただき、緊密な連携のも

とさまざまな交通安全対策を講じていただき、

ぜひとも多発する死亡事故を食いとめていただ

きますように、お願い申し上げたいと思いま

す。きょうの毎日新聞に今おっしゃいましたこ

とが掲載されておりまして、一生懸命取り組ん

でいただいている姿がわかったわけでありま

す。ぜひとも死亡事故の撲滅のために、御努力

をよろしくお願い申し上げたいと思います。

続きまして、高齢者のセルフネグレクトにつ

いてお尋ねしてみたいと思います。

先日、セルフネグレクト状態にある高齢者の

テレビ特集を見ました。セルフネグレクトと

は、自己放任と言われ、一般的には、「高齢者

が、通常、一人の人として、生活において当然

行うべきことを行わない、あるいは行う能力が

ないことから、自己の心身の安全や健康が脅か

される状態に陥ること｣と定義されているようで

あります。テレビでは、ごみが散乱する屋敷に

住まい、食事も十分にとらず、必要な医療や介

護サービスを受けず、健康状態が危ぶまれる高

齢者の姿が映し出されておりました。これまで

懸命に働き、社会に貢献してきた高齢者が、そ

のような状態に置かれていることは、見るに忍

びないものがありました。そこでまず、セルフ

ネグレクト状態にある高齢者は県内にどれぐら

いいると見込まれているのか、福祉保健部長に

伺ってみたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） セルフネグレ

クト状態にあると考えられる高齢者につきまし

ては、平成22年度に内閣府が、全国の市町村に

対するアンケート調査を実施しております。そ

の際の有効回答をもとに、全市町村から報告が

あったものと仮定して推計がなされておりまし

て、全国ではおおよそ１万1,000人とのことであ

ります。これを同様に宮崎県分として試算いた

しますと、県内では100人程度になろうかと考え

ております。

○徳重忠夫議員 県内に100人程度のセルフネグ

レクトの高齢者がいると見込まれるとのことで

ございますが、これは22年度の調査ということ

でございます。現在はもっと多いのではないか

と感じております。これから高齢者が増加し、
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ひとり暮らしや認知症の高齢者もますます増加

することが見込まれるため、その数ももっとふ

えていくことが予想されます。

そのような中、民生委員が高齢者宅を訪問す

るなどしておりますが、これらのセルフネグレ

クトの方々への対応は難しいものがあると思い

ます。最後まで生き生きと暮らし続けていくた

めには、私は、やはり行政が手を差し伸べるべ

きと考えます。実際に対応するのは、基本的に

は市町村の役割だとは思いますが、今後、これ

らの高齢者への対応に、県としてどう取り組ん

でいくのか、福祉保健部長にお伺いしておきた

いと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君) セルフネグレク

トは、認知症や精神疾患など、さまざまな要因

に起因するとともに、本人にとって必要な支援

やサービスを拒む例も多いことから、お話にあ

りましたように、市町村においても対応が難し

いという実態があるようであります。しかしな

がら、セルフネグレクトの高齢者は、孤立死の

予備軍とも言われておりまして、支援を拒む高

齢者であっても、市町村等による地道な説得や

支援のほか、お話にありました民生委員や近隣

住民などによる地域の見守りをふやすことで、

他者とかかわる頻度を上げる取り組みなども必

要かと考えております。このため、県におきま

しては、市町村に対しまして、セルフネグレク

トの状態にある高齢者の実態把握や地域の見守

り活動の強化などに努めていただくよう働きか

けていくとともに、孤立死防止を主な内容とし

て、市町村や地域包括支援センターの職員を対

象として実施します研修の充実を図ってまいり

たいと考えているところであります。

○徳重忠夫議員 ぜひとも市町村と十分話し合

いをしていただきまして、有効な対策・対応を

していただきますようにお願いしておきたいと

思います。

次に、県内の建設業について質問させていた

だきます。

本県の建設産業は、建設投資の減少による競

争の激化等もあり、平成27年度末の建設業者数

は4,485者となっておりますが、これは10年前の

平成17年度末が5,817者であったのに比べ、約23

％も減少している状況にあります。今年度、県

におきましては、最低制限価格の見直しの必要

性について検討を行うため、県が発注した個別

の建設工事等における受注企業の採算性を分析

・把握するためのコスト調査を実施していると

のことであります。このコスト調査における建

設工事の収支状況はどうなっているのか、県土

整備部長にお尋ねしておきます。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今回実施い

たしました建設工事のコスト調査につきまして

は、平成27年４月１日以降に発注し、平成28年

６月30日までに完成した1,172件を対象に、地域

や工種、契約金額等を考慮して303件を抽出し、

有効データ217件について集計・分析を行ったと

ころであります。その収支状況につきまして

は、収支がプラスとなった工事の件数が、176件

で全体の81％、マイナスになった工事の件数

が、41件で全体の19％となっております。ま

た、各工事の利益や損失がどの程度になってい

るかを率であらわした損益率の平均は、全体で

プラス８％となっております。

○徳重忠夫議員 今、部長から御報告いただき

ましたが、コスト調査における建設業の収支状

況がマイナスのところも出ているようでござい

ます。このことを考えて、最低制限価格を見直

すことについてどう思っていらっしゃるか、お

尋ねしておきます。
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○県土整備部長（東 憲之介君） コスト調査

の結果につきましては、数年前に他県が行った

同様の調査では、収支がマイナスとなった工事

の割合が４割を超え、全体の平均損益率もマイ

ナスとなっておりましたが、ここ数年の設計労

務単価や昨年度の諸経費の全国的な引き上げの

影響もあり、本県の場合、全体としては利益が

出ているものと考えております。また、本県の

最低制限価格につきましては、経済・雇用対策

の一環として、予定価格のおおむね90％として

おり、国の低入札価格調査における基準価格よ

りも高い値となっていることや、建設企業の経

営状況などを総合的に勘案いたしますと、現在

のところ、最低制限価格の水準を見直す状況に

ないと判断しているところであります。

○徳重忠夫議員 制限価格は見直さないという

ような御答弁でありましたが、収支がマイナス

になっている工事の件数が19％、これは非常に

大きい数字だと。19件は赤字だということでご

ざいます。その結果を踏まえて、そういう事業

に対する改善に向けての取り組みは今後どうさ

れようとしているのか、お尋ねしておきたいと

思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今回の調査

では、あわせてアンケート調査も実施しており

まして、マイナス収支の主な理由として、「予

定価格の設定や設計変更に要因がある」などの

意見をいただいているところであります。県で

はこれまでも、適切な予定価格の設定などに取

り組んできたところでありますが、このような

御意見を踏まえ、最新単価の適用や現場条件に

応じた積算に、より一層努めていくこととして

おりまして、本年３月１日に、賃金水準の上昇

を反映するため、設計労務単価の引き上げを

行ったところであります。また、設計変更を適

切に実施するため、「設計変更・工事一時中止

ガイドライン」の運用を徹底するとともに、設

計変更に係る疑義が生じないよう、受注者・発

注者間の協議の場を来年度から新たに設けるこ

ととしております。さらには、これらの取り組

みをより一層推進するため、さまざまな研修や

指導などを通しまして、職員の技術力向上に努

めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 本県は今後、南海トラフ地震

による甚大な被害が想定されるなど、防災・減

災対策、さらにはインフラの老朽化対策を図っ

ていかなければなりません。建設産業はその担

い手として、果たすべき役割はますます増大し

てきていると思います。そこで、社会資本の整

備や防災・減災を担う地域建設業の育成にどの

ように取り組んでいるのか、お尋ねしておきた

いと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 建設産業の

育成を図るためには、安定的な事業量の確保な

ど、将来を見通すことができる経営環境の整備

を図ることが重要であると考えております。こ

のため、県としましては、国の公共事業予算の

確保に向け、全力で取り組むとともに、県単独

事業についても、特別枠による追加措置を計上

して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、ゼロ県債の活用等による発注の平準化

に努めるとともに、入札制度においては、総合

評価落札方式における地域企業育成型や指名競

争入札の実施等により、地域の建設業が受注し

やすい環境づくりに取り組んでおります。さら

には、経営相談や金融支援、若年技術者の資格

取得に取り組む建設業者等への助成など、きめ

細やかな支援も行っているところであります。

今後とも、建設産業の動向を注視しながら、そ
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の育成にしっかりと取り組んでまいります。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いしておきたい

と思います。予算の確保や県内業者への発注な

ど、さまざまな取り組みを行っておられます

が、建設工事には多くの下請業者がかかわって

おります。建設産業の健全な発展を図るために

は、元請業者だけでなく下請業者も大事であり

ます。下請業者も適正な利潤を確保することが

重要であります。そのためには、元請業者が下

請業者と適切な価格で契約を締結することが必

要と考えますが、県の取り組み状況をお知らせ

いただきたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県では、適

切な下請契約の締結のために、毎年開催する建

設業者研修会において、書面による契約締結や

不当に低い請負契約の禁止等について指導する

とともに、建設業者ホットラインを設置しまし

て、下請トラブルなどの相談にも対応している

ところであります。また、県発注工事におきま

しては、「建設工事元請・下請関係適正化等指

導要綱」を定め、下請工事の概要、代金の支払

い状況等の報告を求めるとともに、要綱の趣旨

を徹底するため、契約時に、元請業者に対し文

書による要請を行っております。さらに、「工

事現場における施工体制の点検要領」に基づ

き、点検の際には、下請契約の締結状況等を確

認しているところであります。今後とも、元請

業者と下請業者との適正な関係が確保されるよ

う、適切な指導に努めてまいります。

○徳重忠夫議員 現在でもさまざまな取り組み

を進めていただいておりますが、今後とも、元

請、下請を含めて、建設産業の育成に引き続き

しっかりと取り組んでいただきますように、お

願い申し上げておきます。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてお

尋ねいたします。

この事業は、古事記編さん1300年の平成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、スタートから約５年

たち、折り返しの時期に来ております。県議会

においても、「神話の源流みやざき」を県内外

に広くアピールしようと、スタートの年から毎

年、11月本会議では古代衣装を身にまとって議

会に臨むなど、事業を盛り上げているところで

あります。また、事業推進に当たっては、平

成24年度から専任職員を配置するなど、県とし

ても、その取り組みに力を入れていると思って

おります。９年間で積み上げた成果を事業終了

後も継承していけるよう、今後の展開を考えて

いかなければならないと思います。そこで、記

紀編さん1300年記念事業のこれまでの取り組み

の成果と今後の展開について、知事にお伺いし

ておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 記紀編さん記念事業

は、これまで、県民の意識啓発や、「神話の源

流みやざき」としての認知度向上に軸足を置い

て取り組んできているところであります。その

結果、神話ゆかりの地の観光客数の増加や、神

楽について国の文化財指定に向けた新たな動き

が出てくるなど、さまざまな効果があらわれて

きていると感じております。毎年、古事記ゆか

りの県と東京でのシンポジウムを行っておりま

すが、大変関心も高く手応えを感じているとこ

ろであります。

こうした成果をさらなる展開につなげるた

め、東京オリンピック・パラリンピック開会式

での「天岩戸開き神話」の再現や、神楽や古墳

の世界文化遺産登録を目指した取り組みを進め

ているところであります。昨年は、国立能楽堂

で自治体初となる神楽公演も開催したところで
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あります。今後も、市町村や関係団体と連携を

図りながら、こうした取り組みをさらに推進

し、2020年に本県開催が内定しております国民

文化祭につなげるなど、これまで磨き上げてき

た本県の宝を県内外に発信していくとともに、

その後も、本事業で築いた「神話の源流みやざ

き」ブランドがしっかり引き継がれていくよう

努めてまいりたいと考えております。また、将

来、我々の子孫が記紀編さん1400年記念事業を

行うときには、あの1300年からスタートしてい

ろんなものが積み上がり、花開いているという

ふうに言ってもらえるように、我々自身もこの

取り組みについてしっかりとした歴史を刻んで

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 成果が出てきているようでご

ざいまして、大変うれしく思っております。取

り組みも折り返しの時期に来て、目に見えて効

果があらわれてきているような気がいたしてお

ります。神話や神楽は大事な宮崎の宝でありま

すので、記念事業が一過性のものに終わらず、

多くの県民の財産となるように取り組んでいた

だきますように、お願いしておきたいと思いま

す。

最後の質問になりますが、外国人観光客への

対応についてお尋ねしてまいりたいと思いま

す。

昨年、訪日外国人旅行者数は2,000万人の大台

を突破し、国は、東京オリンピック・パラリン

ピックが開催される2020年には4,000万人とする

数値目標を掲げて、さまざまな施策を展開して

おります。また、先月には、九州全体の広域的

な観光振興の推進に寄与することを目的に、大

分県において、九州観光振興議員連盟の設立総

会並びに第１回九州観光振興大会が開催されま

した。私も、宮崎県議会観光振興議員連盟の一

員として参加したところでありますが、九州各

県の外国人観光客誘致に対する意識の高まりを

感じたところであります。そこで、本県におけ

る外国人宿泊者数の状況について、商工観光労

働部長にお尋ねしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 観光庁の

宿泊旅行統計調査によりますと、本県における

外国人の宿泊者数は、いずれも延べ人数になり

ますけれども、平成27年が、前年に比べ約４万

人泊増の約20万2,000人泊となっており、ま

た、28年につきましては、熊本地震の影響もご

ざいましたが、11月までで既に前年を上回る

約22万4,000人泊となっており、近年、増加傾向

にあります。また、国・地域別の平成27年の状

況を見ますと、韓国が最も多く約９万1,000人

泊、次いで台湾が約４万6,000人泊、香港が約３

万3,000人泊となっており、定期航空路線のある

韓国、台湾、香港が全体の８割以上を占めてい

る状況にあります。

○徳重忠夫議員 たくさんの外国人観光客がお

いでいただいていること、大変ありがたいこと

だと思っています。そこで、特に、定期航空路

線のあるところ、韓国、台湾、香港が全体の８

割ということでございます。先般、台湾便が１

便減便になったということもありますが、何と

か近隣の韓国、台湾、香港の便が減便にならな

いように、さらに努力して、そういう方向づけ

をしていただきますようにお願いしておきたい

と考えております。

最後の質問になります。先月、南九州３県議

会観光振興議員連盟の合同海外調査に私も参加

させていただきました。香港でございます。現

地では、香港の人口約730万人のうち、2015年に

は、150万人以上が日本へ旅行しているとのこと

であります。このうち、10回以上来日している
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リピーターが５人に１人いることに驚き、東ア

ジア地域の旺盛なインバウンド需要を肌で感じ

たところであります。また、現地の旅行会社の

社長からは、団体旅行が減少し、家族や小グル

ープでの個人旅行にシフトしているとの説明を

受けました。この傾向につきましては、香港に

限らず、韓国や台湾など、他の東アジア地域で

もあらわれていると思います。外国人の個人旅

行者については、例えば、レンタカーのカーナ

ビの多言語化などは進んでいるようであります

が、誘致に向けてさまざまな取り組みが必要と

感じたところであります。そこで、外国人の個

人旅行者の誘致に向けた取り組みについて、商

工観光労働部長にお尋ねしておきたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 外国人の

個人旅行者の誘客対策につきましては、国ごと

に市場ニーズや効果的なプロモーションの方法

が異なることから、これらに応じた取り組みを

行うことが重要であるというふうに考えており

ます。このため現在、韓国では、テレビショッ

ピングを活用したファミリー向け旅行商品の販

売支援や、ゴルフ専門雑誌への広告掲載、台湾

では、食通のブロガー招聘や、20代から30代の

女性をターゲットとした地下鉄での広告の掲示

などを行っております。また、香港では、さら

なる認知度向上を図るための路面電車のラッピ

ング広告や、レンタカーでの周遊をテーマにし

た観光ＰＲ等を実施しているところでありま

す。お話がありましたとおり、外国人の旅行形

態は、団体旅行から個人旅行にシフトしてきて

おりますので、今後とも、ＪＮＴＯの海外事務

所等とも連携しながら、国ごとの特性や流行を

的確に捉え、個人旅行者の誘客に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。以

上で質問を終わらせていただきます。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

○宮原義久副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。

おととい、この質問のやりとりの中で、執行

部の返事を待っていたら、議会棟に知事の非常

に爽やかな声が響いてきたんですけれども、午

後５時15分、「職員の皆様、知事の河野です。

仕事お疲れさまです。勤務時間終了の時刻とな

りました」という定時退庁の呼びかけで、非常

に爽やかな声で、私もすぐに帰宅したところで

ございますが。議会でもよく夜遅くまで事務局

の明かりがついているのを見かけるんですけれ

ども、議会は議会として、ぜひ星原議長とか貫

禄のある声で放送していただくと、もっと効果

があるのかなと思います。きょうはここにいま

せんけれども……。

働き方改革というものが叫ばれております

が、この背景には、日本人の低い生産性という

非常に深刻な課題が横たわっていると思いま

す。世界の中で日本の１人当たりＧＤＰは27位

まで落ち込み、また、アジアの中でも５位まで

落ち込んできたと言われております。働く日本

人が長い労働時間の割に低い付加価値しか生み

出すことができていないという、非常に本質的

な課題がその背景にあると思うんですけれど
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も、生産性の問題というのは、働き方改革の課

題だと言うことができると思います。既に後藤

議員が指摘されておりますけれども、宮崎県に

おいて、働き方改革を県庁が先頭に立って旗を

振るのであれば、県庁がまず模範を示すべきだ

と思います。

平成17年度から、知事部局においても県職員

が423人、約10％減少してきて3,800人、その一

方で、県の仕事としては、子供の貧困や高齢者

の医療・福祉、経済対策など仕事はふえる一方

で、しかし、財源がないということで、限られ

た職員と限られた財源、そしてふえていく仕事

をやりくりするには、やはり職員１人当たりの

生産性をどうにかして高めていく必要があると

思っております。そこで、知事に働き方改革に

対する思いと現状に対する課題認識についてお

伺いし、以下、質問者席よりお伺いしてまいり

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事(河野俊嗣君)〔登壇〕 お答えします。

職員の働き方に関する認識、その改革にかけ

る私の考えについてであります。働き方改革に

つきましては、現在、国において、一億総活躍

社会の実現に向けた大きな課題として、時間外

労働のあり方やワーク・ライフ・バランスの推

進、さらには、労働生産性の向上といった複数

の観点から議論が進められているところであり

ます。

県ではこれまで、組織体制や事務事業の見直

しなどによる業務の効率化や時間外勤務の縮

減、休暇等の取得促進、さらには、介護・子育

て支援や女性の活躍推進に係る各種施策の実施

によりますワーク・ライフ・バランスの推進に

取り組んできたところであります。私自身も、

職員向けのメッセージなどで、いろいろ働きか

けも行ってきたところであります。

職員、組織としての意識の変化を感じてはお

りますが、時間外勤務や休暇取得等の状況につ

きまして、さらなる改善が必要であると認識し

ております。今後とも、これまでの取り組みの

検証、見直しを行い―今、範を示すという御

指摘がありました。まさにそのとおりでありま

して、まずは県庁から働き方改革に向けて実効

性のある取り組みを進めることにより、県全体

の働き方改革を促進してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 改めて少し伺ってみたいんで

すけれども、知事も御存じかと思いますが、働

き方改革というのは、単に休暇をとるとか残業

しないとか女性を管理職につけるとか、そうい

う形だけを変えるというところじゃなくて、そ

の背後にある慣例や形式にとらわれた無駄の多

い業務であったり、時間当たり生産性を問わな

いような業務体系、勤務環境、そして評価シス

テム、そうしたものが背景にあると思っており

ます。

形だけ「定時に帰れ」「休みをとれ」と呼び

かけても、「だって仕事が終わらないし」とい

うような恨み節が常に聞こえてくるわけで、重

要なことは、その仕事のやり方を今までとは圧

倒的に違うやり方で変えていかなければいけな

いと思っております。本当に簡単でいいので知

事にお伺いしたいんですけれども、職員の働き

方に関して、知事が評価するものとは一体どう

いうものなのかなと。知事が考える職員の働き

方に関して、何をもってすぐれた働き方だと感

じておられるのか、率直に聞いてみたいんです

けれども。

○知事(河野俊嗣君) 本県の職員は、大変真面

目、勤勉であるというところはあろうかと思い

ます。きちんとした仕事を積み上げるというと
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ころは高く評価しておるところであります。働

き方改革の文脈の中でありますが、無駄な仕事

をつくらない、そして、それを指示しないとい

うことを私自身も心がけておるところでありま

すし、いろんな形で―形だけではいけないと

いう御指摘もありましたが、根本の目指すとこ

ろをしっかりとこれからも働きかけてまいりた

いと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。何が

言いたいかというと、時間当たり生産性を問う

ていくということがすごく大事だと思っていま

して、真面目はいいんですけれども、猛烈社員

型で、とにかく遅くまで残って仕事を仕上げて

やっていく職員には、「どうしてそんなに時間

をかけるんだ」とか上司が問いかけをしなけれ

ばいけないし、資料一つつくるにしても、でき

ばえだけじゃなくて、「これに一体どれだけ時

間をかけたのか」と、そうした観点もこれから

必要になってくるんだと思うんですね。

会議のエピソードで―これは単にエピソー

ドですけれども―イタリア人は会議の開始時

間にはルーズだけど、日本人は会議の終了時間

にルーズだとよく言われるように、会議の生産

性一つにしても大変重要なことで、我々会派も

よく党議で盛り上がって、随分長引くことがあ

るんです。真面目にやっていると長引くんです

けれども、会議の生産性ということを意識し

て、我々はやらなきゃいけないだろうなと思っ

ております。

昨年の11月、女性の活躍推進会議というとこ

ろが主催して、ワーク・ライフバランス社の小

室淑恵さんという有名な社長さんをお呼びして

セミナーがあったんですけれども、県職員もた

くさんそこにおいでいただいていたんです。小

室さんが言うには、限られた時間で賢く濃く働

くことを経営トップが強くコミットして、評価

軸を時間当たり生産性に置いたところ、深夜労

働、休日労働は、その結果として自然に激減

し、女性職員の出産率が上がったといったよう

な会社の報告などがあって、とても啓発的な内

容でした。

その後、小室社長と少しやりとりさせても

らったんですが、熊本県と三重県では、ワーク

・ライフバランス社が直接一緒に入って、県庁

の働き方改革に取り組んでいて、三重県では、

早速１月17日に県庁の改革に関する提言という

ことでプロダクトができ上がっていて、その中

では、例えば、会議の無理・無駄をなくす、出

張の無理・無駄をなくす、やめる・なくす会議

を定期的に開催する、レクは必要最小限に簡潔

に、議会の待機人数は必要最小限に、そうした

非常に細かいところまで突き詰めております。

多分、この背後にもたくさん職員が待機して

いると思うんですけれども、こうした取り組み

というのは一朝一夕にはできないし、何が常に

現場の抵抗として、課題としてぶち当たるかと

いうのは、この会社としても非常に詳しく把握

されているようでした。こういった外部の力を

かりて、県職員の働き方改革にもしっかり取り

組んでいくつもりはないか、総務部長へお伺い

します。

○総務部長（桑山秀彦君） ワーク・ライフ・

バランスの実現に関しましては、職員一人一人

はもちろんのこと、組織全体でこれまでの働き

方を見直し、事務処理等の無駄の削減でありま

すとか勤務時間の有効活用などに積極的に取り

組む意識改革を進め、仕事の効率化を図ってい

くということが大変重要だと思っております。

このため県では、昨年度策定いたしました「み

やざき行財政改革プラン（第二期）」に基づき
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まして、具体的には、テレビ会議システムの活

用でありますとか事務改善事例集の配付、ある

いは定時退庁の呼びかけなど、生産性の向上や

勤務環境の改善等に取り組んできたところでご

ざいます。

ただいま御提案のありました外部の専門家の

知恵をかりることにつきましても、一層そう

いった意識改革の取り組みを推進する上では、

有効なものであろうと思っております。他県で

の取り組み実績なども参考とし、また、これま

での我々の取り組みの成果、費用対効果、そう

いったことなども踏まえながら、今後、検討し

てまいりたいと思います。

○清山知憲議員 これは本当に重要な課題だと

思いますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。

この流れで、続いて、関連して教職員の働き

方、そして部活動の生産性というものについて

聞いてみたいと思います。

既に満行議員も取り上げられましたが、ま

ず、前置きしておきたいと思うんですけれど

も、私は、部活動、そしてスポーツの意義とい

うものは非常に重要だと思っています。連帯感

だとか責任感、人格等、文化やスポーツに親し

む上で非常に重要だと思っておりますけれど

も、時にはそれが行き過ぎて、家庭の時間を

奪ったり、勝利にこだわったり、競技力の向上

に過度なエネルギーが費やされることで、学力

向上の取り組みがおろそかになったり、また、

子供たちの趣味や読書の時間もなくなると思い

ます。

そうしたものの中で、どこかに適正なバラン

スがあるんだろうと思うんです。先ほど、仕事

の生産性を高めるという話をしたんですが、少

ない部活動時間で高いレベルでの目標が達成で

きれば、それは非常に生産性の高い部活動のあ

り方であります。私も、今まで学力向上の取り

組みについても、大宮高校の量から質への転換

といったふうに、やみくもに学習時間、そして

部活でいえば活動時間をそこに投じて、高いパ

フォーマンスを達成するというよりも、限られ

た時間をもっていかに高いパフォーマンスを達

成するかというところに知恵・工夫を絞ればい

いんじゃないかという話をしてまいりました。

各県を調べてみると、静岡や長崎、長野、い

ろんなところで、「部活動の指導の手引」と

いったような包括的なガイドラインとでも言う

べきものが作成されているんですけれども、我

が県でそうした手引というものを作成されてお

るのか、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

これまでも研修会等を通して、適正な部活動の

あり方について指導してきたところであります

けれども、御指摘の手引につきましては、作成

していないところであります。

○清山知憲議員 宮崎県における部活動のあり

方、指導のあり方、スポーツのあり方について

の包括的なガイドラインが、何かしら必要じゃ

ないかなと思っているんですけれども、顧問教

員の経験や適性、外部指導員や地域のスポーツ

クラブをどう位置づけるか、子供の視点に立っ

たときの適正な活動時間、いろいろ考慮すべき

要因はあると思います。スポーツ振興や甲子園

優勝とか国体の上位成績とか、そうした目標を

公然と掲げている宮崎県にあって、そうしたガ

イドラインがないんだなということは割と驚い

たところでございますが、国の動向を踏まえつ

つ、準備をしておいてほしいと思います。

続いて、部活動の休養日についてお伺いした

いんですけれども、文部科学省は、先般発表さ
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れたスポーツ庁の部活動の実態調査を受けて、

改めて各都道府県に適切な休養日を設けるよう

に通知を出しております。その中で、平成９年

に当時の文部省から示された設定例があるんで

すが、その設定例というのは、中学校では、週

当たり２日以上の休養日、土日の活動について

は、子供のゆとりを確保し、学校週５日制とい

う趣旨に配慮すること、効率的な練習を行うこ

とが書かれています。

私、教育委員会の担当とやりとりをしている

ときに、当初この例を持ち出したら、最初は、

これはただの設定例にすぎないと言われたんで

すね。いや、それはおかしいだろうと、これは

参考例じゃないのかということで、今回質問さ

せていただくんですが、改めてこれは参考例と

すべきなのか、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 「運動部における休

養日等の設定例」でございますが、これは、運

動部活動の望ましいあり方について、当時の文

部省から示されたものでございます。今回実施

された「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」の運動部活動の状況調査では、本県を含

め、全国的に休養日を設けていない学校があり

ましたことから、ことし１月、スポーツ庁よ

り、この設定例を参考例にするよう、改めて通

知があったところでございます。県教育委員会

といたしましては、これらの状況を真摯に受け

とめ、各学校において適切な対応を図るよう、

各市町村教育委員会等に通知をしたところでご

ざいます。

○清山知憲議員 これは参考例であって、各市

町村教委にも県教委から通知したということで

ございます。しかし、先ほどもありましたけれ

ども、現状、県教委が示している「教職員の働

きやすい環境づくりプログラム」では、平日も

含めて週１回の休養日、そして土日については

月にたった１回、「家庭の日」の休養日という

ものを推進しています。

スポーツ庁の調査でも、我が県の中学校の実

態として最も多かったパターンというのは、週

に１回の休養、そして土日のいずれかの休養日

は月にたった１回という学校が多かったんです

けれども。仮の話として、祝日がない月に、部

活は―これが多いパターンらしいですが―

平日の休養が１日、土日のいずれかは月に一度

だけ休養日と想定すると、部活動の顧問教員の

完全な休みというのは月に何日と想定されるか

教えてください。

○教育長（四本 孝君） 御質問にありました

顧問教諭の休日は、想定上は月に１日というこ

とになるわけであります。なお、実際に祝日の

ない６月で申し上げますと、定期テスト等があ

りますことから、テスト等の期間や直前の土日

に休日を設定する例が多いのが一応現状ではあ

ります。

○清山知憲議員 テストの前の土日が仮に両方

とも休みになったとしても、６月の完全な休養

日はたった３日間しかない、これはなかなか厳

しいものがあります。やはり県が推進してい

る、示している休養日の設定例というのは、最

低限の休養日の設定例であって、結局全ての学

校がそこに合わせてきているんじゃないかなと

思っているんですね。

しかし、休養日設定については、本来は望ま

しい真ん中の目安というものを示して、頑張る

学校、頑張る部活に関しては、それよりも

ちょっと休養日が少なくなる、うちはちょっと

ゆとりを持つというところは、それよりも休養

日がもうちょっと多くなるよねということで、

望ましい目安について示す必要があるんじゃな
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いかなと思いますが、教育長の見解をお伺いし

ます。

○教育長（四本 孝君） 来年度、国におきま

しては、部活動に関する総合的な実態調査や、

スポーツ医科学の観点を取り入れた休養日の設

定に関する調査研究を実施し、これらを踏まえ

て、「運動部活動の総合的なガイドライン」を

策定すると伺っております。本県でも、国が策

定するガイドラインや他県の取り組み状況等を

参考にしながら、望ましい目安について検討

し、練習時間や休養日が適切に設定されるよう

努めてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 国のガイドラインを待ってい

ると、もう少し時間がかかるんですけれども、

既に国から休養日設定の参考例は示されている

ことですし、また、社会通念上考えても、週に

一度も土日どちらかの休みもないというのは、

やはり少ないんじゃないかなと思います。少な

くとも、今すぐにでも、目安として毎週土日の

いずれかは部活動の休養日と設定し、徹底する

よう指導していくことも必要じゃないかと思い

ますが、教育長の考えをお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 運動部活動の状況調

査では、本県中学生の土曜日と日曜日における

運動部活動の１日当たりの実施時間が、全国平

均と比べまして、男子で約58分、女子で約41分

長いことが明らかになっております。各学校で

は、さまざまな現状がある中で、生徒の発達段

階や地域の実態等を考慮し、工夫しながら休養

日を設定しているわけですが、一方で、土曜日

や日曜日に大会・合宿等が行われているという

実態もあります。

今後、土曜日と日曜日の休養日設定のあり方

については、学校だけでは解決できない課題も

ありますが、学校体育団体等と連携を図りなが

ら、生徒のバランスのとれた生活や教職員の負

担軽減の観点から、適正な運動部活動の運営を

目指して、土曜日または日曜日のいずれかを休

養日とすることを含めまして検討してまいりた

いと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

実効性のある指針となっていくよう、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、話題をかえて、農政水産部長へお伺い

したいと思います。より安全で安心な宮崎の食

というブランドの構築に向けて、官民一体と

なって取り組まれていることだと思いますけれ

ども、知事も議会冒頭の提案説明の中で、東京

オリンピック・パラリンピックについて触れて

おられましたが、その東京オリパラの選手村な

どで求められることになる農畜産物の調達基準

について、わかっていることを御説明くださ

い。

○農政水産部長（郡司行敏君） 東京オリン

ピック・パラリンピックにおける農畜産物の調

達基準につきましては、大会組織委員会におい

て、昨年12月に基準案が公表され、ことしの３

月末までには決定される予定であると伺ってお

ります。この中で、国産を優先的に選ぶ方針の

もとに、農産物の生産の要件といたしまして、

食材の安全確保、周辺環境や生態系との調和、

作業者の労働安全確保、さらに畜産物につきま

しては、これらに加えまして、家畜の快適性に

配慮した飼養管理が求められております。

これらの要件を満たすためには、農畜産物を

提供する産地等におきまして、国際水準のグロ

ーバルＧＡＰ、日本独自のＪＧＡＰについて、

認証機関からの認証を受けるか、もしくは、農

林水産省のガイドラインに準拠したＧＡＰの取

り組みを県等の公的機関から確認を受けること
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が必要となっております。

○清山知憲議員 今、ＧＡＰという言葉が出て

きましたが、これはGood Agricultural Practic

eの略で、農業生産工程管理というふうに訳され

ます。農薬の使い方とか水や土の管理、それか

ら農場で働く人たちの労務管理など、そうした

ものを一つ一つ点検して記録していくことで、

食の安全、そして品質のよい農産物の生産につ

なげようという取り組みです。

歴史的には、世界的なグローバル企業、コカ

・コーラとかウォルマートとか、そうしたとこ

ろが世界中から農産物を調達するに当たって、

いかに安全性を確保するのかということが課題

になったときに、そうしたグローバル企業で組

織されるＧＦＳＩ（Global Food Safety Initia

tive）という組織を立ち上げて、ＧＦＳＩが承

認をする認証制度であれば安全なものだろうと

いうスキームをつくってきた。

その認証制度の一つがグローバルＧＡＰであ

り、ほかカナダＧＡＰとかもありますけれど

も、日本においても、昨年の５月にＪＧＡＰ Ad

vanceというものを出して、これをＧＦＳＩの承

認を得て、世界的な認証制度にしていこうとい

う動きもありますが、それよりもちょっとハー

ドルの低いところで、部長がおっしゃった宮崎

県版のＧＡＰというものもあります。県独自の

ＧＡＰというのが、第七次宮崎県農業農村振興

長期計画の前期版において、県内の主要産地で

取り組みを進めることになっておりましたが、

その達成状況についてお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 長期計画の前

期計画におきましては、県内の主要産地におい

て実施いたしますＧＡＰの取り組み率を90％と

する目標を設定しております。

このＧＡＰは、御紹介もありましたけれど

も、Good Agricultural Practiceということ

で、適正農業規範とも言われ、農業者みずから

が生産工程を見直すことで、生産性の向上や食

の安全リスクの軽減につながる取り組みとして

大変有効であり、みやざきブランド認証産地を

中心に推進を行ったところ、平成27年度には、

計画で対象といたしました1 6 6の産地のう

ち、104産地で取り組みが実施され、取り組み率

は62％となっております。

なお、このうち、東京オリンピック・パラリ

ンピックの調達基準に対応したグローバルＧＡ

ＰやＪＧＡＰを取得した経営体は、平成27年度

時点で９経営体となっております。

○清山知憲議員 取り組み状況としては62％と

いうことで、目標の90％には及ばなかったわけ

です。先日、後藤議員の質問にも答えられてお

りましたけれども、今後、取り組みをしてもら

うだけじゃなくて、県のような公的機関がきち

んと認証するというプロセス、そういう制度を

進めていくということでございますが、その認

証はどのように推進していくのか、お伺いいた

します。

○農政水産部長（郡司行敏君） これまでの県

版ＧＡＰにつきましては、農業者による自主点

検の取り組みとして普及してきたところであり

ますが、東京オリンピック・パラリンピックの

食材調達基準を満たすためには、県等の公的機

関から確認を受けることが必要となります。こ

のため県では、平成29年度新規事業の「新宮崎

県版ＧＡＰ緊急拡大事業」において、認証制度

を導入した新たな県版ＧＡＰを構築することと

しておりまして、審査員が現地で農業者の取り

組みを調査し、有識者等で構成する判定会で認

証の可否を判断する手続を現在検討していると

ころであります。
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今後とも、農業団体等で構成いたします県版

ＧＡＰの推進体制を整備いたしますとともに、

早急に指導者の育成を図り、スピード感を持っ

て、新たな県版ＧＡＰの県内産地への導入を推

進してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 隣の鹿児島県では、平成16年

から鹿児島県の認証制度―これはＫ－ＧＡＰ

と言われていますけど―を進めておって、定

着してきているようでございます。団体と個人

合わせて310件程度認証しているということで、

取り組みは進んでいるのかなと思いますが、我

が県においても、まずは宮崎のＭ－ＧＡＰを多

くの産地や法人が取れるように、県がしっかり

支援をしていただきたいなと思いますし、そう

いうことを幅広くボトムアップしていくという

ことでございます。しかし、一方で、意欲的な

産地や意欲的な法人というところは、さらにそ

の上のＪＧＡＰの取得も県として後押しすべき

じゃないかと思います。

先ほど申しましたように、ＪＧＡＰ Advance

なんかも、今後、ＧＦＳＩの承認スキームに

のっかっていくと、それを取得することで、国

際的な輸出にも使える認証制度になっていくと

いうことでございますし、その過程で、もちろ

ん第一の目的である、より高いレベルでの農業

の経営改善が進み、競争力がついていくという

ことも図ることができます。今後のＪＧＡＰ取

得の取り組みについてどのようにお考えか、部

長へお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県でのＪＧ

ＡＰにつきましては、平成28年12月現在で９つ

の産地及び経営体が取り組んでおりまして、こ

の取り組みは、生産体制の改善はもとよりであ

りますが、産地の信頼性向上による取引拡大に

向けても大変重要な取り組みであると考えてお

ります。このため県では、現在ＧＡＰについて

先進的に取り組んでおります宮崎大学と連携

し、国際水準のＪＧＡＰの取得を農業者向けに

わかりやすく解説した取り組みマニュアルの作

成を進めているところであります。

また、今後は、ＪＧＡＰ研修機関が開催いた

します研修会に、県の普及指導員やＪＡの営農

指導員を派遣し、指導者育成にも取り組んでい

くこととしております。

なお、ＪＧＡＰを取得し継続するためには、

毎年、審査等に多額の費用を要するため、新た

な宮崎県版ＧＡＰをしっかりと普及・定着さ

せ、さらに、意欲ある産地や経営体がＪＧＡＰ

にステップアップできますように、支援を積極

的に行っていきたいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

一方で、畜産物についてお伺いしたいんです

けれども、今回の予算案では、ＥＵ市場にも輸

出できる高い衛生基準を備えた食肉処理施設の

整備ということが盛り込まれております。これ

は当初、県単補助が２億5,000万だったのが、何

か知事査定でさらに２億5,000万上積みになって

いて、非常に知事の思いを感じる補助事業に

なっているんですけれども、これでＥＵや北

米、そうしたところへの輸出も念頭に置くのか

なと思いますが、畜産物を北米やヨーロッパの

市場へ輸出する際に、向こうのバイヤーからグ

ローバルＧＡＰのようなものの認証を求められ

る状況にあるのか、御説明いただきたいと思い

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産物の海外

輸出につきましては、国内外の商社等と連携し

て販売促進を行っているところでありますが、

現時点において、海外のバイヤーからグローバ

ルＧＡＰの取得までは求められていないところ
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であります。

また、農場がグローバルＧＡＰの認証を受け

るためには、家畜の飼料についても、認証工場

で製造されたものを利用すること等が条件と

なっておりますが、国内にはそのような工場が

ないということから、我が国の畜産にとって

は、非常に高いハードルであろうと考えており

ます。

このような中で、東京オリンピック・パラリ

ンピック大会に向けて、来年度、日本の生産環

境を念頭に置いた畜産版のＪＧＡＰが運用開始

予定となっておりますことから、県といたしま

しては、まずはＪＧＡＰ認証取得を推進してま

いりたいと考えております。その後、次のス

テップとして、グローバルＧＡＰ認証取得につ

いても検討してまいりたいと、そのように考え

ております。

○清山知憲議員 確認ですが、農産物と違っ

て、畜産に関しては、宮崎県版ＧＡＰというも

のはなくて、29年度から創設されるＪＧＡＰの

認証取得に向けて県として推進していくと、そ

ういうことでよろしいでしょうか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産物につき

ましては、宮崎県版ＧＡＰを設けることは考え

ておりません。平成29年度から日本ＧＡＰ協会

が認証いたしますＪＧＡＰ取得に向けた取り組

みを今後推進してまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

繰り返しですけれども、このＧＡＰという認

証制度は、単に品質を保証するための看板では

なくて、実際に取得の過程で、農畜産品の安全

性とか環境保全、労働者の安全といった面から

長期的に見て、農業の経営力の向上、そうした

ものにつながるものだと理解しております。

県として、残留農薬検出とか機能性食品と

か、いろいろ県独自の取り組みもあるんですけ

れども、こうした世界的なスタンダードの中で

きちんと求められていくものを、いろいろと経

費もありますし、大変だと思いますが、そうし

たものを一つ一つ満たしていくということは、

大変であることと必要性というものはまた別だ

と思いますので、しっかり取り組んでいただき

たいと思っております。

続いて、話題を変えて、県土整備部長へお伺

いします。先日、県の文化公園に遊びに行った

ところ、非常に公園は整備されてきれいなんで

すけれども、どことなくにぎわいが少ないとい

うか、余り来園者の消費を喚起するような仕組

みもなくて、ちょっと寂しいなと思ったところ

でございます。全国的にこうした都市公園をい

ろいろと活用していこうという流れがあって、

今般、国会へ都市公園法の改正案が提出されて

おりますけれども、その骨子について、県土整

備部長へお伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 都市公園法

の改正案につきましては、本年の２月10日に閣

議決定されまして、現在、国会で審議中であり

ます。改正案の骨子でありますけれども、全国

的な待機児童対策を推進する観点から、保育所

などの社会福祉施設が占用許可の対象に追加さ

れております。

また、民間の優良投資の誘導による利用者サ

ービスの向上の観点から、公園内での飲食店な

ど収益施設の設置管理とあわせまして、周辺の

広場や園路などの公園施設を一体的に整備する

意向のある民間事業者を公園管理者が公募選定

する、「公共還元型の収益施設」の設置管理制

度などが、新たに盛り込まれております。

○清山知憲議員 そういった収益施設は、今の
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制度のもとでも一応できるものではあるんです

が、国として、やはりもっと都市公園を活用し

てもらいたい、そして、そこで生まれる収益で

公園整備の一部の費用を賄ってもいいんじゃな

いかという趣旨が含まれていると理解しており

ます。

今後、国において、省令や政令なんかでも細

かいルールが決まっていくのだと思いますけれ

ども、そうしたルールが全て決まってから、そ

して法案が通ってから、うちの県も動き出すと

いうよりも、宮崎県として、こういうふうに都

市公園を活用していきたいという要望も出しな

がら、そうした省令・政令なんかのルールに対

しても影響を与えていくというようなことが必

要じゃないかなと思っております。

昨年、自民党のほかの議員と一緒に富山市の

環水公園というところを訪れたら、世界で一番

美しいと言われるスターバックスがあって、そ

こで非常に人がにぎわっていたり、また、有名

なシェフが新しいレストランを建設中でござい

ました。宮崎県も、西都原公園、平和台公園、

文化公園、総合運動公園の４つの都市公園を有

しておりますし、そういうところで、にぎわい

創出と一部公園整備のコスト捻出という観点か

ら、公共還元型の収益施設を積極的に設置して

いく考えはないか、お伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 本県の都市

公園において、にぎわいを創出するのは非常に

大事なことだと思っております。現在、本県で

も、全ての都市公園において、指定管理者制度

を導入した上で、民間のノウハウを生かした自

主事業により、にぎわいの創出を図っていると

ころであります。また、平和台公園において

は、県が設置しましたレストハウス内に、公募

により選定された民間事業者が飲食店を出店

し、多くの方々に利用していただいているとこ

ろであります。

今回の法改正案に盛り込まれた公共還元型の

収益施設の設置管理制度は、民間の資金などを

活用することにより、にぎわい創出と公園整備

コストの削減につなげる非常に有益な制度であ

りますが、現在、法改正案が審議中で、詳細が

不明なところがありますので、引き続き情報の

収集に努めてまいりたいと考えております。今

後とも、公園の利用状況や利用者のニーズなど

の把握に努めながら、今回の制度を含め、さま

ざまな手法により、にぎわいの創出を図ってま

いりたいと考えております。

○清山知憲議員 今、総合運動公園もキャンプ

でにぎわっていたり、今後、国体も控えていま

すので、いろいろとポテンシャルがあると思う

んですね。ぜひ前向きに検討いただきたいと思

います。

次に、福祉保健部長に性に関する教育につい

てお伺いしたいと思います。宮崎県では、妊

娠12週を過ぎてからの中絶、これを人工死産と

言いますが、人口に対する割合がずっと全国１

位で、26年からワースト３位に改善したようで

すけれども、いまだに上位で、課題となってお

ります。12週を超えて中絶するというのは、母

体に対しての肉体的苦痛、そして精神的苦痛も

大変なものがありますので、福祉保健部として

は、10年ごとに人工妊娠中絶に関する調査とい

うことで調べられておりますけれども、調査結

果のまとめについてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 「人工妊娠中

絶に関するアンケート調査」でございますが、

お話にありましたとおり、本県の人工死産率が

高いことを受けまして、今後の効果的な対策に

つなげることを目的として、人工妊娠中絶をさ
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れた方などを対象に行ったものであります。そ

の結果、人工妊娠中絶をされた方では、避妊に

関する正しい知識の不足や、妊娠・出産に関す

る相談窓口の情報を知らない、あるいはパート

ナーが避妊に協力してくれないなどの回答が多

く、思春期からの健康教育や相談窓口の周知、

男性に対する啓発などが課題として示されたと

ころであります。

○清山知憲議員 思春期からの健康教育、そし

て啓発が大事だということで、教育長に伺いま

す。先週末の土曜日、宮崎県の産婦人科医会の

先生が思春期相談事業の報告ということで言わ

れていましたが、その報告をここに抜粋する

と、「若年女性の望まない妊娠は、人工妊娠中

絶のみならず、児童の虐待死という犯罪につな

がる可能性がある」「若年女性の出産も、望ん

で妊娠したとは限らない」、もちろん望んで妊

娠したものもありますけど、そういうものもあ

るということですが、「家庭もしくは学校にお

ける性教育では、命・自己肯定感を教えるだけ

では意味がない。確実な避妊の知識はもちろ

ん、人間関係、具体的なつき合い方を教えるこ

とが必要である」、さらに考察として、「小中

高校生の性教育が重要な課題であるが、教育関

係者になかなか理解していただけないという壁

が存在している」と報告されておりました。

県教育委員会がつくっている、この性に関す

る教育参考資料というのがあるんですが、中身

を紹介する時間はないんですけれども、２年半

前も私はこれを取り上げました。この中で、例

えば、非常に抑制的な内容になっているんです

けれども、あらゆる発達段階において性的接触

とか性交を扱う必要はない、外部講師―助産

師とか産婦人科医―の指導の際は、しっかり

打ち合わせをして学習指導要領の内容から逸脱

することのないように配慮するとか、児童生徒

から性交や性的接触について予期せぬ質問が出

ることも考えられる、質問が不適切であること

を厳に指導すべき場合など、適切に判断する必

要があると書いてあります。

私は、素直な疑問から出た問いで、不適切な

質問があって、それをするなと指導することが

果たしていいものか、よくわかりませんけれど

も、どうも根本に流れている考え方が、ちょっ

と問題意識がずれているように感じるんです

ね。女の子や生まれてくる子供たちの命を守

る、そのために絶対に必要な知識や本当に必要

な行動とは何か、そこをまず考えなきゃいけな

いと思うんですけれども、私は２年半前に、こ

の資料の改訂を求めた経緯があるんですが、現

在の改訂状況を教えていただきたいと思いま

す。

○教育長（四本 孝君） 近年、本県の人工妊

娠中絶率は、全国より高い水準で推移しており

ます。また、人工死産率も毎年、全国ワースト

レベルにあるなどの状況が見られまして、県教

育委員会といたしましても、大変重く受けとめ

ているところであります。

御指摘のありました県教育委員会で作成・配

付しております参考資料、名前が「性に関する

教育 かけがえのない大切な命」といいます

が、これにつきまして、作成から５年が経過し

て、社会や児童生徒の実態も変わってきており

ます。それから、御指摘のような悩みを持つ生

徒がいるということ等も踏まえながら、来年

度、改訂に着手することとしております。

また、現在、県医師会と協力して行っており

ます、産婦人科等の専門医の学校への派遣事業

や性に関する相談事業等を中心に、今後とも、

性に関する指導の一層の充実に努めてまいりた
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いと考えております。

○清山知憲議員 私は、発達段階によって適切

な指導のあり方があるのはわかりますし、行き

過ぎた指導はよくないと思っていますけれど

も、あくまで女性と子供の命を守るという観点

で、これからやっていただきたいと思うんで

す。この資料は、前回、編集委員は全て学校の

先生だったんですけれども、次の改訂時には、

助産師と産婦人科医といった専門の人を入れた

ほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 改訂に関する編集委

員等につきましては、産婦人科医、あるいは助

産師等に御協力いただくことも含めまして、今

後、検討してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

続いて、これも２年半前に質問したことなん

ですけれども、虫歯予防のエビデンス、これは

はっきりし始めているんですが、フッ素と歯磨

きとシュガーコントロールの３つですね。あと

細かいことは幾つかありますけれども、中でも

フッ素というのが最も重要で、例えば、学校な

んかでできることは、週に１回フッ素の入った

水でうがいを児童生徒にしてもらう、そういう

ことで、しっかり効果があるということが言わ

れております。

２年半前にこれに取り組むよう教育長に質問

したんですが、そのときの答弁をそのまま抜き

出しますけれども、「県教育委員会といたしま

しては、このようなことに十分留意しながら、

学校でしっかりと取り組むよう、積極的に紹介

していきたいと考えております」ということで

した。当時、既に他県では、佐賀県など、フッ

化物洗口の実施率100％を達成しているところが

ありましたけれども、それから３年間の我が県

の達成状況を教えてください。

○教育長（四本 孝君） 県の健康増進課の調

査によりますと、県内全ての小学校における

フッ化物洗口の取り組み状況でございますが、

平成25年度が33.7％、平成26年度が40.1％、平

成27年度は41.5％と、年々増加している状況で

あります。

○清山知憲議員 本当にわずかしか改善してい

ないようで、非常に残念なんですけれども、27

年度の状況を見てみると、例えば、西諸県郡、

えびの市なんかは、全ての学校でゼロ、延岡は

わずか7.1％で、都城、日向はゼロです。これ

は、各地の教育委員会や学校というのは、本当

に自信を持って、我が市、我が町はフッ化物洗

口をやらないと判断しているのか、しっかりし

た判断材料を持って意思決定されているのかど

うか、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 学校におけるフッ化

物洗口につきましては、厚生労働省の「フッ化

物洗口ガイドライン」を踏まえまして、各市町

村教育委員会の考え方に基づき、最終的には、

各学校の判断により実施されているものと認識

しております。市町村教育委員会では、効果や

安全性についての情報収集はもとより、先進事

例等について研究するなどの取り組みがなされ

ておりますが、そのような取り組みがまだ進ん

でいないところも見られるところであります。

このようなことを踏まえまして、県教育委員

会といたしましては、福祉保健部とも連携しな

がら、フッ化物洗口の効果や実施している市町

村の取り組み事例等について、市町村教育委員

会への情報提供等に努めてまいりたいと考えて

おります。

○清山知憲議員 宮崎、日南、串間とか100％に

近いところもあるんですけれども、今の答弁で
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も、２年前の「積極的に紹介していきたい」と

いう表現からトーンダウンしているような気が

するんですが、少なくとも各市町村教委がきち

んと判断材料を持って意思決定するところまで

持っていっていただきたいんですね。強制はし

なくていいですよ。判断材料を持った上で、い

や、うちの市町村ではやらないと。それも尊重

していいと思うんですけれども、ぜひ判断する

ところまで持っていっていただきたいと思って

おります。

最後に、医師確保について教育長にお伺いす

るんですが、昨今、高校生の県内就職の問題が

話題になっておりますけれども、医師確保も全

く同じような話で、この10年やっているわけで

すね。毎年必要な研修医の数というのは80人そ

こそこなので、これはきちんとやれば結果が出

やすい政策分野なんですけれども、今年度も60

人ということで、まだまだ道のりは遠い状況で

すが、隣の鹿児島県は内定者数121人ということ

で、宮崎県の倍の研修医の内定者数でした。

本来的には、県内の病院が魅力を高めて、自

然に医師が引きつけられていくのが本当なんで

すけれども、それとは別に、我が県で医師とし

て働いてくれる要因は何かというと、本当に単

純な話、県内出身者かどうかというところがあ

ります。宮崎県は昨年、県内の高校から医学部

合格者が115人も出ているんですけれども、その

７割以上が県外の医学部に進学していて、結果

的に宮大医学部の県内出身者の割合は約３割。

しかし、これは全然普通じゃなくて、隣の鹿児

島大学、そして琉球大学は、県内出身者の割合

がずっと大体６割なんですね。倍ぐらい違うん

ですよ。

宮崎大学は、私が高校時代もそうだったんで

すけれども、平均してたった１割台ぐらいしか

県内出身者が在籍していないという時期が15年

も続いていまして、我が県の医師不足は、実は

臨床研修制度の改革というよりも、この異常な

までに低かった宮大医学部内の県内出身者の数

という見方もできます。そこが原因という見方

もできるわけですね。実際この時期の卒業生か

ら、目に見える形で県内の若手の医療者が減り

始めているわけですけれども、そうすると、

もっと県内の学生が宮崎大学医学部に進学する

とか、また、県内の地域医療に触れ合ってもら

うということが必要だと思います。

現に第二次宮崎県教育振興計画では、毎年、

医学部への合格者100人以上を目標と、しっかり

明文化されていますけれども、ただ医学部に合

格するだけじゃなくて、きちんと宮大医学部に

進学するとか、本県の地域医療に将来貢献した

りとか、そういう人たちをふやさなければ意味

がないわけで、このままだと、単に医学部合格

者を量産すればいいということだけで、それぞ

れの学校がただ合格実績を積み重ねるためだけ

の目標であると見られてしまいます。

まさに県内の高校生の県内企業に就職する人

をふやすという取り組みと同様で、県内の高校

生でも医学部進学に興味のある学生に、もっと

宮大医学部に触れてもらうとか、県内の地域医

療に触れてもらう機会をふやしていくべきだと

思いますが、教育長の考えをお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 地域医療に従事する

人材の確保は、本県の緊急かつ重要な課題であ

り、高校生が県内の地域医療について知る機会

や触れる機会をふやすことは大切であると考え

ております。そのため、県内の各学校におきま

して、医学部を志望する生徒に対して、例え

ば、地域医療従事者による講演会や医師の講座

を実施したり、実際に医療現場に出かけて、医
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療業務の体験や手術見学を実施したりすること

などの取り組みを行っております。また、宮崎

大学医学部の実施するオープンキャンパスや出

前講座などにも多くの生徒が参加しておりま

す。

県教育委員会といたしましても、宮崎大学医

学部との入試連絡協議会や、高校関係者と医学

部教授との情報交換会などを実施しまして、各

種情報の共有を図っているところであります。

今後とも、関係機関と一層の連携を図りなが

ら、県内高校の医学部進学希望者が本県の地域

医療に関心を持つよう努めてまいりたいと考え

ております。

○清山知憲議員 宮大のオープンキャンパスな

んかも、興味を持った学生が進んでそこへ行か

ないとわからないんですね。聞くところによる

と、医学部進学希望者みんなが集まって勉強す

るような場もあるようですし、そうした機会を

生かして、どんどん情報を伝えていっていただ

きたいと思っております。

最後の質問ですが、福祉保健部長へお伺いい

たします。これは都城の医師会から伺ったんで

すけれども、県西部は県病院もなくて、また、

小児科を有するような総合病院も少ない状況の

中、都城医師会病院というところは、小児科を

有していて、他県の大学の小児科医局の支援も

受けつつ、何とか存続されているわけでござい

ますが、宮崎大学で県から修学資金の貸与を受

けた小児科のドクターというのは、その返還免

除の条件として、勤務が義務づけられている病

院は公的医療機関のみで、都城医師会病院が

入っていないために、なかなか医局からそうし

た若手の先生を派遣しにくい、働いてもらいに

くい状況にあると。

この条件に入っているのが、今申し上げたよ

うに、大きな前提として公的医療機関になって

いるわけですけれども、例えば、県立宮崎病院

の小児科であれば、義務を果たしながら勤務で

きるけれども、都城医師会病院の小児科になる

とそうではないと。しかし、どう考えても、医

療圏として県西部のほうは厳しい状況にあり、

都城医師会病院がその医療圏で果たしている役

割を考えると、ちょっと合理的な制度とも思え

ない部分があると思われます。今後、この返還

免除条件の緩和について考えていくことができ

ないか、部長へお伺いします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） お話にありま

したように、医師修学資金貸与制度は、本県の

地域医療を担う医師の育成及び確保を図ること

を目的としておりまして、必要な期間、医師不

足が特に顕著な僻地や特定診療科で公的医療機

関等に勤務することが返還免除の要件となって

おります。これまでの貸与者は147名となってお

りますが、その多くは、まだ貸与中の医学生や

臨床研修医等でありまして、これまでに11名が

返還免除となる指定医療機関で勤務していると

ころであります。

今後、臨床研修を修了し、医療機関での勤務

を開始する貸与者は、年々増加してくることが

見込まれているところであります。また、平

成29年度には、地域医療の現状や課題を整理

し、医療計画を見直す予定としておるところで

ありますので、地域医療の課題や貸与者の動

向、国における医師修学資金貸与制度に係る国

における検討状況等を見きわめながら、必要に

応じ、医師修学資金貸与の返還免除要件の見直

しについて議論していきたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 もう質問はしませんけれど

も、今後、医療計画で、それぞれの地域別に、
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医療圏ごとに計画を立てていきますし、この制

度について議論するだけじゃなくて、よりよい

制度になるよう、検討のほどよろしくお願いし

たいと思います。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○宮原義久副議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の山下博三です。通告に従い、順次お伺いして

まいります。

昨年11月に行われたアメリカ大統領選挙で

は、クリントン氏勝利の間違いなしとの論評の

中、まさかのトランプ氏の勝利でありました。

トランプ大統領の就任により、ＴＰＰ協定の脱

退やイスラム圏７カ国から米国への入国を制限

する大統領令などが次々と発せられ、全世界に

戦慄が走りました。

トランプ大統領の誕生に当たって、日本の安

倍首相の対応は素早く、大統領就任前の会議か

ら就任後の電話会談、そしてゴルフを交えての

最高のおもてなしを受けながらの日米首脳会談

と、常に各国の先手を打つ形で、この型破りな

大統領との信頼構築に努められたところであり

ます。この結果、日銀等による円安誘導などへ

の不満は聞こえてくるものの、日本に対する直

接的な対抗措置は講じられていないことから、

これまでの外交政策は高く評価できるものと考

えております。

しかしながら、昨年の対日赤字は７兆7,400億

円と中国に次いで多く、また、アメリカの自動

車産業のみならず、牛や豚、乳製品、米などの

生産者団体が、日本との二国間ＦＴＡ交渉を要

求する書簡を新大統領に提出しております。ア

メリカは、既にイギリスとのＦＴＡについて具

体的な協議を進めており、今後、日本について

も、より厳しい二国間協定の締結を求めてくる

ものと思われます。

また、日本とＥＵとのＥＰＡ交渉も再開して

おり、乳製品や豚肉、小麦製品等の自由化につ

いて、厳しい交渉が行われております。このよ

うに、今後、日本の関税撤廃を求めてくるのは

必至の情勢となっております。そこで、２期目

の折り返しを迎えられた知事に、今日の国際情

勢の変化をどのように捉えられておるのかお伺

いいたします。

次に、知事は先月13日から18日にかけて、ア

メリカ合衆国において、宮崎牛と焼酎のトップ

セールスを行われました。県の輸出戦略におき

ましては、パートナーと連携して販売促進プロ

モーションの支援を行うということであります

が、今回のアメリカでの宮崎牛のトップセール

スについて、どのようなパートナーとどのよう

なプロモーションを行ったのか、また、今後の

取引拡大に向けた感触について、知事にお伺い

いたします。

この後、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事(河野俊嗣君)〔登壇〕 お答えします。

まず、今日の国際情勢の変化についてであり

ます。世界の大国でありますアメリカにおいて

は、トランプ大統領が誕生し、自国第一主義を

唱え、ＴＰＰ離脱や、特定国を対象とした入国

制限措置などを進めております。また、ことし

は、ＥＵ主要国や韓国などで国政選挙が予定さ

れるなど、国際情勢の先行きを見通すことは極

めて難しい状況になりつつあります。

中でも、通商分野におきましては、現在、交

渉が行われております東アジア地域包括的経済

連携（ＲＣＥＰ）でありますとか、ＥＵとのＥ

ＰＡ、さらには、今後、日米間の二国間協定へ
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の交渉発展など、本県経済への影響も懸念され

る動きが予想されます。先日は、農水省、また

関係方面に、ＥＵとのＥＰＡに関して要望を

行ったところでありますが、その動向を十分に

注視し、必要に応じて、さまざまな要望活動等

も取り組んでいく必要があろうかと考えており

ます。

国内市場が縮小する中で、本県経済の活性化

を図るには、海外とのさらなる交流拡大を図っ

ていくことが大変重要であると考えております

ので、今後とも、変化する世界の動きにアンテ

ナを張りながら、みやざきグローバル戦略を着

実に推進するとともに、基幹産業であります農

林水産業を初めとする本県産業の振興にしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

次に、アメリカでの宮崎牛のトップセールス

についてであります。日本からアメリカ向けの

牛肉輸出量は、平成28年の実績で244トンであ

り、その約４割が本県産ということで、大変大

きなシェアを占めているところであります。そ

のような中、今回、宮崎牛の輸出や販路拡大に

貢献いただいております現地の輸入商社及び食

肉販売業者を訪問しまして、日ごろの取引への

感謝の思いを伝えますとともに、今後の課題な

どについて意見交換を行ってまいりました。

こういった関係の会社からは、具体的に、宮

崎牛の品質を長期に保つための冷凍での輸送

―現在、冷蔵での輸送は行っております。冷

凍輸送についての検討ということの要望があり

ましたし、先方のレストランで扱いやすいサイ

ズに合わせた牛肉の納品―ブロックで納めて

おりますが、個別のレストランはもっと小さい

パッケージが望ましいということでありますと

か、品質保証のための日本産の和牛というの

が、全体の大きな段ボールのパッケージにはつ

いているんですが、個別のパッケージごとにも

つけてほしいということとか、200トンの低関税

枠の問題など、いろいろ御指摘をいただき、さ

らなるプロモーションに向けて具体的な提案な

り要望をいただき、直接、私みずから話をする

ことで、現地パートナーとの関係もさらに強化

されたものと考えております。

また、宮崎牛を扱っていただいておりますニ

ューヨークの高級レストランにおきましては、

アメリカ産和牛の約２倍の価格で宮崎牛が提供

されている。シェフからも直接御意見をいただ

きましたが、口の中でとろけるようだというこ

とで大変絶賛いただいております。その味わ

い、脂肪の質について評価いただき、今後のさ

らなる取引拡大に向けて、確かな手応えを感じ

たところであります。県としましては、今後と

も、こういう関係団体や輸出関連業者等とも連

携しながら、輸出量のさらなる拡大を目指して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございます。今、

知事のほうから、輸入枠の問題の話をしていた

だきました。アメリカがＴＰＰを脱退した中

で、2 0 0トンという輸入関税の枠がありま

す。200トン以下は２％以内の関税なんです

が、200トンを超えた分については、26.4％の高

関税になります。今日、既に244トンが日本から

の輸出実績になっておりますが、アメリカ戦略

については、全国が高関税を逃れる手段をとっ

てくるものと思われます。知事が言われました

ように、冷凍・冷蔵、そういう輸出の仕方に、

万全を期した対策をとっていただきますように

お願いしたいと思います。

次に、宮崎牛の目指す方向性と海外輸出につ

いて、５問、農政水産部長にお伺いしてまいり
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ます。

本年９月には、宮城県仙台市において第11回

全国和牛能力共進会が開催されます。今回の宮

城大会は、全国どの県も達成したことのない、

前人未到の３連覇のかかった大会であり、万全

を期した体制づくりに、生産者を初め、県、関

係団体の皆様が、血のにじむような努力をして

いただいているものと思っております。

ただ、心配いたしますのが、今回の開催場所

が1,500キロを超える大変な遠隔地での開催であ

るということであります。間近に迫ってきた大

会を前に、今後のスケジュールと輸送手段等の

問題はないのか、また、３連覇に向けた決意に

ついて改めてお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 全国和牛能力

共進会宮城大会まで、いよいよ残り半年となり

ました。５月には県内７地域の出品候補牛が選

定され、その中から、７月には本県代表牛を決

定し、９月の全共本番を迎えることとなりま

す。現在、県内各地域においては、「宮崎を制

する者は全国を制する」との言葉に代表されま

すように、熱く激しい戦いが繰り広げられてい

るところであります。

このような戦いを勝ち抜いた最高の代表牛

を、我々は最高の状態で宮城の地へ届けていか

なければなりません。この輸送対策が最も重要

な課題であるというのは、議員御指摘のとおり

だと私も思いますが、その中で、県推進協議会

や獣医師、それから運送会社等と綿密な協議を

重ねながら、体重の減少や活力低下を引き起こ

す輸送ストレスの軽減に向けて、万全の対策を

講じることとしております。

県といたしましては、今後とも、「チーム宮

崎」一丸となって、「日本一の努力と準備」に

より、必ずや前人未到の３連覇を達成し、宮崎

牛の新たな歴史をつくっていきたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 一昨年は、北海道で全日本ホ

ルスタイン共進会がありました。そのときは、

３日かかって陸送で乳牛を運んだ経験がありま

すので、ぜひ、そういうことも参考にしなが

ら、ダメージのない牛の輸送体制をとっていた

だくとありがたいと思っています。

昨年12月に、私は、都城市内のホテルにて、

宮崎大学地域資源創成学部の撫教授をお招きし

て、地域の和牛繁殖農家や肥育農家を初め、Ｊ

Ａ、行政の皆様と、「今後の宮崎牛の方向性に

ついて」の勉強会を開催いたしました。撫先生

は、日本獣医畜産大学において、肉用牛の飼養

管理の違いが肉質に及ぼす影響や、おいしい牛

肉と言われる食味性について研究されるなど、

肉用牛の生産から消費まで総合的に研究されて

おります。

勉強会において撫先生から、全共２連覇した

宮崎牛は、全国的にも非常に高い評価を受けて

おり、さきの県枝肉共進会においても、出品

牛110頭中、99頭がＡ５等級で、全体の７割以上

がＢＭＳ10以上となっていること、また、全共

３連覇に向けて準備も順調に進んでおり、宮崎

牛のブランド化と東京オリンピックを契機に、

世界市場での消費拡大が現実味を帯びてきてい

ることなどが評価されました。

一方、国内外に多くの競争相手がいる中で、

高い技術力に応じた恩恵が畜産農家の懐に入っ

ていくためには、消費動向を見据えた育種改良

や飼養管理技術の改革も必要であると指摘され

ました。消費者の「おいしさ」に対するニーズ

は、例えば熟成肉や脂肪の少ない赤身肉、さら

にはオレイン酸の含量など、多様化してきてお

り、その傾向は今後ますます強まってくるとも
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言われました。

１月13日付全国農業新聞には、愛媛県の肉用

牛生産の取り組みがトップで紹介されておりま

した。愛媛県は、高騰を続ける子牛価格や高ど

まりの飼料価格の影響を受ける肥育牛対策とし

て、「赤身と脂肪のバランスを重視した美味し

くヘルシーな和牛肉」をコンセプトに、若齢肥

育とミカンジュース残渣を利用した「愛媛あか

ね和牛」の取り組みを進めているということで

ありました。その取り組みを要約すると、たん

ぱく質とビタミンを多給して、あえてサシを抑

えたＡ３から４等級の肉質を目指すことで、肥

育期間の短縮を図り、脂肪の質も通常の和牛と

は全く違う、これまでにない味を特徴としてい

るということであります。

人口減少、高齢化社会の到来が現実のものと

なってきた今日、他県ではさまざまな取り組み

が進められておりますが、宮崎牛は今後とも、

これまでの取り組みを進めていくだけでいいの

か、疑問が湧いてまいります。頂点を極めつつ

ある今だからこそ、次の一手に向けた準備を余

念なく進めていくことが、将来にわたって和牛

生産県としての地位を確固たるものにしようと

する本県にとって重要であります。消費動向が

多様化する中で、宮崎の和牛経営の方向性につ

いてどのように認識されておるのか、お伺いい

たします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県の和牛

は、これまで、いわゆるサシの量や枝肉重量を

重視した改良を基本に、宮崎牛のブランド力向

上を目指してきたところであります。一方で、

全国和牛能力共進会においては、サシなどの肉

質評価に加えまして、オレイン酸などのおいし

さに関与する指標も審査基準に加わるなど、牛

肉の新たな付加価値を求める動きも出てきてい

るところであります。

また、近年、昨今の子牛価格の高騰や消費者

の赤身肉志向を背景に、肥育期間を短縮して飼

料費等のコスト低減を図り、宮崎牛のようなＡ

４、Ａ５ランクを目指さずに、収益を確保する

経営体も一部見受けられるところであります。

県といたしましては、新しいおいしさの指標も

しっかり踏まえながら、高品質な宮崎牛ブラン

ドのさらなる発展を目指すとともに、多様な経

営のあり方にも配慮しながら、和牛農家の経営

安定に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 次に、本県の東アジア、Ｅ

Ｕ、アメリカ等海外戦略についてお伺いしてま

いります。

平成21年に道州制を議論する場として発足し

た「九州・沖縄未来創造会議」に、議会選出４

人の中の１人として参加をしております。道州

制論議も頓挫した中、昨年より新たなスタート

として、九州議長会の諮問機関として、「九州

・沖縄が一体となった海外戦略」の必要性につ

いて各県選出の議員と議論し、ことしの夏まで

に九州議長会に提言書として提出することとし

ております。

私からの意見として、海外戦略といっても分

野が多岐にわたり過ぎるため、議論が限られた

中での集約の厳しさがあり、むしろ海外客の誘

客に向けた観光戦略及び農水産物の販売戦略の

２つの分野に絞って検討すべきではないかとい

う提案を申し上げてまいりました。その結果、

観光と農水産物の販売戦略の２つの分野につい

て検討が行われることとなったところでありま

す。このことを前提として、３つの分野に関連

してお伺いしてまいります。

まず１点目は、本県の海外輸出戦略でありま
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す。国の平成28年度第２次補正予算において、

本県から３件の農畜産物の輸出拡大施設の整備

が認められております。その概要と経済効果に

ついてお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農畜産物輸出

拡大施設整備事業につきましては、本県から、

株式会社ミヤチク、宮崎くみあいチキンフーズ

株式会社、株式会社くしまアオイファームの３

件が採択されたところであります。

それぞれの事業概要につきましては、ミヤチ

クは、ＥＵ等への輸出拡大に向けた衛生レベル

の高い牛肉・豚肉の処理施設の整備、宮崎くみ

あいチキンフーズは、「みやざき地頭鶏」を含

む鶏肉の輸出開始に向けた食鳥処理施設の整

備、くしまアオイファームは、アジアを中心と

する急速な需要拡大に対応したカンショの集出

荷貯蔵施設の整備を行う計画となっておりま

す。

これら３件の経済効果につきましては、産業

連関分析による試算を行ったところであります

が、その結果、年間、約107億円の経済波及効果

があると見込んでいるところであります。

○山下博三議員 今、３件の事業の経済効果

が107億円という数字をお示しいただきました。

農業立県宮崎として、需要の減少が懸念される

国内販売のみならず、需要の大幅な拡大が見込

まれる海外に対して、積極的に販売を行ってい

こうという強い意欲のあらわれであると考えて

おります。今回、施設整備される事業所は、ど

のような海外販売戦略を展開されるのか、その

計画について県はどのような支援をされるの

か、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） まず、ミヤチ

クの海外販売戦略につきましては、ＥＵ向けの

輸出に新たに取り組むこと等により、牛肉・豚

肉を合わせまして、平成27年度の約３割増しと

なる100トンを輸出する計画であります。

次に、宮崎くみあいチキンフーズにつきまし

ては、全国のチキンフーズグループの輸出拠点

として、「みやざき地頭鶏」を初め、鶏肉60ト

ンを香港やベトナム等へ輸出する計画でござい

ます。

また、くしまアオイファームにつきまして

は、香港やシンガポールに加えまして、タイや

マレーシアなど東アジア全体へ、平成27年度の

約６倍となります1,800トンのカンショを輸出す

る計画でございます。

県といたしましては、海外プロモーションの

実施や、県の海外事務所及び輸出促進コーディ

ネーターを活用した取引先の開拓など、３社の

輸出拡大に向けた取り組みをしっかりと支援し

てまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ミヤチク、チキンフーズ、く

しまアオイファームで、総額180億の設備投資に

なるんですよね。久々の大型投資ということ

で、これも海外販売戦略の一環でありますか

ら、さらなる支援をよろしくお願いしたいと思

います。

宮崎牛は、平成27年９月にはミラノ国際見本

市に、さらに10月にはドイツのケルン市で開催

されたアヌーガ2015にも出品されております。

ミラノに参加された知事は、「いずれの会場に

おいても宮崎牛への評価には高いものがあり、

今後のＥＵ圏域に対する輸出拡大に確かな手応

えを感じている」とコメントされております。

ミヤチク新工場においては、新しくＥＵ向け

の指定も受けられますが、心配なのがアニマル

ウエルフェア、動物福祉を適正農業規範の一つ

としているＥＵ圏域において、非関税障壁化す

るのではないかと危惧するのであります。ＥＵ
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向けの飼養管理マニュアル、指定農場が必要で

はないかと思いますが、御見解をお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） アニマルウエ

ルフェアは、「動物福祉」や「家畜福祉」と訳

されており、23年３月に示されました国の指針

の中で、「快適性に配慮した家畜の飼養管理」

と定義されております。現在、ＥＵ輸出におい

て、農家段階でアニマルウエルフェアの遵守は

条件となっておりませんが、今回のミヤチク新

工場の整備を踏まえまして、今後、輸出を目指

す農場に、その考え方を普及していく必要があ

ると考えております。

また、ＥＵ輸出に際しましては、抗生物質な

ど16項目について、定期的なモニタリングもあ

わせて必要であり、現在、「ＥＵ向け牛肉出荷

農場調査事業」の中で、輸出対象となり得る農

場の特定に向けた調査を実施しているところで

あります。県といたしましては、今回の調査結

果を検証するとともに、国の指針等も考慮しな

がら、ＥＵ輸出に対応可能な農場の育成につい

て、関係団体としっかり検討してまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 海外に向けて積極的に販売し

ていくということであります。期待しておりま

す。

次に、海外におけるＰＲ、販売促進の拠点と

外国人技能研修生について、９問、商工観光労

働部長にお伺いしてまいります。

安倍総理の成長戦略に基づき、九州でも農産

物の海外輸出や観光客の誘致が活発に行われて

おります。その推進役を現地で担う海外拠点に

つきましては、独自事務所やアドバイザーな

ど、その設置形態は九州各県さまざまでありま

すが、九州・沖縄未来創造会議の資料をもとに

私が確認しましたところ、九州８県で、海外事

務所が８都市20カ所、業務委託等によるアドバ

イザー等の設置が21都市31カ所となっており、

いずれも東アジア、ＡＳＥＡＮを中心に、県産

品の売り込みに県を挙げて取り組んでいるよう

であります。

このような中で、本県は、香港、上海の２カ

所に事務所を設け、さらには、台湾、シンガポ

ールを初め５カ所にアドバイザーやコーディネ

ーターを配置し、県産品のＰＲ、販売促進に取

り組んでおられますが、これまでの活動とその

成果についてどのように評価されるのか、お伺

いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県におき

ましては、現在、香港、上海に事務所を設置

し、マーケット情報の収集や県内企業の海外展

開のサポート、さらには、観光誘客や宮崎の情

報発信等に取り組んでおります。また、シンガ

ポール、ＥＵ、北米を初めとする５つの地域に

輸出促進コーディネーターを配置し、現地での

県産品の売り込みや、県内企業とバイヤーとの

マッチング支援など、各市場の特性を踏まえた

活動に努めているところであります。

このような活動により、例えば、輸出分野で

は、香港へのスイートピーや豚肉の新たな輸

出、伊勢丹シンガポールにおける常設の売り場

の設置など、県産品の販路開拓が進むととも

に、観光分野におきましても、外国人宿泊客数

や大型クルーズ船の寄港数が増加するなど、そ

れぞれの地域において、一定の成果が上がって

いるものと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。

東アジアへの輸出戦略の具体化、実現を図る

上では、海外拠点のさらなる充実が必要と考え

ますが、今後の拠点設置の考え方についてお伺
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いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 海外拠点

は、本県が海外との交流を推進していくための

最前線の営業拠点でありますことから、現在、

みやざきグローバル戦略上の重要な国や地域

に、先ほど申し上げましたけれども、事務所や

コーディネーターを設置し、県産品の販路開拓

に積極的に取り組んでいるところでございま

す。今後、海外拠点をどのように展開していく

かにつきましては、各市場の動向や県内企業の

ニーズ等を踏まえますとともに、費用対効果を

見きわめながら検討していくことになると考え

ております。

○山下博三議員 輸出拡大のためには、主要都

市に拠点を設けて、細かな企業訪問等を行うこ

とが大変重要であります。グローバル化を目指

す本県の海外輸出に向けて、今後、ＥＵ、アメ

リカ対策のさらなる強化が必要になってくるも

のと思います。戦略的な取り組みをよろしくお

願いいたします。

次に、九州が一体となった輸出拡大に向けた

取り組みについてお伺いいたします。民間ベー

スでは九州各県の連携が進んでいるようであり

ます。農産物については、平成27年８月に、宮

崎経済連やＪＲ九州、日本通運などが出資し

て、九州農水産物直販株式会社を設立し、元経

済連の会長であられた羽田正治氏が社長として

就任され、現在、香港やシンガポールに向けた

効率的で低コストな青果物輸送体制の構築や、

取扱品目や販売地域の拡大に取り組んでおられ

ます。

私は、九州各県がそれぞれ東南アジアの各国

において、産地間競争を繰り広げるのではな

く、大同団結し、例えば、東アジア地域に共通

事務所を設置するなどして、九州各県が一体と

なって、オール九州として、輸送体系の構築や

販売、ＰＲしていくことも大事であると考えて

おります。九州各県が連携し、輸出拡大に取り

組むべきと思いますが、どのようにお考えかお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 九州各県

が連携し、九州という知名度やスケールメリッ

トを生かして、海外の事業展開に取り組むこと

は、有効な方策の一つであると考えておりま

す。このため、現在、九州各県及び政令市で構

成する九州貿易振興協議会等におきまして、ベ

トナムでの商談会の開催やＥＵからのバイヤー

招聘など、一体となった取り組みを展開してい

るところでございます。

また、お話のありました共通事務所の設置に

つきましては、昨年度、九州各県で研究を行い

ましたけれども、費用負担の減少や連携効果が

期待される一方で、各県が競合する分野もあ

り、さらには、組織や運営のあり方など、整理

すべき課題も多いことから、引き続き議論を

行っていくこととなったところであります。今

後とも、九州各県との連携を図りながら、効率

的かつ効果的な事業の推進に努め、県産品の輸

出促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 よろしくお願いいたします。

次に、海外観光客の誘致に向けた観光戦略に

ついてお伺いいたします。九州・沖縄未来創造

会議の中では、長崎県の観光客誘致の取り組み

も報告されました。長崎県では、これまでの海

外との歴史的な交流の積み重ねと地理的な優位

性を生かして、アジアを初めとした海外の活力

を取り込み、経済活性化につながることを目的

に、平成23年、今から５年前にアジア・国際戦

略を策定されております。戦略の中では、中
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国、韓国、東南アジア、欧米の４つの国や地域

ごとに、誘致やクルーズ船の受け入れ拡大、航

空路線の誘致など10のプロジェクトについて、

具体的な取り組みが示されております。

本県では、平成28年３月に、社会経済情勢の

変化を踏まえ、前戦略を発展的に見直した、み

やざきグローバル戦略を策定されております。

このような戦略は、ややもすれば策定そのもの

が目的となり、策定したことに満足してそれで

終わりということになりがちであります。

ところで、長崎県のアジア・国際戦略の中で

は、プロジェクトごとに取り組み目標と実現に

向けた具体的な取り組みについて示されており

ます。クルーズ客船受入拡大プロジェクトを例

にとりますと、平成32年の計画目標270回の寄港

受け入れに対して、平成27年度で180回、50万人

を超える乗員乗客となっております。平成28年

度は、長崎港、佐世保港を中心に、250回を超え

る寄港が見込まれているということでありま

す。このような中にあって、本県におきまして

も、クルーズ船の寄港が年々増加しております

が、直近の寄港状況と寄港による経済効果がど

れほどか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 平成28年

の国外からのクルーズ船寄港回数は、細島港、

油津港合わせまして21回で、前年の６回から15

回増となっております。

また、寄港による効果につきましては、昨年

度、細島港と油津港に寄港したクルーズ船３隻

の乗客に対し、消費動向に関する調査を行った

ところであります。その結果、船の大きさや発

着地、寄港時間等の条件でばらつきがございま

すが、観光バス利用や昼食、買い物等による乗

客１人当たりの推計消費額は、１万2,000円から

２万3,000円、クルーズ船１隻当たりの直接・間

接の県内経済への波及効果は、約3,300万円から

約7,900万円となっております。以上でございま

す。

○山下博三議員 本県のグローバル戦略では、

今後の取り組み方針について、ターゲットを明

確にした誘客促進の中で「外国クルーズ船や国

際チャーター便の誘致」とさらっと述べられて

おりますが、これでは具体的に誰が何に取り組

むのか理解されにくいのではないでしょうか。

長崎県の戦略がすばらしいと感じたのは、戦略

に基づき、毎年度の取り組みを行動計画として

取りまとめ、知事部局のみならず、教育委員会

や市町村などとも連携しながら取り組んでいる

ということであります。

長崎県では、これまでの歴史的な交流の積み

重ねと観光資源に特徴があるとはいえ、戦略の

中で岸壁を整備し、入出港の利便性を改善する

ことや、教会群やキリスト教関連施設など観光

資源を活用して周遊ルートをつくるなど、具体

的に明示しております。誰が何をするというこ

とが明らかにされていることから、取り組みが

具体的となり、結果として、クルーズ船の入港

実績が平成24年度に比べて４倍に増加しており

ます。

一方、本県においては、知事を本部長とする

みやざきグローバル戦略推進本部を設置し、進

捗状況の確認や毎年度の取り組み予定について

協議を行い、関係部局が連携して戦略の推進に

当たっておられるようでありますが、長崎県の

取り組みは、本県の参考となるものも多いので

はないかと思います。本県のみやざきグローバ

ル戦略の中では、平成30年に50件の目標を掲げ

ておられますが、クルーズ船誘致拡大に向け、

県として具体的にどのように取り組みを進めて

いかれるのか、お伺いいたします。
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○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県のク

ルーズ船の寄港につきましては、客船の大型化

に対応いたしました港湾整備や、地元市町村等

と連携した誘致セールス、受け入れ環境の整備

等により、一昨年から大幅に増加しているとこ

ろであります。しかしながら、クルーズの寄港

地としては、歴史が浅く、ほかの寄港地と比べ

寄港回数も少ないことから、クルーズ業界や海

外市場における認知度向上が課題の一つとなっ

ております。

このため、クルーズ船社や旅行会社に対する

誘致セールスや業界誌への広告掲載、一般消費

者に対する船会社とタイアップした観光ＰＲな

ど、本県の寄港地としての魅力を提案・発信し

ているところでございます。今後とも、関係機

関や地元市町村等と連携し、受け入れ環境等の

整備、強化を図りながら、寄港回数の目標達成

に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 次に、インドネシアからの技

能実習生の取り組みに関してお伺いしてまいり

ます。

これまで懸念されていた人口減少社会の到来

が、まさに現実のものとなってまいりました。

私は、平成26年11月議会において、「人手不足

と外国人受け入れ課題」として、県内での外国

人技能実習生の研修実態や、今後の活用に向け

たルールづくりの必要性について、知事及び商

工観光労働部長と質疑を行っております。

その後、政府は、建築業を中心に、時限的な

受け入れ拡大措置を実施されておりますが、労

働力不足は、建設分野のみならず、福祉、介護

や農業、トラックなどの物流分野など多岐にわ

たっており、労働力の確保が難しい分野では、

外国人の技能実習制度などを活用して、何とか

確保したいという強い意向を持っておられま

す。

このような中で、私の地元、ＪＡ都城では、

平成21年から中国湖北省の政府機関を通じ、こ

れまで８期にわたり56名の受け入れを行ってお

られます。しかしながら、近年、中国の経済成

長と円安の進行による仕送り額の目減りなどに

より、優秀な実習生の確保が困難となり、送り

出し機関から紹介できない旨の通知があったそ

うであります。このため、平成28年２月から

は、インドネシアを新たな確保先として調整を

進め、親日家で誠実、勤勉なインドネシアから

の実習生の受け入れに切りかわりつつあるとい

うことであります。

このような地域の実態を踏まえ、私たち自民

党県議団では、昨年12月13日から16日までの４

日間、 原議員を団長に、総勢９名でインドネ

シアの首都ジャカルタを訪問してまいりまし

た。目的は、外国人技能実習制度の運用の実態

やあり方について、インドネシア政府の投資調

整庁やインドネシア大学、技能実習生受け入れ

を行っている日本・インドネシア経済協力事業

協会、通称ＪＩＡＥＣ（ジーク）と言います

が、その会長を初め、多くの関係者との意見交

換でありました。

現在のＪＩＡＥＣの会長は黒木さんという方

でありますが、宮崎市の御出身で、大学卒業

後、共同通信社を経て、現在、日本とインドネ

シアのかけ橋として、両国の友好親善と経済協

力の拡大に尽力されております。現在、自動車

組み立てや農業分野、水産加工場を中心に、

約2,000名の実習生を日本に派遣しているという

ことでありますが、２～３年後には介護分野に

も取り組み、１万人規模の派遣を計画している

ということでありました。
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実習生の派遣に当たっては、まず、実習生の

受け入れを希望している企業からヒアリングを

行い、その後、ジャワ島を中心に、契約してい

る250の工業系や農水産系の高校の卒業生から希

望者を選抜し、約４カ月間の研修センターでの

寮生活と１カ月の日本での研修を通じ、語学研

修やビジネスマナー、身だしなみなど、日本で

生活するのに必要な知識と生活習慣などが徹底

して教え込まれるということでありました。

平成26年の実績では、応募者１万8,000名の中

から6,000名を面接し、日本に派遣されるの

が819名ということでありますので、実に20倍を

超える競争の中を勝ち抜いたエリートたちであ

ります。県内でも受け入れを行っているチキン

フーズや農業法人からは、経費や宗教上の習慣

など、中国とは違う課題が懸念されましたが、

仕事や生活面での理解が早く、穏やかで丁寧な

仕事をするなど、大変優秀であると高い評価を

得ているということであります。前段が長くな

りましたが、本県におきまして、介護や農業、

物流分野など、労働力が不足している現状につ

いてどのように認識されておるのか、まずお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本格的な

人口減少社会に突入し、生産年齢人口の減少が

続く中、介護や農業、物流を初め、多くの分野

で労働力の確保が大きな課題となっていると考

えております。

私も立場上、いろんな企業経営者とお話しす

る機会がございますが、「募集してもなかなか

人が集まらない」とか、「事業を拡大したいけ

れども、人材確保が課題となっている」などの

声を聞いておりまして、こういう状況が続け

ば、本県経済や県民生活に大きな影響が出てく

るのではないかと懸念しているところでござい

ます。

このため、県といたしましては、働きやすい

職場環境づくりに努めますとともに、若者の県

内就職の促進や、女性・高齢者の活躍促進など

にしっかりと取り組んでいく必要があると考え

ております。

○山下博三議員 前回もお伺いしております

が、県内における労働力の不足している分野ご

との外国人労働者の実態はどのようになってい

るのか、また、外国人労働者のうち、技能実習

生がどういう分野で受け入れられておるのか、

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 宮崎労働

局によりますと、平成28年10月末現在で、県内

の外国人労働者は2,602人となっており、産業別

の主な内訳は、製造業が1,213人、農業・林業

が381人、教育・学習支援業が243人であり、ま

た、医療・福祉につきましては、医療業15人、

社会保険・社会福祉・介護事業49人の計64人と

なっております。また、運輸業・郵便業につき

ましては４人となっています。

次に、外国人技能実習生につきましては、公

益財団法人国際研修協力機構の発表によります

と、主に農業、繊維・衣服、食料品製造業、漁

業等において、多くの実習生が受け入れられて

おります。

○山下博三議員 続いてお伺いしますが、県内

における外国人技能実習生の受け入れ人数の推

移はどのようになっているのか、お伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 宮崎労働

局によりますと、県内における過去５年間の外

国人技能実習生の受け入れ人数は、それぞれ10

月末現在の数値でございますけれども、平成24

年が1,156人、平成25年が1,170人、平成26年
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が1,248人、平成27年が1,371人、平成28年

が1,704人と、年々増加しております。特に、平

成27年から28年の増加が333人と、非常に多く

なっております。

○山下博三議員 今後、本県において、フード

ビジネスが成長、定着するとともに、グローバ

ル戦略など、各種戦略が着実に成果を出してく

るようになると、県内においても、多くの需要

が見込まれるのではないかと考えております。

産業の活性化を図るためにも、県内産業界に対

して、外国人技能実習生の適切な活用を促して

いくために、利用団体等との情報共有体制を確

立すべきと思いますが、御見解をお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 外国人技

能実習制度は、開発途上国等の経済発展を担う

人材育成を目的としておりますが、実態とし

て、地域の産業を支える貴重な役割を担ってい

るものと考えております。

一方で、制度の適正な実施が課題となってお

りますことから、昨年11月に「外国人技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法

律」が公布されたところでありますが、今後、

法律の施行に合わせ、全体を管理監督する外国

人技能実習機構や、地域レベルでの行政機関の

連携を図るための地域協議会が設置される予定

となっており、協議会には県も参画することと

なっております。

本県におきましても、外国人技能実習生がふ

えてきている中で、利用団体等への制度の周知

や、適正な実施のための情報共有化は大変大事

な視点でありますので、今後、そのあり方につ

いて、関係部局や地域協議会を構成する国等の

関係行政機関とも協議・検討してまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 ＪＩＡＥＣの南九州支局が、

県庁のほんの近くに、昨年の７月に開設されて

いるということであります。一昨年の実績なん

ですが、現在、食鳥処理加工場で35名、農業法

人で36名、水産加工場関係で10名の人たちを中

心に、93名のインドネシアからの研修生の受け

入れがＪＩＡＥＣのもとで行われております。

先ほど私はデータをとったんですが、今年度

も66名のインドネシアからの研修生が派遣され

ることになっているようであります。労働力不

足の中、国際的な取り組みをよろしくお願いし

たいと思います。

次に、物流対策について、３問、農政水産部

長にお伺いいたします。

過去の質問において、都心より遠隔地におけ

る本県の農産物の輸送体系について、カーフェ

リーやトラック業界の抱える課題について、何

回となくお伺いしてまいりました。今回は、神

奈川県川崎市浮島町の県有地についてお伺いい

たします。この土地は、細島―川崎を結ぶ日本

カーフェリーが就航するのに先立ち、農畜水産

物の流通基地として昭和45年に県が購入し

た1,578坪の土地で、現在は株式会社ＪＡ物流み

やざきに貸与されており、宮崎カーフェリーで

神戸港に荷揚げされて運ばれてきた青果物の海

上コンテナ（５トン）の待機地、荷さばき地と

して利用されております。

先日、現地を視察してまいりましたが、関東

地区の卸売の拠点である大田市場から約10キロ

メートル、羽田空港からも10分の絶好の位置に

ありながら、平成27年度の利用実績は1,152トン

にとどまっており、１日当たり3.15トンのわず

かな取扱量であります。青果物輸送の多くなる

冬の季節も、かなりのスペースがあいている状

況にあります。御承知のとおり、トラック業界
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は、運転手の拘束時間や休息時間等の改善基準

が告示されたため、陸送での長距離輸送が年々

厳しさを増しております。そこでまず、関東地

区における本県農畜産物の物流の状況について

お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 関東地区への

本県農畜産物の物流の状況についてであります

が、まず輸送手段につきましては、トラックの

みの陸上輸送と、カーフェリーとトラックの併

用等が主なものとなっております。

次に、輸送量でありますけれども、平成27年

度の輸送量につきましては、青果物では、ＪＡ

宮崎経済連の青果物取扱量11万6,000トンのう

ち、約３割の３万トンが関東へ輸送されており

ます。また、畜産物につきましては、県の調査

では、出荷量約27万トンのうち、約２割の５

万5,000トンが関東に輸送されているところであ

ります。

○山下博三議員 神奈川県川崎市浮島町の県有

地活用の可能性のある本県の企業等がどれほど

あるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県トラック協

会からの聞き取りでは、関東地区に事務所を構

えているものの、トラックの駐車スペース等が

不足している事業者や、今後、新たに東京への

進出を検討している事業者などが複数おられる

と伺っておりまして、現在、貸し付けを行って

おりますＪＡ物流みやざきのほか、これらの事

業者が県有地を活用する可能性があるものと考

えております。

また、冷凍野菜を出荷している農業法人や、

県有地近隣に冷蔵施設等を借りている食肉加工

事業者等のほか、カーフェリーや、志布志―東

京間、大分―静岡間に就航しておりますローロ

ー船を利用している事業者等による活用も考え

られるところであります。

○山下博三議員 トラック業界の輸送が大変厳

しくなっている中、ほとんどの農畜水産物がト

ラックで輸送されている実態を考えますと、今

後は海上輸送へのモーダルシフトを見据えた対

策を早急にとらなければ、消費地に物を運べな

くなる時代が来ております。川崎市の県有地

は、消費地から遠いという本県のハンディを克

服するための大きな財産であると考えますが、

神奈川県川崎市の県有地の有効活用についてお

伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県が国内有

数の食料供給基地として、その役割を果たして

いくためには、関東の大消費地へ、年間を通し

て安定的に出荷できる物流の確保は、極めて重

要であると考えております。その実現のために

は、海上輸送とトラック輸送の組み合わせや、

本県農畜産物の配送システムのあり方につきま

して、具体的な検討が必要であると考えており

ます。

御質問のありました川崎市の県有地につきま

しては、これもお話がありましたように、関東

の青果市場の中心である大田市場に近く、利便

性も高いことなどから、関東地区への農畜産物

の輸送実態をしっかりと把握した上で、さらな

る有効活用に向けて、早急にしっかり検討して

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 羽田空港から約10分のところ

ですから、知事もぜひ一回見ておいてくださ

い。よろしくお願いいたします。

次に、東京市ヶ谷にあります東京ビル再開発

についてお伺いいたします。

この質問につきましては、平成25年11月議会

にて、東京オリンピックが決定した際に質問を

しております。そのときの主な内容は、東京オ
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リンピック開催前に、一つのビルの中に宮崎の

食、例えば、宮崎牛や豚肉、地頭鶏などを堪能

できるレストランを備えた、宮崎の総合特産品

センター的な施設を早急に整備し、オリンピッ

ク特需に備えるべき東京ビルの再開発は考えら

れないものかという質問でありました。３年以

上経過しておりますが、現在どのような検討が

なされておるのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（桑山秀彦君） 東京ビルにつきま

しては、これまで必要な改修工事等を行ってき

ました結果、引き続き相当期間、利用が可能な

状況にございます。しかしながら、現状の建物

は、建蔽率や容積率で許容されます床面積より

も小さく、さらに高度利用の余地があること、

それから、かつて宿泊部門として使用していた

施設の一部が十分活用されていないほか、機能

面から見ましても、職員用の宿舎が不足する一

方で、学生寮については、近年、入寮者が減少

している状況にあること、そういったさまざま

な課題を抱えております。

そのような状況を踏まえまして、今年度から

庁内に各部局で構成するメンバーによる検討の

場を設けまして、課題の整理や他県の状況の調

査を行うなど、東京ビルの今後のあり方につい

ての検討に着手したところでございます。

○山下博三議員 前議会において、西村議員か

らも質問が出ておりますが、３年前に私が調査

にお伺いしたときより、周りは新しいマンショ

ンなどが林立しており、地価公示価格も、３年

前に調査した公示価格は坪259万円だったと思い

ますが、今日では坪303万円になっております。

東京ビルの敷地は432坪ですので、約13億円もの

資産価値があり、東京の中でも特に価値の高い

場所であります。築45年が経過し、周りの開発

に比べ大変古い建物になり、学生寮も男子学生

だけの相部屋で女子学生は入れない、果たして

今の時代に合っているのでしょうか。

ひとり親家庭の子供の高学歴支援も取り組ま

なければなりません。建てかえして、男女とも

入居できる１人部屋の学生寮、オフィスビル、

マンション、宮崎の食のレストランなど、さま

ざまな活用法があると思います。また、整備手

法についても、現在、福岡県が東京に所有する

「ふくおか会館」敷地を有効活用するため採用

している定期借地権方式やＰＦＩの民間の手法

や資金を活用してもよいかと思います。首都東

京にある県民の財産である県有地について、真

剣に検討し、有効な活用法をぜひ推進すべきと

考えますが、総務部長に見解をお伺いいたしま

す。

○総務部長（桑山秀彦君） 御質問にありまし

たように、東京ビルが立地する土地は、都心部

の公共交通機関などの利便性に大変すぐれたと

ころに位置しておりまして、周辺ではマンショ

ンやオフィスビルが建ち並ぶなど、高い資産価

値を有する、本県にとって大変貴重な財産でご

ざいます。したがいまして、今後の活用方法等

につきましては、まず、県民や県内企業、本県

出身者などの方々のために、いかに有効に活用

するかという視点から、新たな機能を付加する

ことも含めまして検討してまいりたいと考えて

おります。

また、整備に当たりましては、御紹介のあり

ましたように、他県での民間活力を活用した整

備手法もございます。そうした事例を十分研究

しながら、立地場所の高い資産価値を生かした

整備手法につきましても検討を進めてまいりた

いと考えております。今後、県庁内外の意見な

どを幅広くお聞きしながら、また、東京オリン



- 181 -

平成29年３月３日(金)

ピック・パラリンピック前後の経済情勢等を踏

まえつつ、しっかり検討してまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、２

年間の農政水産部長の職を終えて、今年度で退

職される郡司部長にお伺いいたします。

６年ぶりの技術からの部長の誕生で、私も大

変期待申し上げ、真剣な議論をさせていただい

てまいりました。この２年間、私は、この議会

の場で113の質問をしておりますが、その約半

分、50問を郡司部長にお伺いしております。い

つも宮崎農業の夢ある発展を熱く語っていただ

き、着実にその足跡は残っていくものと思って

おります。退職後も本県農業の推進に御精進い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。

最後の質問になりますが、これまで在職中、

農業の施策推進において最も心がけてこられた

ことは何なのか、また、今後の宮崎農業に期待

する思いについてお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 私はこれま

で、農政に携わる心構えといたしまして、「３

つのＧ」―これはアルファベットのＧを頭文

字とする「現場」「技術」「議論」のことを指

しますけれども―を何より大切なものとし

て、農業の施策推進に取り組んでまいりまし

た。現場目線で生産者のために何ができるのか

を考え、収益に大きく影響する技術の視点で行

動し、専門や組織の垣根を越えて議論すること

で、生産者にとって真に必要な施策が見えてく

るものと考えております。

昨年策定いたしました宮崎県農業・農村振興

長期計画の後期計画におきまして、「産地経営

体構想」をお示ししたところでありますが、現

在、農政水産部の職員一人一人がこの「３つの

Ｇ」を心にとめて、この産地経営体の育成に取

り組んでいるところであります。今後、この産

地経営体の育成を目標として、産地づくりと担

い手の育成にしっかりと取り組むことにより、

若者が夢と希望を持てる新しい本県農業の形が

実現できるものと考えているところでありま

す。ありがとうございました。

○山下博三議員 心強いエールをありがとうご

ざいました。またお互いに頑張っていきましょ

う。ありがとうございました。終わります。

（拍手）

○宮原義久副議長 ここで休憩いたします。

午後２時48分休憩

午後３時10分開議

○宮原義久副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまです。私の持ち時間は４時10分までで

す。大変お疲れだと思いますが、最後までよろ

しくお願いいたします。

まあ宮崎県議会、よく遅くまで頑張るなと、

つくづくそう思っているんですが、我々議会よ

りもまだ頑張っているところはないのかなと

思って、きのうインターネットで全国のあちこ

ちの都道府県を調べてみました。ちょうど今、

石原元知事が記者会見で、そっちのほうに興味

がある人もおるかもしれませんけれども、東京

都のことがちょっと目につきましたのでお話し

しておきたいと、こう思っております。

東京都の代表質問、一般質問、28日が代表質

問、そして３月１日、２日が―ちょうどきの

うまででしたが―一般質問でありました。一

般質問、代表質問ともに午後１時に開会し、そ

して代表質問が夜の９時30分、一般質問が、１
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日目が午後６時44分、そして２日目が７時30分

までということで、午後から夜まで代表質問、

一般質問をしているわけです。代表質問は、４

つの会派が、自民党が76分、それから３つの会

派が47分、それをやりとりして９時30分まで。

一般質問は26人質問いたします。東京都は定数

が127人、今ちょうど１人欠員ということであり

ました。その人たちが、かわりばんこに質問す

るわけですけれども、１年間に、今回は代表質

問が１日、そして一般質問が２日ですが、あと

の３回は、代表質問が１日、一般質問が１日ず

つなんです。年間９日間の代表・一般質問であ

ります。今回の一般質問は26人が質問します

が、一番短い人が７分、長い人が14分です。そ

の間にずっとやっていくと、こういうことであ

ります。

それで、その余った時間、東京都は今回の議

会が、２月22日に開会して３月30日が閉会なん

です。ちょうど百条委員会もありますが、百条

委員会は３月19日、20日ですから、日曜日と休

日を利用してやると。後のことはわかりません

が、３月はそういうことでやると、こういう日

程であります。かなり長期間です。長期間なの

に代表質問、一般質問３日ですから、残りは常

任委員会等に全部振り分けてある。そこで具体

的にやると、こういう形です。そして今回は、

２月議会は特に予算審議ですから、予算特別委

員会があって、かなりそこで時間を費やすと、

こういう形になっているようであります。この

ことは非常に、我々の今後の一般質問、代表質

問の参考になると思いますので、議長と議会事

務局長にその点を質問したいと思いましたけれ

ども、質問になじみませんので、ぜひ参考にし

てやっていただきたい、こう思っております。

ちょっと話を変えます。ＮＨＫ大河ドラマ、

ことしは「直虎」です。そしてもう既に来年が

決まりました。「西郷（せご）どん」、いわゆ

る西郷隆盛なんです。西郷隆盛はもう何回とな

く主役なり脇役でされてきております。我々

は、鹿児島にもなじみがありますけれども、島

津義弘公を何とか大河ドラマにと、来年がまた

島津公にとっても節目の年だからというお願い

をしました。明治150年が来年だということで、

西郷さんに決まりました。興味のある人ですか

ら、また私としては地元の人だから、これもよ

しとするところであります。

西郷さんについては過去何回もあると言いま

したが、その前に直虎も、今度で56回目でした

か、大河ドラマ。第１回目の大河ドラマは、昭

和38年に「花の生涯」というのがありました。

これは井伊直弼のことなんです。井伊直弼が中

心であったドラマで、昭和38年。私は中学校３

年生でありました。その弟は延岡藩に来ていま

すからね。非常に宮崎県ともゆかりのあるのが

井伊家なんです。いい感じだなと、こう思って

おるわけですけれども。それで、西郷さん、な

いし西郷戦争、いわゆる西南戦争は宮崎県でも

非常に史実もあるし、いろんな言い伝えもあっ

て、非常に興味のあるところであります。

えびのにもそういう逸話というか史実がたく

さんあります。その一つが松形祐高事件という

のがあるんです。松形祐高といえばどこかで聞

いたような名前なんです。今の知事の前の前の

前の人が松形祐堯さん、そのひいじいさん、曽

祖父になる方が松形祐高さんです。この方は、

西郷隆盛の軍に加勢をしなかったということ

で、鹿児島県の吉松の川内河原で斬殺されたん

です。そういう事件なんです。なぜそうなった

かというと、西南戦争が始まるときに、鹿児島

の私学校から檄文が来るんです、兵士を集め
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る。それに参加しなかった。なぜ参加しなかっ

たかというと、島津公が立ち上がるんであれ

ば、それにははせ参じる。馬前にはせ参じる

と。しかし、西郷といえども、それは私党であ

ると。私党が兵を挙げるのに自分が参加するわ

けにはいかないと。こういうことで、非常に西

郷一色のえびのにおいて、飯野において、頑と

して行かなかったんです。それを恨みに思った

人たちが、延岡から諸塚、西米良、そして須

木、小林を通ってえびのに来たんです。そして

８月29日に捕らえられて、吉松まで行って斬首

される。斬首されるときに刀を持ったのが、非

常に若い人でした。16歳の少年です。それで、

まさにというときに、松形祐高さんは、「しば

らく」と言って待たせたんです。なぜかという

と、髪が首まで垂れて乱れておっては切りにく

かろうと、それで自分の手で全部なで上げて髪

を結って、「さあ、もうよかろう」と言って斬

殺された。時に54歳。そういう松形祐高さんで

あります。当時、松形祐高さんは、まだ市町村

制度がありませんでしたから、飯野郷の戸長で

ありました。それで６月に入って官軍の軍政が

えびのにしかれているんですよね、あちこち。

飯野もしかれておりました。それで戦争があっ

た後はいろんな病気が入ると。病気が入るから

その備えをせないかんということで、一生懸命

になってその取り組みをされた。民政というか

それをしかれた。それで余りその影響もなかっ

たし、農民からは非常に慕われておったと、こ

ういう方であります。そういう史実もあるとい

うことをお伝えしたいと思っております。

ところで、質問になりますが、知事は、１月

の27日でしたか、延岡市長と日南市長を引き連

れてＮＨＫに行かれました。そして、大河ドラ

マについて、何とか宮崎県が舞台にならないか

といろいろと要望されたようであります。さき

にいろいろ質問もあって回答されましたが、も

う一度、そのときの要望の内容と、その成果、

特に来年の大河ドラマの中で、どういうところ

が宮崎県の舞台になるのかということを御質問

しておきたいと、こう思っております。

後の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

大河ドラマの要望の内容及び成果についてで

あります。大河ドラマの制作については、これ

までもＮＨＫに対して、機会あるごとに要望を

行ってきたところでありますが、今回は、来年

の大河ドラマに決定をしております「西郷（せ

ご）どん」において、本県に残る西南戦争での

史実や史跡を取り上げていただけるよう、ゆか

りの深い延岡市、日南市の両市長とともに要望

を行ったところであります。具体的には、可愛

岳（えのだけ）を背に薩軍が本陣を構えた逸話

や、日南隊の隊長であった小倉処平の生涯も説

明するとともに、西郷公の妻イトさんが西郷菊

次郎を見舞いに来たエピソードなどを紹介した

ところでありますが、原作の小説が西郷菊次郎

の回想という形で書かれていることもあり、Ｎ

ＨＫ側も大変興味を示されたと強く感じたとこ

ろであります。いい感じであったところであり

ます。今後とも、ドラマ化に向け、関係市町村

と連携をしながら、ＮＨＫへの働きかけを続け

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○中野一則議員 今後もＮＨＫに働きかけをさ

れるという答弁をいただきました。

それで、この西郷さん、ないし西南戦争に関

する史実なり逸話、エピソードというのは、県
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下あちこちいろいろあるわけですね。えびのの

ほうでは、言われたほかでは西郷札の問題もあ

るし、えびのだけをとると、さっき言ったほか

に大河平事件という大変悲惨な事件も起こりま

した。それから、俗に言う征韓論に敗れた西郷

さんが、白鳥の温泉で長く逗留されているんで

す。それから、そこで育った人たちが明治時代

を引っ張ったという事実もあります。そういう

こと等たくさん史実、逸話等がありますので、

このことも含めてぜひＮＨＫに要望していただ

きたい。されると言ったから、このこともその

ときはよろしくお願いしておきます。

それで、今回我々は、さっきも言いました

が、島津義弘公をと言っていたのに、私から言

えば、鹿児島県は二枚舌を使ったとしか思えな

いわけですけれども、「西郷どん」になりまし

た。それで、その中心になって取り組んだ人の

話を聞いたんです。そうしたら、大変人気の

あった「篤姫」が終わった―いえばその日か

らと言われましたが―その日から、次は「西

郷どん」だということで一生懸命取り組まれた

んだそうです。どういう取り組みをしたかとい

うと、必ず年１回はＮＨＫに行って、ＮＨＫの

関係する人に講話をもらって、そして後で懇親

の場を設けたと。もちろんそれは割り勘ですよ

ということで、そういうことを「篤姫」が終

わったときからずっとされておる。その成果が

「西郷どん」だった、こういうことでありま

す。そういうことで宮崎県も、私は島津義弘公

を言いましたけれども、まだ１回もありません

からね。54年間のうちに１作もないわけですか

ら、宮崎県の誰かをといえば、人物を絞ってそ

ういう運動をしないと、これはなかなか難しい

なと、こう思っております。絞る人物は誰がい

いか。私に言わせれば、神武天皇、島津義弘、

小村寿太郎、安井息軒、そういうところかなと

思っているんですが、絞る人を含めてどういう

人がいいかを、ひとつ知事にお尋ねしておきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 他県の取り組み姿勢、

本県としてもしっかり学んでまいりたいと考え

ております。私自身、これまで何回かＮＨＫを

訪問して感じましたことは、ドラマ化実現のた

めには、その時々の社会の要請や話題性に加え

まして、魅力ある主人公とそれを取り巻く人間

模様など、豊富なエピソードがあり、１年を通

してドラマとして成立することが求められると

いうことであります。このようなことから、昨

年度は、島津義弘や小村寿太郎など、本県にゆ

かりのある偉人６名に絞りまして、それぞれの

生涯を、時代背景や数々のエピソードを交えて

紹介した資料を作成し、ＮＨＫに対しドラマ化

の提案を行ったところであります。今後とも、

関係市町村等と連携をし、さらに内容の充実を

図りながら、引き続き、粘り強くＮＨＫへの働

きかけを行ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ひとつ粘り強く要請をしてく

ださい。できたら早目に人物を絞るということ

が一番だと思いますから、よろしくお願いして

おきたいと思います。

次は、教育長にお尋ねしていきたいと思うん

ですが、西都原古墳群の世界遺産への登録とい

うことで、前からいろいろ取り組まれておりま

す。どの辺まで進んでいるのか、その進捗状況

をお尋ねしたいと思います。とともに、この西

都原古墳群という中には、えびのの島内古墳も

含まれているやに前聞きましたが、そのことも

含めてお尋ねしておきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 「西都原古墳群を初

めとする南九州の古墳群」の世界遺産登録に向
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けましては、県と関係市町で構成する「宮崎県

の古墳文化に関する勉強会」を設置して調査研

究活動に取り組んでおり、先進事例の調査や国

内外の専門家を招聘して意見交換を行っており

ます。また、関係機関等と連携して、本県の古

墳や古墳文化への理解を深めるために、シンポ

ジウムを県内外で開催するなど情報発信に努め

ております。世界遺産登録については、暫定リ

ストに登録をされることが前提となりますが、

リスト登録に至るまでにはさまざまな課題も

残っておりますことから、今後とも、文化庁と

協議を継続して行うとともに、関係市町村や他

県と連携しながら、登録の実現に向けて積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひこれが前向きになるよう

に、よろしくお願いしておきたいと思います

が、なかなか今のようでは非常に難しいなと

思っております。

宮崎県は、「神話の国」ということで、日本

一歴史が古いような話もずっと聞くわけですけ

れども、残念ながら、歴史的あるいは文化財と

いうものが豊富にあるわけではないですよね。

特に国宝は一つもないというわけですから。そ

こで、重要文化財は幾つかあるようですが、重

立ったものの紹介と、特にそのうち国宝になる

ようなものは何があるかをお尋ねしたいと思い

ます。

○教育長（四本 孝君） 国は、我が国にとっ

て歴史上、芸術上、学術上価値の高い美術工芸

品などの有形文化財のうち、重要なものを重要

文化財に指定をし、その中で特に価値の高いも

のを国宝に指定しているところでございます。

県内の重要文化財は18件でありますが、国宝に

指定されたものは、議員御指摘のとおりござい

ません。重要文化財はその18件でございます

が、例えば、宮崎市の木造薬師如来及び両脇侍

像とか、仏像関係でありますとか、昔の住宅で

あるとか神社であるとかというものが重要文化

財ということになっておるわけでございます。

重要文化財や国宝につきましては、国の文化審

議会の審議を経て指定されますので、今後と

も、文化庁に対して、本県文化財の情報提供を

行ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 なかなか国宝となれば難しい

なと思います。鹿児島県だって国宝が１件しか

ないんですよね。特に南九州は国宝が非常に少

ないところ、国宝というのは何千件とあるわけ

ですから、残念だなという気がしてなりませ

ん。

次に、高校教育についてお尋ねしたいと思い

ますが、今、高校は、適正規模、定員基準とい

うものをつくっておりますが、私は、これを見

直すべきじゃないのか、変更すべきじゃないの

かということをお尋ねしておきたいと思いま

す。今度の入試の状況を見ましても、これは全

日制だけでいきますと、全校で36校あるうちの

定員割れをしている学校が13校、実に３分の１

あるんですね。そしてまた、これはコースを含

めた学科で111学科あります。このうちの54学科

がマイナス、いわゆる２分の１が定員割れをし

ているんです。そしてまた、長期的に見たとき

に―今、大体生徒数が安定というか、それで

も漸減していますからね。そして、20年ない

し25年後には今の生徒数の約30％減になると、

こういう状況ですから、いずれもっと多くの学

校ないし学科で定員割れをするということにな

りますから、この際、今、適正規模が４学級か

ら８学級、そして特別３学級認めるとあります

が、これを２学級から８学級に、そしてまた１

学級当たりの定員を、国の基準に準ずるという
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ことで40人ですけれども、これを30人にできな

いものかと思っているわけです。そのことの決

断を含めて、教育長にお尋ねいたしたいと思い

ます。

○教育長（四本 孝君） 高等学校の規模が小

さくなってまいりますと、生徒同士の切磋琢磨

や学び合いの機会が減少して、活気と深まりの

ある教育活動が展開しにくくなること、また、

生徒の進路希望に対応した幅広い教科・科目

や、希望するさまざまな部活動の開設が制限を

されることなどの課題が生じるものと考えられ

ます。現在、１学級の定員は、国の基準に基づ

き40人としておりますが、仮に１学級の定員

を40人未満として学級数をふやすという場合に

は、教職員の配置や施設面など、検討すべき課

題が考えられるところでございます。学級数の

現在の適正規模である４学級から８学級、ある

いは１学級の定員40人という考え方につきまし

ては、今後策定予定の平成31年度からの県立高

等学校教育整備計画後期実施計画において、今

申し上げたような課題も踏まえまして、何より

も生徒にとってよりよい教育環境を提供すると

いう視点に立って、地元自治体や地域の皆様か

らの幅広い御意見等もいただきながら、議論を

深めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ前向きに検討してくださ

い。鹿児島県とか長崎県は、離島を抱えて、２

クラス、１クラスという学校もたくさんあるん

です。そのところの子供たちがいろいろ支障が

あるかというと、そうじゃなくて、立派な方も

どんどん出ていらっしゃいますから、検討して

ください。

それよりももっと進めて、高校を義務教育化

できぬものだろうかなと思っています。既に高

校進学率は98.3％、宮崎県において。山間地

は100％、ほとんどのところが100％なんです。

そういう山間地も100％高校に行くんですが、人

口減が県下４分の１以下になったところが、西

米良村が７分の１、これは宮崎県の人口のピー

ク時と比較して７分の１。諸塚が５分の１、日

之影、椎葉、美郷が４分の１、あとの市町村は

２分の１そこそこからずっと下なんです。それ

で、４分の１以上人口が減ったところを見る

と、これは山間地ということもありますが、こ

こには高校がないんですよ。ないけれども、100

％高校に行くという実態もあります。そういう

ことを考えたり、あるいは、やはり人材という

ものはどういうところであっても育てないか

ん。だから、宮崎県のいろいろと藩があります

が、高鍋藩においては明倫堂、飫肥藩において

は振徳堂、我々が属していた鹿児島藩は造士館

と、こういうのがあって、藩政時代から教育を

一生懸命した。また、私は飯野ですけれども、

飯野郷においては幕末に聖明館という郷校がで

きましたし、また、県内あちこち、読み書きそ

ろばんということで寺子屋もありました。そう

いうことで、日本人の識字率は非常に高いとい

うことから明治維新も成ったというのは有名な

話ですから、そういうこと等を考えた場合に、

宮崎県が全国に先んじて全てを義務教育化にす

る、そのことをぜひ取り組んでいただきたいと

思います。これこそ教育長の決断をお願いした

いと思います。

○教育長（四本 孝君） 現行の我が国法令に

よれば、義務教育は小学校、中学校等の９年間

と規定をされており、地方公共団体が独自で義

務教育の年限を延長することは困難であると

思っております。また、高等学校の義務教育化

につきましては、これまでも国におきまして、

中学校卒業時の子供たちに進路選択の道を残す
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べきではないか、また、義務化により新たに生

じる財政負担をどうするのか、さまざまな検討

がなされてきたものと認識をしております。議

員の御指摘を踏まえまして、今後もさまざまな

議論を見守っていきたいと考えております。

○中野一則議員 見守るんじゃなくて、宮崎県

がその先頭を切るんですよ。

次は知事にお尋ねしますが、五ヶ瀬に五ヶ瀬

中等教育学校がありますよね。あそこは公立中

高一貫の学校。あれができた当時は、法律的に

も制度的にもなくて、文科省が―当時は文部

省だったのかしれませんが―非常に抵抗した

と。それでも工夫してつくった。そういう先進

的な宮崎県なんです。これを全県下に広げるか

広げんかの話。河野知事ならやれると思うんで

す。いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 五ヶ瀬中等教育学校、

これは大変高い志のもとにいろいろ取り組みを

進められてきたわけであります。高等学校の義

務教育化につきましては、今、教育長も答弁し

ましたように、国においてもさまざまな議論が

なされておるところであります。いろんな立場

からの御議論にもそれなりの理屈があろうと考

えておりますので、私としてはそれを注視して

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 五ヶ瀬中等教育学校ができた

おかげで、宮崎県が先頭を切ったおかげで、そ

の後、全国に公立で中高一貫の学校がどんどん

できたというのが事実なんですから、宮崎西も

泉ヶ丘もその流れでできたんです。よろしくお

願いしておきたいと思います。

それから、高校は特色ある学校づくりという

のも大きな命題ですよね。それで、飯野高校の

話ですが、実はえびの市が、今度の議会に出し

ているんですけれども、防災食育センターとい

うことで、いわゆる給食センターを防衛省の予

算でつくろうとしております。生徒数は1,600人

しかいないんだけれども、2,000食以上は可能だ

ということです。その差が400からありますか

ら、飯野高校の人がみんな給食をしてくれる

と、ちょうどその数字にはまるんですよね。こ

れは防災食育センターということで、万が一の

ときにはそっちのほうも担う給食センターと、

こういうことであります。来年の８月運用開始

ということですから、ぜひ、飯野高校に、給食

のある高校ということで導入していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

○教育長（四本 孝君） お話の防災食育セン

ターでつくった食事を飯野高校に運んで、給食

といいますか、昼食として提供するということ

でございますが、学校において、まず、昼食を

搬入・保管するための施設の整備等が必要と

なってまいります。また、配膳のための時間の

確保、あるいは給食費の集金とか、さまざまな

対応も求められてまいると思います。このよう

なことから、まずは保護者や生徒を含めた学校

側の意向等を聞きながら、今後どのような対応

をとるべきか研究してまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 ぜひ研究してください。配送

・配膳は、施設は3,000万か4,000万あればでき

ると思うんです。そのぐらいで特色ある学校づ

くりができればいいと思うんです。えびの市

も、飯野高校がそうしてくれればありがたいな

ということでしたし、また、父兄の何人かに聞

いたら、「そらよかこっじゃ。ぜひそげんしっ

くいやはんか」と、こういうことでしたので、

前向きに検討してください。

次に、農業政策についてお尋ねしたいと思い

ます。

平成29年３月３日(金)
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実は、特Ａの問題についていろいろと具体的

に聞きたかったんです。ところが、田口議員が

一生懸命、私の言いたいところをきのう聞いて

くれました。それで、また同じことを聞くよう

なところもありますけれども、端的にお聞きし

たいと思うんですが、28年度産米がなぜ特Ａが

取れなかったのか、その原因を改めて農政水産

部長にお尋ねしたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 米の食味ラン

キングにつきましては、これまで本当に産地の

生産者、関係機関・団体が一体となって懸命に

取り組んできた。これは私も知っておりますの

で、大変残念に思っているところであります。

その原因につきましては、１つには、出穂期と

言いますけれども、穂が出る時期が前年より１

週間以上早まり、その後も高温が続いたことか

ら、もみへのでん粉の蓄積がうまく進まなかっ

たこと。それから２つ目には、生育前半の高温

多照から、１穂当たりのもみ数が多くなってし

まい、結果として全体的に小粒となったことか

ら、米の粘りを左右すると言われておりますた

んぱく質の含有量が高くなったことなどが、米

の食味や食感に影響を与えたのではないかと考

えているところであります。

○中野一則議員 ＪＡえびの市では、生産団体

と協議をして、宮崎県が生んだヒノヒカリだか

ら、これにもう一度挑戦する、勝負をかける

と、こういうことであります。天候云々もあり

ますが、そのほかにもいろいろ理由があるんだ

と思います。ぜひ県も、ひとつ地元と携えて、

この原因究明を徹底的にやってほしいな、こう

思っております。もうすぐ田植えが始まります

が、第一弾としてはそれまでに、そして、その

後１年間、何かするようなことを、よろしくお

願いしたいと思います。同じような気象条件の

熊本がずっと連続して特Ａを取っているわけで

すから、取れなかったところ、取ったところ含

めて、そういう県外も含めた調査をよろしくお

願いしたいと思います。よろしくお願いしてお

きます。

次に農業で、外国人技能実習生の受け入れ状

況についてお尋ねしたいと思います。これは、

先ほど山下議員もお尋ねになりました。それ

で、農業に限って聞きたいと思うんですが、我

々も公益社団法人日本・インドネシア経済協力

事業協会に調査に行きました。俗にジークとい

うところですが、非常に子供たちがあこがれを

持つような気持ちで勉強されておりました。日

本語の勉強、日本での生活習慣を４カ月間現地

で勉強し、そして成田に来て、成田のセンター

で１カ月間また研修をして、それぞれ現場に行

くと。きょうの農業新聞にもそのことが書いて

ありました。恐らく我々が研修のときに見た子

供たちの１人だったんだろうと思っておりま

す。えびのも、５つの農場に聞いてみました

が、中国人、ベトナム人、フィリピン人、ネパ

ール人、近くまたカンボジアからも来るという

ことであります。それで、宮崎県のこの受け入

れの状況なり、どのくらいの人が農業について

いるのか等を、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県での農業

分野の技能実習生は、ここ数年600名前後で推移

しておりまして、国別に申し上げますと、中

国、ベトナム、インドネシア等となっておりま

す。

なお、御紹介にありました、ジークを介した

インドネシアからの実習生は、２月現在36名

で、現在、農業法人等でしっかり実習に取り組

んでいると伺っているところであります。

○中野一則議員 今、政府のほうが、特区での
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就労ということで検討されているようでありま

すが、これでいきますと、派遣事業者が農業経

営体に派遣をすると。農業経営体は、直接、外

国人の雇用は認められない、こういうことで

す。さっき言ったえびのの５つの農場の人の話

を聞くと、「できたら自由に受け入れることは

できないんだろうか。それが非常に願いであ

る」と。でないと、派遣事業者に１人当たりか

なりお金を支払うんだそうです。非常に雇用の

確保が大変だということと、受け入れやすい環

境をつくってほしい。そのためには、こういう

意味での特区の必要もあるんじゃなかろうかと

思いますが、宮崎県の取り組みをお聞きしたい

と思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、農

業法人や認定農業者等において雇用型経営が増

加しており、産地で安定した雇用を確保するこ

とが大きな課題となっております。このため県

では、平成27年度に、市町村、ＪＡ、農業法人

等で構成いたします「農の雇用・労力支援推進

協議会」を立ち上げ、産地において労働力の募

集・派遣を行う「援農隊」の仕組みづくりや、

農業法人に一定期間就農希望者を派遣する「お

試し就農」などに取り組んでいるところであり

ます。今後、こうした雇用確保対策を全県に展

開しながら、御質問のありました、外国人の農

業就労に係る特区制度への対応につきまして

は、本県でも実施できますよう国に働きかけを

するとともに、引き続き情報の収集と研究を

行ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、観光行政ということ

で、えびの高原にホテル誘致をということで、

環境森林部長にお尋ねしたいと思います。

いわゆる世界水準のナショナルパークをつく

るということで、全国の８カ所の国立公園をモ

デル国立公園にしたいということで、霧島錦江

湾国立公園の中では霧島をということで、国立

公園満喫プロジェクトが立ち上がっていろいろ

検討されて、それがもう出されております。え

びの高原に上質な宿泊施設の誘致をということ

であります。これを５年の間にめどをつけたい

という考えのようでありますが、過去において

宮交があそこを休止しました。結局は廃止とい

うことで、再度ならなかったんです。そういう

厳しい状況もあるかと思いますけれども、その

辺を何とかクリアして、今の国民宿舎と、やっ

ぱりもう一つできて相乗効果を図らんと、なか

なかこのあたりの宿泊の充実というものにはな

らぬと思うんです。ぜひこのことをよろしくお

願いしたいと思います。その検討状況、見込み

をお尋ねしたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 国立公園満喫

プロジェクトに基づきます今回の計画では、え

びの高原のホテル跡地やピクニック広場を活用

した上質な宿泊施設、具体的には、高級ホテル

やグランピングと呼ばれるハイレベルのキャン

プ施設の誘致を盛り込んだところであります。

お尋ねのホテル跡地は、長年、宮崎交通が営業

し、多くの宿泊客でにぎわったところでありま

して、立地条件も申し分のない場所であると認

識しております。敷地は環境省が所管しており

ますので、先般、環境省の担当課長に対して協

力要請を行いまして、前向きの感触を得たとこ

ろであります。さらに、地元のえびの市もぜひ

積極的に進めたいという意向でございます。し

たがいまして、今後、全国で８カ所選定された

代表的な国立公園としてふさわしい施設整備が

できますよう、環境省やえびの市と条件面など

を十分協議しながら、一体となって、公募の手

続や誘致活動を進めてまいりたいと考えており
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ます。

○中野一則議員 日本で最初に国立公園になっ

た霧島ですからね。そこの中のえびの高原、い

ろいろとあると思いますが、環境省が所管で

やっているわけですので、ぜひ実現を図るよう

に、よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、医療行政についてお尋ねしたいと思い

ますが、特に宮崎県の地方、市町村の病院の医

師数が確保されているのかなということで、さ

きにいろいろお聞きしました。法的にはもう十

分だという。しかし、地元からは不足している

と、こういう感じ。そしてまた、医師の医療圏

別では、宮崎市だけが突出しておる。ほかは非

常に低いという状況なんです。こういう状況を

福祉保健部長はどう思われるか、お聞きしたい

と思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） お尋ねのとお

り、県内の19の公立病院・診療所に対しまし

て、今年度の４月に、不足している医師の数に

ついて照会したところでありますけれども、そ

のうち14の病院等においては、医師不足という

ような回答があったところであります。また、

県内の医師の偏在の関係につきましても、お話

がありましたが、宮崎東諸県医療圏のほうに集

中しているというような状況にございまして、

人口10万人当たりの医師数で見ますと、そのほ

かの２次医療圏では全国平均を下回る状況と

なっております。今後とも、医師の確保につい

てしっかり取り組んでいく必要があるものと考

えております。

○中野一則議員 私が当初、市町村立病院の医

師数はどうかと聞いたら、当初は、当年現員と

いうんですか、これが97.74人、標準数が78.75

人だから､18.99人がオーバーしている状況だと､

そんな説明をするんですよ。そういう認識で

は、県下全体の医療行政というのは難しいと思

うんです。そのあたりから、反省も含めて医療

行政をしていただきたい。また、宮崎東諸の医

療圏においては268人、平成14年から26年の12年

間でふえている。しかし、ほかの医療圏では合

わせて30人減っているんです。これが宮崎県の

現実なんです。宮崎市ばっかりに集中している

現実ですから、全県下の医療行政をどうするか

というのは県の責任だと思いますので、よろし

く取り組んでいただくように要望しておきたい

と思います。

そのことを含めて、今いろいろ問題になって

いる県立宮崎病院の件でありますが、この経営

形態、あり方というものを再検討していただき

たい、こう思っております。平成16年でした

か、このあり方を検討するということでありま

した。このときは15年度までに―15年度は単

年度で28億円の赤字、累積が160億円もの赤字と

いうことで、これを何とかせないかんというこ

とで取り組まれて、見事黒字化になったんです

よね。その後、地方公営企業法を全部適用する

のか、そのことを継続するか、地方独立行政法

人化にするのか、公設民営化するのか、民間移

譲するのかと、この４つの選択肢の中で取り組

まれておりました。結果的に全適継続というこ

とになって、今日になっているわけでありま

す。

それで、なぜ再検討せないかんかということ

をちょっと申し上げておきたいと思うんです

が、医療は県全体に均衡に施すべきだ、中山間

地域の対策はどうなるのか。それから、宮崎東

諸県医療圏に医師が集中している、全体の55.6

％。屋上屋を重ねる病院局制度では、現場の医

師の声が完全に反映されているとは言い切れな

い。佐賀県は地方独立行政法人化で経営は順調

平成29年３月３日(金)
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であります。全国に地方独立行政法人をやって

いるのが16県あります。福岡県は民営化をしま

した。熊本県は総合病院の県立は一つもありま

せん。また、県庁所在地に県立病院があるの

は、九州では宮崎と佐賀と大分県だけです。そ

れから、一般会計からの繰入金が毎年50億円前

後ある。特に県費を約15億円費やしていると、

こういうことであります。そして、宮崎病院が

建てかえとなった場合に、多額の資本投下をす

るわけですが、これが回収というのはかなり時

間がかかると、いわゆる赤字が続くということ

が想定されます。そのこと等を考えた場合に、

さっき言った４つの選択肢のほかに、市町村へ

の移譲ということも含めて検討すべきであると

思うんです。病院局長、よろしくお願いいたし

ます。

○病院局長（土持正弘君） 御指摘のとおり、

平成18年度に地方公営企業法の一部適用から全

部適用へ移行いたしまして、知事部局から独立

した病院局を設置したところでありますが、こ

の間、政策医療、不採算医療等を担いながら、

業務委託化の推進等による費用の抑制等にも取

り組み、一般会計からの繰入金を削減しながら

収支改善を実現するなど、一定の成果を上げて

きたところでございます。現行の地方公営企業

法の全部適用以外で考えられる経営形態といた

しましては、先ほどお話にございましたよう

に、地方独立行政法人化や指定管理者制度の導

入などがございます。それから、現行におきま

しても、公営企業としての経済性を発揮しなが

ら、自律的、機動的な病院運営ができておりま

すことから、平成27年３月に策定いたしました

「宮崎県病院事業経営計画2015」におきまし

て、基本的には現行の経営形態を継続していく

こととしたところでございます。

また一方で、今後、県立病院を取り巻く環境

が大きく変化していくことも予想されますの

で、今後の経営形態のあり方につきましては、

県立病院として求められる役割をしっかりと果

たしながら、より効率的な運営を行えるよう、

同計画を推進する中で、さまざまな角度から、

継続して検討を行っていくことにいたしておる

ところでございます。

また、御指摘の市町村への移行ということも

ございましたが、このことにつきましても、経

営計画の中で選択肢の一つということでは定め

ておりますけれども、基本的に現行の経営形態

を継続していく中で、３つの県立病院を取り巻

くそれぞれの環境の変化といったものを踏まえ

ながら、改めて各病院の役割、経営実態等を分

析した上で、さまざまな角度から検討を行う必

要があるものというふうに考えております。

○中野一則議員 検討するような、しないよう

な話でありましたが、私はこの５つの選択肢

で、再度、平成16年のあの気持ちに返って、ぜ

ひ検討委員会をつくって検討していただきたい

な、こう思っております。何にせよとは言わん

わけですよ。市町村云々を強調されたようにも

聞こえましたが、この５つの選択肢、その他も

あるかもしれません。再度検討をしていただく

ように御要望申し上げまして、質問を終わりま

す。（拍手）

○宮原義久副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、６日午前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３時56分散会


