
３月６日（月）
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平 成 2 9 年 ３ 月 ６ 日 （ 月 曜 日 ）

午前 時 分開議10 0
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（ ）2番 有 岡 浩 一 愛みやざき
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（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）17番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団
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（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）26番 右 松 隆 央 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声
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（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団
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（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同
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企 業 局 長 図 師 雄 一
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代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明



- 196 -

一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、日

高博之議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○日高博之議員

はようございます。自由民主党県議団の日高博

之でございます。

初めに、世界ジュニアサーフィン選手権につ

いてであります。

一昨年前から、日向市では東京オリンピック

のサーフィン競技誘致に民間主導で取り組みま

した。しかしながら、最終的には誘致はかなわ

なかったのですが、その活動が認められ、今回

の世界ジュニアサーフィン選手権の誘致につな

がったと考えております。私も、民間で結成し

た誘致の会の会員で、活動させてもらったわけ

ですが、振り返ってみますと、若者の積極的な

行動力に圧倒され、私もついていくのがやっと

で、誘致に向けて熱い思いを持って活動された

ことに、改めて日向市の底力を見たような気が

いたします。

このサーフィン競技の誘致はいろんな地域が

手を挙げたわけですが、その中でもいち早

く、1,000人規模の決起大会を開催したり、６月

には、知事にも参加していただきサーフィン

フェスティバルを開催いたしました。全国にお

倉ヶ浜の国内屈指の波をアピールできたと思っ

ているところでございます。また、ビーチク

リーンも定期的に行い、地域住民にサーフィン

という競技を理解していただき、市民から信頼

を得たことは、非常に大きな成果ではなかった

かなと思います。そして、当時担当部長であり

ました永山部長には、若者の目線に立っていた

だき、持ち前の広い心と、鋭い目つきという

か、まなざしで支援をしていただき、誘致の会

一同感謝をしております。「頑張ってくださ

い」とのことであります。

そこで、こういった若者、地元の取り組みが

もたらした、今回の世界ジュニアサーフィン選

手権誘致について、知事の所見をお伺いいたし

ます。

以上、壇上からの質問とし、質問者席から再

質問を行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

世界ジュニアサーフィン選手権の誘致につい

てであります。私としましては、本県のすぐれ

たサーフィン環境に大きな可能性がある、これ

を強くアピールしたいという思いから、東京オ

リンピックの追加種目にサーフィン競技が提案

された直後から、開催地として名乗りを上げ、

関係大臣や関係機関に対し、幾度となく要望活

動を行ってきたところであります。また、今お

話のございました、昨年６月に日向市において

開催された「ひゅうがＳＵＲＦフェスティバ

ル」に参加した際には、日向市民の熱い思いや

盛り上がりに接し、大変心強く思いますととも

に、官民挙げて誘致に取り組む本県の強みを実

感したところであります。最終的には、開催地

の招致には至らなかったわけでありますが、今

回、このような大きな大会の誘致が実現できま

したのは、本県のサーフィン環境のすぐれた優

位性というのが高く評価されたとともに、これ

までの取り組み、そして何よりも地元の熱意と

いうものがこの結果に結びついたものと、大変

うれしく、また次につながったということで、

手応えを感じております。

平成29年３月６日(月)
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日向市におかれましては、「サーフタウン日

向」というものをキャッチフレーズに、「ヒ

ュー！日向」という新たなプロモーションも

行っておられます。サーフィンというスポーツ

の一種目の振興にとどまらず、地域づくりに確

かに結びつけておられるということで、すばら

しい取り組みが進んでいるということを感じて

おるところであります。今後、地元と一緒に

なって、しっかりとこの大会の受け入れを行っ

ていくことはもとより、この機会を契機に、

サーフィンを本県の観光の柱として、また移住

や活力ある地域づくりに結びつけ、本県にとっ

ての強みとして確立できるよう取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございました。そ○日高博之議員

もそも知事が、開催が決定してすぐ競技市とし

て提案された。ということは、先見性というの

があったからこそ、こういったことにつながっ

た一因であると私は考えております。また、開

催県の知事としてリーダーシップを発揮してい

ただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。

次に、世界ジュニアサーフィン選手権をどう

成功させるかについてお伺いいたします。この

大会の概要は、国際サーフィン連盟が主催す

る18歳以下のサーフィンの世界選手権で、世界

最大規模の国際ジュニア選手権であります。ま

た、ＩＳＡ主催の主要大会として、1990年の宮

崎市木崎浜と東京都新島の同時開催を行った世

界サーフィン選手権以来、27年ぶりの日本開催

となり、この世界ジュニアサーフィン選手権は

日本初ということであります。日向市からの情

報によりますと、「８日間の大会で、40を超え

る参加国、選手、関係者含めて600人以上の参加

者を想定、過去の実績によると、観客数は一日

平均5,000人に上り、大会ホームページ閲覧数

は10万回、大会ライブ中継閲覧数は135万回と、

本当に大規模な大会で、こういった世界の大会

を日向市のみでマネジメントすることは…」と

書いてあります。私は物理的には難しいと思っ

ております。そこで、県も開催県として、日向

市とともに大会の成功に向け積極的に支援して

いく必要があると考えますが、そのことについ

て見解を伺うとともに、大会運営、宿泊、ボラ

ンティアなどの人的支援について、具体的にど

ういった支援が考えられるのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

今お話が○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ありましたとおり、本選手権は、約40カ国から

約400名の選手が参加する世界規模の大会であり

ます。昨年の大会には、期間中延べ４万人ほど

の観客が訪れておりまして、宿泊などの本県経

済への大きな波及効果だけではなく、サーフィ

ンの聖地としての知名度の向上や、ブランドの

確立につながるものと期待しているところであ

ります。このため県といたしましても、積極的

に支援してまいりたいと考えておりまして、具

体的には、今後設立されます受け入れ実行委員

会に県も参画し、宿泊や国外選手受け入れの支

援、ボランティア対策など、周辺市町村への協

力要請や、開催までに必要な準備について、日

向市や日本サーフィン連盟などと連携しながら

取り組んでいくことといたしているところでご

ざいます。

積極的に支援をしていくとい○日高博之議員

うことで、安心いたしたところでございます。

今日のサーフィンの盛り上がりを考えますと、

未知の領域のビッグイベントと言っても過言で

はないと思いますし、ことしの９月開催という
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ことで、もう時間も余りないですので、スピー

ド感を持って取り組んでいただきたいと思いま

す。お願いします。

次に、先ほど説明したとおり、諸外国から多

くの選手、関係者、観客が集中して宮崎に押し

寄せます。また、これらの多くの人々がホーム

ページにアクセスするなど、この大会を通じ、

本県の観光、文化、食などの魅力を売り込む絶

好のチャンスであると考えております。また、

本県は、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」に取り組ん

でおり、おもてなし環境のさらなる充実に向け

て、宮崎の魅力を世界に発信し、経済や地域の

活性化への展開を推進しておるわけでありま

す。そして、外国人に宮崎の魅力をさらに向上

させるために、外国人の視点によるアイデアは

重要だと示しております。そこで、この大会を

通じて、本県の魅力をどのようにＰＲし情報発

信に臨んでいくのか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

本選手権○商工観光労働部長（中田哲朗君）

は、国内外から多くの選手や観客が集まり、世

界のサーフィン関係者が注目する大会でありま

すので、この機を捉え、神話や神楽、観光名

所、豊かな食など、本県の多彩な魅力を、さま

ざまな方法により積極的に発信していく必要が

あると考えております。このため、今後設立さ

れます受け入れ実行委員会において、大会の運

営方法や取り組み内容等を議論する中で、例え

ば、外国人を含む訪問客に対するＳＮＳなどの

各種媒体を活用した観光情報の提供や、県内各

地へ周遊していただくような取り組み、さらに

は大会期間中の特産品の展示販売など、効果的

な方策等について検討してまいりたいと考えて

おります。

ありがとうございました。外○日高博之議員

国人への情報発信は重要なミッションである

と。ＳＮＳなどを最大限に活用し、戦略性を

持って取り組んでもらえるよう、よろしくお願

いいたします。

また、この大会に出場する選手たちは、３年

後の東京オリンピックにも、その国の代表とし

て出場する可能性が高い、本当にレベルの高い

選手が集まった大会であります。そこで、この

大会を東京オリンピック事前キャンプ誘致につ

なげてはどうかと思いますが、商工観光労働部

長に見解をお伺いいたします。

本選手権○商工観光労働部長（中田哲朗君）

参加者は、18歳以下の世界トップクラスの選手

たちでありまして、お話のとおり、３年後の東

京オリンピックの有力な候補になると考えてお

ります。また、参加国の競技団体関係者も多数

来県することから、期間中は、団体責任者や監

督などのキーマンにアプローチできる絶好の

チャンスであると考えております。このため、

今議会で提案しております「サーフコーストみ

やざき」づくり推進事業において、東京オリン

ピックの事前キャンプ誘致に必要なＰＲツール

の制作や、キーマンの県内視察対応等を行うこ

とにしておりまして、地元市町村とも連携しな

がら、積極的な誘致活動を展開してまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。大○日高博之議員

きな声では言えませんが、財政的な支援もぜひ

よろしくお願いいたします。

次に、ヘベスの産地拡大についてお伺いいた

します。

日向市の十屋市長初め関係者が、近年需要が

ふえているヘベスの産地拡大に向け、ヘベスの

栽培を県内全域に広げ、みやざきブランドとし
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て本格的に全国展開に乗り出すことになりまし

た。日向市では、平成22年から「日向のへべす

消費拡大プロジェクト」を展開しており、情報

発信ＰＲに取り組んでおります。その成果が近

年の需要増につながったと確信をしておりま

す。そこで、昨年９月にヘベス産地拡大の記者

会見を行いましたが、その後のヘベス振興につ

いてどのように考えているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

日向市原産の○農政水産部長（郡司行敏君）

ヘベスにつきましては、本県独自の香酸かんき

つとして、平成18年度にみやざきブランド認証

を受けております。これまで、ＪＡ日向管内を

中心に生産が行われてきましたが、生産者の高

齢化などにより、生産量がピーク時の約半分

の107トン程度まで減少するなど、産地が縮小し

ておりまして、需要に供給が追いつかない状況

がございます。このため、ＪＡ日向管内の生産

者の方々にも御理解をいただき、県下全域に産

地を拡大することとしたところであります。県

といたしましては、平成37年度を目標に、ＪＡ

日向管内を核といたしまして、栽培面積を40ヘ

クタール、生産量は現在の10倍となります1,000

トンを目指して、産地づくりに取り組んでまい

りたいと考えております。

県内のヘベスの生産状況は、○日高博之議員

今、部長の答弁でもありましたが、栽培面積25

ヘクタール、生産量107トン、農家戸数は101戸

であり、生産量200トンを超えた1995年からする

と激減をしている状況にあります。また、生産

量107トンのうちの97％を日向地域が占めてお

り、県全域への生産地拡大はこれからの状況だ

と認識しております。そういった状況を踏まえ

て、県は、平成37年度までに生産面積を現在

の25ヘクタールから40ヘクタールにふやし、将

来的には1,000トンの生産体制を目指すというこ

とでありますが、今後、具体的に生産拡大に向

けてどのように支援を行うのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

ヘベスの産地○農政水産部長（郡司行敏君）

拡大を図るためには、何よりも「儲かる経営」

を確立することが重要であると考えておりま

す。このため、今議会でお願いしております新

規事業「革新的技術で拓く果樹産地ステップ

アップ支援事業」におきまして、計画的な産地

形成のための優良苗木供給体制の整備や、高品

質化に向けた防風ネット等の導入支援、さらに

は、機械化体系による２ヘクタール規模の大規

模なモデル経営体の育成を行うこととしており

ます。県といたしましては、これらの事業を活

用し、産地拡大に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

私が言ったとおり、日向市が○日高博之議員

「日向のへべす消費拡大プロジェクト」を発足

させ、県内外でキャンペーンを行ったことに

よって、東京でヘベスを扱う飲食店がふえた。

そして、飲料メーカーからの引き合いも殺到し

ていると伺っております。また、吉祥寺周辺で

は、日向の出身者が飲食店に売り込みを行っ

て、ヘベスモスコミュールとかヘベススムー

ジーなど、人気商品がブレークしていると聞い

ておるところであります。この日向の宝、また

宮崎の財産であるヘベスをＰＲするためには、

息の長い取り組みが必要であると考えます。そ

こで、将来を見越したヘベスの販売戦略につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

ヘベスは、爽○農政水産部長（郡司行敏君）

やかな香りと酸味、豊富な果汁が特徴の香酸か

んきつとして高い市場評価を受けております

が、供給量が限られていることから、まとまっ
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た取扱量に至っておらず、消費地での認知度が

まだまだ低い状況にございます。このため、産

地拡大により、需要に対応できるロットをしっ

かりと確保した上で、ターゲットを明確にし、

戦略的に販売を行っていく必要があると考えて

おります。県といたしましては、これまで、御

質問の中にもありましたけれども、日向市など

で積み上げてこられた取り組みをしっかりと継

承しながら、安定した品質を確保するため、県

下全域の出荷基準を徹底するとともに、ヘベス

の特徴を生かしたＰＲを行うなど、ヘベスブラ

ンドの確立に向けて、さらに関係機関と一体と

なって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

現実問題、言われたとおり、○日高博之議員

ヘベスが生産されるまでには年月がかかります

ので、息の長いＰＲに、地元日向と夢を持って

取り組んでいただきたいなと思います。ヘベス

の時期になりますと、ここにいる皆さんは、焼

酎にヘベスを搾って「おいしい、おいしい」と

飲まれているわけです。せめて部長連中ぐらい

は、出張の際にはポケットにヘベスを２～３個

ぐらい入れて、「おいしいですよ」ぐらいのＰ

Ｒはするように、ぜひお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

次に、地域包括ケアシステムについてお伺い

いたします。

先日、念願でありました宮崎県介護支援専門

員の皆様と勉強会を開催することができまし

た。本当に有意義で、本音の意見交換ができた

と感じております。また、日隈部長を初め長寿

介護課の皆様にも、休日にもかかわらず御参加

いただきました。本当にありがとうございま

す。

福祉の問題は多種多様で広く、争点がぼやけ

て真髄に入ることができないので、今回は、医

療・介護の連携について、地域包括ケアシステ

ム構築のキーパーソンであります介護支援専門

員の皆様と、現状の課題や実情に絞って意見交

換を行いました。会の中では、「介護保険制度

が開始されて18年を迎え、初めは生活支援を取

り巻く全ての環境を把握し支援していくこと

に、ケアマネとして使命感と夢や希望を持って

取り組んだ。だが、現実には、業務が複雑化し

ていることや自立支援に対する理解がない。ま

た、賃金の割には責任が重く、精神的なストレ

スに悩まされる。そして24時間、365日の業務な

ので、休みがとりにくく、魅力がなくなりつつ

ある」とのことでありました。このことに対し

て他の委員から、「介護支援専門員が行政に支

えてもらっているという実感、安心感があれば

モチベーションも上がっていくんだ」というこ

とをお聞きしました。ケアマネと行政が現場の

実情を共有して同じ目線で対応すること、これ

が信頼感、安心感につながっていく、モチベー

ションも上がっていく第一歩だと考えておりま

すが、この会に出席してみて、福祉保健部長は

どう感じ取ったのかお伺いいたします。

今回の介護支○福祉保健部長（日隈俊郎君）

援専門員の方々との意見交換につきましては、

お話のとおり、私も参加させていただきました

けれども、介護支援専門員の皆さんがふだん感

じているさまざまな課題等について多くの意見

をいただくなど、大変貴重な機会でございまし

た。第一線で活躍されている皆さんの声にも耳

を傾けながら、現状や課題に対する共通認識を

持つことの重要性を再認識したところでありま

す。今後、地域包括ケアシステムを構築するに

当たりましては、介護支援専門員の役割がます

ます高まるものと考えられますことから、引き



- 201 -

平成29年３月６日(月)

続き連携を深めてまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。○日高博之議員

ケアマネ不足についてお伺いいたします。各

事業所におきましては、ケアマネ不足によって

閉鎖していく居宅介護支援事業所が見られるよ

うであります。介護保険制度のかなめでありま

すケアマネの不足は、制度の根幹にかかわる重

要な課題だと私は思っております。そこで、ケ

アマネ資格の取得状況と年齢構成について、福

祉保健部長にお伺いいたします。

平成29年、先○福祉保健部長（日隈俊郎君）

月の２月１日現在で県に登録されている介護支

援専門員の数は6,518人でありますが、この資格

は５年ごとの更新が必要でございまして、その

有効期間内にある者は、そのうち3,928人となっ

ております。また、有効期間内にある者の年齢

構成につきましては、40歳代が最も多く30％、

次いで50歳代が29％、30歳代が20％となってお

りまして、平均年齢は49.3歳となっておりま

す。

平均年齢が高いなと思いま○日高博之議員

す。また、ケアマネ不足の問題をめぐっては、

ケアマネの資格を持っていても、介護士、看護

師不足もありますから、そちらで仕事をしてい

たりなど、潜在的有資格者もいるようでありま

す。この潜在的有資格者支援は、介護保険制度

による切れ目のないサービスを提供していく中

では急務だと感じますが、県はこの状況をどう

把握し支援していくのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

介護支援専門○福祉保健部長（日隈俊郎君）

員の資格を有しながら業務に従事していない、

お話にありました、いわゆる潜在的有資格者に

ついては、正確な数字を把握することは困難で

すけれども、実際に業務に従事している方の数

が約1,900人と推計されておりますので、先ほど

申し上げました有効期間内にある者の数約3,900

人からこの数を引きますと、約2,000人程度が潜

在的な有資格者かなと考えられます。これらの

潜在的有資格者に対する支援についてでござい

ますが、５年に１度の更新時の研修を受講して

いただくことにより、介護支援専門員としての

質の確保を図るとともに、就業を促進するた

め、県社会福祉協議会の福祉人材センターと連

携しながら、職業紹介を積極的に行っていると

ころでございます。

潜在的有資格者が約2,000人と○日高博之議員

いうことで、これはちょっと問題かなと思って

おるんです。また、部長、意見交換でもありま

したが、離職率についても数字にあらわれない

現状があるとのことでした。そういったことも

総合的に重くこの辺の問題を受けとめていただ

いて、積極的に就業支援に取り組んでもらいた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、業務についてお伺いします。全国的な

傾向で、記録する書類が多く手間がかかる、残

業が多く持ち帰りが多い、医師の敷居が高く連

携がとりにくいなど、問題点が多々あるようで

す。特に、記録する書類が多く手間がかかると

いう点では、みんなの介護アンケート調査

で63.3％が業務遂行上の悩みとして挙げており

ます。この書類の複雑化に関しては、介護保険

制度規定に基づいて、文書作成、保管などで一

連の業務作業が義務化されていますが、時代に

逆行するほどの文書、紙ベースでの事務処理が

相当あって、それがケアマネ業務に負担をかけ

ておるということであります。当然、国の問題

かもしれませんが、県として居宅介護支援業務
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のペーパーレス化についてどう考えているの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

居宅介護支援○福祉保健部長（日隈俊郎君）

業務のペーパーレス化についてでございます

が、事務負担の軽減や業務の効率化を進めるた

めの有効な手段でございまして、可能な限りそ

の推進を図っていく必要があるものと、県とし

ては考えているところであります。現在、国に

おいて、ＩＣＴを活用した事業所内外の情報連

携や、行政が求める書類の削減に向けた検討が

なされているところでありますので、県といた

しましては、国の動向を注視し、適切に対応し

てまいりたいと考えております。

ケアマネ業務の環境面での改○日高博之議員

善というのは重要でありますので、引き続き対

応のほうをよろしくお願いしたいと思います。

次に、平成30年度に居宅介護支援事業所の指

定権限が県から市町村に移譲されます。現在、

指導権限についての議論がなされているようで

ありますが、保険機能の強化に当たり、居宅介

護支援におきまして市町村を横断しますので、

保険者によっては指導内容が異なることが予想

されます。そうなると、現場は混乱を招く可能

性があると想定をするわけであります。そこ

で、移譲までの期間において、県は市町村にど

のように指導を行っていくのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したが、平成30年度に予定されております権限

移譲は、居宅介護支援事業所の指定権限のほ

か、指定取り消しなどの行政処分を行う権限を

市町村に移譲することにより、保険者としての

機能強化を図るというものであります。県にお

きましては、移譲までの期間において説明会を

開催するなど、円滑な事務の引き継ぎを行うこ

とはもとより、移譲後も、市町村によって指導

内容が異ならないよう、市町村担当職員への研

修や実地指導を通じた助言を行うなど、適切な

支援に努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○日高博之議員

次に、認定介護支援専門員相談・助言事業に

ついてお伺いいたします。現場からは、この事

業の評価について、ケアプランに対する相談の

受け付けや助言指導、ケアマネの資質向上、ま

た、適正なケアマネジメントの実施が高齢者の

自立支援につながり、給付の適正化、イン

フォーマルサービスの拡大など、同じ専門職と

しての悩みや課題を共有し、その解消のための

橋渡しとして重要な役割を担っていると、高い

評価がありました。そこで、県は、この認定介

護支援専門員相談・助言事業のこれまでの評価

と今後の支援についてどう考えているのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

この事業は、○福祉保健部長（日隈俊郎君）

介護支援専門員の手本となる方を認定しまし

て、県内の居宅介護支援事業所に派遣して、個

別具体的に相談・助言を行うことにより、介護

支援専門員の資質の向上を図るものとしており

ます。平成26年度から今年度まで３年間で454の

居宅介護支援事業所に派遣されており、介護支

援専門員にとっては、同じ専門職としての悩み

や課題を共有できるだけではなく、特に一人で

事業所を運営している場合には、自身の業務の

あり方を振り返り自己研さんに努めることがで

きるなど、貴重な機会になっていると考えてお

ります。県としましては、来年度以降も、介護

支援専門員の資質向上やケアプランの適正化に

資する有意義な事業でありますことから、引き

続き関係機関と連携しながら、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。
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このことに対しては、ケアマ○日高博之議員

ネ協会からすごく要望があったことであります

ので、継続して、ぜひよろしくお願いいたしま

す。増額でよろしくお願いします。

次に、宮崎キュアケアネットワークの取り組

みについて。この団体は平成21年４月に、医

療、介護、福祉の現場で特に在宅を支えている

多職種の仲間が、職種、職域を超えて地域にお

ける多職種間の連携をさらに円滑に進められる

ことを目的に、現在も定期的に講座や研究会を

行っております。私も会員として参加させてい

ただきましたが、勉強会には250名を超える従事

者が、問題意識を持ってワークショップや意見

交換、時には飲みニケーションで本音の意見を

交わすわけであります。こういった組織は全国

でも珍しく、代表世話人であります牛谷義秀先

生は、「お互いのことを知り合うよい機会であ

り、連携の場として、その存在意義を不動なも

のにして、これからも生きた連携の場として、

お互いの交流を深め、顔の見える信頼関係を築

いていきたい」と言われております。私は、こ

ういった地域の資源であるキュアケアネット

ワークと本県が連携することは、非常に意義が

あると確信をしております。そこで、福祉保健

部長にそのことについて見解をお伺いいたしま

す。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した宮崎キュアケアネットワークは、在宅医療

に熱心に取り組まれている牛谷先生のお話が出

ましたけれども、先生を中心に、医療、介護、

福祉の現場で働かれている専門多職種の方々

が、地域における医療と介護の連携を進めるこ

とを目的に創設され、毎年、さまざまなテーマ

で交流会や研修会などを開催されております。

県ではこれまでも、研修会への職員の参加や講

師としての出席など、さまざまな形で連携して

きたところでありますが、地域包括ケアシステ

ムの構築を推進していく上で、宮崎キュアケア

ネットワークが取り組まれている専門多職種み

ずからの顔の見える関係づくりや、在宅医療、

介護に対する理解や知識を深める活動が進むこ

とは、非常に大切なことだと考えております。

このため、県といたしましても、こうした取り

組みがさらに充実していくよう、今後とも積極

的な連携、そして協力を行ってまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。積極○日高博之議員

的な連携・協力をお願いしたいと思います。

次に、県は2025年の地域包括ケアシステムの

構築に向けて取り組んでおります。介護保険制

度の本来の趣旨は、高齢者の自立支援を中心と

した制度だったわけでありますが、現状では、

介護度が悪化するほど報酬が多くなるため、自

立支援への動機づけが乏しく、介護費用の膨張

を招き、それに伴い、自立支援や回復に後ろ向

きな事業所も、全国的な傾向で多々あるようで

あります。国は、介護を必要とする人の自立支

援を中心とした制度への転換を進めており、具

体的には、2018年度の介護報酬改定で、要介護

を改善させた事業所の報酬を引き上げ、自立支

援に後ろ向きな事業所の報酬を減らすというこ

とも検討しているようであります。国もやっと

ここにかじを切ったかなという印象でありま

す。このことを踏まえまして、私としては、も

う一度原点に戻って、本来の介護保険制度の趣

旨にのっとって、宮崎県ならではの地域包括ケ

アシステムの構築をするためには、介護予防、

自立支援の視点が重要だと考えますが、県の取

り組みについて、福祉保健部長に見解をお願い

いたします。
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お話がありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したが、今後、高齢者が大幅に増加していく中

で、介護予防や自立支援の取り組みは極めて重

要な取り組みとなっております。このため県で

は、平成26年度から国のモデル事業を活用し

て、住民主体の介護予防に取り組む市町村に支

援を行っておりまして、現在、12市町村の公民

館など328カ所で、毎週、体操教室などが開催さ

れております。また、要介護者等の自立支援や

重度化防止のためには、適切なケアプランの作

成や介護サービスの提供が必要でありますが、

そのための有効な方策として、リハビリの専門

職などを交えて、ケアマネジャーや介護事業者

にさまざまなアドバイスを行う地域ケア会議の

充実がございます。このため県では、意欲のあ

る市町村を対象に、全国の先進自治体から直接

指導を受ける地域ケア会議のモデル事業にも取

り組んでおりまして、今後、これらの成果を県

内全域に展開していくことなどにより、介護予

防や自立支援の取り組みを促進していきたいと

考えております。

自立支援や予防という指針を○日高博之議員

明確に打ち出して、宮崎県版の地域包括ケアシ

ステムを構築していただきたい。これは宮崎か

ら全国に発信する、そのぐらいの気概を持っ

て、取り組んでいただきたいと思いますので、

部長、お願いします。

次に、訪問看護ステーション等設置促進強化

事業についてであります。地域包括ケアシステ

ムを構築していく中で一番の課題は、条件不利

地域での医療・介護サービスの体制の整備をど

うするかであります。今回、農山村地域におけ

る介護・看護サービス充実強化に向けて、市町

村や地域に根差した中核経済団体であるＪＡな

どの関係機関に、介護等サービスの新規参入を

促進する事業を提案しておりますが、本当に画

期的で、絶対成功させなくてはならない大変重

要な取り組みだと実感をしておるところであり

ます。県内全域で訪問看護を利用できる体制が

整えば、地域包括ケアシステムの趣旨でありま

す、高齢者が住みなれた地域で家族と最期まで

暮らしていける環境が構築され、在宅医療の推

進が図られるわけであります。そこで、訪問看

護ステーション等設置促進強化事業のうち、農

山村地域における介護・看護サービス充実強化

事業の狙いと目指すところについて、福祉保健

部長に見解を伺います。

高齢者が、要○福祉保健部長（日隈俊郎君）

介護の状態になっても、可能な限り住みなれた

地域で安心して生活を送るためには、訪問看護

ステーションを初め、在宅生活を支えるサービ

ス基盤を強化することが、重要な課題であると

考えております。その中で、特に本県の場合、

後期高齢者人口がこれからかなり大幅にふえて

まいります。また一方、地域医療構想のお話で

説明いたしましたが、療養病床については、必

要病床数がこれからかなり減っていくという傾

向もございます。したがいまして、在宅医療を

余儀なくされる高齢者が大幅にふえてくるとい

うふうに考えているところです。特に農山村地

域では、都市部に比べてサービスの運営コスト

が高く、経営上不利でありますことから、事業

者の参入が思うように進まない状況にあるのか

なと考えているところです。このようなことか

ら、市町村や地域に根差した経済団体でありま

すＪＡなどの関係機関と検討会を立ち上げ、先

進事例の調査などにより新規参入の方策等の検

討を行うことにより、農山村地域における在宅

サービスの提供体制の充実を目指そうというも

のでございます。
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また、介護・看護サービスへの新規参入は、

働く場の創出にもつながりまして、地域経済の

活性化、ひいては地域での定住促進などにもつ

ながっていくものと考えているところです。そ

して、本県の場合は人口当たりの看護学校もか

なり多いです。しかし、卒業生は県外に出てい

る者もかなり多いということもございます。先

ほど申し上げた、療養病床の減少等に伴って病

院での就職の場も減少していくことも考えます

と、この訪問看護ステーションの受け皿づくり

というのは非常に必要なものと考えています。

若い女性が地元を離れては、やはり人口減少に

歯どめがかからないということもございますの

で、この取り組みはしっかりやっていきたいと

考えております。

。本当にわかりやすい答弁を○日高博之議員

ありがとうございます。こういった事業こそ戦

略的な事業だ、発想がすばらしいと実感してい

るところであります。心から賛同するもので

あって、ぜひこの福祉から、地域づくり、また

中山間地対策の全てが広くありますので、全庁

挙げて重点プロジェクトで積極的に推進してい

ただければなと思います。要望しておきます。

次に、県内重要港湾の機能強化及び活性化に

ついてお伺いいたします。

本県港湾は、関東、関西など大消費地から遠

く、物流コストの低減や効率化が長年の課題で

ありますが、特に港湾を中心とした海上交通

は、大量輸送が可能な特性から、本県を支える

大変重要な交通基盤であり、その充実強化が重

要と考えます。そして人・物の交流を一層促進

させ、将来に向けて本県を飛躍させていくため

にも、より力を注いでいくべきだと考えており

ます。そこでまずは、どのような港湾整備を考

え、どのようにセールスしていくのかが大事で

あり、特に宮崎県北部広域行政事務組合では、

現状課題やニーズを踏まえて、細島港を拠点と

した「物流拠点づくり戦略ビジョン」を策定中

と聞いておりますが、今後どのように細島港整

備を進めていくのか、県土整備部長にお伺いい

たします。

細島港にお○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、国際物流ターミナルや沖防波堤な

どの整備を進めてきたところでありますが、高

速道路網の整備や企業の進出など、港を取り巻

く状況が変化してきましたことから、昨年２月

に、水深15メートル岸壁や新たな工業用地の整

備などを含む港湾計画の改定を行ったところで

あります。今回、議員のお話にもありました

「物流拠点づくり戦略ビジョン」におきまして

は、「宮崎県交通・物流ネットワーク戦略」や

港湾計画などとの整合を図った上で、道路ネッ

トワークと細島港を生かした国内長距離輸送の

強化について議論が行われております。県とい

たしましては、このような状況も踏まえ、地域

産業の発展を支える物流・生産拠点づくりなど

を目標とした港湾計画の事業化を図り、引き続

き、細島港の整備にしっかり取り組んでまいり

たいと考えております。

道路ネットワークと細島港を○日高博之議員

生かした国内長距離輸送の強化、これは海と陸

は一体だということでありますので、ここら辺

がしっかりと計画、ビジョンが作成されない

と、中央道も行き詰まってくるわけですから、

その辺もぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、地元企業が運営するフェリーやロー

ロー船の機能を強化するためには、量、便数を

ふやせるよう港湾整備を進め、質、機能の魅力

を高めていくことが求められます。また、本年
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２月２日には、港湾関係者を参集し、国も交え

て、現状とニーズの把握をするために、日向市

で勉強会を開催したと聞いております。そこ

で、現在、荷主や運送事業者がどんなことを望

んでいるのかなど、ニーズをしっかり把握して

いくことが必要であると考えますが、今後どの

ように取り組んでいくのか、総合政策部長にお

伺いいたします。

大消費地から○総合政策部長（永山英也君）

遠隔地にあります本県にとりまして、大量輸送

が可能な海上物流により物流の効率化を図り、

産業の競争力を高めていくことが極めて重要で

ございます。このため、何よりもまず、荷主と

運送事業者、そして行政が意見を出し合い、情

報や課題を共有することが必要でありますこと

から、昨年度より、関係者が一堂に会する「宮

崎県の物流に関する意見交換会」を開催してお

ります。この取り組みの一つとして、先月、細

島港におきまして、「ローロー船を活用した長

距離海上輸送の活性化」をテーマに、現地検討

会を実施いたしました。その中で、人材確保や

効率的な集荷方法などについて、現場に即して

個別具体的に活発な意見交換がなされ、大変貴

重な機会となりました。今後とも、意見交換会

や現地検討会などを開催し、さまざまな機会を

設けまして、荷主や運送事業者のニーズなど現

場の声をしっかりと把握しながら、お互いの連

携の強化と本県物流の効率化に向けた諸施策を

推進してまいりたいと考えております。

やはり九地整も来てよくなっ○日高博之議員

たということで、画期的なことだと思うんで

す。多分、宮崎県で初めてかなと思います。こ

ういった議論をどんどん進めていくことが、本

県の港湾、海上交通の発展につながると思いま

すので、その辺しっかりとお願いしたいと思い

ます。

次に、観光分野から質問いたします。海上交

通は県内外から観光客を大量に輸送できるとい

う特色、利点があり、そういった特色、利点を

生かすには、何よりも寄港したいと思わせるこ

と、そして魅力づくり、ここに寄港したら何が

でき楽しめるかや、受け入れの環境整備など、

長期的な視点を持って、しっかりと戦略を立て

て取り組むことが大事だと思います。また、い

かにセールスし、旅行商品としてアピールして

いくのか、フェリーやクルーズ船を活用して、

より活性化させるべきだと思います。そこで、

県内各港の特色を生かし、フェリーやクルーズ

船といった海上交通を利用した観光客誘致を積

極的に進める必要があると思いますが、商工観

光労働部長に見解をお伺いいたします。

観光誘客○商工観光労働部長（中田哲朗君）

を図る上におきましても、海上交通の活用とい

うのは大変重要であると考えております。この

ため、宮崎港につきましては、神戸港との間に

フェリーの定期航路がありますので、現在、神

戸市と連携した観光ＰＲを行いますとともに、

関西地区を中心に、中高生の教育旅行や大学生

のスポーツ合宿といった団体旅行の誘致などに

取り組んでいるところであります。また、細島

港や油津港におきましては、海外からのクルー

ズ船の寄港が増加しておりますことから、さら

なる誘客を図るため、地元市町村等とも連携し

ながら、クルーズ船社や旅行会社等に対し、本

県ならではの観光スポットや食、伝統文化な

ど、本県の魅力を提案、発信しているところで

ございます。今後とも、市場ニーズを的確につ

かみながら効果的なプロモーションを行い、海

上交通を活用した観光誘客に取り組んでまいり

たいと考えております。
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ありがとうございます。これ○日高博之議員

まで港湾整備、また物流、観光など、さまざま

な視点から質問をさせていただきました。総括

として、本県の三本の矢であり、大きな発展可

能性を有する細島、宮崎、油津の３つの港湾の

機能や魅力について、それぞれの特徴を踏まえ

ながら港湾整備やポートセールスを行っていく

必要があると考えます。そこで、本県の活性化

のためには、この重要港湾３港について、それ

ぞれの特性を生かしながら、同時に売り込んで

いく必要があると考えますが、知事の見解をお

伺いいたします。

この３つの重要港湾で○知事（河野俊嗣君）

ありますが、ポート・オブ・ザ・イヤーに選ば

れたり、総理の所信表明演説に取り上げられた

り、また、熊本地震の復旧・復興に活躍をした

り、本県にこういうすぐれた港があるというこ

とが強みであるなということを、しみじみ実感

しているところであります。

細島港は、外国貿易を初めとする東九州の物

流拠点、また、宮崎港は宮崎の海の玄関口であ

りまして、フェリー輸送などによります南九州

の物流拠点、さらに、油津港は県南の物流拠点

やクルーズ船の寄港地として、それぞれの特徴

を生かした整備を進めているところでありま

す。また、社会情勢の変化を踏まえ、先ほど答

弁にもありました、細島港では、貨物船の大型

化に対応した水深15メーター岸壁の早期事業化

や、油津港では、定員が6,000人に及ぶ22万トン

級クルーズ船へ対応するための整備など、新た

な取り組みがなされようとしているところであ

ります。宮崎港では、旅客の利便性に配慮した

バリアフリーの人道橋も整備をされました。県

としましては、これら３つの港の特徴を広く情

報発信することで利活用を促進し、本県の活性

化に結びつけていくことが大変重要であると考

えております。このため、私が会長を務めます

宮崎県ポートセールス協議会の港湾セミナーな

どでは、県内外の企業の皆様へ、３つの港のさ

まざまな機能や魅力というものを、同時にしっ

かり伝えているところであります。今後とも、

「みやざき新時代」を築く重要な基盤として、

港湾の整備を着実に推進するとともに、官民一

体となって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。

ありがとうございます。発展○日高博之議員

可能な３つの重要港湾の強みを、将来を見据え

ながら国内外に発信していくことは、本県経済

の浮揚の生命線であって、攻めの姿勢、選択と

集中ということも当然出てくると思うんです、

予算関係。その辺も見きわめながら、しっかり

とした戦略を立てて、ポートセールスのほう、

よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、消防非常備町村における消防の常備化

についてお伺いいたします。

全国、離島を除いた地域で消防非常備町村は

８町村で、うち４町村が本県であるとの状況の

もと、本県は、消防広域化及び非常備町村の常

備化の実現を後押しすることにより、大規模災

害に対応できる消防体制の構築に向け、今回、

消防広域化・常備化支援事業を今議会に提案さ

れております。既に昨年12月15日に広域化・常

備化検討協議会が発足し、対象地域として諸塚

村、椎葉村、美郷町がメンバーになって、調査

及び計画作成、会議の開催経費等の運営につい

て協議がなされていると聞いており、体制が整

いつつある状況であります。そこで今回、東臼

杵３町村において消防常備化の機運が高まり、

検討協議会の設置に至った経緯について、危機

管理統括監にお伺いいたします。
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消防非常備○危機管理統括監（畑山栄介君）

町村におきましては、消防団が中心となって火

災や災害に対応しているほか、役場、病院が協

力して救急搬送等を実施しているところであり

ますが、人口減少や高齢化が進む中、消防団員

数の減少や、救急業務に対する需要の高まりが

課題となっているところであります。また、高

度な知識や技術、設備等が必要とされる救助や

通信指令などの業務への対応に苦慮していると

も伺っているところであります。このような

中、諸塚村、椎葉村、美郷町におきましては、

消防常備化について広域的に協議・検討する機

運が高まり、３町村長合意の上、昨年12月15日

に検討協議会の設置に至ったと伺っておりま

す。

地元の消防本部にお伺いしま○日高博之議員

したら、「厳しいぞ」「難しいぞ」という声を

聞きました。そういったことで、ハードルが高

いなと実感したところであります。

平成22年には、日向市に対して美郷町が常備

消防の協力要請をした。ところが、いろいろ検

討したんですが、翌年、委託料の関係で断念し

た経緯があって、財源問題が足かせになってお

るところであります。そこで、美郷町は平成27

年から、地方創生交付金を活用し、日本救急シ

ステムと委託契約して、14名の救急士を配置し

救急業務に取り組んでおります。しかし、恒久

的な財源ではないために懸念する声も上がって

います。また、この３町村は面積も広く、人員

配置にも課題があるようですし、日向市消防本

部も人員には余裕がなくて、ぎりぎりの人員体

制で業務をこなしているとのことでありまし

た。しかし、先ほど福祉の質問をしましたが、

地域包括ケアシステムをこの条件不利地域に構

築し、地域の安全・安心を確保するためには、

常備消防の充実は大変重要だと私は思っている

ところであります。今後、協議会でこういった

ことを調査し、計画が作成されるわけですが、

すんなりいかない事項でありますので、県が助

言ないし後支えなどしっかり支援していく、こ

れが肝要だと思います。そこで、常備化の実現

に向け、県の考え、取り組みについて、危機管

理統括監にお伺いいたします。

東臼杵３町○危機管理統括監（畑山栄介君）

村の消防常備化につきましては、これまでも検

討されたことはありましたが、今回初めて、３

町村による検討協議会が設置されました。ま

た、来年度中には日向市に参加を求める予定で

あるとも伺っておりまして、常備化に向けた協

議が前向きに進むものと期待しているところで

あります。県としましては、協議会において、

関係自治体が地域の実情に応じたさまざまな方

策を検討し、将来にわたって維持できる計画を

立案することが重要であると考えておりますこ

とから、協議会における調査研究や会議開催費

用等の支援を行いますとともに、情報提供や助

言を行うなど、常備化の実現のため、しっかり

と後押しをしてまいりたいと考えております。

これは後退は許されないと思○日高博之議員

うんです。しっかり前へ進めていくことをお願

いしたいし、畑山危機管理統括監が在任中にぜ

ひ道筋をつけていただいて、常備化に向けて積

極的に取り組んでもらうようにお願いいたしま

す。私どもも協力は惜しみませんので、よろし

くお願いいたします。

次に、古民家の利活用についてであります。

古民家に関しては、築年数を基準とした場

合、資産としての価値はないものとみなされ、

解体されたり、空き家として放置されてしまい

ますが、その一方で、古民家を貴重な地域資源



- 209 -

平成29年３月６日(月)

として活用する地域や事例もふえてきておりま

す。例えば飛騨高山では、古民家を活用した宿

泊や伝統的な食の提供、豊かな自然の中での農

業体験等への機運が高まり、外国人観光客の宿

泊数が大きく増加しております。

本県におきましては、昨年度の世界農業遺産

の認定を受けた「高千穂郷・椎葉山地域」のよ

うに、日本の原風景を体験できるところが県内

至るところにあり、古い町並みや農山漁村など

にまだ多くの古民家が存在しております。そう

した中、県内にも支部を持つ一般社団法人全国

古民家再生協会という民間団体では、先日、新

聞記事にもありましたが、古民家に使われてい

る古材の価値を評価する「古材鑑定士」の資格

取得講座を開催するなど、古民家の再生に取り

組んでおります。今後、こうした民間団体とも

連携を図りながら、古民家の再生や他用途への

活用を推進することによって、訪日外国人観光

客などを取り込み、本県経済の浮揚を図るべき

であると考えます。

このような中、昨年３月に国民の住生活の安

定の確保及び向上の促進を目的とする国の住生

活基本計画が改定されていますが、その中に

も、古民家の再生や他用途への活用促進が盛り

込まれております。そこで、これを受けて、本

県として今後どのように取り組まれるのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

改定されま○県土整備部長（東 憲之介君）

した国の住生活基本計画におきましては、空き

家対策の基本的な施策の一つとして、お話にも

ありましたように、伝統的な日本家屋としての

古民家等の再生や他の用途への活用促進が示さ

れ、現在、国において具体的な対応策が検討さ

れているところであります。県といたしまして

も、古民家の利活用は、空き家対策を推進する

上で重要であると考えておりますので、本年度

中に改定予定の宮崎県住生活基本計画におい

て、国と同様に施策として盛り込むこととして

おります。今後は、古民家の活用事例等の情報

提供に努めるとともに、国の検討状況を注視し

ながら、関係部局、市町村、民間団体との連携

強化を図ってまいりたいと考えております。

具体的に、また積極的に進め○日高博之議員

ていただければと思います。

最後に、訪日外国人観光客のニーズですが、

今、物から事への変化によって、以前と比べて

多くの訪日外国人観光客が、日本らしさ、日本

でしかできない体験を求めている傾向にありま

す。そのような傾向を受け、古民家のような和

を感じることのできる資材を再活用してインバ

ウンド誘致を進める動きは、全国各地で広まっ

ております。それと同時に、国からの評価も受

けており、これからもこのような動きは広がり

を見せることが予測されるわけであります。こ

のことを踏まえて、インバウンドの旅行形態が

多様化する中、古民家を活用するなど受け入れ

環境の整備を推進するべきと考えますが、商工

観光労働部長に見解をお伺いいたします。

最近のイ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ンバウンドの傾向といたしましては、そば打ち

や茶道などの体験型観光に加え、日本の伝統的

な建築物に触れることのできる、古民家を活用

した観光施設などへの人気が高まってきており

ます。こうした中、観光庁では本年１月に専門

部署を立ち上げ、歴史的資源を活用した取り組

みへの相談業務を開始しております。また、本

県でも日南市において、「まちなみ再生コー

ディネーター」が民間の力を活用して古民家の

利活用を図るなど、地域の魅力創造につなげる

取り組みが始まっております。県といたしまし
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ては、古民家を観光資源として活用するこうし

た取り組みを生かすためにも、Ｗｉ－Ｆｉ環境

の整備や２次交通対策を初め、体験メニューを

含む着地型観光の磨き上げなど、外国人観光客

にとって魅力ある観光地づくりに取り組んでい

るところであり、今後とも市町村と連携して、

受け入れ環境の整備に努めてまいりたいと考え

ております。

この間、知事も含めて外国人○日高博之議員

の方と意見交換をされたと思うんです。その辺

の何が足りないのか、そういうことをしっかり

と細分化して、外国人をこうすれば受け入れら

れるんだというところをしっかりと見きわめて

いただきたいと思います。古民家は、日本の伝

統的建築様式を引き継ぐ重要な観光資源である

とともに、地方再生に大きな可能性を秘めてお

ります。当局におかれましては、引き続き古民

家の再生・活用に尽力されるように、お願いい

たします。

最後に一言ですが、今回、国体の主要３施設

の質問は、時間の関係でできませんでしたが、

常任委員会、特別委員会でぴしっと議論を深め

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

申し上げて、質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）

次は、図師博規議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 雨にもかか○図師博規議員

わらず、きょうは都農町からたくさんの方が御

来場いただいております。都農町への思い、そ

して都農高校へ熱い思いを持たれている方々の

傍聴をいただきました。その思いを代弁できる

ように、しっかりと頑張ってまいります。

では、先般通告しておりました項目につきま

して、順次質問をしてまいります。

まず、県立高校の学校再編統合における高等

学校教育整備計画について伺ってまいります。

先日、来年度の県立高校一般入試志願状況が

発表されました。その中で最も注目したのは、

都農高校の志願者数です。募集人員111名に対

し、志願者数は100名に達し、今後行われる２次

募集ではさらに志願者は増加します。県教育委

員会は、昨年９月の時点で都農高校への入学希

望者を調査され、高校存続の目安としていた100

名に満たないと、その時点で早々に判断、即再

編統合の具体的な検討を進め、12月６日に臨時

教育委員会を開催し、翌７日には都農高校の統

廃合計画を公表されました。通常、統廃合計画

が公表されると、入試志願者数は減るもので

す。事実、都農高校に先立ち統合が発表された

妻高校と西都商業高校のうち、西都商業高校

は54名まで入学の志願者が激減しました。

都農高校の入試志願者数の推移をここで公表

させていただきますが、まず、平成27年は都農

高校への入試希望者は49名でした。次の年、平

成28年は59名、そして昨年９月の段階の入学希

望者は89名まで回復し、繰り返しになります

が、統廃合計画発表を経たことし２月の入試志

願者数は100名に達しているのです。ちなみに、

同じ来年度の入試志願者数調査の中で、教育委

員会が高校存続の目安としていた100名に達して

いない学校は、高千穂高校、門川高校、日向工

業高校、宮崎海洋高校、本庄高校、飯野高校、

高城高校、福島高校、そして西都商業高校で

す。もちろん、どの高校もどの自治体も、生徒

確保のためには知恵を絞り、汗を流され、精

いっぱい努力されていますが、どの地域も苦戦

されているのです。

都農町は、町自体が魅力や活気を取り戻し、

若者に、都農で暮らすこと、そして学ぶことに

誇りを持ってほしいという、いわゆるシビック
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プライドを復活させることに力を注がれ、道の

駅の利用者向上、民間企業と連携したふるさと

納税応援体制の構築、町立病院と特別養護老人

ホームを併設させた医療福祉ゾーン整備などに

より、町のイメージを好転させるとともに、都

農高校生への直接支援として、入学支援補助金

５万円、通学定期券半額補助、下宿費用４万円

交付、検定料金全額補助、部活動で九州大会、

全国大会出場者には１名につき１万円補助など

を手がけられてきました。さらに、都農高校自

体が、校長先生を中心に現場の先生と生徒が一

体となった学校ＰＲ活動を行い、そこに都農高

校ＯＢの方々による支援活動が加わり実を結

び、都農高校入試志願者100名に達するというＶ

字回復を達成されたのです。

にもかかわらず、県教育委員会は統廃合計画

を突きつけています。なぜ今なのでしょう。そ

の根本となっているのが、県教育委員会が策定

している県立高等学校教育整備計画の中にあり

ます。この計画の中に「活力ある高等学校づく

りの推進」という項目があり、そこに全日制高

等学校における１学年の適正規模が明記されて

います。内容は、１学年は４学級から８学級を

基本とし、１学級の定員は、国の基準に準ずる

１学級40名となっています。また、１学年４学

級以下の高等学校について、大幅に定員を満た

さない状況が続くなど、さらに１学級の削減を

せざるを得ないことが予想される場合には、統

廃合を検討するとあります。もう既にこの適正

規模に該当していない高校が複数あることはさ

きに述べましたが、その運用について、県教育

委員会はある程度柔軟に対応されてはいます。

しかし、この１学年の適正規模を含む整備計画

が、県内の教育現場と、それを取り巻く地域の

声や実情から大きく乖離していることは明らか

で、全国最低の高校卒業生の県内就職率を改善

するためにも、地域に根差した県立高校のあり

方を、今再検討すべきだと私は考えます。そこ

で、今回の質問で整備計画の見直しを迫ってい

くわけですが、まず初めに、今回、都農高校が

入試志願者数100名を達成したことを、教育長は

どのように評価され、また、どのように都農高

校との連携を図られていくのかをお伺いしたい

と思います。

以下の質問は質問者席から伺います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（四本 孝君）

します。

都農高校の志願状況についてであります。平

成29年度宮崎県立高等学校一般入学者選抜にお

ける都農高校の志願状況に関しましては、学校

が粘り強くさまざまなＰＲを行い、地元中学校

からの志願者がふえたこともありまして、昨年

度の59名から100名へと増加をしております。し

かしながら、都農高校、高鍋高校、それから高

鍋農業高校の児湯地区の３校におきまして、募

集定員に対する志願者数はいずれも未充足であ

り、３校の志願者数の合計も昨年度より減少し

ているところであります。

なお、今後、児湯地区の中学校卒業者数につ

きましては、都農高校を高鍋高校に再編統合す

る平成31年３月の中学校卒業者が、平成28年３

月の中学校卒業者に比較して約130名の大幅な減

少が見込まれているところであります。以上で

あります。〔降壇〕

今の御答弁ですと、児湯地区○図師博規議員

だけが平成28年から31年の間にかけて中学卒業

生が減るようにも聞こえます。ただ、県内７つ

の地区に分けている整備計画の推計では、中学

卒業者がふえる地区は一つもないんです。児湯
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地区以上に減少していく地区はあります。宮崎

東諸県地区は145名が減少、延岡、日向、門川を

含む東臼杵地区は186名が減少、さらに、減少率

でいっても児湯地区よりも西臼杵地区のほうが

大きく減少するわけです。それでも郡部の高校

は頑張っています。県立高校の普通科校区撤廃

以降、各高校は特色ある学校づくりに取り組ま

れ、生徒数の減少に歯どめをかけようと必至で

す。今、統廃合を進めて、伸びようとしている

教育現場の芽を摘むことが、教育委員会の役割

なのでしょうか。その統廃合を進めていく過程

について、到底納得がいかない点が幾つかあり

ますので、今後、整備計画の対象となる学校や

地域の方々のためにも、しっかりと聞いてまい

ります。

まず、統廃合を決定していく過程について、

その地域で地域部会というものが開催されまし

た。児湯地区においても、平成27年度中に４

回、東児湯５町の教育長、ＰＴＡ関係者代表、

商工会代表、農協代表などの委員会を設置し、

会議が開催されています。この会議に、私も地

元の議員として地域の声を聞かせてほしいとい

うことで、オブザーバー参加を教育委員会にお

願いしましたが、「この会は非公開にします」

ということで、傍聴すら許されませんでした。

この児湯地区のあり方検討会をなぜ非公開にさ

れたのか、教育長、教えてください。

児湯地区部会は、児○教育長（四本 孝君）

湯地区５町の産業界代表、小学校保護者代表、

中学校長代表等から成る委員による、幅広く忌

憚のない意見交換を行うことで、今後の児湯地

区の県立高等学校のあり方を検討するために設

置をいたしました。このため、当部会を公開と

した場合、公正・円滑な議事運営が損なわれる

可能性があることから、「宮崎県附属機関等の

会議の公開に関する指針」に基づき、非公開と

したところであります。

公開にした場合、公平・円滑○図師博規議員

な運営ができないということは、我々が傍聴す

るとそれを妨害するかのようにも聞こえかねま

せん。

次に、昨年12月６日に開催された臨時教育委

員会ですが、このときの臨時教育委員会では、

今答弁いただきました児湯地区部会の内容が報

告された上で、都農高校の統廃合の是非が協議

され、採決の結果、教育委員会案が賛成多数で

可決されたとのことです。「可決されたようで

す」という表現しかここではできないのはなぜ

かと申しますと、このときの教育委員会も私は

傍聴を希望したのですが、ここもやはり非公開

にするということで、そのときの採決に至るま

での協議がどのように推移したのかを、全く知

ることができませんでした。教育委員会という

のは原則非公開なんでしょうか。なぜこの教育

委員会を非公開にされたのか、再度教育長に伺

います。

教育委員会会議は、○教育長（四本 孝君）

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

により、原則公開としつつも、人事案件や個人

情報の保護、率直な意見交換や意思決定の中立

性の確保の観点から、公開することが適当でな

いと認められる場合には、非公開とすることが

できるとされております。今回の案件につきま

しても、県立高校の再編統合という、極めて慎

重な取り扱いが求められるものであることか

ら、委員が外部からの圧力や干渉などの影響を

受けることなどにより、会議の中立性等が損な

われることのないように、非公開としたもので

あります。

圧力や干渉といったものが、○図師博規議員
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傍聴するだけでその会に影響を及ぼすものなの

でしょうか。非公開の場で生徒たちの未来を決

めていくようなことは、私は教育委員会として

すべきではない、そのような会議をすべきでは

ないと思います。

そこで、せめてどのような協議がされたのか

を確認したく、後日、そのときの議事録を資料

請求したところ、出てきた議事録を見て啞然と

しました。15ページにわたる資料の半分以上が

黒塗りされており、特に各教育委員が発言した

部分は完全に黒塗り。読めるのは、学校政策課

長の発言部分と、教育長が最後に採決をされる

ところくらいでした。ここまで非公開にされ、

教育委員会の中でどのような協議がされたか、

発言までも公開されない教育委員会の姿勢は、

都農高校関係者のみならず、広く県民が知れ

ば、到底納得されないと私は思います。教育委

員会の議事録をここまで黒塗りにされる理由

を、再度お答えください、教育長。

今回、非公開で行わ○教育長（四本 孝君）

れました臨時教育委員会の議事録につきまして

は、非公開を前提とした委員の率直な発言内容

が多くを占めております。これを含む審議、検

討に関する情報が公になった場合、将来に予定

されている同種の審議、検討での率直な意見交

換や意思決定の中立性、または事務事業の適正

な遂行に影響を与えることが認められますこと

から、議事録についての情報提供に当たって

は、これらの情報を除いたものとなったところ

であります。

今後の同種の審議、検討でも○図師博規議員

同じような体制が続くのかとも受け取ってしま

いかねないような御答弁でありました。今、私

の手元に、その黒塗りになっている資料があり

ます。これは、会議規則上公表することはでき

ません。この場で提示することすらできませ

ん。今後の教育委員会のそういうあり方のため

にも、ここで体制を見直していっていただきた

いと思います。

質問を続けます。では、そもそも小規模の高

等学校を存続させていくということに対して

は、どのようなデメリットがあるとお考えで

しょうか、教育長。

高等学校の規模が小○教育長（四本 孝君）

さくなっていきますと、生徒同士の切磋琢磨や

学び合いの機会が減少し、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、地方

交付税の算定基礎となっている国の基準では、

学校全体の定員が減少すると教職員数が減少す

るため、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

制限されることなどの課題が生じるものと考え

られます。

今の御答弁ですと、学力の向○図師博規議員

上のためには、適正規模のほうが競争力を保つ

ことができたり、部活動の選択肢がふえるとの

答弁でありましたが、果たして、小規模校だか

ら学力や能力の向上は図れないものなのでしょ

うか。少人数のほうが、生徒一人一人まで指導

が行き届き、生徒に合った指導に時間を割ける

ことは明らかで、その証拠に、どの学習塾もあ

えて少人数や個別指導を導入し学力向上につな

げています。また、部活動や生徒会活動におい

ても、近隣の高校と合同チームや共同作業をす

ることで、活動の幅を広げている高校は既にあ

ります。今の教育長の答弁では説得力はありま

せん。

そして、国の基準で学校規模に応じて教員定

数が決められており、教員数に応じた予算が交

付税措置されているため、小規模校にさまざま
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な教科の先生を配置することは難しい旨の答弁

がありましたが、要は、国の教員定数を上回る

教員配置をするための予算を、県独自に計上で

きれば、小規模校でも幅の広い教科・科目の指

導をすることができるということですよね、教

育長。私の今の理解が間違っているのであれば

正していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

県独自で予算措置を○教育長（四本 孝君）

行えば、国の基準を超えて教職員の配置を行う

ことは可能であります。

できるわけです。できるんで○図師博規議員

す。実際、小学校や中学校で全校生徒10人以下

でも存続できている学校がありますよね。その

小中学校というのは、市町村が国の示す教員算

定以上の予算を一般財源から捻出し、地域の教

育を守っている、地域の学校を守っているとい

うあかしなんです。なぜ市町村にできて県にで

きないのか。義務教育と高等学校教育の内容は

違えども、生徒の学習環境を守り、学校を取り

巻く地域全体の振興を担う学校の役割は同じで

す。

私は今まで、地元の小学校２校、中学校２

校、そして大学１校がその地域からなくなる、

閉校となる、移転をするということを経験して

まいりました。間違いなく言えることは、学校

が地域からなくなるということは、地域の活力

がなくなることに直結するということです。そ

して何よりも、地元の方々や、その学校の卒業

生にとって、学校がなくなるということは、ふ

るさとの一部がなくなると同じことなのです。

現在、国の戦略として大きな柱の一つに地方創

生が掲げられておりますが、この宮崎、この地

方がアベノミクスの経済効果を実感できるよう

になるまでには、まだ時間がかかりそうです。

その効果を待つことよりも、学校整備計画は県

の総合政策の一つとして捉え、今ある地域の火

を消さないための政策転換が必要ではないで

しょうか。そこで、知事に伺います。知事は、

地域における学校の役割、また、地方創生を実

現していく上での学校の役割をどのように捉え

ていらっしゃいますか。知事、お願いします。

学校というものが、ま○知事（河野俊嗣君）

ずは子供たちの豊かな学びと成長を保障する場

である。そのための教育環境を整える。これが

基本であろうかと考えております。そして、地

域への愛着や誇りを育みながら、将来を担う子

供たちを育成するといった大切な役割があろう

かと考えております。今、地方創生という御指

摘がありました。学校は、地域コミュニティー

の拠点の一つでありますし、地域に定着し、地

域振興を担う人材の育成や、ふるさとの活性化

等に貢献する、そういった観点も大変重要であ

ろうかと考えております。

再度、知事にお伺いをいたし○図師博規議員

ます。先ほど教育長から御答弁いただきました

が、小規模高校を存続させるための一つの障壁

となっている、国が学校規模に応じた教員定数

を定め交付税措置をしていること、それ以上

に、教育関係費を増額し教員を増員すること

が、学校とその地域を守ることにつながるとい

うことに関しては、知事はどのような見解をお

持ちでしょうか。

一般論になりますが、○知事（河野俊嗣君）

学校における教職員の配置ということに関しま

しては、県教育委員会におきまして、法定数に

加えて、県独自で確保している定数も活用しな

がら、適切に判断をされているというふうに考

えております。いずれにせよ学校のあり方とい

うのは、子供にとって望ましい教育環境の提供
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を考えていく、そこが非常に重要なポイントで

あろうかと考えております。

御答弁ありました、県独自で○図師博規議員

も教員の定数に関しては上乗せをしている部分

もあるということですが、教育現場サイドでは

まだそこが充足していないからこそ、小規模高

校を守れず、整備計画が淡々と進んでいくとい

うことになっているんです。例えば、理科や社

会の中の選択科目は、１人の教員が複数学校で

指導できる体制を整えれば、予算もゼロベース

で幅広い教科指導ができます。何より、地域に

住むことを誇りに思う生徒を育てることが、こ

れからの地方創生と県の取り組む高等学校教育

のあり方だと、その大きな課題であると私は思

います。

学校は、小さくても残すべきなんです。その

ためにも、今こそ宮崎県の高等学校教育整備計

画の見直しをしていただきたい。タイミングよ

く、実は来年度がその計画の中間見直しの時期

でもあります。１学年40名という適正規模の見

直しを行うにも絶好のタイミングではないで

しょうか。来年度以降の学校教育整備計画の見

直しについてどのように取り組まれていくの

か、教育長の見解、姿勢をお伺いいたします。

現行の宮崎県立高等○教育長（四本 孝君）

学校教育整備計画は、「魅力ある高等学校教

育」「魅力ある中高一貫教育」「活力ある高等

学校づくり」を３本柱とする、平成25年度から

の10年間の計画であり、この計画期間を前・中

・後の３期に分けて、それぞれの実施計画を示

すこととしております。議員お尋ねの再編整備

の基本方針は、この３本柱の１つである「活力

ある高等学校づくり」の中に掲げております。

この基本方針に基づき、適正規模への対応や各

地区の高等学校の方向性については、生徒への

魅力と活力のある教育環境の提供という視点に

立って整備を進めてきております。なお、その

検討の際には、高等学校の所在地や設置学科、

生徒、保護者、地域のニーズ等に適切に配慮す

るものとしております。この基本方針の考え方

につきましては、今後、策定予定の平成31年度

からの後期実施計画におきまして、１学年の学

級数を４学級から８学級としている適正規模の

あり方等も含め、地域の皆様からの幅広い御意

見をいただきながら、議論を深めてまいりたい

と考えております。

適正規模の見直し、４学級か○図師博規議員

ら８学級を、地域の声を聞きながら、その内容

の議論を深めていくというような御答弁をいた

だきました。今回の質問をつくるに当たり、計

画遂行ありきで、途中の協議を非公開とし、統

廃合を進めていく教育委員会の姿勢に対して、

私は大いに不信感を抱いたところです。さら

に、先週、後藤議員が代表質問で都農高校を取

り上げていただき、その際の教育委員会、教育

長の答弁では、「再編統合の方針を変更する考

えはない」と言われて、ばっさり切り捨てられ

た感もありましたが、４学級から８学級として

いる学級の適正規模のあり方を、もう一回、地

域の声を聞きながら、実情をちゃんと反映させ

ながらの検討、議論を進めていくという御答弁

をいただき、最後に光が差した思いでありま

す。今後、教育委員会でさらに議論を進めてい

ただくことを強く求めまして、次の質問に移ら

せていただきます。

新田原基地周辺の防音工事等対象区域見直し

についてです。

平成19年に、アメリカ軍再編に係る新田原基

地への訓練移転に際して、年間2,100回に及ぶ飛

行回数増加が行われ、国との間において、騒音
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区域拡大を前提に騒音度調査が合意されまし

た。地元の関係自治体としては、早急な改善が

図られるものと期待していたところ、合意を無

視した騒音区域の縮小案が昨年11月に提示さ

れ、町民の怒りは最高値に達する事態となって

います。関係２市３町は国への申し入れを実施

し、それに対応する形で県議会も、基地周辺住

民への不安や不利益とならないよう、国の責務

として基地周辺対策と民生安定に取り組む旨の

意見書を可決、提出しました。それらを経て防

衛省は、先月13日から10日間にわたり、基地周

辺２市３町31カ所で航空機騒音の体感調査を実

施しました。そこでまず、体感調査に同行され

た危機管理統括監の率直な御感想をお伺いいた

します。

私は今回、○危機管理統括監（畑山栄介君）

西都市内の２カ所で立ち会いを行いましたが、

それぞれ防衛省と九州防衛局の職員２名が一組

となって体感調査を実施しておりました。私が

立ち会ったうち１カ所は、今回の区域見直し後

も、引き続き第一種区域内となる見込みとされ

ている地点ではありましたが、頭上を戦闘機が

通過する際には轟音が鳴り、大きな騒音を感じ

ました。また、飛行コースや高度によっても騒

音やうるささに違いがあるということも感じた

ところです。現地では、西都市議会議員の方も

立ち会われておりまして、騒音に悩まされてい

る生の声の一端も伺うことができました。今回

の体感調査は、関係市町の要望を受けて実施さ

れたものでありますが、今後、国において、こ

の体感調査の結果を踏まえ、どのように対応し

ていくのか、しっかりと見きわめていく必要が

あると考えております。

統括監も、「時間がとまる」○図師博規議員

という体感をされましたでしょうか。航空機が

頭上を通るときには、隣にいる方との会話すら

できません。その間は、その航空機が遠く通り

過ぎるまで会話ができない、つまり時間がと

まってしまう、そういうようなことが頻繁に関

係自治体では起きているということ、そこを体

感していただければ、今後の活動にもいい効果

が出てくるのではないかと思いますが……。

まず、補償区域見直しについては、主に国と

関係自治体とのやりとりになりますが、県民が

不安な状況にさらされているということに対

し、特に地元の地域住民からは、県としてどの

ように動くのかということが注視されていま

す。そこで、現在、県は国からどういう情報を

得、また、今後どのように対応していくお考え

なのか、再度、危機管理統括監にお伺いいたし

ます。

新田原飛行○危機管理統括監（畑山栄介君）

場の第一種区域等の見直しにつきましては、昨

年12月に関係２市３町が見直しの撤回を求める

とともに、県におきましても、お話がありまし

たとおり、県議会で区域見直しに対する意見書

が可決されております。12月20日には、県、県

議会で防衛省を訪ね、関係市町の意向を最大限

に尊重することなどを国へ要望したところであ

ります。各市町の議会や区長会などにおいて

も、国への抗議活動等を展開されております。

こうした状況の中で、国は、関係市町からの要

望を受けて、先月13日から24日にかけて、新田

原飛行場周辺で航空機騒音の体感調査を実施し

ておりますが、この体感調査を行う旨を各自治

体に説明するに当たって、県のほうにも説明に

来ております。その中で我々も、地元の市町村

の意向を最大限に尊重することですとか、解除

告示なるものは地元の理解を得ずに行うことは

絶対しないでほしいということなど、この騒音
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度調査の内容、詳細について、地元や県に詳細

丁寧にしっかりと説明する機会をつくって、説

明していただくというふうなことをお願いして

いるところであります。国は、体感調査につい

て分析した後、県と関係市町にも説明するとし

ておりますので、今後、国の動きを見きわめな

がら、引き続き関係市町と緊密に連携を図っ

て、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

地元自治体の意見が最大限尊○図師博規議員

重されるようなサポートを期待しております。

それでは、次の質問項目に移ります。先月６

日に、「みやざき畑かん営農振興大会」が都城

市で開催されました。その中で、畑地かんがい

施設を積極的に活用し、「儲かる農業」を目指

すこと、そして後世にしっかりバトンを渡す持

続可能な農業を畑かん活用で実現するという大

会宣言が、声高らかに発声されました。では、

本県の畑地かんがい施設が大会宣言どおり活用

されているのでしょうか。現在、県内には、尾

鈴地区を初め７地区で事業展開されています

が、事業の進捗状況及び水利用面積と水利用率

がどうなっているのか、農政水産部長にお伺い

します。

県内では、約○農政水産部長（郡司行敏君）

１万9,000ヘクタールの農地を対象に、７つの地

区で畑地かんがい事業を実施しております。ダ

ムやファームポンドなどの基幹的な水利施設の

整備を行う国営事業につきましては、６地区が

完了し、現在実施中の西諸地区につきまして

も、４月には浜ノ瀬ダムの通水が、一部地域で

はございますけれども開始予定となっておりま

す。県営や市町村営の関連事業につきまして

は、基幹的な水利施設と圃場をつなぐパイプラ

インや給水栓などの整備を行うものであります

が、これまでに約9,600ヘクタールで整備が完了

したところであります。また、水利用率につき

ましては、未供用の西諸地区は除いての数字で

ございますけれども、県平均で75％となってお

りますが、国営事業が昭和45年度に完了した綾

川地区や、昭和60年度に完了した一ツ瀬川地区

では90％を超えている一方で、近年完了した尾

鈴地区や都城盆地地区では20％程度と、極めて

低い状況にございます。

水利用率の平均は75％という○図師博規議員

ことですが、今の御答弁にもありましたが、こ

の利用率には大きな格差があります。私が調べ

たところによりますと、最も利用率が高いとこ

ろは97％、最も低いところは16％、私の地元で

もある尾鈴地区は23％台にとどまっています。

この利用率は土地改良区の運営にも直結するも

のであります。利用率の格差はどうして生まれ

てしまっているのでしょうか、農政水産部長の

見解をお伺いします。

今お話にあり○農政水産部長（郡司行敏君）

ました、尾鈴地区や都城盆地地区で水利用が進

んでいない状況にありますが、その原因といた

しましては、農家の高齢化や担い手不足などの

農業構造の変化に加え、水利用の効果が個々の

農家にまでしっかりと浸透していないことなど

が考えられます。また、御質問にもございまし

たが、水利用率が低いと土地改良区の運営にも

大きな影響が出る、土地改良区の経営と直結し

ているというふうに考えます。県といたしまし

ては、天候に左右されない生産性の高い営農や

高収益作物への転換などを可能とする畑かん営

農の推進は、大変重要であると考えております

ので、土地改良区の安定した運営のためにも、

引き続き関係機関一体となり、水利用の向上に

取り組んでまいりたいと考えております。
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尾鈴地区におきましては、畑○図師博規議員

かん事業推進に当たり、地元受益者の間でも推

進派と反対派が拮抗した時期がありまして、私

が以前、一般質問で尾鈴畑かんを取り上げたと

ころ、関係者で傍聴席が埋まり、答弁のたびに

怒号が飛び交うような激しい一般質問になった

ことを思い出します。そのときの反対派の主な

意見は、「賦課徴収金が高過ぎて払えない」

「生産量がふえても、収入がふえるか保証は全

くない」といったものでした。

その後、尾鈴地区の土地改良区は、水を利用

した量に応じた料金を徴収するという、県内初

の開閉栓方式を導入し事業推進を図ったのです

が、現状は、先ほど述べたとおり、利用率の向

上にはまだつながっておりません。川南町は、

この土地改良区の運営を支援するため、現在、

年間約1,600万円を一般財源から土地改良区のほ

うに繰り出しております。本来、土地改良区の

運営は、受益者負担と施設の維持管理をするた

めの補助金で成り立つものですが、地元自治体

が運営支援をするということは、ほかの行政

サービスにも影響を及ぼすということになりま

す。

そこで、このような状況を改善するために

は、安定した水の供給により、確実に収量と所

得をふやすための働きを実証する必要がありま

す。この畑かん営農の有益性を実証し推進する

ためのリーダーとして、今、県は25名の畑かん

マイスターというものを配置しておられます

が、この畑かんマイスターの現在までの取り組

み内容、そして実績を教えてください、農政水

産部長。

畑かんマイス○農政水産部長（郡司行敏君）

ター制度は平成24年度に創設したもので、現

在、畑地かんがいを利用している先進的な農

家、御質問にもありましたが、25名を畑かんマ

イスターとして委嘱し、散水実演会や座談会を

通して、効果的な水利用等を普及・啓発するな

どの活動を行っていただいております。主な取

り組みといたしましては、例えば宮崎市一里山

地区では、マイスターが近隣のお茶農家ととも

に、タイマーでかん水時間を制御した効率的な

水利用に取り組まれております。また、高鍋町

染ヶ岡地区では、マイスターが考案した自走式

散水機の改良により、作業の利便性が向上し、

導入が進んでいるところであります。さらに、

これもお話がありましたけれども、ことし２月

に都城市で開催いたしました、「みやざき畑か

ん営農振興大会」では、みずからの実践に基づ

いた実践事例を発表いただくなど、畑かん効果

のＰＲ活動も行っていただいているところであ

ります。

この畑かん事業につきまして○図師博規議員

は、県内７地区、国営事業部分でも3,000億円

強、県及び市町村の関連事業部分でも1,000億円

強、合計で4,285億円の事業費がつぎ込まれてい

るわけです。ゆえに、畑かんマイスターを初め

とした各関係機関の営農指導力を総力戦で、畑

かんの事業推進に当たるべきであります。県

は、今後の畑かん営農推進にどのようなビジョ

ンを持たれているのか。販路拡大も含めまし

て、受益者がどのような形で所得増を獲得され

ていくような指導ビジョンを持たれているの

か、再度、農政水産部長にお伺いします。

将来の宮崎の○農政水産部長（郡司行敏君）

農業を展望いたしますと、市場や取引先からの

ニーズに的確に対応できるマーケットイン型の

産地を育成していくことが、極めて重要である

と考えております。そのためには、マーケット

ニーズに応じて、安全で高品質な農作物を安定
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的に供給することが極めて重要であり、その実

現のためには、畑地が農地の半分を占めており

ます本県におきましては、この畑地かんがい用

水の活用は必要不可欠であろうと考えておりま

す。このため、県といたしましては、関係市町

村、土地改良区、ＪＡなどの関係機関が一体と

なって、水利用の効果や優良事例を個々の農家

に浸透させ、畑かん営農の強みを生かした高収

益作物への転換などを進め、競争力のある産地

づくりに、それこそ総力戦で取り組んでいく必

要があると考えております。

それでは、次の質問に移って○図師博規議員

まいります。介護人材確保についてでございま

す。

まず、県内の高齢者施設等において、現在、

介護人材がどれほど不足しているのか、県は把

握されていますでしょうか、福祉保健部長にお

伺いします。

昨年12月時点○福祉保健部長（日隈俊郎君）

で、介護関係職種の有効求人数2,762人に対し

て、有効求職者数は1,247人でありまして、有効

求人倍率は2.21倍となっております。また、平

成27年度に本県で実施しました介護サービス事

業所実態調査では、回答のありました713の事業

所のうち約半数の事業所において、介護従事者

が不足していると回答を得ているところであり

ます。

今の御答弁では、既に現時点○図師博規議員

でも1,500名余りの介護人材が不足しているとい

うような実態が報告されました。1,500名です。

ただ、この数字以上に、介護の現場は、介護保

険適用事業所と、またそれとは別に介護保険が

適用されない有料老人ホームとがあります。特

にこの有料老人ホームは、宮崎県は対人口当た

り有料老人ホームのベッド数は日本一になるぐ

らいの数になっております。有料老人ホームに

おきましては、介護ヘルパー、介護福祉士の配

置基準がないんです。つまり、無資格の方でも

有料老人ホームでは介護の業務に当たることは

できます。つまり何が言いたいかといいます

と、数だけじゃなくて質の格差も、宮崎県はど

んどん大きくなっているということでありま

す。国は、介護人材確保のため、外国人技能実

習制度の中に介護を加えることや、外国人留学

生が日本の大学や専門学校などの養成校を卒業

して介護福祉士になった場合、日本の介護現場

で働けるよう、海外の人材を積極的に活用する

ことを勧めています。

しかし、現在、本県には外国人の介護者が現

場で働いているという実績は１名もないんで

す。滋賀県は違いました。滋賀県は、先日お伺

いいたしまして、外国人の介護職員養成事業と

いうものを展開されていました。内容は、国が

推奨する技能実習制度とは別に、平成27年から

県独自に、県内在住の外国人を対象とした介護

職員養成のための研修を実施し、具体的には、

介護に必要な日本語教育を100時間、介護ヘル

パー２級を取得するための初任者研修を130時

間、この養成プログラムを民間機関と一緒に構

築し、事業を実施していました。ちなみに、平

成27年と28年、２カ年の事業実績は、38名の定

員に対し57名の申し込みがあり、研修を修了し

た方を就労までしっかりとサポートされ、着実

に介護人材不足の解消に効果を上げられていま

した。ちなみに、事業の財源は、本県にもあり

ます地域医療介護総合確保基金であります。本

県も、滋賀県のように外国人の介護者を受け入

れていく、もしくは養成していくというような

取り組みが必要かと思いますが、福祉保健部長

の見解を伺います。
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お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したが、本県におきましても、高齢者人口が

ピークを迎える2025年に向けまして、さらに介

護職員が不足することが見込まれているという

状況にございます。このような中、改正出入国

管理法が成立しまして、介護福祉士の資格を有

する外国人に在留資格が与えられるようになる

など、外国人が日本国内の介護事業所等で就労

や実習する環境も整備されつつある状況にござ

います。県としましては、これらの動向も見き

わめながら、当面は、新たな人材や離職者への

就業支援を初め、初任者の資質向上、就学支援

などにより、人材の確保に取り組んでまいりた

いと考えておりますが、要は、要介護者の視

点、必要なサービスに努めることが大事である

ということ、そして、日本人介護士が不足する

場合に外国人介護士を活用する場合において

も、日本人介護士の処遇あるいは賃金の確保を

しっかり図って、できる限り日本人介護士の不

足が拡大しないよう努めることが重要であると

考えております。

以上で質問は終わりますが、○図師博規議員

最後に、この一般質問の場では質問をすべき

で、要求やお願い事をする、またお礼を言う場

ではないと思ってはおります。一言だけ言わせ

てください。教育長、また知事、今後、小規模

高等学校が存続できるような検討、議論を深め

ていただきますことを切にお願いいたしまし

て、一般質問を終わらせていただきます。（拍

手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、右松隆央議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主○右松隆央議員

党、宮崎市選出の右松隆央でございます。

これからの20年、30年を見据えた農業を考え

る上で欠くことのできない方向性は、「スマー

ト農業」であろうと考えております。農家の高

齢化、新規就農者の不足や担い手の負担増を背

景に鑑みれば、より効率を高め、農業を魅力あ

る産業とするような、賢い、いわゆるスマート

技術が求められております。国の29年度農林水

産関係の予算案は、総額２兆3,071億円でありま

すが、そのうち62億円をスマート農業を含む技

術開発に充てております。国を挙げてスマート

農業の実現に向けて、情報通信、ＩＣＴやロ

ボット技術、さらには人工知能、いわゆるＡＩ

の研究開発を加速化させる方向性を示したもの

であります。

スマート農業は、決して大規模農家だけが恩

恵を受けるものではなく、むしろ家族経営や中

山間地を含めた小規模農家こそが、省力化や、

本県が目指す儲かる農業を実現するために必要

となるものであります。スマート農業の技術は

日進月歩であり、各県が競い合って技術の開発

を行っております。当然、本県は農業県とし

て、他県の後塵を拝するわけにはいかない分野

であります。

スマート農業には、さまざまな技術と商品が

開発されておりまして、導入が進んできている

ハウスの環境を数値化する測定装置や、田畑の

給水と排水をスマートフォンで制御する遠隔水

管理であったり、ことしから、軽量化や低価格

により本格的な普及が見込める、きつい農作業
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からの負担軽減につながるアシストスーツで

あったり、さらには、ロボットトラクターや小

型無人飛行機、いわゆるドローンの農業利用も

国内各地で進んできております。そこには一貫

して、省力化やコストの削減、そして、生産性

向上による儲かる農業の実現という観点が根底

に置かれてあります。そこで、まずは、本県に

おけるスマート農業の推進状況と、これからの

本県営農においてスマート技術をどのように位

置づけようとしているのか、農政水産部長にお

伺いしたいと思います。

後は、質問者席にて質問を行わせていただき

ます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（郡司行敏君）

えします。

スマート農業についてであります。将来の本

県農業を展望いたしますと、ＩＣＴやロボット

技術を活用したスマート農業の推進は、生産性

の向上や農作業の軽労化、効率化を図る上で大

変重要であると認識しております。このため、

現在、例えば施設園芸では、産地パワーアップ

事業等を活用し、一般の既存ハウスに環境測定

器や炭酸ガス発生装置等を追加し、低いコスト

で生産性向上を図るなど、身近なところから段

階的に技術の高度化を図る取り組みを進めてい

るところであります。また、昨年取りまとめま

した試験研究推進構想におきましては、さらな

る技術の高度化を目指し、ＩＣＴやロボット技

術を活用した省力・低コスト化技術の開発を重

点目標として位置づけ、積極的に推進すること

としております。私は、新しい時代の扉を開く

のは常に新しい技術であると考えており、ス

マート農業につきましても、宮崎の農業の未来

を開く技術として、その技術開発と早期普及に

取り組んでまいりたいと考えております。〔降

壇〕

これからのスマート農業は、○右松隆央議員

施設規模が極めて小さい農家でも導入が可能

で、かつ、農協や農材店でも個人が手軽に購入

できるような、低価格の汎用版が求められてお

ります。例えば、人工知能（ＡＩ）というと、

高度で高額のイメージがありますが、決してそ

うではなく、実際に静岡のキュウリ農家では、

グーグル社が無料配信するＡＩソフトを使い、

人工知能の選果機を開発し、さらに、仕分けし

たキュウリを規格ごとに運ぶベルトコンベアー

を、市販の資材等でわずか７万円で自作するな

どして、１日８時間かかった選果作業を大きく

短縮した事例もあります。ドローンを使った農

薬散布作業も、従来の、人がタンクを背負って

使用する散布機と比べると、作業時間を半分以

下に短縮しております。３日から５日間程度の

講習でのオペレーター技能認定証が必要とはい

え、重労働から解放され、高齢になっても長く

農業を続けられるようになるという利点は、大

きな魅力であります。農業用アシストスーツの

開発も数年前から進んでおり、今や本体重量

が3.8キログラムで、価格も12万円台の「ラクベ

スト」といった商品が出てきており、足、腰、

腕にかかった負担も大きく軽減され、今まで12

時間かかった収穫作業が８時間で終わるといっ

た事例も紹介されているところであります。

そこで、農水省が「スマート農業の実現に向

けた研究会」を設置し、ロードマップの作成を

進める中、本県でも、低価格なスマート農業技

術の開発とそれを広く普及させていく上でも、

産学官の連携による研究会等が設置できないも

のか、農政水産部長に伺いたいと思います。

スマート農業○農政水産部長（郡司行敏君）

に関連する具体的な技術開発の取り組みといた
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しましては、本年度から、本県のほか、国の研

究機関、大学、民間企業などで、｢スマート施設

園芸実証研究コンソーシアム｣を組織し、小型で

安価な機器を利用して環境制御を行うなど、生

産技術の高度化に取り組んでおり、本県では、

キュウリとスイートピーを対象に、小・中規模

ハウス向けのシステム構築とその実証を進めて

いるところであります。また、総合農業試験場

におきましては、平成29年度から新たに、ブド

ウの栽培管理作業について、御質問にもござい

ましたアシストスーツを活用して、作業の軽労

化を図る技術の実証にも取り組むこととしてお

ります。これらの技術は、中山間地域や小規模

農家での活用が期待されますので、引き続き、

大学や関係機関等とも連携しながら、研修会等

を通じた情報共有の場を設けるなど、早期の実

用化と普及促進を図り、儲かる農業の実現に努

めてまいりたいと考えております。

ぜひ、低価格の新技術開発と○右松隆央議員

その導入普及を進めていただいて、小規模農家

こそが儲かる農業を実現できるように、取り組

みを加速化させていただきたいと思います。

グローバルＧＡＰについて、１点問わせてい

ただきます。一昨日、県立農業大学校の卒業式

に参列させていただきました。卒業生代表のす

ばらしい答辞を聞き、また、若い彼らの希望に

燃える表情を見て、本県農業の未来も明るいと

心から感じ、エールを送らせていただいた次第

であります。

実は、来年度、来月の４月からであります

が、農水省と文科省において、全国の農業高校

で、国際水準の農業生産工程管理、これは、農

産物の安全性はもとより、労働や環境の安全を

担保する、いわゆるグローバルＧＡＰの認証取

得の支援に乗り出すこととなりました。文科省

が定めた農業高校の学習指導要領では、農産物

の衛生管理などを学ぶため、ＧＡＰに関する農

業実習を認めておりますが、実際には認証取得

は進んでおらず、国際水準のグローバルＧＡＰ

を持つのは、リンゴで認証取得した青森県立五

所川原農林高校だけになっております｡農大校を

含めても、新潟と埼玉県立の３校であります。

国としては、農産物の輸出拡大や、経営感覚を

持ち、農家の所得向上につながるような農業後

継者の育成に資するとして、全国に306ある全て

の農業高校の認証取得を目指すとし、教員向け

の研修や専門家の派遣も含め、認証取得に必要

な実践的な教育を後押しすることとなりまし

た。

そこで、県内の農業高校のグローバルＧＡＰ

の取得に向けて、国や関係機関との連携を含

め、今後どのように進めていかれるのか、教育

長にお伺いしたいと思います。

現在、国が進めてお○教育長（四本 孝君）

りますグローバルＧＡＰあるいはＪＧＡＰの認

証取得の推進につきましては、３年後の東京オ

リンピック・パラリンピックヘの食材の提供

や、農産物の海外輸出における信頼性の向上等

につながるものと考えております。県内の農業

高校及び農業科を有する高校、計６校が、グ

ローバルＧＡＰ等に関する学習内容を導入する

ことは、生徒に、国際水準の農業生産工程管理

や、環境に配慮した農産物の管理体制等の知識

や技能を習得させ、将来、農産物輸出も視野に

入れた経営感覚を身につけた担い手を育成する

という観点からも、大変意義深いものであると

認識しております。県教育委員会といたしまし

ては、国や関係部局と連携を図りながら、グ

ローバルＧＡＰ等の認証取得について、情報収

集や研修等の準備を進めてまいりたいと考えて
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おります。

ぜひ取り組みを進めていただ○右松隆央議員

きたいと思います。認証取得に向けて、国が農

業高校への財政支援も検討しておりますので、

さまざまなスキームを活用していただいて、こ

れからの宮崎の農業を担う意欲を持ち、そし

て、国際規格に対応できる、すばらしい後継者

の育成を一層進めていただければと思います。

続いて、中山間地域への移住・定住促進と、

その地域の活性化につながるリーダーの育成に

ついて問うてまいります。まずは、人づくりで

ありますが、これまで、県内や県外において地

域おこしに成功した先進地を訪問すると、必ず

と言っていいほど、そこにはリーダー的な人材

が存在しております。あの人がいたから、なる

ほどここまで来れたんだなと実感するわけであ

りますが、そういった地域リーダーをいかに育

成していくか、そのすべを考えていかなければ

ならないと思う次第であります。

前回の一般質問の中で、移住政策について問

わせていただき、全国で大きな実績を上げてい

るとして、島根県とともに、鳥取県を取り上げ

させていただきました。実は鳥取大学では、４

月入学の29年度から農学部を改組し、「里地里

山環境管理学コース」が新設されます。学部の

大規模改組は20年ぶりとのことでありますが、

人口減少や耕作放棄地の増加など、中山間地域

の問題が社会の重要なテーマとなっていること

から、里地里山の資源を理解し、課題を解決で

きる、中山間地域に特化したリーダー的な人材

育成を目的としております。そこで、知事に、

本県の大学においても、人材育成を目指した学

部の新設が見受けられるところでありますが、

とりわけ、中山間地域における課題の解決に結

びつくような人材育成を、県内の大学に働きか

けができないものか。オール宮崎で、中山間地

域を多く抱える本県ならではの人材を育成する

ことについてどう考えておられるか、伺いたい

と思います。

御指摘のとおり、地域○知事（河野俊嗣君）

づくりを進める上で、地域のさまざまな課題解

決に取り組むリーダーの存在は大変重要なもの

であろうかと思います。県内で元気な地域を思

い浮かべますと、必ずリーダーの顔、中心と

なって頑張ろうという人の顔が浮かんでくる、

そのような思いがしております。そのような意

味で、宮崎大学に今年度開設されました地域資

源創成学部は、地域のリーダー、産業のリー

ダーとなる人材の育成を目指しているものであ

りまして、大いに期待しているところでありま

す。

ことし１月、県と包括連携協定を結んでおり

ます宮崎大学との間で、オール宮崎での人材育

成をテーマに意見交換を行ったところでありま

す。その中で私のほうから、中山間地域を

フィールドとして、大学としても、地域の課題

を学ぶ取り組みを積極的に行ってもらいたいと

提案し、県と連携した人材育成を進めることを

お互い確認したところであります。

地域人材の育成につきましては、地方創生に

係る包括連携協定を、宮崎大学のみならず、県

内全ての大学等とも昨年度締結したところであ

ります。また、個別の市町村においても、さま

ざまな連携の取り組み、例えば、世界農業遺産

に指定された地域が、このたび宮崎大学との連

携協定を結んだところであります。こういった

取り組みを進めることによりまして、今後と

も、中山間地域を抱える市町村はもとより、大

学等とも連携を図りながら、地域の課題解決に

貢献できる人材育成に努めてまいりたいと考え
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ております。

早速、宮大の地域資源創成学○右松隆央議員

部に、中山間地域におけるリーダー育成を提案

されたとのことで、知事の人づくりへの思いを

感じ取ったところであります。

農家住宅についても、前回の一般質問におい

て取り上げさせていただきました。国による農

家住宅の建設支援策の動向も視野に入れなが

ら、農村へのＵＩターンによる後継者や新規就

農者のさらなる獲得を検討してもらいたいとい

う趣旨でありましたが、山本農相の肝いり政策

のとおり、29年度予算案に整備計画が盛り込ま

れております。内容は、農水省と国交省が、新

たな農村の定住対策として、全国にモデル地区

を公募し、選ばれた地区は、29年度中に全額農

水省が補助した上で整備計画をまとめ、建築費

助成や税制優遇などで30年度の着工を目指すと

いうものであり、先月の28日が公募申請の締め

切りでありました。そこで、この農家住宅モデ

ル地区の公募に、県内からは応募があったの

か、また、申請がなされていないならば何が要

因だったのか、農政水産部長に伺いたいと思い

ます。

今回の農家住○農政水産部長（郡司行敏君）

宅モデル地区の募集は、市町村を構成員に含む

団体が、その地域において農家住宅に係る構想

を策定するための事業で、国の直接採択事業と

なっておりますが、県内からの応募はございま

せんでした。その理由といたしましては、事業

内容が構想策定に限られ、構想策定後の支援策

が明確でなかったこと等が要因ではないかと推

察しているところであります。一方、今回示さ

れた魅力ある農家住宅のあり方につきまして

は、今後の地域の取り組みを促す上で大変参考

になるものと思われますので、引き続き、国の

取り組みを注視してまいりたいと考えておりま

す。県といたしましては、農村地域での住環境

の整備は、ＵＩＪターン等の新規就農者を含む

担い手対策としても大変重要でありますので、

新たに活用できる事業や関連情報の市町村等へ

の提供など、今後とも積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

本来ならば、農相の肝いり政○右松隆央議員

策だからこそ、もっと自治体が使いやすい制度

にしてもらいたいと感じたところであります。

これからもアンテナを張っていただいて、国の

使える制度は、市町村への周知も含め、積極的

な活用をお願いしたいと思います。

さらに、田園回帰、中山間地域の定住につい

て議論を進めてまいりたいと思います。農村に

可能性を感じ、若者が都市から地方に向かう動

きが各地で潮流になりつつあり、過疎地であり

ながら他地域からの転入が転出を上回る、いわ

ゆる人口の社会増となった地域が全国各地に出

てきております。今の動きを「農村力の時代」

と唱える人もおり、都会での孤独な無縁社会と

対照的に、農村の生き生きとした人づき合いが

子育て世代にも歓迎され、今までの農村の固定

観念が変わりつつあり、本当の豊かさや幸福を

考えていく時代への入り口と捉える人もおりま

す。

全国の農山漁村への移住促進、この流れを本

県も捉え、本物とするためには、やはり、中山

間地域、農村側の受け皿づくりを急ぐ必要があ

ります。第１に就労の場の確保であり、第２に

住居のあっせん、第３に子供の教育環境の整備

で、どれも大変な取り組みであることは言うま

でもないところであります。仕事の場の創出

は、移住において絶対条件でありますが、例え

ば鳥取県では、原木しいたけブランド化促進協
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議会において、栽培開始後２年間の未収益期間

を、地域おこし協力隊として自治体が雇用する

ことで収入を確保し、新規就農へのハードルを

下げるというやり方で担い手の育成に乗り出し

ており、今後は、複数の自治体と連携し、果樹

などその他の作物での展開も呼びかけをしてお

ります。

さらに、私が以前から申し上げております、

中山間地域の重要な資源として、野生鳥獣肉の

ジビエも、狩猟から解体、料理まで、都市住民

を将来の担い手として仕立てようと動いている

自治体も出てきており、現に、千葉県の山合い

の鋸南町では、捕獲従事者の高齢化を見据え、

狩猟エコツアーや解体・ジビエ料理ワーク

ショップに、毎回、定員を超す都市住民の応募

が寄せられております。

本県でいえば「農山漁村で年収100万円アップ

プロジェクト」を、私も応援しておりますけれ

ども、就労以外にも、空き家等の住宅のあっせ

ん、そして、中山間地域におきまして、ＩＴな

ども使った子供の教育環境の整備にも力を入れ

ていかなければならないわけであります。そこ

で、知事に、全国で進む田園回帰の時流に乗

り、とりわけ中山間地域において、どのような

移住・定住への受け皿づくりを推し進めようと

しているのか、就労、住居、教育の３つの観点

から伺いたいと思います。

本県が進めております○知事（河野俊嗣君）

「新しいゆたかさ」でありますが、経済的な豊

かさに加えて、自然やゆったりとした時間の流

れなど、お金にかえられない価値が調和した豊

かさを目指すものでありまして、一人一人が宮

崎のよさ、また、真に豊かな暮らしとは何かを

改めて考えようという取り組みであります。そ

の点ではまさしく、全国で広がる田園回帰、地

方への注目の高まりというものと軌を同じくす

る部分があろうと考えております。先日、美郷

町の宇納間備長炭に取り組む方々とお会いしま

したけれども、そのうち９戸が移住して来られ

た方であります。非常に大きな力になっておら

れるわけであります。

議員御指摘のとおり、就労、住居、教育の充

実は、中山間地域への移住において、移住者の

定着につながる重要な施策の柱であろうと考え

ております。現在、就労の確保につきまして

は、農林水産業の振興に加えて、地域資源の６

次産業化や新たな起業等を促進する、また、100

万円アップ運動などに取り組む雇用の創出や所

得の向上に取り組んでいるわけであります。ま

た、住居や教育の充実につきましては、市町村

のさまざまな取り組みを支援しておりまして、

例えば、住居については、空き家バンクやリ

フォームの助成、教育については、高千穂町の

神楽体験ですとか西米良村におけるタブレット

を活用した授業など、多様な取り組みが行われ

ているところであります。今後とも、本県の

「ゆたかさ」を積極的にアピールするととも

に、中山間地域の移住・定住の受け皿づくりを

進めてまいります。

本県の宝である中山間地域に○右松隆央議員

おける受け皿づくりを、ぜひこれからも推し進

めていただければと思います。

鳥獣被害対策について、１点伺いたいと思い

ます。隣県の大分県では、狩猟者の年齢が60歳

以上が４分の３を占める中、今後さらに減少が

見込まれることもあり、県単事業で、これは全

国で初めてだと思いますが、来年度から８年

間、狩猟免許の申請や狩猟者登録に必要な手数

料を全額免除で無料とし、ハンターの確保を図

ることとなりました。そこで、代表質問の後藤
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議員への答弁で、新規狩猟免許の合格者数378名

ということでありましたが、この10年間で、狩

猟免許所持者数の推移と年齢層はどうなってい

るのか、あわせて、狩猟者の確保において、大

分県のように本県の独自策は考えられるのか、

環境森林部長に伺いたいと思います。

平成27年度末○環境森林部長（大坪篤史君）

の狩猟免許の所持者数は5,602名で、10年前と比

較しますと1,864人減少しまして、年齢構成

は、60歳以上の方が全体の54％から73％に増加

している状況にございます。このようなことか

ら、本県では、狩猟免許試験の実施を県農業大

学校や農業高校等にも周知するなど、若手狩猟

者の確保に努めますとともに、受験希望者を対

象としました事前講習会の実施や、免許試験の

休日や複数会場での実施など、狩猟免許を取得

しやすい環境づくりに取り組んでおります。そ

の結果、最近の数年間の狩猟免許所持者数はほ

ぼ横ばいで推移しますとともに、10代を含めま

して、30代までの若い世代の増加も見られてい

るところであります。将来を見据えた狩猟者の

確保は大変重要でございますので、今後とも、

こういった取り組みを継続しますとともに、大

分県など他県の状況も調査・研究しまして、対

策のさらなる充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

いろいろと取り組みを工夫す○右松隆央議員

る中、若い狩猟者の増加は評価すべきことと感

じております。これからもぜひ、将来を見据

え、あらゆる施策の可能性を探っていただけれ

ばと思います。

引き続き、耕作放棄地の対策について、１点

伺いたいと思います。遊休農地の解消について

は、平成25年の農地法改正により、耕作放棄地

対策が強化され、その中に、農地の相続人の所

在がわからないことで所有者不明になっている

土地については、都道府県知事の裁定により、

農地中間管理機構で借り受けることができるよ

うになっております。先月、この制度を使い、

全国で初めて、静岡県でありますが、知事裁定

で利用権設定を行い、４月から隣接するミカン

農家に貸し出すことになりました。そこで、本

県において、例えば、所有者や相続人が既に亡

くなったりしていて、一定年数以上放置されて

いる農地に対して、農地中間管理機構から申請

があれば、知事裁定によって利用権設定の手続

をとっていく考えがあるのか、実際の事務手続

を行う農政水産部長に伺いたいと思います。

御質問にあり○農政水産部長（郡司行敏君）

ました知事裁定につきましては、貴重な資源で

ある農地を最大限に活用するため、所有者不明

となっている耕作放棄地については、農業委員

会が公示を行い、知事の裁定により、農地中間

管理機構を介し利用できるよう措置されたとこ

ろであります。現在のところ、本県では申請は

ございませんが、県といたしましては、知事裁

定による利用権設定の申請があった場合には、

個人の財産を取り扱うことに十分配慮しなが

ら、関係市町村や機構と協議を重ね、地域で混

乱が生じることのないよう、適切な手続を進め

てまいりたいと考えております。また、本制度

は、担い手への農地の集積・集約化に有効な手

段の一つであることから、その周知にも努めて

まいりたいと考えております。

ぜひ、担い手への農地集積の○右松隆央議員

一つの有効な手段として、本制度の周知を進め

ていただければと思います。

農政における最後の質問になります｡ウイルス

に対する危機管理であります。本県で２件発生

した高病原性鳥インフルエンザについては、初
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動から防疫措置まで、迅速ですばらしい対応を

されたと、県職員を初め、自治体職員、自衛隊

やＪＡ、建設業協会など、関係者の御尽力に心

から敬意を表する次第であります。私も所管の

常任委員長として、第一報を受けたときは少な

からず衝撃を受け、対策本部会議にも同席いた

しましたが、郡司部長の心中は察して余りある

ものでありました。まだ危険が去ったわけでは

ありませんので、今でも感染リスクに対して対

策に全力を尽くされていることと認識いたして

おります。農政水産部長に、今後のウイルスへ

の防疫対策について、リスクが高いと思われる

農場など、防疫対策の強化内容を、より具体的

にお伺いしたいと思います。

本県２例の発○農政水産部長（郡司行敏君）

生事例に係る国の疫学調査では、いずれも農場

の近くにため池や河川が存在し、カモ等の野鳥

の飛来が確認されております。また、本県以外

の道県でも同様の傾向が見られたことから、県

といたしましては、近隣にため池等がある約300

農場を重点対象に、発生リスクが高いことを注

意喚起いたしますとともに、野生動物の侵入防

止の徹底等について指導を行ったところであり

ます。このうち、２例の発生農場周辺等にあ

る55戸につきましては、家畜防疫員が農場に立

ち入り、定期的な点検の励行や、防鳥ネットの

破れ、鶏舎のすき間等を発見した際の結束バン

ドや充塡剤等を用いた補修方法等について、指

導を行ったところであります。引き続き、新た

な発生を防止するため、このような重点指導を

含めたきめ細やかな指導を行ってまいります。

これからも、鳥フル、そして○右松隆央議員

口蹄疫など、家畜ウイルスヘの最大限の警戒と

きめ細かな指導による防疫対策の徹底をよろし

くお願いいたします。

続いて、２つ目の項目、林業の成長産業の加

速化について問うてまいります。

林野庁の29年度予算から、その中でもとりわ

け、増額編成となっている事業に対して、本県

の取り組み状況を伺っていきたいと思います。

まずは、次世代林業基盤づくり交付金事業で

あります。この中で、新規事業となる「林業成

長産業化地域創出モデル事業」が新たに盛り込

まれております。予算額は10億900万円で、平

成33年までの５年間実施するとしております。

事業概要としては、地域の森林資源の利活用に

より、多くの雇用や経済価値を生み出す明確な

ビジョンを持つ地域を「林業成長産業化地域」

として指定し、ビジョンの実現に向けて、地域

が独自に提案するソフト面での対策を支援する

とともに、木材加工、流通施設などの施設整備

を優先的に採択するなど、重点支援を行うとし

ております。全国で10数カ所を指定し、各地に

成功事例をつくることで、林業の成長産業化を

国全体で加速化させる取り組みであります。

そこで、環境森林部長に、国の新規事業の林

業成長産業化地域創出モデル事業に本県として

どう取り組んでいかれるのか、モデル地区の候

補地に手を挙げられたのであれば、具体的な選

定地もあわせてお伺いしたいと思います。

この事業につ○環境森林部長（大坪篤史君）

きましては、ただいま議員がおっしゃいました

ように、地域の森林資源を活用して、多くの雇

用や経済価値を生み出そうとする市町村の提案

に対して、ソフト事業で年間1,000万円、ハード

事業で年間9,000万円を上限として支援されるも

のでありまして、全国で10数地域が選定される

ということになっております。林野庁では、１

月20日から２月末まで公募を実施しまして、本

県では、延岡市と日向市が合同で応募いたしま
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した。

両市の提案を見ますと、地域の木材需要が増

加する中、循環型林業のモデルを構築すること

を目的に、伐採から造林までの一貫作業マニュ

アルの作成や、林業の担い手となる人材バンク

の設置などに取り組もうとするものでありまし

て、県が掲げます再造林の推進や担い手の確保

等にも寄与するものでございます。県としまし

ては、提案の採択に向けて、国に対しまして、

事業の効果や県の支援体制など、積極的にア

ピールしてまいりたいと考えております。

積極的に取り組まれているこ○右松隆央議員

とに、高く評価をさせていただきたいと思いま

す。モデル地区に選定されれば、地区内にある

国有林は、林野庁が率先して、民間所有の森林

と連携して木材の供給先を確保するともしてお

ります。ぜひ、本県もモデル地区に採択される

ことを願う次第であります。

続いて、今年度の1.4倍で２億7,100万円の増

額編成となった、施業集約化の加速化事業につ

いてであります。この対策のポイントは、改正

森林法を踏まえ、森林の所有者・境界の明確化

と森林情報の整備・提供を緊急に進めるととも

に、ＩＣＴを活用して、効率的に施業の集約化

を進めるための仕組みづくりを推進することに

あります。

この事業には政策目標が掲げてありまして、

２年後の林地台帳の全面施行に向けて、森林施

業の集約化に必要な森林所有者の情報、そして

地図情報を管理するシステムを、平成30年度末

までに全ての市町村において整備することとあ

ります。そこで、県内26市町村における森林Ｇ

ＩＳシステムの整備状況はどうなっているの

か、あわせて、今後、全ての市町村での導入に

向けた取り組み内容について、環境森林部長に

お伺いしたいと思います。

森林ＧＩＳに○環境森林部長（大坪篤史君）

つきましては、コンピューター上で森林情報と

地図や写真などを組み合わせまして、一元的に

管理することができる地理情報システムでござ

いまして、県では、平成18年度から運用してい

るところでございます。市町村におきまして

も、森林ＧＩＳは、伐採届け出などの事務に有

効に活用できますとともに、林地台帳の運用を

図る観点からも、市町村窓口での閲覧や情報更

新にも、大変効果的なシステムであると考えて

おります。現在、県内で10の市町村が県と同様

のＧＩＳシステムを導入しているところです

が、今年度は、国の補助事業を活用しまして、

２つの市と村が新たに導入することとなってお

ります。来年度は、システム整備の予算が拡充

されますので、国の補助事業を積極的に活用

し、森林ＧＩＳが未整備の残り14の市町村に対

しまして、30年度までの２カ年間で整備される

よう、導入のメリット等を丁寧に説明しなが

ら、働きかけてまいりたいと考えております。

森林所有者の多くが高齢化○右松隆央議員

し、不在村化も進んでおります。国も増額編成

して取り組みを強化しておりますので、導入に

向けての働きかけをよろしくお願いいたしま

す。

同じく、施業集約化の加速化の中に、森林整

備地域活動支援交付金事業があり、こちらも２

億5,600万円の増額予算となっております。事業

内容は、在村・不在村ともに、森林所有者の特

定並びに森林境界の測量等に対して支援するも

のであります。環境森林部長に、同じく、予算

が拡充された森林整備地域活動支援交付金事業

において、具体的に来年度どのような取り組み

を進めていかれるか、伺いたいと思います。
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森林施業の集○環境森林部長（大坪篤史君）

約化を図るためには、所有者や境界の明確化を

進め、小規模で分散している森林を取りまとめ

ていく必要がございます。このため本県では、

国の森林整備地域活動支援交付金を活用しまし

て、森林組合等が行う森林経営計画の作成や、

施業の集約化に必要な情報の収集、森林施業の

同意取得などを支援しているところでございま

す。また、来年度から、事業内容の拡充としま

して、森林境界の測量が追加されました。これ

を実施する場合には、人件費などの必要な経費

が交付単価に上乗せされることとなったところ

であります。県としましても、このような森林

境界明確化をさらに進める取り組みが、施業の

集約化の加速化につながるものと考えておりま

す。今後、事業の説明会を開催するなどしまし

て、市町村や森林組合等に積極的に取り組んで

いただけるよう働きかけてまいりたいと考えて

おります。

本県には4,000万円ほどの配分○右松隆央議員

があると伺っております。ぜひ、積極的な取り

組みをよろしくお願いいたします

林業の成長産業化と各種林野政策での最後の

質問となります。担い手の育成についてであり

ます。林野庁の森林・林業人材育成対策事業で

ありますが、この事業も、今年度比１億2,300万

円増となっております。対策のポイントは、

「緑の雇用」事業を通じた新規就業者の確保・

育成を行うとともに、高度な知識・技術を有す

る人材の育成となっております。こちらも、政

策目標として具体的な数値を掲げておりまし

て、新規就業者を、来年度、国全体で1,200人確

保することなどが挙げられております。今後、

東京五輪・パラリンピック施設への木材利用の

促進や、今、海外からの安価な輸入木材に相当

数の違法伐採木材が含まれており、その対策と

して、来る５月20日にクリーンウッド法が施行

されることなどから、国産木材の需要増加も見

込まれ、即戦力となる人材の育成は急務となっ

ております。そこで、「緑の新規就業」総合支

援対策事業において、本県の直近の新規就業者

数や、３年目となる「みやざき林業青年アカデ

ミー」における取り組みの成果、並びに担い手

育成における環境森林部長の思いを伺いたいと

思います。

本県では、平○環境森林部長（大坪篤史君）

成15年度から、林業に必要な基本的技術を習得

する、国の「緑の雇用」事業に取り組んでおり

ます。また、平成26年度から開始した「みやざ

き林業青年アカデミー」では、昨年度までに13

人の方が、国の給付金制度を活用して研修を受

講しまして、全員が県内の林業事業体に新規就

業しているところであります。これらの結果、

平成27年度の本県の新規林業就業者数は、165名

となっているところであります。さらに、来年

度は、県独自の取り組みとしまして、ＵＩＪ

ターン希望者への林業体験研修なども実施しま

して、林業担い手の裾野を広げてまいりたいと

考えております。

次に、担い手育成への思いについてでありま

すが、今後の森林・林業の振興にとって、この

人材という問題は、大変重要なテーマでござい

ます。したがいまして、本年を本格的な「再造

林元年」と位置づけて設置することとしました

「山村地域の持続的発展推進会議（通称「山会

議」）」におきましても、林業担い手の問題に

ついては、重点的に協議してまいることにして

いるところであります。本県が全国の林業の先

進県として、25年先、50年先も先頭を走ってい

けますように、本県の豊かな森林・文化を活用
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した循環型林業の確立に向けて、積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

山会議は、まさに大坪部長の○右松隆央議員

思いが形になった取り組みであります。全力で

応援しますので、これからも先進県として、林

業の成長産業の加速化につなげていただければ

と思います。

次に、教育であります。質問に入る前に、県

立都農高校の統廃合の問題でありますが、先週

の我が自民党会派の後藤議員の代表質問で、こ

れは教育長の苦渋の判断で、それこそ断腸の思

いであったというふうに思います。「方針を変

更する考えはございません」と、教育長は答弁

されました。その後、きょうの午前中の別の議

員への答弁では、後期実施計画においては、

「適正規模のあり方を含め、議論を深めてまい

りたい」と答弁されたところであります。その

際、あたかも、都農高校と絡めた所感を議員が

話されたわけでありますが、この２つの答弁の

整合性をわかりやすく御説明いただければと思

います。

都農高校の再編統合○教育長（四本 孝君）

につきましては、平成27年５月に策定いたしま

した宮崎県立高等学校整備計画中期実施計画に

基づき、再編統合を決定したものでありまし

て、その方針を変更する考えはございません。

なお、学級数の現在の適正規模であります４

学級から８学級、あるいは１学級の定員40人の

考え方につきまして、今後、平成31年度からの

後期実施計画において、よりよい教育環境を提

供する視点に立って、地元自治体や地域の皆様

からの幅広い御意見等をいただきながら、議論

を深めてまいりたいと考えております。

都農高校に関しては、統廃合○右松隆央議員

の方針は変更することはないということでよろ

しいでしょうか。再度御答弁をお願いします。

都農高校について再○教育長（四本 孝君）

編統合の方針を変更する考えはございません。

わかりました。○右松隆央議員

それでは、最後の項目、教育の問題でありま

すが、今回は、教育の中でも、いじめの問題に

ついて取り上げてまいります。

よく、いじめの認知件数について取り上げる

機会があります。先週の代表質問で、元教諭で

ある河野哲也議員への答弁にもありましたが、

本県のいじめの認知件数は、文科省の昨年度の

国公私立を合わせた小・中・高校と特別支援学

校で行った調査によれば、6,102件でありまし

て、1,000人当たりの認知件数は47.2件となり、

これを全国で比較すれば、京都府、宮城県、山

形県に次いで４番目に多い数字となっておりま

す。しかし、それをもって、本県のいじめが多

いのではないかと考えるのは早計でありまし

て、ともすれば、いじめは隠そうとする性質が

ある中で、早期発見・早期対応が、いじめ問題

への対応には極めて重要であるので、むしろ認

知件数が多いことをマイナス評価してはならな

いのでありまして、文科省もそのような方針を

出しているところであります。

いじめは、教育現場で、教員が子供と真摯に

向き合っているからこそ、また、子供との信頼

関係があるからこそ、表に出てくるケースも多

いわけであります。そのことをまずは冒頭に踏

まえた上で、質問に入っていきたいと思いま

す。

まずは、いじめ問題の理解と捉える視点につ

いてであります。いじめは、児童生徒の心身の

健全な発達に重大な影響を及ぼし、不登校や自

殺、殺人などを引き起こす背景ともなり得る深

刻な問題であります。しかも、最近のいじめ
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は、携帯電話やパソコンの介在により、一層見

えにくくなっております。また、いじめは日常

生活の延長上で生じ、中には、当該行為がいじ

めか否かの逸脱性の判定が難しいところにも特

徴があります。文科省では、平成18年に定義が

変更され、「一定の人間関係のある者から、心

理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神

的な苦痛を感じているもの」とされたところで

あります。これは、いじめられる側に立った見

直しがされることで、児童生徒がいじめを認知

しやすいようにしたわけであります。まずは教

育長に、学校でのいじめの対応で極めて重要と

なる早期発見、そして早期対応において、本県

ではどのような取り組みを進めておられるの

か、伺いたいと思います。

いじめ問題への対応○教育長（四本 孝君）

につきましては、早期発見・早期対応が重要で

ありまして、そのためには、何より、小さない

じめも見逃すことなく、認知につなげる必要が

ございます。学校におきましては、積極的な認

知に向けたさまざまな取り組みがなされてお

り、一例ではありますが、生徒と教師による教

育相談では、学級担任のみが行うのではなく、

事前のアンケートにより、児童生徒が希望する

教職員と相談を行うなど、児童生徒がいじめを

訴えやすくする体制の整備も進められておりま

す。その上で、児童生徒からいじめの訴えが

あった場合には、問題を軽視することなく、本

人からの丁寧な聞き取りはもちろんのこと、周

囲の友人や保護者等からも情報を収集するな

ど、事実関係の把握を正確かつ迅速に行い、対

応するよう努めております。県教育委員会とい

たしましては、いじめ問題への適切な対応に向

け、今後もさまざまな機会を捉え、各学校への

指導に努めてまいりたいと考えております。

児童生徒が発する小さなサイ○右松隆央議員

ンを見逃すことがないように、また、今、教育

長が答弁されましたけれども、教育相談におい

ても、声を上げやすい環境づくりに努めていた

だければと思います。

あわせて、常日ごろからアンケートも実施

し、いじめられている本人が相談できなくて

も、周りの生徒が気づいているケースなど、教

師が見えないところのいじめの把握も大事であ

りますし、その後の適切なフォローによって、

児童生徒との信頼関係の構築をしっかりと進め

ていただければと思います。

引き続き、いじめの構造と学級経営のあり方

について問うてまいります。いじめの構造は、

４重構造と言われております。いじめを理解す

る上で重要な視点として、いじめが意識的かつ

集団的に行われるということであります。すな

わち、いじめる側といじめられる側という二者

関係だけで成立しているのではなくて、観衆と

してはやし立てたり、おもしろがったりする存

在や、周辺で暗黙の了解を与えている傍観者の

存在によって成り立っているわけであります。

したがって、日本のいじめの多くが同じ学級の

児童生徒同士で発生することを考えると、教室

全体にいじめを許容しない雰囲気が形成され、

傍観者の中からもいじめを抑止する仲裁者があ

らわれるような学級経営を行うことが望まれる

わけであります。そこで、いじめそのものを起

こさない・許さない学級づくり、学校経営、こ

れを開発的・予防的生徒指導と言いますけれど

も、本県では、児童生徒にどのような指導を心

がけているのか、学級経営、学校経営も含めて

教育長に伺いたいと思います。

いじめを生まない土○教育長（四本 孝君）

壌をつくるために、各学校におきましては、日
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常的にいじめの問題に触れるとともに、道徳教

育や人権教育の充実により、いじめは人として

絶対に許されないとの雰囲気を学校全体に醸成

する指導を行っております。このような指導が

児童生徒の心に響くようにするためには、日ご

ろから教師との信頼関係を築くことが何より重

要でありますことから、各学校において、教師

は、児童生徒の気持ちを理解しようとする姿勢

を大切にするようにしております。また、児童

生徒が自他の個性を尊重し、互いの身になって

考え、相手のよさを認めるといった支持的な風

土がつくられることが、いじめを生まない学級

づくりにつながるため、日ごろから、好ましい

人間関係が育つよう、学級経営や学校経営に心

がけております。さらに、児童生徒が主体と

なっていじめ根絶集会を開いたり、いじめ防止

に向けたスローガンを作成するなどの取り組み

も行っており、こうした取り組みが、教室や学

校全体でいじめを許さない雰囲気づくりにつな

がってくると考えております。

「いじめは、人間として絶対○右松隆央議員

に許されない」という意識を、一人一人の児童

生徒に徹底させるとともに、教職員みずからそ

のことを自覚し、保護者や地域にも伝えていく

ことが大事であります。いじめが生じた場合

は、いじめられている児童生徒には非はないん

だという認識に立って、問題の解決を図ってい

くことが何より肝要であります。教育長が答弁

されましたように、思いやりのある学級、いじ

めが起こりにくくなる支持的風土を持った学級

づくりを、ぜひよろしくお願いいたします。

引き続き、実際にいじめが発生したときの対

応についてであります。いじめを把握したら、

組織的対応が極めて肝要になってまいります。

そこで、本県では、いじめが発生したとき、学

校としてどのような組織的対応を図っておられ

るのか、加えて、保護者並びに地域との連携に

ついてどう対処しているのか、教育長に伺いた

いと思います。

教職員がいじめの発○教育長（四本 孝君）

生を確認した場合、各学校では、管理職や関係

教諭等で構成された「いじめ不登校対策委員

会」等に直ちに報告し、情報を共有するように

しております。その後の対応についても、学級

担任等が一人で抱え込むことがないよう、役割

分担を明確にして組織的に対応するように努め

ているところであります。

また、いじめを確実に解消するためには、保

護者との連携は欠かせないものと考えておりま

す。具体的には、学校は、いじめを受けた児童

生徒や保護者の心情に寄り添い、「絶対に守

る」という学校の意思を伝え、カウンセリング

など心のケアを行うとともに、登下校や休み時

間など、学校生活の中のあらゆる場面で安全確

保に努め、安心して学校生活が送られるよう、

支援体制を整えるようにしております。同時

に、いじめを行った児童生徒や保護者にも事実

関係を伝え、児童生徒の健全な成長に向け、保

護者の協力を得ながら、適切な支援に努めてい

るところであります。さらに、開かれた学校の

観点に立ち、関係機関と綿密に連携するととも

に、家庭、学校、地域社会がそれぞれの役割を

果たし、一体となっていじめの解決に取り組ん

でいくことが必要であると考えております。

今、教育長が答弁された、聞○右松隆央議員

かれた学校の観点で、家庭、学校、地域社会が

一体となっていじめの解決に取り組む、このこ

とはとても大事なことだと思っております。

いじめの問題で、家庭、地域社会との連携に

おいて大事なことは、１つは、学校のみで解決
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することに固執してはならないということであ

り、２つ目に、学校におけるいじめの対応方

針、指導計画等の情報については、日ごろより

積極的に公表し、保護者の理解と協力をもらう

こと、３つ目に、学校と保護者や地域代表者と

の意見交換の機会を設けること、そして４つ目

に、実際にいじめが生じた際には、個人情報の

取り扱いにあくまでも留意しつつ、正確な情報

提供を行うことにより、保護者や地域住民の信

頼を確保すること、その際に、決して事実を隠

蔽するような対応は許されないこと、この４つ

が重要であると認識している次第であります。

続いて、同じく、冒頭に申し上げたインター

ネット、携帯電話の普及に伴う課題についてで

あります。昨今の報道でもいろいろと目にする

わけでありますが、インターネットやＬＩＮＥ

での書き込み、極めて卑劣な言葉の暴力によっ

て心に大きな傷を背負い、最悪の場合、落ち度

もなく将来のある子供たちが自殺に至るケース

が、後を絶たないわけであります。そこで、情

報モラルの教育は、現代社会において、教育現

場でも欠くことのできない教育になっているわ

けでありますが、とりわけ、いじめの問題にお

いてどのような指導が行われているのか、教育

長にお伺いしたいと思います。

ネット上のいじめに○教育長（四本 孝君）

は、ネットが持つ匿名性から、児童生徒が安易

に誹謗中傷などの書き込みを行うことにより、

被害者にも加害者にもなってしまうことや、不

特定多数の者からの絶え間ない誹謗中傷等によ

り、被害が短期間に極めて深刻なものとなる特

徴があります。そのため、学校においては、情

報化社会において、適切な活動を行うための考

え方などを育成する情報モラル教育が非常に重

要であると認識しております。ネット上のいじ

めを防止するため、学校においては、全ての教

科等において情報モラルについて指導してお

り、ネット利用の際のリスク回避能力を身につ

けさせるとともに、ルールを確実に守らせるよ

う、指導に努めているところであります。さら

に、県教育委員会では、情報モラル教育を推進

するために、教職員の資質向上を目指した研修

会を実施するほか、学校に対するＩＴの専門家

の派遣やネット上のパトロールに加え、警察に

よる非行防止教室に積極的に協力するなど、関

係機関や団体等とも連携を図りながら、ネット

上のいじめの問題に対して、具体的かつ実践的

な取り組みを進めているところであります。

ネット上のいじめで深刻なト○右松隆央議員

ラブルが続発しております。指導の際には、児

童生徒自身が、被害者とならない、加害者とな

らない、加害行為に手をかさないという視点を

徹底させていただいて、誹謗中傷の書き込みを

行った子供への適切な指導と、いじめを受けた

子供へのきめ細かなケアを学校全体として行

い、最後までしっかりと守り通していただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

最後に、いじめ問題への適切な対応に向けた

警察との連携についてであります。４年前の平

成25年１月24日に、警察庁から各都道府県の警

察の長に対し、「学校におけるいじめ問題対応

への通知」が出され、これまで以上に学校との

連携を強化しなければならないことが示された

ところであります。一方で、学校や教育委員会

が、警察における対応の考え方を理解し、いじ

め事案に関して、警察に対して適切に連携を求

めていくことは大変重要なことであります。そ

こで、警察と学校との連携強化によるいじめ事

案の早期把握やいじめ事案への的確な対応につ

いて、どのような取り組みが進められているの
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か、警察本部長に伺いたいと思います。

学校におけるい○警察本部長（野口 泰君）

じめ事案の早期把握及びいじめ事案への的確な

対応のためには、学校との連携が重要であると

考えております。警察と学校間におきましては､

学校・警察相互連絡制度により、日ごろから相

互に必要な情報交換に努めているのを初め、ス

クールサポーターの学校訪問による教師との情

報交換や、校内外のパトロールを通じるなどし

て、いじめを含めた各種問題事案の把握や指導

・助言を行っているところであります。いじめ

問題への対応につきましては、教育上の配慮等

の観点から、一義的には教育現場における対応

を尊重しつつ、犯罪行為がある場合には、被害

少年や保護者の意向、学校における対応状況を

踏まえながら、警察として必要な捜査、補導等

の対応をとることとしております。

ぜひ、いじめ事案において学○右松隆央議員

校との連携強化を、これからもよろしくお願い

いたします。

以上で、私の一般質問の全てを終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手）

次は、横田照夫議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 毎日、私の○横田照夫議員

家の上を、新田原基地のジェット戦闘機が大き

な音を立てて飛んでいます。私の家は、騒音補

償区域にありまして、防音工事を施してもらっ

ています。昨年の11月に防衛省が唐突に示した

新田原基地騒音補償区域見直し問題で、今、周

辺の２市３町の自治体が大きく揺れておりま

す。午前中に図師議員も触れられましたが、ま

さに対象者である私がこの質問をしないわけに

はいきませんので、まず、この問題について質

問をさせていただきます。

私の母校である佐土原小学校は、私たちのこ

ろはまだ木造校舎でした。授業中にジェット機

が飛んでくると、先生の声は全く聞こえません

でした。ジェット機は次から次に飛んできます

ので、そのたびに授業を中断せざるを得ないよ

うな状況でした。

６年生のころ、運動場に防音校舎の建設が始

まりました。不自由な生活をしましたが、新校

舎ができ上がったのは私が卒業した後でした。

中学校では、２年生のときに普通教室の防音工

事が行われ、体育館をパネル板で４等分した仮

の教室や、技術室、美術室などの特別教室を普

通教室のかわりに使いました。小中学生のころ

は、本当に不自由な学校生活だったことを覚え

ております。昭和58年ごろから民家の防音工事

も始まりましたし、各地区の公民館なども防音

施設となりました。

このように、防音工事には多大な予算が必要

ですので、どこかで線引きをする必要があるこ

とは十分に理解をしております。でも、その境

界線の内側と外側で騒音の大きさが変わるわけ

ではありません。それで、以前から境界線周辺

では大きな不公平感がありました。そこで、周

辺自治体は、騒音補償区域の拡大をずっと要望

してきました。

でも、今回、防衛省が提示したのは、それと

真逆の補償区域を半分に減らすというものでし

た。この案でいきますと、高鍋町と佐土原町は

全域が、西都市もかなりの部分が対象から外れ

ることになります。これでは周辺自治体の理解

が得られるわけがありません。確かに、ジェッ

ト機の機種が新型に変わって、騒音も若干減っ

てきているようには感じますが、でも、そうい

うものではないと思います。

以前、西都市で、ジェット機が民家に墜落
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し、４名が死傷するという事故がありました。

パイロットは、最後まで民家のない河川敷まで

機体を持っていこうと頑張った結果、脱出する

機会がおくれてしまって亡くなったと聞いた覚

えがあります。このように、地元住民は、騒音

と危険性をあわせ持ちながら、基地とつき合っ

てきているわけです。でも、みんな基地は国防

上重要な施設だという思いで、基地と良好な関

係を築くために努力をしてきましたし、今後も

そうありたいと思っています。

防衛省には、そういう地元住民の思いを十分

に酌んでいただきたいと思いますし、県にはぜ

ひ、県民サイドに立っていただき、県民の安全

・安心な生活や快適な住環境を守るために、周

辺自治体と一緒に行動をとっていただきたいと

思います。そこで、知事に、今回の騒音補償区

域見直しに対しての県の立ち位置をお伺いし、

後の質問は質問者席にてさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

新田原飛行場に係る第一種区域等の見直しに

つきましては、これまで区域拡大を求めてきま

した関係２市３町の意向や、日々騒音に悩まさ

れている地域住民の声が最も重要であるという

ふうに考えておりまして、県もこうした地域の

声を踏まえながら対応していくことが基本であ

ると考えております。こうしたことから、県に

おいては、昨年12月に、関係市町の意向を最大

限に尊重すること、地元における理解が進まな

い間は、解除告示は実施しないことなどを国に

強く要望したところであります。

これまでも、新田原基地周辺協議会に県もオ

ブザーバーで参加するなど、関係市町と連携、

情報共有を図りながら取り組んでまいりまし

た。国の動きを見きわめながら、引き続き、関

係市町と緊密に連携を図りつつ、適切に対応し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

新富町が昨年度、目視で確認○横田照夫議員

した飛行回数は約４万回だったそうですが、基

地の管制塔が離着陸を許可した回数は約２

万5,000回で、両者には１万5,000回もの開きが

あります。このことをどのように判断されます

か、危機管理統括監にお尋ねします。

飛行回数等○危機管理統括監（畑山栄介君）

の違いについては、新富町が独自に目視調査を

している年間の飛行回数と、国が市町村に交付

する特定防衛施設周辺整備調整交付金の算定基

礎とされた年間の管制回数に大きな乖離がある

として、新富町が指摘しているものでありま

す。また、今回の第一種区域等の見直しのため

の騒音度調査における年間の飛行回数は、防衛

省によると、約３万1,000回とされております。

騒音度調査の飛行回数の算定上、日々の飛行回

数の変動が大きいことを踏まえた取り扱いを

行っているということで、飛行回数等の調査、

算定の方法などには、それぞれに違いがあるも

のと考えられます。

こうした飛行回数等の違いについて、稲田防

衛大臣は、先月の衆議院予算委員会で、「騒音

度調査における飛行回数や管制回数において

は、それぞれ算定方法があるが、防衛省として

は、飛行回数等の違いについて、確認を行った

上で、地元の皆様に説明できるよう、しっかり

と取り組んでまいりたい」と答弁しておりま

す。本県としては、大臣の答弁のとおり、国に

おいて、しっかりと説明していただきたいと考

えております。

タッチ・アンド・ゴーという○横田照夫議員
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訓練があります。これは、航空機が着陸する際

に、着陸を直前で中止するということで、車輪

が滑走路に触れた瞬間に再び加速して離陸しま

す。パイロットが精通すべき技術の多くが含ま

れる複雑な作業であって、飛行訓練における必

須科目でもあるそうです。

新田原基地でも、夕方、訓練から帰ってきた

ジェット機がそのまま着陸せずに、タッチ・ア

ンド・ゴーをして何回も頭の上を回っていま

す。つまり、管制塔からの離着陸の許可は１回

でも、着陸の際、タッチ・アンド・ゴーの訓練

で何回も着陸行動を繰り返しますので、実際に

周辺上空を飛ぶ回数としてはふえるんじゃない

かと思います。新田原基地における航空機によ

る墜落事故や部品落下事故等はどういう状況で

しょうか。これも、危機管理統括監、お願いし

ます。

新田原基地○危機管理統括監（畑山栄介君）

所属の航空機による墜落事故は、昭和32年の基

地開設以来、34件発生しております。直近で陸

上に墜落した事故としては、昭和61年に西都市

に航空機１機が墜落し、操縦者１名が死亡して

おります。その後、陸上に墜落した事故はあり

ませんが、昭和62年、平成元年、５年、９年

に、航空機各１機が日向灘に墜落し、昭和62

年、平成元年の事故では、それぞれ操縦者が２

名死亡しております。また、平成11年には、航

空機１機が長崎県の西方海上で墜落し、操縦者

２名が死亡しておりますが、それ以後は墜落事

故は発生しておりません。

部品落下事故につきましては、平成26年度は

パネルなど25個、27年度はレンズなど10個、28

年度は、４月から９月までの間に、ボルトな

ど15個の部品が落下したと伺っております。

最近は、墜落事故は発生して○横田照夫議員

いないようですけど、部品落下事故は毎年発生

しています。整備員は、絶対事故は起こさない

という思いで、万全の整備をしているとは思い

ますが、でも、相手は機械です。経年劣化もあ

れば金属疲労もあるでしょう。整備のときは異

常がなくても、激しい飛行訓練の際に故障が起

こり、事故につながることも十分に考えられる

と思います。

ボルトなどの小さな部品でも、上空から落ち

てきて、例えば車のフロントガラスにでも当た

れば、大事故につながるとも考えられます。騒

音と危険性を抱えているという意味では、沖縄

の普天間基地や嘉手納基地などと何ら変わるも

のではありません。スクランブル任務を有する

主要基地の中で、新田原基地が一番周辺自治体

との関係がいいので、まず、新田原基地で実績

をつくろうとしているのではないかという意見

もありますけど、知事はどう考えられますか。

第一種区域等の見直し○知事（河野俊嗣君）

につきましては、全国的に逐次実施されている

ものでありまして、新田原飛行場については、

平成25年度の飛行教育体制の見直しに伴う部隊

の改編によりまして、騒音状況に変化が予想さ

れたことなどから、平成26年度から27年度にか

けて、騒音度調査を実施したというふうに伺っ

ております。全国の在日米軍再編に係る訓練移

転先である６基地の中では、新田原が最初の見

直しとなりますが、国は、周辺自治体と基地と

の関係が理由ではないとしております。

いずれにせよ、新田原基地と周辺自治体と

が、長年にわたる取り組みにより、良好な関係

が築かれてきたものというふうに考えておりま

して、これを維持することは大変重要なことで

あろうかと思っております。国においては、関

係市町、地域住民の声によく耳を傾け、地元の
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理解をしっかり得ていただきたいと考えており

ます。

全国の航空自衛隊６基地周辺○横田照夫議員

自治体の協議会で、歩調を合わせるという確認

もされたようです。まず、新田原基地で実績を

つくってからということでは進まないと思いま

す。また、周辺住民や自治体が基地と良好な関

係にあるのは、基地隊員も含めて、双方がそれ

なりの努力をしてきているからです。そういう

努力を利用するというようなことがあってはな

らないと思います。

防衛省は、２月13日からの10日間で騒音の体

感・測定調査をしました。これは、地元関係者

から、騒音の現状を体感して実情を理解してほ

しいとの要望に応じて行われたものです。防衛

省は、３月までに行うとしていた現行区域の解

除告示は強行せず、この体感調査の結果を踏ま

え、住民と意思疎通を図り、しっかり取り組む

と言っていますが、これには見直し案の白紙撤

回も含まれていると考えていいものでしょう

か、知事にお伺いします。

先月の衆議院予算委員○知事（河野俊嗣君）

会で、防衛省の担当局長は、「３月の告示解除

を見送り、現在実施中の体感調査の結果などを

踏まえ、関係自治体及び住民の皆様と意思疎通

を図り、しっかり取り組んでまいりたい」と答

弁しております。この中で、関係市町が要望し

ております白紙撤回を含むのか否か、具体的に

は言及されておらず、この点について、現時点

では明確な回答はなされておりません。

県としましては、体感調査の結果などを踏ま

え、国がどのような対応を行うのか、引き続き

注視していきますとともに、国に対しては、関

係市町の意向を最大限尊重し、真摯に対応して

いただくよう、引き続き強く求めてまいりたい

と考えております。

地元関係者が騒音の現状を体○横田照夫議員

感して実情を理解してほしいと要望されたとい

うことは、その中には、白紙撤回してほしいと

いう強い思いが入っているのだと思います。不

満に対してのガス抜きのような意味合いで体感

調査をして、結果、解除告示をちょっとだけ延

期したということではいけないと思います。

また、航空自衛隊のスクランブル回数は、今

年度1,000回以上となっておりまして、冷戦時代

を超えて過去最多となっているそうです。区域

を縮小させる理由の一つに、飛行回数の減少も

挙げられていますが、近隣諸国との緊張関係が

厳しくなっている現状を考えると、日米共同訓

練も含めて、これまで以上に飛行回数がふえる

可能性もあるのではないでしょうか。

私たちは防衛議員連盟をつくっています。防

衛議員連盟は、自衛隊が活動しやすい環境をつ

くるために活動する団体です。知事も宮崎県防

衛協会の会長をしておられますが、防衛協会も

同じような目的を持つ団体ではないでしょう

か。基地は、周辺住民と良好な関係を保てて、

またそういう環境の中で、初めてその機能を十

分に発揮できるものではないかと思います。防

衛施策は確かに国の専権事項ではありますが、

新田原基地の機能を十分に発揮してもらうため

にも、知事にはぜひ県民の先頭に立っていただ

き、見直し案の白紙撤回に向けて行動をしてい

ただきたいと思います。

次に、建設技能労働者確保について、県土整

備部長にお尋ねします。

県は今年度、最低制限価格の見直しの必要性

を検討するために、建設工事のコスト調査を実

施しました。徳重議員の質問にもありました

が、次の質問につなげるために、改めてその結
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果をお伺いします。

今回のコス○県土整備部長（東 憲之介君）

ト調査につきましては、平成27年４月以降に発

注し、28年６月までに完成した1,172件の工事の

うち、303件を抽出し、有効データ217件につい

て集計・分析を行っており、あわせて、収支結

果に対するアンケート調査も実施したところで

あります。調査結果としましては、収支がプラ

スとなった工事の件数が176件で全体の81％、マ

イナスとなった工事の件数が41件で19％であ

り、全体の平均損益率がプラス８％となってお

ります。

また、アンケート調査では、収支がプラスの

主な理由として、「工期短縮が図られた」など

の意見や、マイナスの主な理由として、「予定

価格や設計変更に要因がある」などの意見をい

ただいたところであります。

その結果をどう判断し、それ○横田照夫議員

を踏まえて、最低制限価格を見直すことになっ

たのかどうかをお伺いいたします。

数年前に他○県土整備部長（東 憲之介君）

県が行ったコスト調査におきましては、収支が

マイナスとなった工事が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まして、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、本県における建設業の経営状

況につきましても、企業の収益性をあらわす

「総資本経常利益率」などの経営指標や倒産件

数などの推移を見ますと、回復傾向にあるので

はないかと考えております。

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、国の水準よりも高くなっている

ところであります。これらを総合的に勘案いた

しまして、現在のところ、最低制限価格の水準

を見直す状況にはないと判断したところであり

ます。

今、建設産業では、どの技能○横田照夫議員

分野も技能労働者の育成・確保が大きな問題と

なっています。県としては、技能労働者を初

め、建設産業の担い手の育成・確保が進まない

要因をどのように考えておられるのでしょう

か。

県内の建設○県土整備部長（東 憲之介君）

産業における技能労働者等については、有効求

人倍率が他の産業に比べて高い水準で推移し、

業界団体との意見交換の中でも、若年者の確保

が難しいといった御意見を伺っておりまして、

担い手の育成・確保は喫緊の課題であると認識

しているところであります。

建設産業において、担い手の育成・確保が進

まない要因としましては、少子高齢化の急速な

進行により、産業間の人材獲得競争が厳しさを

増す中で、他の産業と比べると、賃金水準や完

全週休２日制の導入率が低いこと、年間の労働

時間が長いことなどが影響していると考えてお

ります。

確かに日本建設業連合会も、○横田照夫議員

人材の育成・確保に関して、年間労務賃金水準

を全産業労働者平均レベル（約530万円）となる

ように努める、適正な受注活動等により技能労

働者の社会保険加入に必要な法定福利費を確保

する、作業所の全日曜日の閉所、土曜日の月２

回閉所を目指すなどを挙げておられます。

現在、最低制限価格は、建設工事で予定価格

のおおむね90％程度、建設関連業務で80～85％

程度となっていて、ほとんどの入札で最低制限

価格に張りつくような応札状況になっていま
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す。当然、発注者は、適正な労務賃金や法定福

利費も予定価格に反映させておられると思いま

すが、入札結果により差し引かれた10％の中

に、それが入っているのではないかと思えてし

ようがありません。

全産業と比べて高齢化が著しい建設産業は、

今後、高齢者の大量離職時代が確実に到来しま

す。技能労働者が育たずに、技能の継承ができ

なかったら、そのしわ寄せを受けるのは、施設

の利用者である県民です。県民がそういう不利

益をこうむらないような技術の継承を進めるた

めにも、技能労働者を初め、建設産業の担い手

の育成・確保ができるような最低制限価格の見

直しを含む入札制度のあり方を検討すべきと思

いますが、いかがでしょうか。

社会資本整○県土整備部長（東 憲之介君）

備や防災・減災を担う建設産業における担い手

の育成・確保は大変重要であると認識してお

り、これまでも入札制度などにおいて、設計労

務単価の引き上げや、総合評価落札方式による

若手技術者の育成支援のほか、本年度から、週

休２日モデル工事や、女性技術者等の職場環境

を改善するモデル工事の試行に取り組むなど、

雇用環境の整備に努めているところでありま

す。

また、今回、最低制限価格につきましては、

見直す状況にないと判断しているところであり

ますが、コスト調査の結果を踏まえ、引き続

き、「適正な予定価格の設定」や「適切な設計

変更」などに、より一層努めていくこととして

おります。県としましては、今後とも、建設関

係団体と連携を図り、技能労働者を初めとする

建設産業の担い手の育成・確保に努めるととも

に、企業の経営基盤強化など、建設産業の健全

な育成にしっかりと取り組んでいきたいと考え

ております。

例えば、県がある建物をつく○横田照夫議員

るときに1,000万円かかると積算したら、業者

だって1,000万円かかると思うんですよね。入札

での競争の中で、技術力や効率化などの経営努

力で若干の軽減はできるかもしれませんし、そ

れが入札制度の目的でもあると思います。で

も、経営努力で軽減できるのはあくまでも若干

で、ほとんどの工事で10％も軽減できるもので

はないのではないでしょうか。ほとんどの応札

が最低制限価格近くに張りつくのは、そこに入

れないと仕事がとれないからであって、経営努

力によるものではないというふうに思います。

最低制限価格は、これ以上低くなったら品質

の確保が難しいというラインだと思います。で

すから、入札のほとんどが最低制限価格ぎりぎ

りでの落札になれば、必ずどこかに無理が生じ

るのではないでしょうか。その無理が、技能労

働者の賃金や社会保険などの処遇に来ているよ

うに思えて仕方がありません。

今回のコスト調査で、現在のところ、最低制

限価格の水準そのものを見直す状況にはないと

判断されたようですけど、それは調査の結果で

の判断ですので尊重しますが、技能労働者を

しっかり育成・確保して、建設産業を将来的に

も維持発展させるためという観点からも、引き

続き、入札制度のあり方の検討を続けていただ

きたいと思います。

次に、クロピラリドについて、農政水産部長

にお尋ねします。

最近、クロピラリドという除草剤の存在を初

めて知りました。クロピラリドとは、アザミや

クローバー等の広葉雑草を枯らす選択性の除草

剤で、日本での登録はないようですけど、アメ

リカやカナダ、オーストラリアなどでは、麦
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類、トウモロコシ、牧草等に登録されていま

す。人の健康や家畜の健康、肉・乳等の畜産物

の品質・安全性に影響する危険性はないと言わ

れておりますけど、クロピラリドが残留した飼

料を食べた家畜のふん尿を原料としてつくられ

た堆肥を施肥して育ったスイートピーやトマト

などの作物に、生育障害が発生することがある

そうです。そこで質問ですけど、クロピラリド

が国内で使用が認められていない理由は何なの

でしょうか。

クロピラリド○農政水産部長（郡司行敏君）

は、御質問にもありましたように、アメリカ等

で製造された除草剤であり、国内で使用するた

めには、輸入業者等が農薬取締法に基づき、農

林水産大臣の登録を受ける必要がございます。

しかしながら、国内では既に、飼料作物等の生

産に使用できる効果的な除草剤がありますこと

から、生産者団体等からクロピラリドについて

の登録要請はなされておらず、結果的に登録農

薬でないことから、使用は認められていないと

ころでございます。

クロピラリドが原因で、ミニ○横田照夫議員

トマトやスイートピー等に生育障害が発生した

と疑われる事例が、全国的に確認されているそ

うですけど、いつごろから確認され始めたので

しょうか。

クロピラリド○農政水産部長（郡司行敏君）

が原因と疑われる生育障害は、平成17年度に初

めて他県のミニトマトで確認され、これまで

に、本県を含め、全国で36件確認されておりま

す。また、本県では、平成26年度に初めてミニ

トマトで２件確認され、次いで本年度、障害の

程度が軽微なものも含めますと、ミニトマトで

３件、スイートピーで７件の発生を確認したと

ころであります。なお、そのほとんどは、早期

の植えかえ等により、被害は最小限に食いとめ

られておりますが、今回、経営に大きな影響を

与えた事例も発生したところであります。

クロピラリドの耐性として、○横田照夫議員

本県主産品では、トマト、スイートピー等が極

弱、ピーマン等が弱、キュウリ、メロン、ニガ

ウリ、たばこ等が中となっていますけど、弱や

中の品目に障害は出ていないのでしょうか。

本県では、ミ○農政水産部長（郡司行敏君）

ニトマト及びスイートピー以外の品目での発生

は確認されておりません。一方、全国では、ト

マト類での発生が多く、これ以外の品目として

は、ナス、ピーマン、トウガラシ等で発生が確

認されているところであります。

我が国の大型畜産農家は肥育○横田照夫議員

が中心ですが、使っている飼料の９割弱はこれ

らの国から輸入しています。それらの飼料のど

れくらいにクロピラリドが使われているのかは

わかりませんが、使われている可能性も十分あ

りますので、非常に不安です。もしクロピラリ

ド問題で堆肥がはけなかったら、畜産経営はそ

れだけで行き詰まってしまいます。そこで、ク

ロピラリド対策に今後どう取り組んでいかれる

のかお尋ねします。

本県農業にお○農政水産部長（郡司行敏君）

いて、耕畜連携による牛ふん堆肥の土づくりへ

の有効活用は、今後とも大変重要な取り組みで

あると考えております。一方、クロピラリドに

ついては、水溶性のため、これまで露地品目で

の発生は認められていないこと、それから施設

園芸におきましては、ナス科やマメ科の特定品

目で生育障害が確認されていること等の情報

を、農家を初め、関係者に広く周知する必要が

あると考えております。

今後の対策といたしましては、畜産農家にお
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いて、クロピラリドの残留可能性の有無につい

て、園芸農家に確実に伝える仕組みづくりを現

在進めているところであり、また、園芸農家に

おいては、クロピラリドに感受性の強い植物を

使った生物検定による事前チェックを推進する

こととしております。県といたしましては、こ

れらを対策マニュアルとして早急に整備し、そ

の周知徹底を図るとともに、国を初め、関係機

関・団体と連携しながら、畜産農家と園芸農家

の両方に影響が出ることのないよう、しっかり

取り組んでまいりたいと考えております。

農業者からは、このような被○横田照夫議員

害が発生した際に、被害農家に対する何らかの

補償を求める声も聞かれますが、どのように考

えておられるかお伺いします。

補償といいま○農政水産部長（郡司行敏君）

すと、農業経営のセーフティーネットである農

業共済制度をすぐ思い出すわけでございます

が、現在の農業共済制度につきましては、自然

災害や病害虫による減収等を対象としており、

今回のクロピラリドによる生育障害を原因とす

る収入減少は、補償の対象となっておらず、現

状では、対応できる制度がない状況でございま

す。

このため、県といたしましては、国を初め、

関係機関・団体等と連携しながら、経営損失に

つながるような障害の再発防止に向けて、繰り

返し啓発を行いますとともに、クロピラリドを

吸着する資材の効果の検証など、発生した場合

の影響を軽減する技術検討を進めているところ

であります。

なお、補償につきましては、現在、国で検討

が進められている「収入保険制度」が、農業経

営全体を対象として減収を補償する制度になる

見込みであることから、今後、その補償範囲を

しっかり注視してまいりたいと考えているとこ

ろです。

今のところ、被害が発生した○横田照夫議員

場合でも補償はないということですので、発生

を未然に防ぐことが大事だと思います。そのた

めには、畜産農家は、堆肥にクロピラリドが

入っているかどうかを確認し、もし入っておれ

ば、そのことを園芸農家に伝え、園芸農家は、

これからつくろうとしている作物にクロピラリ

ドの耐性があるのかどうかを把握した上で作業

にかかるということかなと思います。

畜産農家も園芸農家も、堆肥や土壌の成分検

査をしっかり行うなど、やるべきことをしっか

りやれば、そう心配することはないのではない

でしょうか。まだ全国的にも発生件数は少なく

て、余り過敏に反応する必要もないような気も

しますので、農家等に正確な情報を周知してい

ただきますようお願いいたします。

次は、宮崎国体デモ競技等について、教育長

にお尋ねします。

２巡目国体が2026年に内定して、多くの県民

が大いに楽しみにしておられることと思いま

す。また、２巡目国体を絶好の機会と捉え、こ

の機会にしっかりとアピールしたいと考えてお

られる競技団体もあるのではないでしょうか。

そこでお尋ねしますが、国体の正式競技はどの

ように決定されるのでしょうか。

国体では、現在、正○教育長（四本 孝君）

式競技として、陸上競技や水泳など、40競技が

実施されております。その選定基準としては、

日本体育協会に加盟している競技団体の競技で

あること、全ての都道府県にその競技団体が存

在するとともに、各都道府県の体育協会にも加

盟していることなどとなっております。

なお、正式競技の決定につきましては、日本
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体育協会が設置している国体委員会の中で審議

されており、本県で開催されます２巡目国体の

正式競技につきましては、来年度中には決定さ

れる予定となっております。

正式競技とは別に、デモンス○横田照夫議員

トレーションスポーツというものがあるそうで

すが、どのようなものでしょうか。

国体において実施さ○教育長（四本 孝君）

れる競技は４つに分かれておりまして、競技性

の高い「正式競技」、普及を目的とした「公開

競技」、地方スポーツの振興のための「デモン

ストレーションスポーツ」、高校野球を対象と

した「特別競技」となっております。その中で

も、デモンストレーションスポーツにつきまし

ては、国体を実施する都道府県の体育協会に加

盟している競技団体の競技の中から選定するこ

ととなっており、参加者の対象は、開催地の都

道府県内に居住している者とされております。

なお、昨年の岩手国体では、デモンストレー

ションスポーツとして、ウオーキングやエアロ

ビック、ソフトバレーボールなど、29競技が行

われております。

国体に関しては、マスコミ報○横田照夫議員

道も正式競技のことがほとんどで、デモンスト

レーションスポーツのことは全然知りませんで

した。国体開催を機に、県民みんなでいろんな

スポーツに触れ合い、健康を高めていこうとい

うことだと思います。早い段階で、国体の全体

像を県民に周知し、機運を盛り上げていきたい

ものだと思います。

昭和54年の宮崎国体では、ふるさと紹介とし

て、全国から集まった選手団に四半的弓道を見

ていただいたそうです。本県が発祥の地である

四半的弓道は、宮崎国体で紹介された後は、武

道として、またスポーツとして、熊本県や鹿児

島県を初め、北海道、関東、近畿地方にも愛好

団体ができているそうです。

四半的弓道の競技団体は、２巡目国体を機

に、さらに四半的弓道を全国に普及させたいと

いう思いを持っておられます。デモンストレー

ションスポーツは、県民が対象で、県民が楽し

むものということですが、四半的弓道を２巡目

宮崎国体の開会式で紹介したり、天皇杯には含

まないけど、県外の競技者にも参加してもらえ

る競技として扱ってもらうことはできないもの

でしょうか。

昭和54年に開催され○教育長（四本 孝君）

ました宮崎国体の開会式では、議員がおっしゃ

いましたように、四半的弓道のほか、小・中・

高校生等による集団演技や、高千穂神楽、ひえ

つき節といった、本県の代表的な郷土芸能が紹

介されております。２巡目国体の開会式におい

ても、宮崎の魅力や自然・文化のすばらしさを

全国に発信する絶好の機会であると考えており

ますので、その内容につきましては、来年度立

ち上げます県準備委員会で、今後しっかりと検

討してまいりたいと考えております。

また、四半的弓道を県外の競技者が参加でき

る競技とするためには、正式競技や公開競技と

して実施する必要があるわけでありますが、そ

れらの基準が「日本体育協会に加盟する競技団

体の競技」となっておりますことから、現在の

状況では難しいものと考えております。

先日の宮日新聞の「窓」の欄○横田照夫議員

に、73歳の男性の投稿が載っておりまして、

「１試合30回の矢を射ると、緊張と弛緩の繰り

返しが心と体の両面にとてもいいと感じてい

る」とありました。高齢者社会となった今、健

康維持と娯楽を兼ねた運動として、四半的弓道

は最適なスポーツだと思いますし、いつでも、
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どこでも、一人でも練習できる四半的弓道を全

国に普及させたいものだと考えます。昨年、青

島であった九州知事会で、参加者に四半的弓道

を体験してもらったそうです。河野知事も体験

されたことがあるそうですが、知事の感想をお

聞かせください。

私も毎年、ねんりん○知事（河野俊嗣君）

ピックで、四半的弓道の矢渡しをさせていただ

いております。昨年度は、放った４本の矢は全

て外れたわけでありますが、今年度は、何とか

当たって、これは大いに感激したところであり

ます。

本県発祥の四半的弓道は、御指摘のように、

男女、年齢を問わず、いつでも、どこでも、誰

もが手軽に楽しめるスポーツであるというふう

に考えております。また、特に海外からのお客

様には、日本の伝統に手軽に触れていただくこ

とができる気軽なアトラクション、宮崎ならで

はの観光資源にもなるのではないかと期待して

おるところであります。

今御指摘がありました昨年の九州知事会、こ

れは私が指示しまして、競技団体の方にも協力

いただきながら、ＡＮＡホリデイ・インリゾー

トで、懇親会が始まる前に、ほかの県の知事や

経済界の代表の皆さんに少し楽しんでいただき

ましたが、好評いただいたところであります。

本県では、年間を通して大会が開催されてお

りますし、競技団体の御努力もあって、愛好家

も数多くおられるわけであります。今後、四半

的弓道が、国内外の多くの皆様に楽しんでいた

だけるスポーツとして、また、宮崎を訪れたと

きの観光資源、アトラクションとして楽しんで

いただけるような広がりを持てるように、期待

してまいりたいと考えております。

日南地方では、今でも伝統を○横田照夫議員

受け継いで、焼酎を飲みながら楽しんでいるグ

ループもありまして、地域の観光振興に大きく

寄与しておられますが、一方で、スポーツとし

て競技しておられる皆さんは、焼酎などは一切

飲まれません。

今回の要望は、そのスポーツ競技としての四

半的弓道を国体に取り入れてほしいということ

です。でも、今の教育長の答弁を聞きますと、

県外の競技者に参加してもらうためには、「日

本体育協会に加盟する競技団体の競技」という

基準があって、四半的弓道は、今のところ、そ

の基準に見合っていないようですので、ちょっ

と難しいのかなとも思います。

でも、開会式や各市町村での競技会場等で県

内外の皆さんに体験してもらうことは、可能性

としてあるのではないかと思います。知事も言

われましたように、今後、四半的弓道が国内外

の多くの皆さんに楽しんでいただけるスポーツ

としてさらに発展していけるよう、競技団体か

らの相談にも乗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。

最後に、「ゆたかさ指標」についてお尋ねし

ます。

私が初めて選挙に出るときに、後援会の皆さ

んから「何かキャッチフレーズになるものを考

えてはどうか」と言われまして、「心豊かに暮

らそうよ」という言葉を考えました。それを後

援会の皆さんに見てもらいましたら、「何かそ

ら。もっとぴしっとしたものは考えられんと

か」と言われました。でも、どんなに考えて

も、それしか浮かんでこなくて、そう言いまし

たら、「まあ、おまえらしくていいか」と言っ

てもらいまして、それからずっと「心豊かに暮

らそうよ」という言葉をキャッチフレーズとし

て使っています。
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私は、これまで「宮崎の価値」といった項目

で一般質問でも取り上げましたし、これまで一

貫して、そういう思いをもとに活動してきたと

考えております。私のキャッチフレーズである

「心豊かに暮らそうよ」には、確かに県民所得

は少ないんだけど、それを補うに余りある豊か

さがある宮崎県にしたい、そういう思いが入っ

ています。その「ゆたかさ」を今回、「ゆたか

さ指標」として見える化、標準化していただい

たということは、画期的なことで、大変うれし

く思っております。

この「ゆたかさ指標」では、「県民の「目に

見えるゆたかさ」指標」と「県民が伝えたい

「心で感じるゆたかさ」指標」の２種類の指標

が示されています。「目に見えるゆたかさ」で

は、全体を総合した「ゆたかさ指数」は51.2で

全国10位となっており、「経済」など厳しい分

野もあるものの、それを補う「ゆたかさ」が存

在するとあります。まさに私のキャッチフレー

ズの思いと一致しており、うれしい限りです。

そこで、知事にお尋ねしますが、知事は、「県

民の「目に見えるゆたかさ」指標」を見て、全

体的にどう感じておられますか、所感をお聞か

せください。

私は、人口の減少であ○知事（河野俊嗣君）

りますとか経済成長の低迷、また国際情勢も混

迷する中で、日本という国のこれから目指すべ

き社会像が、なかなか見えにくくなっているの

ではないかなと感じるところであります。その

ため、「幸せとは何か」、また「真に豊かな暮

らしとは何か」について、県民一人一人に改め

て考えていただきたい、そして、希望ある宮崎

県の未来像を具体化していく、そのようなこと

が必要であろうと考えたところであります。

しかしながら、「ゆたかさ」というものは、

人それぞれに感じ方や大切に思う部分が異なり

ます。まずは、「ゆたかさ」を考えるベースと

して、さまざまな事象を客観的なデータで捉え

た「県民の「目に見えるゆたかさ」指標」を作

成したところであります。この指標を通じまし

て、総合的な視点から本県の「ゆたかさ」の姿

を捉えることができたのではないか、また、

「ゆたかさ」について語り合いやすくなったの

ではないかと感じているところであります。

今、議員の先見の明に敬意を表するところであ

りますが、多くの皆さんが、本県のよさや日々

の暮らしを見詰め直し、地域への愛着と誇りを

育むきっかけになればと考えております。

褒めていただいてありがとう○横田照夫議員

ございます。

もう一方の「県民が伝えたい「心で感じるゆ

たかさ」指標」の結果に対しては、どのような

所感を持っておられますか、これも知事にお伺

いします。

「ゆたかさ指標」につ○知事（河野俊嗣君）

いて、さまざまな角度から検討する中で、私も

常々感じておりましたが、人柄のよさ、県民性

のよさ、温かさとか、それから食べ物のおいし

さなど、「公的な統計データではあらわれない

本県のよいところがたくさんあるのではない

か」と、そのような御意見をいただいたところ

であります。

そうした本県のよさをあらわすものとして、

民間の調査データなども用いながら、「県民が

伝えたい「心で感じるゆたかさ」指標」をまと

めたところであります。この中では、例えば、

「地元産の食材が豊富なこと」を誇りに思う割

合が全国３位であるとか、「人のよさや優し

さ、おもてなしがよいこと」を誇りに思う割合

が全国１位といったデータがあるわけでありま
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して、内面的な「ゆたかさ」も再確認すること

ができたのではないかと考えております。

今回取り上げたデータ以外にも、まだまだ本

県の魅力を示すものがあろうかと思いますの

で、こうした指標の充実を図りながら、大事な

ことは、本県の価値を県民自身も認識し、そし

て県外に向けてもしっかりとアピールしてまい

りたいと考えております。

この指標の中で、「経済」○横田照夫議員

「時間」「くらしの便」「安心なくらし」の４

分野が全国平均を下回っており、特に「経済」

と「くらしの便」の分野で「ゆたかさ」が見え

にくいとなっています。

宮崎県には、消費者物価指数が全国一低いこ

ととか通勤時間が全国一短いことなど、暮らし

やすさにつながるようなランキング結果があり

ます。また、パソコンやタブレット等を所有さ

えすればインターネットにつながる環境があ

り、生活していく上では不便さを感じていませ

ん。加えて、交通事故の多さに関する指標も全

国と比べて随分悪い数値になっていますけど、

以前と比べると、「近年、発生件数は大きく減

少しているのに何で」という感覚を覚えます。

「ゆたかさ指標」には、本県のよさをアピー

ルする目的があるのに、逆効果ではないかとも

感じてしまいますが、このような実感が湧かな

い、また、マイナスイメージにもつながりかね

ない指標が取り上げられた理由と、このような

指標の改善にどう取り組んでいくのか、総合政

策部長にお伺いします。

本当の意味で○総合政策部長（永山英也君）

の「ゆたかさ」を実現していくためには、経済

だけでなく、地域のつながりや健康など、さま

ざまな角度から現状を客観的に捉え、よい点は

さらに伸ばし、また、課題については改善を

図っていくことが大切であると考えます。

そのため、指標の作成に当たりましては、県

内各地で、県民が実感している「ゆたかさ」や

充実・実現を望む「ゆたかさ」について意見交

換を行い、それを踏まえて、「経済」や「人を

育む力」など７つの分野を設定しますととも

に、統計学の手法を用いまして、各分野の状況

を示す代表的な統計データを選定いたしまし

た。

その結果、御指摘がありましたインターネッ

トや交通事故など、本県にとっては課題がある

ことを示すデータについても採用することと

なったところであります。こうした課題の面に

つきましては、県民を初め、企業や団体の皆さ

んともこれを共有し、改善に向けて、ともに取

り組んでまいりたいと考えております。

心の豊かさは、「目に見える○横田照夫議員

ゆたかさ」指標にあるような数字のもとに膨ら

んでいくものだと思います。「人を育む力」や

「健康」「自然」をさらに伸ばして、「経済」

「時間」「くらしの便」「安心なくらし」を改

善して、若者が地元に残りたいような、都会に

出て行った人がまた帰ってきたいような、県外

の人に宮崎のよさを聞かれたとき即答できるよ

うな、さらに、県外の人が移住したいと思って

くれるような、そんな宮崎県にしたいものだと

思います。これらの結果は、県民が共有するこ

とが大事です。県民にどのように周知していく

のか、また、この「ゆたかさ指標」を今後どの

ように活用していくのか、改めて、総合政策部

長、お聞かせください。

「ゆたかさ指○総合政策部長（永山英也君）

標」によって明らかになりました、本県のよ

さ、課題につきましては、今後、例えば、経済

の豊かさにつながる産業振興を通じた所得の向

平成29年３月６日(月)
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上や、時間の豊かさにつながる文化・芸術に触

れる機会をふやす施策などの検討に生かしてま

いりたいと考えております。また、県民の皆様

と「ゆたかさ」を共有していくことが大変重要

であります。

このため、家庭や地域、学校など、さまざま

な場面で「ゆたかさ」について改めて考え、意

見を交わしていただけるよう、わかりやすい資

料を作成して周知を図り、県民の皆様とのさま

ざまな意見交換会を通じて、協働型の県づくり

を進めてまいりたいと考えております。

さらに、「県民が伝えたい「心で感じるゆた

かさ」指標」にあります、例えば、「結婚・子

育て生活のゆたかさ」「人柄の良さのゆたか

さ」などといったよい面につきましては、移住

フェアや就職説明会など、さまざまな機会を通

じて、県内外に積極的にアピールしてまいりた

いと考えております。

「県民が伝えたい「心で感じ○横田照夫議員

るゆたかさ」指標」の中に、「方言のかわい

さ」が自慢できる割合が19％で全国４位とあり

ます。これはソニー生命保険株式会社が調べた

生活意識調査の結果だそうですので、かなり信

憑性は高いと思います。以前、テレビの某番組

で、「女の子が使うとかわいい方言ランキン

グ」というのを取り上げていて、宮崎県は15位

だったそうです。客観的にもかなり上位にある

なと思いました。

昨年の３月まで、「てげてげ運転追放」とい

う宮崎弁の交通安全標語が使われていました。

交通事故の主要因である緊張感を欠く運転をな

くそうと、宮崎県民に親しみやすい標語として

７年間使われました。でも、県外の人に意味が

伝わりにくいということで、昨年３月いっぱい

で廃止になりました。

でも、私は、この「てげてげ運転追放」とい

う標語は大変好きでした。もちろん「てげてげ

運転」をしてはいけませんが、何となくぼやっ

としたファジー感覚といいますか、そういう宮

崎人気質が大変好きです。こせこせ、ぎすぎす

しない「てげてげな生活」も、宮崎の豊かさの

一つではないでしょうか。ちょっと早目ですけ

ど、質問もてげひんだれたかい、もうてげてげ

でやめちょきますわ。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問及

び議案・請願の委員会付託であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時45分散会


