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平 成 2 9 年 ３ 月 ７ 日 （ 火 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、一般質問及び議案・請願の委

員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、重

松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。公明党宮崎県議団、重松幸次郎で

ございます。一般質問最終日となりました。通

告に従い順次質問をしてまいりますので、知事

を初め、関係部長の明快な御答弁をお願いいた

します。

私は先月、全国災害ボランティア議員連盟の

呼びかけで、地震・津波・台風による土砂災

害、そして火山噴火と、全ての種類の災害が過

去に起こっている、東京都の伊豆大島での研修

会に参加してまいりました。伊豆大島は、東京

都心から南へ120キロの太平洋に浮かぶ島、南北

約15キロ、東西約９キロ、人口は昨年９月現在

で8,365人、2010年に日本ジオパークに認定さ

れ、温暖な海洋性気候で、都心のリゾート地と

して親しまれています。

折しも１月29日から３月26日にかけて、1,450

種、約300万本のツバキが見ごろを迎える椿まつ

りが開催されており、フェリー乗り場や観光ス

ポットには、紺がすりの着物に前垂れ、頭にツ

バキの花柄手拭いという伝統衣装を着た「椿あ

んこさん」が出迎えていて、都はるみの「アン

コ椿は恋の花」のメロディーがフェリー乗り場

に流れていました。あんこさんとは、目上のお

姉さん、あねさんがあんこさんになまったとい

うふうに言われております。

さて、伊豆大島の自然災害の歴史は、約300年

前の元禄地震のときに、島の北部、岡田地区

で、高さ10メートルの津波が来て、56名の島民

が亡くなったとの記録があります。また、今か

ら29年前の1986年（昭和61年）11月15日、三原

山が1974年（昭和49年）以来12年ぶりに噴火

し、当時、約１万人の全島民は、救助船と観光

客船で脱出し、１カ月間の避難生活を余儀なく

されております。

さらに直近では、2013年（平成25年）10月16

日未明、台風26号による記録的大雨（１時間雨

量122ミリ、24時間降水量824ミリの観測史上１

位）に見舞われ、島の西部において、三原山の

中腹が幅950メートルにわたって崩落し、土石流

による死者・行方不明者39名の人的被害が起

こっております。このとき、特別警戒情報や避

難勧告が出なかったことで、避難発令のあり方

が大きく報道されております。

研修会では、１日目に、先ほどの過去の被災

概況と災害ボランティアの活動記録を学び、現

在も行われているダイナミックな導流堤や表面

浸食防止工などの砂防工事を見学、２日目は、

三原山噴火による火山監視体制の現況などを学

びました。全国から集った約50名の県・市区町

の議員さんと意見交換、防災や災害時支援のあ

り方を語り合う有意義な研修会でありました。

災害の教訓を忘れないことを肝に銘じながら、

質問に入らせていただきます。

まず初めに、平成29年度当初予算についてで

あります。

当初予算の概要については、昨日まで幾つか

の質問・答弁が行われたところでありますが、

平成29年度は、人口減少と中山間地域対策の強

化、世界ブランドのみやざきづくり、成長産業

の育成加速化の３つを重点政策として掲げ、

「未来志向の地方創生に取り組む予算」とされ

平成29年３月７日(火)
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たところです。

厳しい財政状況の中、本県の自然や気候風

土、所得だけではない「暮らしやすい豊かさ」

をアピールして、ＵＩＪターン、移住・定住に

力を入れ、特に県内外の若者が宮崎で働くこと

ができる環境をつくり、人手不足を解消し、地

域の活力を高めていくことに総力を挙げて取り

組むことと理解いたします。そこで、改めて、

特別枠の中の一つ、「「みやざき創生」の加速

化」とあわせて、「「みやざき新時代」への

チャレンジ」を設置した目的と、平成29年度の

特徴的な事業について、知事にお伺いします。

以上を壇上の質問として、以下、質問者席か

ら行います。（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。

「「みやざき新時代」へのチャレンジ」につ

いてであります。この事業は、厳しい財政状況

の中で、どうしても予算要求枠、シーリングを

設定せざるを得ないわけでありますが、通常の

要求枠では要求しにくいアイデアや、次年度以

降の事業展開につなげていくための取り組み

を、通常の新規・改善事業とは別枠で予算化し

たものであります。厳しい財政状況の中でも、

しっかりと知恵や工夫を出していこうという事

業であります。また、知事ヒアリングにおい

て、事業を担当する職員から直接説明を聞くこ

とで、私がその思いや熱意を感じ、受け取るこ

とができるということも大きな特徴であろうと

考えております。

今回の事業の中で、例えば、サーフィン環境

を整える「サーフコーストみやざき」づくり事

業は、担当課からは別の形で予算要求があった

ものを、ヒアリングした上で議論し、昨日も議

論がありましたが、日向市でジュニアの世界大

会が開かれる、そのような機運を捉まえて、事

業を再構築して予算化したものであります。

また、警察本部から提案されました、「年齢

及び出身地推定法確立のためのＤＮＡ研究事

業」のような、新しいことに意欲的にチャレン

ジしようとする取り組み、最初にこれをヒアリ

ングで聞きましたときは、どうして国が事業化

しないのかという議論もしたわけであります

が、県が大学の蓄積等も踏まえて率先して取り

組んでいこう、全国のトップを走っていこうと

いう意欲的な取り組みというものを評価し、予

算化したところであります。

平成29年度は、17の事業、約1.5億円を措置い

たしましたが、「「みやざき新時代」へのチャ

レンジ」という名前にふさわしい事業が構築で

きたのではないかと考えているところでありま

す。以上であります〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

若手県職員のアイデアを募り、知事がその思

い、熱意を受けとめていただくことは、職員に

とっては大変仕事へのモチベーションが上がる

ものと期待し、ぜひ、このような県づくり、

「「みやざき新時代」へのチャレンジ」は続け

ていただきたいと思います。

次に、同じく特別枠の中の「大規模災害対策

基金事業」についてお尋ねいたします。本県の

災害対策強化が重要であります。今後、大規模

災害対策基金事業や東日本大震災等の被災地の

復興支援をどのように進めていくのか、知事に

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 東日本大震災から間も

なく６年を迎えるわけであります。あの災害の

記憶を風化させることなく、教訓を踏まえて、

我々に何ができるのかを考え、対策を進めてい

くというのが大変重要であると考えておりま
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す。本県におきましては、近い将来、南海トラ

フ地震の発生が懸念されておりますことから、

大規模災害対策基金を活用し、家庭や地域で災

害に備え行動する自助・共助の取り組みの促進

や、木造住宅の耐震化の一層の推進、また津波

避難タワーの整備等による避難の確保、広域連

携体制の充実・強化などを平成31年度までに前

倒しで実施することとしております。

また、引き続き、東日本大震災の被災者支援

に取り組むとともに、熊本地震の復興支援のた

め、農業土木や建築などの技術職を中心に、職

員の派遣も行っていくこととしております。被

災地を支援しながら、我々の今後の防災にも生

かす、そのような経験を積むということで、東

日本大震災の関係県には11人、熊本地震関係で

は７人ということで、中長期の派遣を行ってい

るところであります。これは、県庁の組織規

模、いろいろあろうかと思いますが、人口比、

またそういう職員の数でいいますと、全国トッ

プクラスの貢献をしておるという自負がござい

ます。今後とも、県民の生命・財産を守るた

め、常在危機という意識のもとで、総合的な防

災・減災対策のさらなる強化に努めてまいりま

す。

○重松幸次郎議員 よろしくお願いいたしま

す。

引き続き、あらゆる危機事象への防災対策に

ついて、何点かお尋ねいたします。

初めに、地震対策です。阪神・淡路大震災で

は、マグニチュード7. 3、最大震度７、死

者6,434名ですが、ＮＨＫによる死体検案書の分

析によると、地震当日に死亡した5,036人の76％

に当たる3,842人は、地震発生から１時間以内に

死亡しており、このうちの９割が圧迫死（圧

死、窒息死など）だったそうです。また、熊本

県でも、死者50名のうち、その多くは、木造家

屋が倒壊し、家屋の下敷きになって即死したと

見られると記録されております。

本県でも、17年度から木造住宅耐震化診断や

耐震化リフォーム事業が行われていますが、な

かなか耐震工事に至っていないとのこと。そこ

で、木造住宅の耐震化事業の27年度までの実績

は、診断の1,000件に比べ、改修工事が87件と少

ない状況にありますが、改修工事を推進するた

めの今後の取り組みについて、県土整備部長に

お尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 耐震診断を

受けた木造住宅のほとんどが、耐震性が不足し

ている結果となっているため、大規模地震時に

おいて命を守るという観点から、ぜひとも耐震

化を図る改修工事を実施していただきたいと考

えております。このため、県におきましては、

改修工事に取り組みやすくなるよう、昨年７月

に、段階的な改修工事も補助対象とする制度の

拡充を行ったところであります。

さらに、来年度からは、新たな取り組みとし

て、診断は行ったものの改修工事に至っていな

い方々に対しまして、積極的な動機づけを行う

ため、専門的知識を有する木造住宅耐震診断士

による戸別訪問などを実施することとしており

ます。今後とも、このような取り組みにより、

木造住宅の耐震化をより一層推進してまいりた

いと考えております。

○重松幸次郎議員 よろしくお願いいたしま

す。耐震化工事、大変重要です。

また、先ほどの阪神・淡路大震災での死者

の10％相当、約600人は、室内家具の転倒による

圧死と推定されております。震災対策はまず家

庭内から始まります。家具（タンスや本棚、テ

レビ、冷蔵庫など）の転倒防止、ガラス飛散防
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止などがありますが、震度５を超える強い揺れ

に耐え切れない、例えばＬ字金具ですとか突っ

張り棒などがきいていない素人工事が多く見受

けられます。そこで、地域の自主防災活動を支

援する自主防災アドバイザーや家具固定推進員

の制度を実施できないか、危機管理統括監にお

尋ねいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 自主防災組

織の結成や活動を支援すること、それから家具

の固定などにより、自分の命は自分で守る取り

組みを進めることは、自助・共助の観点から大

変重要であると認識しております。

このため本県では、地域の防災リーダーとし

て防災士を養成しており、今年度から、養成し

た防災士を地域や企業、学校などの研修や訓練

に講師として派遣する防災士出前講座を実施し

ております。この出前講座では、防災に関する

知識の普及・啓発や自主防災活動に対する助言

などを行うとともに、家具の固定に関する講座

や実習もメニューの一つとして実施していると

ころであります。今後も、こうした取り組みを

通じ、地域防災力の向上に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 県独自のアドバイザー認定

講習等を創設することを要望いたします。

続いて、津波対策です。前回も津波避難タワ

ー等の整備状況をお尋ねしましたが、その後、

我が会派で、宮崎港に昨年10月に完成した避難

高台「命の丘」を視察しました。港湾で働く方

など1,300名ほどが収容でき、パーゴラ（あずま

や）や簡易トイレも備えてありました。念のた

めにお尋ねいたします。宮崎港の津波避難高台

「命の丘」は標高13.5メートルでありますが、

最大クラスの津波でも浸水の心配はないか、県

土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今回完成し

ました津波避難高台につきましては、平成25年

２月に本県が公表した南海トラフ巨大地震によ

る津波浸水想定で用いた津波モデルを使ってシ

ミュレーションを行っております。その結果、

津波の最大水位は、避難高台斜面でのせり上が

りを含め、標高9.8メートルとなり、さらに地震

による地盤の沈下や余裕高を考慮して、避難高

台の標高を13.5メートルとして計画いたしまし

た。したがいまして、現在想定されている最大

クラスの津波に対しましては、避難場所が浸水

することなく、避難された方々の安全が確保さ

れるものと考えております。今後とも、残る２

つの津波避難高台の早期完成に努めますととも

に、避難訓練等のソフト対策も含め、引き続

き、宮崎港における地震・津波対策を推進して

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 南海トラフ巨大地震での最

大津波は17メートル、これは串間市の海岸で、

宮崎港周辺は10メートル予想と聞きました。女

性職員の「命がけのアナウンス」で記憶にある

南三陸町の防災対策庁舎は３階建てでありま

す。その屋上に30名の職員が避難していました

が、津波は予想を超え、その２メートル上まで

襲ってきました。そして、助かったのは10名で

ありました。その人たちは、屋上のアンテナや

手すりにつかまることができた人だけでありま

した。ほかの避難タワーも含め、可能な限り、

さらなる安全対策を講じていただきたいと思い

ます。

次は、火山対策についてです。全国に110ある

活火山のうち、地震計や傾斜計、空振計、カメ

ラなどが設置され、24時間体制で監視されてい

るのは50火山にとどまるとされています。新燃

岳の噴火から６年が経過いたします。霧島山の
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監視体制はどうなっているのか。また、噴火し

た際の避難計画などの整備は進んでいるのか、

危機管理統括監にお尋ねいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 霧島山は、

全国に50ある常時観測火山の１つであります。

福岡管区気象台が24時間体制で監視していると

ころであります。平成23年の新燃岳噴火後は、

監視体制の強化が図られ、現在は、気象庁を中

心に、82台の地震計や傾斜計などの観測機器が

整備されており、これらにより噴火の前兆を捉

え、福岡管区気象台が噴火警報を発表すること

となっております。

また、警戒避難体制の整備につきましては、

昨年８月に設立した霧島山火山防災協議会にお

いて協議を進めており、今年度は、硫黄山に噴

火警戒レベルを導入し、レベルに応じた関係機

関の対応について定めたところであります。

避難計画につきましては、想定火口ごとに関

係の市や町が作成することとされております

が、新燃岳については、高原町において作成済

みであり、御鉢と硫黄山については、国や県の

避難計画策定支援事業を活用しつつ、関係の市

や町において、具体的な避難計画の作成作業が

進められているところであります。

○重松幸次郎議員 82台の観測機器が整備さ

れ、24時間体制で監視、また避難計画も進んで

いるとのこと。命を守る火山防災を一層進めて

いただきたいと思います。

次に、豪雨土砂災害対策についてでありま

す。近年の温暖化の影響と見られる風水害の被

害は甚大です。平成27年９月10日、茨城県常総

市で鬼怒川の堤防が決壊し、甚大な浸水被害が

発生したことは記憶に新しいところです。本県

でも、平成17年の台風14号では、県内全域で床

上浸水が1,406棟あり、それから既に11年が経過

いたしました。そこで、宮崎市内の大淀川流域

における河川の対策について、県土整備部長に

お尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 宮崎市内の

大淀川流域では、平成17年の台風14号で甚大な

被害を受けたことから、国及び県において、そ

れぞれが管理する区間で、同年より河川激甚災

害対策特別緊急事業に取り組んだところであり

ます。

事業の内容としましては、大淀川本川や支川

の大谷川などで、河道掘削や堤防の整備、排水

ポンプ場の設置などを行い、平成22年度に完成

したところであります。また、大淀川上流の宮

崎市高岡町では、県により、平成22年度から輪

中堤や宅地かさ上げを実施しており、年内に完

成する予定であります。これらの取り組みによ

り、平成17年の台風14号と同規模の出水に対

し、浸水被害が大幅に軽減されるものと考えて

おります。

現在、国においては、治水の安全性をさらに

高めるため、大淀川水系の整備計画の変更を検

討していると伺っており、県としましても、大

淀川水系の治水対策に、引き続き、国と連携し

て取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。かなりハー

ド面の対策工事は進んでいるようです。いつ襲

われるかわからない自然災害に、自分と家族を

守る対策は重要であります。防災の取り組みの

一つが、非常時用品の準備や水・食料の備蓄で

す。その水・食料の備蓄について、具体的にど

のような準備が必要であるのか、危機管理統括

監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 県におきま

しては、最低でも３日分、可能な限り１週間分

の備蓄に取り組むよう、県民の皆様にお願いし
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ているところであります。備蓄の方法としまし

ては、日常使っている食べ物や飲み物を多目に

購入しておき、消費したらその分を補充するこ

とで、常に一定量を備蓄することができる、い

わゆるローリングストック法の実践を勧めてお

ります。

また、乳幼児や高齢者などの要介護者がいる

といった家族構成、ペットを飼っているといっ

た暮らし方など、それぞれの状況に応じて備え

るべきものは異なりますことから、御家庭で話

し合いながら必要な備蓄を行うことも重要であ

ります。このようなこともお示ししながら、引

き続き、備蓄を推進するための周知・啓発に取

り組んでまいります。

○重松幸次郎議員 ローリングストック法とい

う、常に消費期限が延長されるという取り組

み、しっかり備えていきたいと思います。宮崎

県では、「災害に備えている県民の割合100％」

を目指す計画を始めたようです。県民一丸と

なって取り組んでいきたいと考えております。

続きまして、健康社会についてお尋ねいたし

ます。

昨今、日本商工会議所などの経済団体が健康

経営について提唱しております。「健康経営と

は、「企業が従業員の健康に配慮することに

よって、経営面においても大きな成果が期待で

きる」との基盤に立って、健康管理を考え、戦

略的に実践することを意味しています。従業員

の健康管理・健康づくりの推進は、単に医療費

という経費の節減のみならず、生産性の向上、

従業員の創造性の向上、企業イメージの向上等

の効果が得られ、かつ、企業におけるリスクマ

ネジメントとしても重要です」とありました。

つまり、従業員の皆さんが健康で気持ちよく働

けることが会社経営の基本であるという視点に

立ち、戦略的にそれにどう実践しているかであ

ります。

全国の自治体や協会けんぽなども健康づくり

を後押しする取り組みが始まっています。九州

内では、大分県と協会けんぽが「健康経営事業

所認定制度」を、熊本県の協会けんぽは「ヘル

スター認定制度」、沖縄労働局は「ひやみかち

健康経営宣言」があり、いずれも健康診断や保

健指導実施、また健康イベントの参加などの条

件を満たせば認定を受け、県のホームページや

地元紙に紹介されています。大分県は、特に優

秀な企業には、優秀健康経営事業所として表彰

しておりますが、我が県でも、平成27年度より

健康長寿推進への知事表彰がございました。そ

こで質問ですが、県が行っている健康長寿推進

企業等知事表彰制度の導入目的と実績につい

て、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、健康長寿社

会づくりを進めておりまして、そのためには、

県民一人一人が、家族や仲間とともに健康づく

りや生きがいづくりに取り組みやすい環境の整

備が大切であると考えております。特に働く世

代の方々につきましては、その所属する企業や

団体を通じた働きかけが大事でありますので、

平成27年度に、従業員やその家族の健康づくり

に積極的に取り組む企業等の表彰制度を創設し

たところであります。

これまでに、例えば、社内食堂でヘルシーメ

ニューを提供して、定期健康診断結果の改善に

つなげた企業でありますとか、住民向けのウオ

ーキング大会を開催している団体等を表彰する

とともに、パンフレットやホームページなどで

紹介して普及啓発を図ることによりまして、企

業等における健康づくりの推進に努めていると

ころであります。今後とも、「健康長寿日本
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一」の実現を目指しまして、企業・団体を初

め、市町村や県民の皆様とともに、一丸となっ

て取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 若者や高齢者、障がい者な

ど、全ての国民が活躍できる一億総活躍社会の

実現に向け、働き方改革に政府は全力を挙げて

おりますが、生産性を高め、経済を成長させる

とともに、希望出生率1.8や介護・子育てなどに

参加する、そして健康経営で働きやすい環境を

整備する、また、それをしっかり広報すること

で、「あんな会社で働きたい」という心情が人

材確保につながると考えます。さらなる取り組

みをお願いいたします。

３月１日から８日は「女性の健康週間」で

す。公明党は、「女性が活躍できる社会づくり

が叫ばれる今、その基盤は健康を守ることだ」

と強調しております。

県のホームページには、「女性のからだは、

生涯を通じて変化し、ライフステージごとに健

康課題があります」とあり、特に女性のがん予

防について、「本県では、毎年、約1,400名の女

性の方が、がんが原因で亡くなっています。そ

の中で、約200名が乳がんや子宮がんといった女

性に特有のがんが原因です。一方で、乳がんや

子宮がんは早期に発見し、治療すれば、高確率

で克服できるがんです」、さらに「乳がん、子

宮がん共に、早期発見のため、２年に１回は、

がん検診を受診することが重要です。県では、

がん検診受診率50％を目指しておりますが、現

状は40％台と低い状況です。乳がんは、40～50

代の女性に多く、子宮頸がんは、20～30代の女

性に多いのが特徴です。該当する年代の方は特

に注意が必要です」と、検診の重要性を呼びか

けております。

検診に行くためだけに、なかなか有給休暇を

とりにくいといった声もあります。そこで、女

性特有のがんの検診受診率向上のため、県はど

のような取り組みを行っているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 県民の健康づ

くりを推進するに当たり、女性には、お話にあ

りました、子宮がん、乳がんといった特有のが

んもありますことから、その検診受診率の向上

に取り組むことは重要であると考えておりま

す。このため、おひな様のこの時期、毎年３月

１日から８日まで実施される「女性の健康週

間」に合わせまして、保健所や市町村におい

て、子宮がんや乳がんについて啓発するパンフ

レットの配布、乳がん触診モデルの展示、子宮

頸がんの検診等を行っているところでありま

す。

また、乳がん検診を効果的に啓発するため、

平成17年に、県、各種団体・企業等から成りま

す「ピンクリボン活動みやざき」を立ち上げま

して、各種スポーツ大会などのイベントでブー

スを出展するほか、毎年10月の乳がん月間に

は、橘通りや県庁楠並木通りへのピンクリボン

バナーの掲揚や、県庁本館におきましても、ピ

ンクライトアップなどを行っているところであ

ります。

○重松幸次郎議員 受診率向上、よろしくお願

いいたします。

検診で乳がんと診断されると、がん摘出手術

や抗がん剤治療が行われるわけでありますが、

乳房を失い、また頭髪も抜け落ちる、その肉体

的・精神的ショックは申し上げるまでもありま

せん。

先般、我が党の女性議員と一緒に、みずから

も乳がん手術を受けられた、がん患者サポート

ショップ代表の方にお話を伺ってまいりまし
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た。乳房摘出後も「友人と温泉やプールに行き

たい」、また「好きなお洋服を着たい」など、

その思いに応えるため、人工乳房は最適なもの

をお選びするのですが、当然、上質なものは価

格も高くなります。また、ウイッグも、フィッ

ト感やデザインもさまざまであります。幾らか

でも補助金が出せないものか、相談を受けまし

た。

調べてみましたら、療養生活の質の向上を図

るために、乳房補整具と頭髪補整具（ウイッ

グ）等に、山形県、鳥取県や秋田県能代市が助

成を行っております。他県では、がん患者の乳

房補整具や頭髪補整具の購入に対する補助制度

を導入しておりますが、本県でも実施できない

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） がん患者の中

には、乳がん手術による外見上の変貌や、抗が

ん剤治療による脱毛などの悩みを抱えまして、

お話にありましたように、補整下着などの胸部

補整具やウイッグなどを使用して、就労・社会

参加をしておられる方もいらっしゃいます。こ

うした補整具には高額なものもありますことか

ら、患者の心理的・経済的負担は大きなものが

あるというふうに認識しているところでありま

す。

一方、こうしたがん患者に対する周囲の理解

を深め、患者が社会参加しやすい環境を整えて

いくことも、大変重要であると考えているとこ

ろであります。このため、県といたしまして

は、補助制度を導入している他県の状況把握に

努めるとともに、がん教育や講演会、各種広報

等を通じた県民への啓発や、がん相談支援セン

ターでの相談等の取り組みをさらに充実してま

いりたいと考えているところであります。

○重松幸次郎議員 病気や事故で失った手と足

に、義手、義足があります。それには補助があ

るようであります。同じように、胸の補整具に

も、ぜひとも御検討のほどよろしくお願いした

いと思います。

次は、スポーツランドみやざきの推進につい

てであります。

ことしも、プロ野球、Ｊリーグなどのキャン

プが大盛況でありました。そして、ＷＢＣの合

宿も無事に終了し、スポーツランドみやざきの

知名度は、国内外でさらに高まったのではない

かと思います。関係各位の御尽力に深く敬意を

表します。

さて、スポーツキャンプは、野球、サッカー

などのプロだけではなく、社会人、大学の野球

部、陸上部、サッカーやゴルフなどなど、宮崎

で合宿を行っているようであります。箱根駅伝

３連覇の青山学院大学駅伝部も、運動公園東側

のクロスカントリーコースで練習されていると

いうふうに伺っております。きょうの新聞で

も、日本陸上競技連盟の男子短距離リレーの強

化合宿が今月24日から行われるという、うれし

いニュースがございました。

県においては、これからも、通年で多種目、

また高齢者・障がい者アスリートも含めて、ど

んどん受け入れていきたいと考えておられるよ

うであります。そこで、本県のスポーツキャン

プの付加価値を上げる取り組みが必要だと考え

ますが、現在の取り組み状況を商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） スポーツ

キャンプの誘致が全国的に激化している中で、

他県との差別化を図り、スポーツキャンプ地と

しての付加価値を高めることは、大変重要であ

ると考えております。そのため、本県の豊かで

安全・安心な食材や長年にわたる受け入れ経験



- 258 -

平成29年３月７日(火)

を生かし、アスリートフードやスポーツメディ

カルの取り組みを行っているところでありま

す。

アスリートフードにつきましては、県栄養士

会と連携して取り組んでおり、現在、66品目の

レシピを宿泊施設に提供し、レベルの高い受け

入れ施設の拡大を図っております。

また、スポーツメディカルの取り組みといた

しましては、宮崎大学医学部と連携したメディ

カルチェックや高酸素カプセルの導入のほか、

今年度は、医師や理学療法士で構成するトレー

ナーズバンクの設立を支援するなど、本県で合

宿するチームのメディカルケアをサポートする

仕組みづくりに取り組んでいるところでありま

す。今後とも、このような取り組みを進め、さ

らなるキャンプ誘致につなげてまいりたいと考

えております。

○重松幸次郎議員 アスリートフードやスポー

ツメディカルをしっかり活用していただいて、

キャンプ誘致をお願いしたいと思います。

我が党の重点政策の中に、「オリンピック東

京大会では、ドーピングのないクリーンな大会

にするために、教育・普及活動をはじめとした

国内アンチ・ドーピング体制の整備・強化に、

関係機関と連携しつつ取り組みます」とありま

す。女子テニス界の女王シャラポワ選手や、

ジャマイカのウサイン・ボルトを有する400メー

トルリレーチーム、そのメンバーが陽性反応

で、北京大会での金メダルを剝奪されるなど、

次々とドーピング事件が報道されています。

2021年に国体を迎える公益財団法人三重県体

育協会がそのホームページに、「あなたはすで

にドーピング違反かも！？」と題して、ドーピ

ングに関する意識・知識、薬剤師からのメッセ

ージや服用してはいけない薬、またＱ＆Ａなど

を紹介し、防止啓発を呼びかける冊子をアップ

しております。そこで、ドーピング防止に向け

て、選手や指導者にどのような指導を行ってい

るのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） ドーピングは、勝利

を得るために、選手や指導者が意図的に行う不

当な事例がありますほか、禁止薬物が含まれて

いる市販薬等をうっかり使用してしまうという

意図しないドーピングまで、さまざまなケース

がございます。このような状況を受けまして、

現在、県では、県体育協会と連携し、国体に出

場する選手や指導者を対象に、スポーツドクタ

ーを講師にしたドーピング防止研修会を開催

し、フェアプレーの精神など、公正な態度につ

いての意識の啓発を行っております。

また、いわゆる「うっかりドーピング」を防

止するために、選手に服用している薬等を報告

してもらい、禁止薬物が含まれていないかどう

かのチェックも行っているところであります。

○重松幸次郎議員 先ほどの冊子の終わりに

は、「ドーピング検査を受け、違反となると

「２年間の試合出場停止」という処分が下さ

れ、選手にとって選手生命の危機のみならず、

名誉を著しく汚します。常日頃より自分は

「うっかりドーピングをしているのでは？」と

心がけることが重要です」と書かれています。

これからオリンピック・パラリンピックや国民

体育大会など、今の中高校生が主力となります

ので、指導教育への早目の取り組みをよろしく

お願いいたします。

次に、発達障がい児とペアレントメンターに

ついてであります。

ペアレントメンターとは聞きなれない言葉だ

と思いますが、発達障がいの診断を受けたお子

さんを持つ保護者の方々にとって、同じ立場で



- 259 -

平成29年３月７日(火)

子育てを経験してきた先輩に出会い、話し合う

機会を得ることは、大きな心の支えになってい

ます。そうした役割を担っていくのが、ペアレ

ント（相談支援に関する研修を受けた保護者）

メンター（信頼できる相談相手）ということに

なります。ペアレントメンターの養成及び相談

希望者とのマッチングは、県社会福祉事業団

（県発達障害者支援センター）に委託し、事業

を行っています。そこでまず、発達障害者支援

センターの取り組みと相談件数について、福祉

保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 本県におきま

しては、発達障がい児・者の支援拠点として、

宮崎、都城、延岡の３カ所に発達障害者支援セ

ンターを設置しております。センターの取り組

みといたしましては、当事者及びその御家族へ

の相談対応や、個々の特性に応じた訓練を行う

発達支援、ハローワーク等と連携した就労支援

を行っているところであります。このほか、発

達障がいに対する理解を深める広報活動や、人

材育成のための研修、市町村の乳幼児健診への

協力等にも取り組んでいるところであります。

相談の実績といたしましては、平成27年度

は、３センター合計で1,352名、延べ6,384件と

なっているところであります。

○重松幸次郎議員 相談件数だけでも、かなり

の数があると思いました。専門医や専門相談員

への相談は大変大事であります。一方で、ペア

レントメンターには、専門家にできない、同じ

親だからこそ寄り添うことができるとの思いで

養成講座を受けられておりますが、ペアレント

メンターのこれまでの取り組みと今後の活用に

ついて、福祉保健部長に再度お尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） ペアレントメ

ンターが行う、みずからの経験に基づいた助言

等は、発達障がい児の保護者が抱える不安やス

トレスの軽減に寄与するものと考えておりま

す。このため県では、平成23年度からペアレン

トメンターの養成に取り組んでおりまして、現

在、85名が登録されておりますが、お話しのよ

うに、認知度不足や相談希望者とのマッチング

などが課題となっているところであります。

今後は、研修会や講演会等の機会を通じて、

保護者や関係者への広報を進めていきますとと

もに、乳幼児健診後のフォローアップ教室を開

催する市町村や保育所などの関係機関と連携を

深めながら、ペアレントメンターの活用につい

て取り組んでまいりたいと考えているところで

あります。

○重松幸次郎議員 私は、平成25年９月議会で

も、発達障がい児の支援について質問いたしま

した。その中で、「特性のある子供を抱えてい

る親は、ストレスを抱えていても、なかなか周

囲に理解してもらえないことがあります。ある

月刊誌の中に、「発達障がい児を持つ保護者に

孤独感を覚えさせない支援体制が大切だ」とあ

りました。例えば、子供にどう接すればよいか

具体的にわかりやすく指導する「ペアレントト

レーニング」や「ペアレントメンター」の養成

の広がりを推進。つまり、同じような体験をし

てきた保護者が、障がいのある子供を持った保

護者らの相談に乗ることは、当事者だから悩み

や苦しみが理解できる。相談支援の幅を広げる

ためにも大切であるし、幼少期を安定的に過ご

すことができれば、青少年期の混乱のリスクを

減らし、学校や社会でもうまく過ごすことがで

きるであろう」と延べました。

それから３年がたち、今御答弁がありました

ように、登録数は85名になりました。発達障が



- 260 -

平成29年３月７日(火)

いのある子を持つ保護者が、子育てしやすい我

が県・我が街をつくるためにも、ペアレントメ

ンターの皆さんが安心して幅広く活動できる環

境をさらに整えていただきたいと思います。

続いて、視覚障がい者の対策について。昨年

９月の代表質問で、東京地下鉄青山駅で、盲導

犬を連れた方が駅ホームから転落し、死亡した

報道を受け、視覚障がい者の皆さんは、交通移

動に大変不安を持っていらっしゃることを紹介

いたしました。そして、駅ホームでの声かけ、

音声案内つき信号機の設置、点字ブロックのつ

いた横断歩道（エスコートゾーン）の設置など

を要望しておりましたが、なんとこのエスコー

トゾーンが宮崎市内に先月設置されました。視

覚障がい者団体の関係者の皆さんは大変に喜ば

れております。エスコートゾーンの年度内の設

置状況と今後の予定について、警察本部長にお

伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察では、本年

度、視覚に障がいのある方が安全に道路を横断

するためのエスコートゾーンを、ＪＲ宮崎駅西

口や宮崎市江平西２丁目の宮崎県視覚障害者福

祉協会周辺など、３カ所の交差点の横断歩道中

央に設置しております。設置に当たりまして

は、視覚障がい者団体や道路管理者等の関係機

関と十分な調整を行っております。今後も、視

覚に障がいのある方からの要望箇所や利用者の

多い駅などの公共交通機関周辺について、関係

機関との協議を行い、エスコートゾーン設置の

必要性を検討してまいります。

○重松幸次郎議員 年度内の設置、本当にあり

がとうございました。次に設置される予定が本

当に待ち遠しいところであります。

先日、私と情報提起してくれた太場祥子宮崎

市議会議員とで、県視覚障がい者団体の小島理

事長を訪ね、江平西周辺のエスコートゾーン設

置確認と渡り初めを行ってまいりました。理事

長は、車が通るたびにブンブーンという音でエ

スコートゾーンがついていることがわかるとい

うふうに言われ、また、ガイドヘルパーさんと

歩きながら、「本当に安心です。ありがたいで

す」と、何度もおっしゃっておりました。

その後、懇談の折、県内各地の要所にエスコ

ートゾーンを設置してほしい、また、駅のホー

ムには、線路側とは反対を示す内方線つきの点

字ブロックを設置してほしいというお話を伺い

ました。県内の鉄道駅のエレベーター、点字ブ

ロック、内方線の設置状況について、総合政策

部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（永山英也君） 高齢者や身体

障がい者を含みますあらゆる人が、安全に、そ

して安心して利用できる駅を整備することは、

大変重要でございます。ＪＲ九州におきまして

は、国や県、関係自治体の補助を活用して、ま

たＪＲ九州単独でも整備を進めております。

エレベーターにつきましては、県内76の駅の

うち、宮崎駅、都城駅、延岡駅など、主要な６

駅に設置しております。ホーム内の点字ブロッ

クにつきましては、71駅の設置でございます。

また、点字ブロックと組み合わせまして、お話

にありましたように、線路と反対側の安全な方

向を示します内方線につきましては、37駅に設

置しております。

また、内方線つきの点字ブロックを、今年度

末までに、さらに２駅で整備すると聞いており

ます。県といたしましては、今後とも、鉄道を

安全かつ円滑に利用できるよう、引き続きＪＲ

九州に対し、施設の整備等について要望してま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 駅や道路の公共施設への安
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全対策をよろしくお願いいたします。

次は、子ども・子育て支援についてお伺いい

たします。

先月、市内のタクシー会社が「子どもサポー

トタクシー」のサービスを開始し、その発車式

に参加させていただきました。このサービス

は、３歳から12歳の子供を対象に、仕事や介護

等で忙しい保護者にかわり、子供を塾、保育

園、学校等の各施設へタクシーで送迎するもの

で、子育てシッター養成講座を受けたドライバ

ーが「思いやりの心」で対応されるというもの

であります。残念ながら、来年度予算で、先ほ

どのドライバー養成講座の費用助成やチャイル

ドシート助成はかないませんでしたけれども、

これからも御検討をお願いいたします。

以前にも同様の子育てタクシーを紹介し、既

に県のポータルサイト「すくすくみやざき」に

紹介されておりますが、こうした企業みずから

が子育て支援に参画することは、大変重要だと

考えています。子育て支援については、企業・

団体においてもさまざまな取り組みを行ってお

り、県も応援すべきと考えますが、知事の考え

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、県では、官民一体

となった「未来みやざき子育て県民運動」に取

り組んでいるところでありますが、企業・団体

の皆様にも、子育て応援カードの協賛や子供た

ちの通学時の見守りなど、さまざまな取り組み

をいただいておりまして、大変心強く思ってい

るところであります。

この県民運動の一環としまして、すぐれた子

育て支援の取り組みを表彰しているところであ

りまして、本年度は、従業員向けの保育施設を

設置した歯科医院や、今御紹介がありました

「子どもサポートタクシー」を開始したタクシ

ー会社などの表彰を行ったところであります。

子供たちへの支援は、大切な「未来への投資」

であります。今後とも、私が先頭に立って、企

業・団体を初め、県民の皆様と一体となって、

子ども・子育て支援に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○重松幸次郎議員 知事は、本当に先頭に立っ

て、子育て支援のイベントや県民運動に参加さ

れております。イクボス宣言、知事とイクメン

パパの料理教室、また子ども職場参観日やこど

も知事、子育て支援優良企業表彰、そして妊婦

ジャケットの体験など、本当にお疲れさまでご

ざいます。日本一の子育て環境づくりに総力を

挙げていきたいと思います。

次は、橘通りバスレーンについてでありま

す。

バスレーン規制が、宮崎市中心部の国道10号

線（江平五差路）から国道220号（中村西２丁

目）に、橘橋が優先レーンから専用レーンに変

更されて１年がたちました。バスレーン規制と

は、左車線がバス専用で、二輪車以外の一般車

両は、左折を除いて原則通行ができないことで

ありますが、変更当初は、規制区間の前後や周

辺道路で渋滞が生じるなど、ドライバーは戸惑

いやストレスを感じたと思います。バス専用レ

ーン見直しから１年が経過いたしましたが、改

めて、規制の目的と現況、あわせて、今後、規

制範囲、時間の延長を考えているのかを警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） バスレーン規制

の目的は、バスの定時・定速走行を確保するこ

とにより、マイカー利用者のバス利用への転換

を促し、交通総量を抑制して、交通の安全と円

滑を図ることであります。

規制の見直し当初は、道路利用者の通行方法
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に対する戸惑いも見られたものの、現在では、

規制に対する理解も進み、定着化が図られてい

るものと考えております。

規制範囲と時間の延長については、昨年２月

に規制範囲と時間の見直しを行い、ようやく浸

透してきたところでありますので、現時点では

考えておりません。

また、県警で昨年、道路利用者約2,200人を対

象に実施した「バスレーン規制に関するアンケ

ート」でも、「今の規制範囲や時間を継続した

ほうがよい」という意見が最も多くを占めてお

りました。バスは、高齢者等の移動手段とし

て、今後さらに必要性が高まってくるものと考

えておりますので、バスレーン規制の状況につ

きましては、注意深く見ていきたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 規制変更後の効果が出てく

るには長い期間を要すると思います。バスの定

時性・利便性を図ることは、交通インフラの抑

制、またＣＯ２削減の上でも改善され、まして交

通弱者にとっては有効であると理解できます。

一方で、同じ公共交通機関であるタクシー協

会から要望が出ていることを知りました。それ

は、せめて実車中のタクシーはバス専用レーン

の走行を認めてほしいという要望であります。

沖縄県では、実車・空車を問わず走行できるよ

うでありますが、実車中のタクシーは専用レー

ンを通行させることはできないか、警察本部長

にお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 現状では、実車

タクシーの専用レーン通行は考えておりませ

ん。バスレーンは、バスの通行帯を指定する規

制であり、バスが全ての通行帯を自由に走行で

きる規制ではありません。実車タクシーが専用

レーンを通行できるようにした場合、原則とし

て、タクシーはバスレーンを通行することにな

ります。そのため、バス停ではバスの後方に停

止することになりますし、追い越す場合は、そ

のたびに右車線に割り込むこととなり、交通事

故を引き起こす危険性が高まります。

また、アンケートでも、バスレーンを通行す

る車両の種別は、「今のままでよい」との意見

が過半数を占めており、実車タクシーのバスレ

ーン通行は、他の道路利用者の理解を得ること

が難しいと考えております。今後も、バスレー

ン規制に関する指導取り締まりを通じ、理解と

協力を求めていきたいと考えております。

○重松幸次郎議員 「急いでいるからタクシー

を利用したのに、渋滞に巻き込まれて納得いか

ない」というお客様の声が多いというふうに聞

いております。しかし、原則バス専用レーンし

か走れないということを知ると、また考えが変

わります。他県の事例をさらに調査して、再度

この件も質問したいと思います。

最後の項目になりました。高校生・高齢者の

交通安全対策についてであります。

警察本部の資料では、平成28年の高校生の登

下校中における交通事故発生件数では、多い順

に自転車154件、原付車５件、歩行中が３件で、

おおむね平成27年とそう変わりはないようで

す。また、高校生が運転する普通車による事故

は、平成28年が16件とありました。前年より４

件ふえているようであります。いずれも死亡事

故はありません。

高校３年生になると満18歳になり、自動車運

転免許が取れるわけでありますけれども、県内

高校生については、県教育委員会による一律の

規制はなく、各高校の判断になっていると伺い

ました。職業系学科の生徒の進路によっては、

卒業後すぐに自動車運転の必要性もあるので、
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保護者からの要望もあるとのことです。そこ

で、高校生の自動車免許取得状況について、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県立高等学校では、

生徒の事故防止を大前提としながら、各学校が

校則等において、自動車運転免許取得に関する

条件を規定しておりまして、就職など個別の進

路に応じて、生徒が不利益にならないよう配慮

しながら、自動車教習所への入校や免許取得の

時期を判断しております。

具体的には、職業系学科を有する学校におい

ては、生徒の就職状況などに配慮して、自動車

教習所への入校を、在学中に、最も早いケース

としては10月から許可しております。いずれに

いたしましても、生徒の事故防止が大前提とな

りますので、自動車運転免許の取得につきまし

ては、適切かつ弾力的に行うよう、各学校への

指導に努めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 各学校の規定と判断、適切

かつ弾力的に行うということでありますが、で

きれば、３月１日の卒業日までに教習を済ま

せ、１日以降に学科試験を受けて、合格して免

許を受けるということが理想でありますけど、

くれぐれも事故防止に努めていただきたいと思

います。

ふえ続ける高齢者の運転事故防止のために、

３月12日に改正道路交通法が施行されます。75

歳以上の高齢運転者で一定の違反行為があった

ときは、臨時認知機能検査、臨時高齢者講習を

受けなければならないなど、二重三重に対策が

講じられているようであります。一方で、高齢

者が免許の自主返納をしやすくする環境づくり

も進んでおります。過去３年間の高齢者免許返

納数の推移と運転免許証返納メリット制度につ

いて、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 県内で過去３年

間に免許証を返納した高齢者につきましては、

平成26年が1,694人、平成27年が2,261人、昨年

が2,907人で、年々増加している状況にありま

す。

メリット制度につきましては、運転に不安を

有する高齢者が運転免許証を返納しやすい環境

を整えるため、免許証を返納した高齢者を対象

に、公共交通機関の運賃割引などの支援を行う

ものであります。例を挙げますと、タクシー、

バス乗車券の交付、路線バス定期券の購入割

引、電動車椅子の購入割引などがあり、現在、

市町村や関係機関等250事業所の御協力によ

り、92種類のメリット制度が確立されておりま

す。警察としましては、今後とも、関係機関等

と連携し、メリット制度を初めとした高齢社会

対策のさらなる充実に努めてまいります。

○重松幸次郎議員 メリット制度により免許自

主返納がかなりふえているというふうにお伺い

しました。免許自主返納も高齢者対策の一つで

あります。しかし、2025年には、日本国内で75

歳以上のドライバーが1,700万人以上になり、短

期間で想像を絶する高齢者ドライバー激増時代

が到来いたします。高齢者対策のみならず、マ

イカー優先だった交通体系を見直して、今こそ

公共交通機関（バス、デマンド交通システム、

乗り合いタクシーなど）へシフトすることや、

歩行者・自転車優先への環境整備をすることが

大事だと専門家が指摘しております。このこと

を次回の質問の課題として、今回の質問を終了

いたします。大変ありがとうございました。

（拍手）

○星原 透議長 次は、来住一人議員。

○来住一人議員〔登壇〕（拍手） 日本共産党

の来住一人です。質問通告に基づいて質問いた
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します。

航空自衛隊新田原基地防音補償区域縮小計画

の問題について質問いたします。防衛省は、新

田原基地防音区域の見直しの告示内容を、新

富、高鍋、木城、西都、宮崎の２市３町に、昨

年12月２日に提示いたしました。その告示の内

容の最大の特徴は、住宅防音工事やエアコンな

どの設置補助、ＮＨＫ受信料の減免などを行っ

ている第一種区域について、現行の１万2,000ヘ

クタールを約6,000ヘクタールに、対象世帯約１

万4,000世帯を約9,000世帯に、それぞれ大幅に

縮小させるというものであります。

当然のごとく２市３町の議会は直ちに反対の

意見書を採択し、12月８日には、九州防衛局に

抗議・申し入れを行っております。２市３町の

自治体で構成されている新田原基地周辺協議会

も、同じく12月８日に、防衛局に計画は受け入

れられないとの要望書を持って直訴されており

ます。

意見書はほぼ共通しており、「新田原基地開

設以来、騒音問題を抱えながらも、基地との共

存共生に努めてきた。平成19年からの米軍再編

に際して、年間2,100回に及ぶ飛行の増加に対

し、騒音補償区域拡大を前提に調査することを

国との間に合意してきた。したがって、改善が

図られるものと期待していた。今回の縮小計画

は、合意を全く無視し、住民との信頼関係まで

失われ、住民の怒りは最高値に達している。計

画は到底受け入れられず、計画の見直しを求め

る」というものであります。

新田原基地周辺協議会の要望書も、「飛行訓

練やエンジンテスト等の航空機の騒音に悩まさ

れ続けている２市３町は、国防の重要性を理解

し、基地運用の幾多の基地拡張、部隊改編及び

在日米軍訓練移転受け入れなどの変更について

も、やむなく受け入れてきた。騒音問題は基地

周辺住民の生活環境保全や周辺自治体発展の著

しい障害となっている。今回示された見直しの

内容は、これまでも住宅防音工事対象区域の拡

大と告示後住宅への防音工事の早期実施につい

て要望してきたことに沿わないものである。ま

た、長年にわたり騒音に悩まされ続け、我慢に

我慢を重ねてきた基地周辺住民の苦しみを全く

無視しており、到底受け入れられるものではな

い」と、住民の立場から厳しく告発いたしてお

ります。

騒音区域縮小計画に対する関係者の皆さんの

思いは、今紹介した意見書や要望書のとおりで

あると思います。知事に伺いますが、今回の縮

小計画に対し、騒音に悩み苦しんできた方々の

思いをどう捉えておられるのか、所見を伺いた

いと思います。

後の質問は質問席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

新田原基地周辺の地域住民の方々は、日々騒

音に悩まされ、事故への不安を抱えながら生活

されております。負担は大変大きなものがある

と認識しております。私も、訓練が行われてい

るときに近くを通ると、大変大きな音に驚く思

いがいたしております。肌身で実感するわけで

ありますが、ここで日々暮らしておられる地域

の皆様の思いはいかばかりかと思いをいたすと

ころであります。

今回の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た関係市町の

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考えております。国にお

いては、関係市町、地域住民の声によく耳を傾
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け、地元の理解をしっかり得ていただきたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○来住一人議員 申しおくれましたけど、この

区域縮小問題では、県議会においても意見書が

採択されて、議長が年末、防衛省に赴いており

ます。

知事は昨年12月12日、周辺協議会の首長の皆

さんの要請を受けた後、「地域の理解が得られ

なければ進まない問題」であり、県としての国

への要望は、「一方的な押しつけではなく、地

元の意向を尊重し受けとめてほしいという内容

になる」と、このように述べたと報道されてお

ります。私は、これは非常に重いものだと思い

ます。ぜひとも掛け値なしにこの立場に首尾一

貫して立っていただきたい、このように思いま

す。

防衛省は、告示の期日をことし１月から３月

に変更し、さらに現状のまま３月に告示を強行

しないとしておりますけど、これは防衛省の想

定内であるんじゃないかなと、このようにも思

います。ですから、計画を撤回したものではあ

りません。２市３町は、この計画については到

底受け入れられないと、このように主張してい

るのでありますから、計画を白紙撤回する以外

にないと思います。知事もこの立場にぜひ立っ

ていただきたい。昨年11月15日、県に対して防

衛局が説明に来ておりますが、このとき、縮小

計画の話があったのか、答弁を求めます。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 昨年11月15

日に、九州防衛局が県に、騒音度調査や第一種

区域等の見直しの概要について、事務レベルで

説明に来られております。基地周辺の２市３町

についても、14日から15日にかけて、同様の説

明があったと伺っております。

○来住一人議員 騒音区域縮小計画についての

防衛省から提出されている資料は、私ども議員

に配付されている資料でありますけど、しか

し、この資料も、総務政策常任委員会だけに配

付されているのか、全議員さんに配付されてい

るのか、どうもちょっと自信ないんですが、こ

の資料以外にないのでしょうか、確認いたしま

す。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 防衛省から

は、１月26日の総務政策常任委員会で説明した

資料のほかに、騒音度調査の一般的な方法や今

回の調査の概要に関する資料、それから、先月

実施された体感調査の地点、実施方法に係る資

料、こういったものはいただいておりますが、

今回の見直しに係る詳細な調査結果等の資料に

ついては、現時点では提供されておりません。

○来住一人議員 今、統括監がお話しになられ

た防衛省から出されている資料は、議会のほう

に提出できないのか、確認をしておきたいと思

います。

○危機管理統括監（畑山栄介君） この資料に

ついては、提供の求めがあれば対応したいと考

えているところであります。

○来住一人議員 議長のほうでよろしくお願い

したいと思います。

防衛省が提出している資料によりますと、区

域縮小の最大の根拠となっているのが、平成26

年、27年の調査と、平成14年、15年の調査の比

較であります。調査の日時、場所、また飛行回

数の根拠などは具体的に示されておりません。

それから、私も全く素人ですから、これを見

ました。そうすると、「自衛隊等の飛行場は日

々飛行回数の変動が大きいという特徴を考慮

し、１日の飛行回数の最も少ない日から数え

て90％に当たる日の飛行回数を採用した」、こ

れは意味がわからないんです。いつが最低なの
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か、そして90％というのは何なのかというのも

わからない。この程度の資料しか提出していな

い、そういう防衛省の態度について、どうお考

えでありましょうか。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 騒音度調査

の結果等について、国から詳細が示されないた

め、県においては、先ほど議員から御指摘が

あったとおり、昨年12月、防衛省に対し、関係

市・町の意向を最大限尊重することなどととも

に、騒音度調査の方法と結果について、県、関

係市・町、地元住民に対し、詳細かつ丁寧な説

明を行うよう求めたところであります。

このような中、国は、先月実施し、また今月

も実施予定としている体感調査の結果につい

て、分析した後、県や関係市・町に説明すると

しておりますので、その中で、体感調査と今回

の騒音度調査の関係などについて、一定程度、

詳細な説明がなされるのではないかと考えてお

ります。

○来住一人議員 とにかく第一種区域の皆さん

にとってみたら、まさに死活の問題でありまし

て、そういう問題を議論するのに、わずかこの

程度の資料しか提出していないと。私は、それ

も防衛省の考え方の一つ、想定内の一つなのか

なと思っているんです。少しずつ出していくと

いう態度をとっているのかなとも思います。

少し古い資料ですけど、平成19年度の各航空

自衛隊基地の騒音発生回数でありますが、千歳

が１万1,984回、百里が１万2,095回、小松が１

万4,095回、築城が１万102回、これに対して、

新田原基地は２万6,076回でありまして、２倍以

上となっており、この数字からも、新田原基地

周辺の皆さんがいかに騒音に悩まされているか

ということを知ることができると思います。

防衛省がやるべきことは、騒音に悩む住民の

皆さんの願いに応えることだと思います。現

在、区域内においては、エアコン設置などの補

助を受けるには、申請してから１年半待たない

とこれが実現できないというのが実情のようで

す。何人かから聞きました。一夏エアコンなし

で爆音に悩まされるということになります。せ

めて10日以内とか半月以内に設置ができるよう

に、県として防衛省に対して申し入れを行うべ

きではないかと思いますけど、答弁を求めたい

と思います。

○危機管理統括監（畑山栄介君） エアコン設

置等の補助については、基地周辺２市３町で構

成する新田原基地周辺協議会が待機住宅の早期

解消を要望しており、九州防衛局は、「住宅防

音事業の実施に当たっては、事務の迅速化に努

めるとともに、引き続き所要の予算確保に努め

つつ、可能な限り早期に工事を実施できるよう

努力していきたい」としております。県として

も、地元における切実な声につきまして、引き

続き国にしっかりと伝えてまいりたいと考えて

おります。

○来住一人議員 この問題で改めて強調してお

きます。とにかく知事がお話しになっているよ

うに、一方的な押しつけではなくて、地元の意

思を尊重してほしいと、こう述べられておりま

すし、先ほどの知事の答弁でも、このことを裏

づけていると思います。地元の意向というの

は、到底受け入れられないというものでありま

すから、当然そういう点では白紙撤回以外にな

いというふうに思いますので、ぜひ皆さんもそ

の立場に立って行動していただきたいというこ

とを改めて強調しておきたいと思います。

オスプレイの落雷事故に関して質問いたしま

す。報道によりますと、平成26年６月26日午

前11時43分に小林市街地上空で落雷を受け、右
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側プロペラ３枚のうち２枚が破損したほか、制

御機器にトラブルが発生したというものであり

ます。小林市役所、小林高校の上空であったと

されており、重大事故にならなかったのが幸い

であります。重要なことは、米軍が真相を語っ

ていないことです。当初は、沖縄普天間基地で

駐機中に落雷を受けたと、このようにうその説

明をいたしますおります。そして、事故の内容

も、いまだに日本政府に対して報告すらしない

という態度です。

この問題と関連して述べておきたいと思いま

すが、平成27年９月、夜間に延岡上空で轟音を

立てて低空飛行する正体不明の航空機がおり、

多くの目撃者がおられます。その後、私ども党

の地方議員団が東京において防衛省と交渉した

際、驚くことに、防衛省は「飛行物体の国籍や

種類などは把握していない」と、このように私

たち共産党地方議員団に回答しました。延岡上

空を低空飛行する航空機の国籍も機種も把握し

ていないというなら、日本の防衛は任すことは

できないということになると思います。防衛省

は全て把握していると思います。発表しないの

はなぜか。それは米軍のオスプレイだったから

ということではないかと私は思うんです。プロ

ペラがついていたという目撃情報もあるという

ことでありますから、オスプレイに間違いない

と思います。

だから、米軍は、まさに我が物顔で、日本

の、宮崎県の上空を飛んでいるということにな

ります。うその情報は流す、我が物顔で勝手に

飛び回る、こんなことは絶対に許してはならな

いと思います。オスプレイの県内上空の飛行は

中止するように申し入れるべきだと思いますけ

ど、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） オスプレイの運用につ

きましては、日米合同委員会におきまして、移

動の際には、可能な限り水上を飛行するなどと

した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、この日米合同

委員会で合意された安全確保策の遵守等につき

まして、国に対し求めてきたところでありま

す。オスプレイが被雷したとされる事案につき

ましては、国がアメリカ側から得た情報を分析

・精査し、地元に丁寧に説明するとしておりま

すので、その説明を踏まえ、今後、必要な対応

を図ってまいりたいと考えております。

○来住一人議員 時間がありませんから、クロ

ピラリドによる生育障害について質問をいたし

ます。この問題もさきに質問があったところで

あります。クロピラリドは、日本では登録のな

い除草剤の一つであります。日本で登録・生産

されていないクロピラリドによって、都城市高

崎町のスイートピー農家に甚大な被害が発生い

たしました。どのようにして日本に入ってきた

のかというと、オーストラリアやアメリカ、カ

ナダから輸入される粗飼料に残留して日本に持

ち込まれる。

オーツヘイという粗飼料の一つでありまし

て、オーツヘイは、日本名では多分燕麦だと思

います。現に私、高崎町からオーツヘイをいた

だいて、きょうここには持ってきておりません

が、控え室にはたくさんあります。この粗飼料

を与えられた牛のふん尿からできた堆肥に残留

しており、これによって生育障害が発生したも

のでございます。クロピラリドの影響を最も敏

感に受けるのがトマトやマメ科などと言われて

おり、御承知のように、スイートピーはマメ科

であります。

私が被害農家から最初に相談を受けたのは、
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昨年11月の初旬であったと思います。話を聞く

と、「平成７年よりスイートピーの栽培を始

め、当初は手探り状態で大変な努力をして、今

日、市場においても一定の信頼を得るように

なった。ようやく軌道に乗り始めたところだっ

た」と言われておりました。「約12アールのハ

ウスに１万3,800株を定植したが、発育障害が発

生して、5,000株余りを植えかえる結果となっ

た。県などの指導を受けて、さまざまな措置を

行ったが、現在も影響を受けており、収入は昨

年の半分に届くだろうか」と、このように話さ

れておりました。ゆうべ私は電話で聞きまし

た。本当に半分だそうです。金額は半分を下

回ったと言いました。それから、２月現在、本

数は52～53％だと。

昨年12月17日に、部長は高崎町まで足を運ん

でいただいて、現状をつぶさに視察していただ

くとともに、被害者の思いも直接聞いていただ

きました。農政の責任者として、いろいろ思う

ところがあったと思います。今回のことについ

て、部長の所見を伺いたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 今回の生育障

害発生の情報を受けまして、私は、まずは現場

を確認することが重要であると考え、すぐに発

生圃場に赴き、障害の状況を把握するととも

に、直接、生産者からお話を伺いました。その

中で、生産者が取引先との信頼関係が壊れてし

まうのではないかとの不安や、今後の経営を憂

う切実な声をお聞きし、このような被害を二度

と起こしてはならないという思いと、一日も早

く対策を講じる必要があると強く感じたところ

であります。

このため、直ちに県内における発生状況の緊

急調査と生育障害の軽減対策の検討を指示いた

しますとともに、啓発チラシ等による周知・徹

底に取り組んだところであります。また、国や

花卉市場に職員を派遣し、産地の状況を伝える

とともに、対策の協議を行ったところであり、

また、花卉市場につきましては、今後も変わら

ぬ取引をお願いしたところであります。

○来住一人議員 僕は県会議員になってまだ２

年にしかならないんですけど、とにかく部長が

すぐそうやって現場に足を運んでくれたと、被

害を受けた方は改めて僕にも話されておりまし

た。すぐ飛んで来ていただいたと、敬意を表し

ておられました。

クロピラリドによる発育障害を最初に農水省

が把握したのは平成17年であり、平成25年まで

に５品目18事例が報告されております。農水省

は、発育障害に係る通達・指示をたびたび発し

ておりますけど、この指示に基づいて、県はど

のような対応を行ったのか、報告を求めます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 平成17年に、

クロピラリドが原因と疑われる生育障害が国内

で初めて確認されたことを受けまして、国にお

きましては、生育障害発生状況の調査の実施

や、牛ふん堆肥等の適切な施用の徹底等を内容

といたします通知を発出し、農業者への注意喚

起と堆肥製造業者への指導を行っております。

また、平成26年には、「被害軽減対策マニュア

ル」の周知・徹底により、再度の注意喚起を

行っておるところであります。

県におきましては、こうした国の指導を受

け、農業改良普及センターや市町村、ＪＡ等を

通じまして、農業者への情報提供と注意喚起を

行いますとともに、野菜施肥防除指針にクロピ

ラリドに係る情報を掲載するなど、対策の強化

に取り組んだところであります。

○来住一人議員 今回、被害を受けた農家は、

クロピラリドについては全く認識がありません
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でした。県は承知していたのでありますから、

徹底してくれていたなら被害を免れることがで

きたのに、本当に残念だと、このように話され

ておりました。

県花き生産者連合会のスイートピー部会長に

お会いいたしました。この方は部会長をかなり

長年されておりますけれども、この方もクロピ

ラリドについては全く承知されておりませんで

した。したがって、現にこうやって部会長も、

それから被害を受けた方も、クロピラリドのク

ロの字も知らなかったわけですから、そういう

点で、特に耕種部門の農家になぜ徹底されな

かったのか、その要因をどう捉えておられるの

か、部長の答弁を求めたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） クロピラリド

の生育障害につきましては、全国的にトマト類

で多く確認されていたことや、本県でもミニト

マトのみの発生であったことから、その周知啓

発を野菜農家中心に行っており、今回、被害が

発生しているスイートピーなど、花卉農家への

対応が十分ではなかったと考えております。こ

のため県では、情報提供の範囲を施設園芸農家

全般に広げ、対策等に係る指導を徹底いたしま

すとともに、関係機関・団体による周知や指導

状況について定期的に報告を求めるなど、農業

者に正確な情報が確実に届きますよう、対応を

強化してまいりたいと考えております。

○来住一人議員 県内90何戸ぐらいがスイート

ピーをつくられているということでありま

す。900とか9,000ではないですから、そういう

意味では、本当に徹底しようと思ったら、そん

なに難しいことではありませんので、ぜひお願

いしたいと思います。

私どもは、県にだけ責任があるとは考えてお

りません。私自身、昨年11月、農水省に行きま

して、やりとりをやってまいりました。通達の

出しっ放しでなく、特に影響の出やすいミニト

マトやスイートピー農家一人一人に趣旨が伝

わったか、追跡調査を農水省が行っていたなら

避けられたことだと、このように主張しまし

た。また、我が党の真島省三衆議院議員は、宮

崎県に２回入っていただいて、現場も視察して

いただきました。

２月22日には、衆議院の予算分科会におい

て、この問題に限って取り上げてもらいまし

た。大臣を初め農水省も認識を新たにしたので

はないかと思います。真島議員が被害を受けた

方の訴えを委員会で紹介して、大臣の受けとめ

を聞きました。山本大臣はこう答えました。

「被害者の花卉園芸に対する熱心さ、これをま

ず感じたところであります。クロピラリドとい

う農薬の副作用がかかる甚大な被害を及ぼすと

いうことについて予測できなかったこと、そし

て何とか水をかけたり活性炭注入を行ったりし

てもなお十分な対策にならないという絶望感、

こういったものに対し、我々農業にかかわる者

といたしまして、何らか対策を講じる必要とい

うものを感じたところであります」と、このよ

うに答えられております。

すぐさま被害者の救済に乗り出すというもの

ではありませんけど、被害を受けた農家に心を

寄せることは大切ではないかと、このように思

います。今回の事件は、被害を受けた農家に何

の責任もありません。農業共済も適用されませ

ん。被害に対する救済・補償は行えないのか、

改めて部長の答弁を求めたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問にござ

いましたように、被害農家への直接的な補償は

現状ではございませんが、県では、被災農家に

対して、被害軽減対策のための実証圃の設置な
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どによる技術的なサポートを強化いたしますと

ともに、次の作付に影響が残らないように、農

家とともに被害の軽減に向けて、しっかり取り

組んでいるところであります。

○来住一人議員 今答弁がありましたように、

被害が発生した圃場は、現在、県の実証圃とし

て位置づけられているようです。平成29年度の

植えつけ、そしてその生育がどうなるかは、被

害者だけじゃなくて、宮崎県にとっても非常に

大事なことだと思います。クロピラリドの影響

が出ないようにしなければならないわけで、本

人の理解と協力が前提となりますけど、どのよ

うな対策が有効と考えられるのでしょうか、答

弁をよろしくお願いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問にもご

ざいましたように、県では現在、被害農家に御

協力をいただき、生育障害が発生した圃場にお

いて、関係機関・団体と連携して技術実証を

行っておりますが、その中で、実証の途中では

ございますけれども、クロピラリドが水溶性で

あるという特徴に着目した、圃場に水を張る

―いわゆる湛水防除処理といいますけれども

―処理や、クロピラリドを吸着すると言われ

ている活性炭の土壌混和、土壌に混ぜるという

処理が、被害防止対策として有効なのではない

かと考えているところであります。県といたし

ましては、これらの実証結果を踏まえ、早急か

つ効果的な被害防止対策の構築とその普及を

図ってまいりたいと考えております。

○来住一人議員 現場はもともと田んぼであり

ましたから、水を張るのはそんなに難しいこと

ではないと思うんです。ただ、本人に聞いた

ら、また水を確保するのがなかなか難しいとい

うお話をされておりましたので、ぜひ現場でよ

く話し合いをされて進めていただきたいと思い

ます。

個々の農家が施用しようとする堆肥にクロピ

ラリドが残留しているのか、また影響が出るの

か、これを検証するには生物検定が有効と聞き

ます。しかし、これは残念ながら時間がかかる

ようであります。検定のマニュアルは作成され

ているのでしょうか。また、そのマニュアル

は、どう普及されているのでしょうか、その状

況について答弁を求めたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 生物検定につ

きましては、国の「被害軽減マニュアル」に記

載はございますが、農家に広く実施していただ

くためには、より具体的な手順等をわかりやす

く解説した「実施マニュアル」の作成が必要で

あると考えております。このため県では、次の

作付準備に間に合いますよう、この「実施マニ

ュアル」を本年４月までには作成し、生産農家

に配付してまいりたいと考えております。

○来住一人議員 今回の事件で大事なのは、言

うなら通達行政、それだけではだめだというこ

と、どこまで徹底するかというのが非常に大事

だというふうに思います。

クロピラリドによる被害を根絶するには、ク

ロピラリドを使用した飼料を輸入しない、これ

が何よりも大事です。私が昨年、農水省に行っ

たときには、この問題を取り上げましたけど、

全く話にならない状況でありました。さきの真

島議員の質問に対して、農水省消費・安全局長

はこう答えました。「輸入先の国に対して、ク

ロピラリドが入っているかどうかということに

ついての情報伝達について協力を依頼してい

る。園芸作物に被害が生じないようにすること

について、さらに何ができるか検討したい」と

いうふうに答弁されておりまして、ある意味で

は、一歩前進ではないかと思います。
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この問題について、最後に知事の所見を伺い

たいと思います。宮崎県のスイートピーの生産

は、全国の実に54％を占めて、断トツに第１位

であります。県の農業試験場において、県のオ

リジナル品種として19品目が育成されておりま

すし、また、個々の生産者が品種改良に取り組

んでおられます。こうした農家を初め関係者の

努力が、現在の地位を確保し、海外に輸出する

までになっていると思います。

よく「攻めの農業」という言葉を聞きます

が、本気で農業者に寄り添っているなら、今回

のような事件・事故は避けることができたと思

います。行政の不注意によって、こうした個々

の農業者を追い込んでしまった。これでは、

「攻めの農業」という言葉がむなしく聞こえる

のではないかと私は思います。今回の発育障害

問題を受けての知事の思いをお聞きしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 今回のクロピラリドの

問題につきましては、本県の主力品目であるミ

ニトマトや、今御指摘がありました、全国の生

産量の約５割を占める日本一のスイートピーで

生育障害が発生しておりますことから、早急に

対応していく必要があるものと考えておりま

す。このため、県としましては、国や関係機関

・団体と連携しながら、今部長が答弁しました

ように、畜産農家と耕種農家がともに安心して

農業生産に取り組めるよう、各種対策を講じて

いるところでありますし、再発防止に万全を期

してまいりたいと考えております。

また、根本は、輸入粗飼料に起因する問題で

ありますので、今後とも、国に対し、関連対策

の強化について強く要望してまいりたいと考え

ております。

○来住一人議員 それでは最後に、教育行政に

ついてお伺いいたします。

特別支援学校の教室不足について質問いたし

ます。この問題は、党議員団として連続３回取

り上げることになります。連続して３回も取り

上げることは余りないと思いますけど、教室不

足が余りにも深刻で放置できないこと、障がい

を抱える子供たちをどう捉えているのか、政治

の根本が問われている問題であると考えるから

であります。

私ども党県議団は、まだ県北の支援学校には

出向いておりませんけど、県央、県南は、ほぼ

訪問させていただきました。教室不足の最も深

刻なのは、都城きりしま支援学校であろうかと

思います。まず、都城きりしま支援学校の教室

不足について、どのような手だてをとって、新

年度、この４月を迎える計画であるのか、教育

長の答弁をよろしくお願いします。

○教育長（四本 孝君） 都城きりしま支援学

校では、近年、児童生徒が増加する傾向にござ

いまして、新年度も教室の不足が見込まれてい

るところであります。そこで、今年度のうち

に、教材保管室を教室に改修したり、可動式の

間仕切りを設置したりするなどして、当面の教

室不足に対応することとしております。

○来住一人議員 私も現場を回って改めて見せ

ていただきまして、結局３つの教室を間仕切り

すると。それから、物置、材料置き場の部屋を

あけて、これを廊下に移動して、そこを改めて

部屋にするというような内容のようでございま

した。今回も、現在ある教室を間仕切りして教

室を確保しようと、このようにされているわけ

です。私は、こうしたやり方は、憲法や学校教

育法、障害者の権利に関する条約、また障害者

差別解消法、さらには都城きりしま支援学校の

現状から言っても、多くの問題があるというふ
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うに思います。

29年度は、今回は間仕切りで対応するしかな

いのかなと思いますけど、来年４月、平成30年

４月までには、新しく校舎を建設するなどし

て、必要な教室を確保することが求められてい

るのではないかと思いますが、教育長の答弁を

求めたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 特別支援学校の児童

生徒数につきましては、毎年その増減の予測が

難しい状況にありますことから、間仕切りある

いは特別教室の転用等によって、教室不足への

対応を図っているところでございます。都城き

りしま支援学校につきましては、新たな校舎整

備に向けた設計経費を新年度予算に計上してい

るところであります。県教育委員会といたしま

しては、今後とも、創意工夫を図りながら、児

童生徒のため、安全・安心な学習環境の整備に

なお一層努力してまいりたいと考えておりま

す。

○来住一人議員 来年度、29年度にいわゆる設

計・建設をして、30年の４月には新しく教室を

提供するというように聞こえるんですが、具体

的には、何教室ぐらいを新たにつくる計画なの

でしょうか。

○教育長（四本 孝君） 新たにつくるのは、

軽量鉄骨構造の５教室とトイレであります。な

お、29年度に設計いたしまして、建設が30年度

でございますので、予定どおりにいったとし

て、31年４月からの供用ということなると思っ

ております。

○来住一人議員 それは１年早まらないので

しょうかね。５教室とか聞きましたので、そん

なに大きな校舎じゃないと思いますので、なる

べく早く対応していただきたいと思います。と

にかく、教室を間仕切りして、間仕切りして、

ずっとやっていくと。今おっしゃるように、子

供たち、学校に通う生徒の数が変動があると

か、見込みがなかなかつかないとかいうのがあ

りますけど、しかし、それは僕は違うと思いま

す。今の現状を見れば、そういうことは通らな

いというふうに思います。

特別支援学校づくり検討委員会がまとめを

行っておりまして、これを参考にした特別支援

学校の教室不足の抜本的解決の方向について、

改めて教育長に答弁を求めておきたいと思いま

す。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会といた

しましては、先ほど答弁申し上げましたとお

り、児童生徒数の推移を十分に見きわめなが

ら、計画的に教室不足の解消に取り組んでいる

ところでございまして、今後とも努力してまい

りたいと考えております。

○来住一人議員 とにかく、その学校に通って

いる肢体不自由、それから知的障がいのある子

供たち、つまり自分の思いをちゃんと伝えるこ

とができる健常者から見れば、かなりハンディ

がある、そういう子供たちが通う学校でありま

すから、私は本当に放置できないというふうに

思います。

また、スクールバスの問題についても、これ

まで何回か議論してきたところですけど、ぜひ

皆さん方の協力を心からお願いいたしまして、

私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 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37分休憩

午後１時０分開議
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○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の渡辺創です。今、私の事務所で３名の大学

生がインターンシップ研修に取り組んでいま

す。私は昨年春から３度目の受け入れですが、

県議会では今回、５人の議員が受け入れていま

す。昨春は、一般質問で知事にインターンシッ

プ生との意見交換を提案したところ、快く応じ

ていただきました。改めて感謝を申し上げま

す。

昨年は、18歳選挙権の導入など若年層の政治

参加のあり方が問われた１年でしたが、私自身

も、インターンシッププログラムを通して二十

前後の大学生と深くかかわり、新たな視点と刺

激を得ました。これまでの３期８名のインター

ンシップ生に感謝したいと思います。

さて、そのインターン生たちが３月20日、祝

日の月曜日になりますが、午後１時半から山形

屋前の交差点で街頭演説を行います。清山議員

のインターン生２人も加わり、若者の純粋な視

点で社会を見詰め主張しますので、少しでも多

くの方に耳を傾けていただければと思っており

ます。

質問に入ります。県は近年、移住促進に取り

組んでいます。歴史を振り返ってみると、明治

期以降、県は３度にわたって移住促進に取り組

んでいることがわかります。最初が明治中期か

ら昭和初期にかけて、２回目が太平洋戦争直

後、そして３回目が今の移住促進です。明治24

年に３代目岩山知事から４代目永峰知事に託さ

れた県務引継書は、「本縣下ハ土地廣漠ニシテ

人口稀少」とした上で、「近年他縣ヨリ移住開

墾ノ業ヲ起スモノアルニ到レリ」と記していま

す。この県務引継書は、移住に関する県の最初

の公文書とされていますが、この文書を読み進

めると、先ほど申し上げた「縣下ハ土地廣漠ニ

シテ人口稀少」に象徴されるように、「人口は

少ないが、土地は広大で、開拓可能な土地は少

なくない。宮崎を活性化させる鍵は、この現状

の打開にある」という認識がよくわかり、移住

民招致が県是となっていく理由が明確に理解で

きます。この視座は、国富町在住の杉尾良也氏

が長年の研究をまとめ、ことし１月に出版した

「宮崎平野を拓いた移住者たち」から得まし

た。同書の後書きには、「最近、宮崎県が“宮

崎のひなた暮らし”のキャッチフレーズで再び

移住民招致をはじめている。県下市町村の全て

に「移住相談窓口」が設けられ、メールでも情

報入手ができるようになっているのだが、この

現在の移住招致政策に前史があったことを知る

県民は意外に少ないのが現実である。この欠落

部分の補いの一助になれば」とあります。県の

移住施策の歩みを考える上で非常に有意義な内

容です。ぜひ知事にもごらんいただければと思

います。

さて、移住促進の背景には必ず人口分布の不

均衡という社会現象があります。明治期の移住

は、江戸時代に幕藩体制のもとで移動の自由が

制約され、大きな人口の偏りがあった。それが

明治維新によって前近代的な制約が緩和された

ことによって、生活しやすい場所を求めて人口

の流動が起こり始めたのだと考えます。明治期

に、移住に取り組む宮崎に熱視線を送っていた

香川県は、宮崎県の５分の１の面積に約1.5倍の

人口が暮らし、畑地は宮崎が6.6倍、山林を除く

未開墾の原野は、宮崎が３倍強という状況でし

た。当時の現地新聞「香川新報」は、大正元年

に香川県警務課長の宮崎視察レポートとして、
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面積が狭く人口が多く、過密に苦しむ香川県か

ら見れば、面積広大で人口は少なく、その上気

候も悪くなく、距離も近い宮崎県は格好の移住

地という趣旨の記事を掲載しています。明治期

の移住の話をしてまいりましたが、ここで知事

にお伺いします。県は、現在の社会環境をどの

ように捉え、今なぜ移住促進に取り組むのか、

御説明ください。

壇上からの質問は以上とし、残余の質問は自

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

移住政策についてであります。我が国の社会

状況を見ますと、依然として、地方から大都市

圏への若者の人口流出や人、物、金の東京への

一極集中が続いております。そういったことが

日本全体の人口減少、地方の活力の低下といっ

た現状にもつながっているものと考えておりま

す。こうした状況を是正し、人や物の流れを変

え、地方が成長する活力を取り戻す取り組みが

地方創生であり、全国の自治体が取り組んでい

る施策の一つとして移住促進があるわけであり

ます。本県におきましては、特に進学、就職を

機に多くの若者が県外に流出しておりますの

で、高校生を初め若者の県内就職を促進すると

ともに、移住、ＵＩＪターンを促進することで

人口減少に歯どめをかけ、地域活力の維持・増

進を図っているところであります。

先日、本県に移住してこられた方との意見交

換の場がありました。皆さん、サーフィンであ

りますとか農業、クライミング、炭焼き、本県

のさまざまなところに魅力を見出し、県外の視

点を踏まえて新たな価値を見出す。地域にとっ

ては大きな刺激になっているものと考えており

ます。大きな流れを転換するためには、長期間

にわたる継続的な取り組みが必要でありますの

で、今後とも市町村等と連携しつつ、移住促進

に力を注いでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。東

京への一極集中という人口分布の不均衡と、全

国的な人口減少が地方の活力をそいでいるとい

うのは、まさに同じ認識だと思います。この状

況を打破するための移住促進という認識だとい

うことはよくわかりました。大きな構造は100年

以上前と根本的には余り変わっていない、共通

するものがあるのかなと思うところです。

さて、県土地改良史によると、明治の移住促

進期には、明治30年から昭和元年までに3,739戸

の県外からの移住があったとされています。こ

れは戸数ですので、人口はその数倍ということ

になると思います。また、もちろん行政のあっ

せんを受けないで、親戚等を頼った移住という

のもかなりあったというふうに考えますので、

実際の推計ではそれをかなり上回るものかと思

いますが、今、県が取り組んでいる移住推進策

の中で把握している移住者数を、総合政策部長

にお伺いします。

○総合政策部長（永山英也君） 県が把握して

おります移住世帯数等につきまして、平成27年

度は202世帯343名、平成28年度は、12月末の時

点で268世帯499名となっております。しかしな

がら、これは市町村の移住相談窓口など公的な

支援を活用して移住された方々の数でありまし

て、実際にはさらに多くの移住者がいると考え

ております。県といたしましては、移住者数

は、人口減少対策に係る戦略の構築やその成果

をはかる上で重要な数値の一つであると考えて

おります。本年の４月から、市町村の協力を得

まして、転入窓口において移住者を対象とした
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アンケート調査を実施することとしておりまし

て、より詳細に実態を捉えていきたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 実態を把握するのが難しいと

いうのは、当時も今もまた同じかなと思うとこ

ろなんですが、明治期の資料を読み込んでいく

と、かなり当時も意欲的で戦略的な取り組みを

進めていたということがわかります。例えば、

明治30年から32年の樺山知事の時代には、移住

促進の調査費として当時の510円を確保し、案内

書を全国に配布するという取り組みをしていま

す。経済価値が今と比べると大体3,800倍という

ことのようですので、今の感じで200万円ぐらい

の予算をとっていたということになっていま

す。その案内書には、そのほかに移住民便覧の

配布や移住に関する交通費・運送費の割引、土

地・家屋購入借入への便宜などが記されていま

す。また、名知事とうたわれた、明治期末期か

ら大正初期の有吉忠一知事の時代には、移住奨

励費の予算計上や「宮崎県移住案内」の全国配

布にとどまらず、中四国、九州各県への移住促

進のための県職員の派遣、さらに、移住成功者

をそのふるさとに派遣して、新たな移住希望者

をリクルートするなどしています。そういう取

り組みは当時高く評価をされて、先ほど紹介し

た大正元年の香川新報の記事でも、「人口の少

なき為、宮崎県の農家は小作人を得るに困難し

従って小作人の勢力極めて大なれば、単に小作

人として移住するも成功すべく、小作料も高き

は八斗低きは三斗位いなり、又た今後移民の開

墾すべき山林原野等は多くは民有地にて台湾北

海道の如く開墾地を無料付与さる々恩典なき

も、地主との間に円満なる契約あり、又た中に

は開墾の幾分を付与する所もある」というふう

に紹介されております。100年の時を超えて、そ

の取り組み方というのは、今の移住促進や企業

誘致と似通っているところがあるという気がし

ますけれども、現代に目を転じて、県は今後ど

のような方向性で移住促進を図るのか、総合政

策部長にお伺いします。

○総合政策部長（永山英也君） 本県では昨年

度、移住・ＵＩＪターンに係る相談体制や施策

を強化いたしました。一方で、若者を中心に本

県の人口流出は加速化をしておりまして、より

一層、移住施策の充実が必要であると考えてお

ります。県外からの移住を効果的に進めるため

には、より戦略的に取り組む必要がありますの

で、来年度からは、本県出身者に焦点を当てま

して、例えば、大都市での同窓会や若者が集ま

る場におけるＵターンの働きかけを強化するほ

か、本年２月からスタートさせました移住希望

者登録制度「宮崎ひなた移住倶楽部」により、

県外在住の本県出身者や移住希望者を把握し、

効果的な情報発信を行いたいと考えておりま

す。さらに、世界に誇りますサーフィン環境な

どをＰＲしながら、スポーツや趣味と仕事が両

立できる本県のすばらしさを、移住促進につな

げてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 明治期の移住者は、その後

も、大変な苦労を乗り越えながらも、宮崎のま

さにフロンティアという存在になりました。例

えば、日髙陽一議員の地元である宮崎市の住吉

に愛知県から入植した長谷川弥七さんは、宮崎

では育たないと言われていた宮重大根を成功さ

せ、故郷愛知が本場だった千切り大根に取り組

み、宮崎を全国的な一大生産地としました。こ

のように、移住者が宮崎に定着し、新たな宮崎

人となって活躍の場を得る。そしてその活躍が

宮崎の活力になっていく。こういう循環こそが

本来の移住促進の成果ではないかということを
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指摘させていただいて、次の質問に移ります。

キャンプについてお伺いします。

宮崎県がスポーツキャンプのメッカと呼ばれ

るようになって相当な時間がたちました。私は

ことし40歳ですが、子供のときには既にその状

態にあったと思っています。初めて見た巨人・

広島のオープン戦で、当時のジャイアンツの若

手選手だった駒田選手のホームランを見て、大

変興奮したことをよく覚えています。毎年のよ

うにプロのキャンプを見に行ける環境というの

は、大変恵まれた幸せな環境であるということ

を改めて感じるところです。

さて、ことしは、宮崎、キャンプ地としてま

た大変な注目を浴びましたけれども、ＷＢＣの

合宿などもありましたが、今年度のスポーツ

キャンプの状況をどのように受けとめている

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今年度は、リオデジャ

ネイロオリンピック・パラリンピックがあった

わけでありまして、その直前合宿のために、例

えば銅メダルを獲得した競歩のチームでありま

すとか、全階級でメダルを獲得した柔道男子な

ど、多くの日本代表選手、チームが本県を訪れ

ております。また、箱根駅伝３連覇の青山学院

大学陸上部や立教大学野球部など、結果を残し

ている学生チームを初め、多くの社会人の強豪

アマチュアチームによる合宿が、ことしも実施

をされております。また、プロチームとしまし

ては、日本一となった鹿島アントラーズを初め

とするＪリーグが20チーム、またプロ野球７球

団の合宿が行われております。中でも昨年セ・

リーグ優勝しました広島東洋カープ、私もその

祝賀パレードに参加したところでありますが、

ファンの熱い思い、雨の中ではありましたが、

地域の皆さんとカープのきずなのようなものを

感じられた。半世紀以上にわたって行われてい

る合宿の受け入れというものが、単にキャンプ

に来ていただいているだけではない、本当に大

きな地域活性化の手応えを感じたところであり

ます。３回連続で侍ジャパンの合宿地に選ばれ

るなど、スポーツキャンプの聖地としてのブラ

ンド力の高まりを改めて実感しているところで

ありまして、スポーツランドの推進に一層力を

入れてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 そのスポーツキャンプが本県

経済に与えている影響をどう認識しているか、

商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 昨年度

は、１年間でプロ、アマチュアを合わせ、過去

最高の約1,400団体、延べ約20万人のスポーツ合

宿を県外から受け入れておりまして、宿泊や食

事などの直接的な経済効果だけでも相当大きな

ものがあったと考えております。そのような

中、特に春季のプロスポーツキャンプにおきま

しては、全国から約98万人の観客や報道関係者

らが訪れ、放映等によるＰＲ効果が約76億円、

宿泊などの経済効果が過去最高の約145億円あっ

たところであります。このようにスポーツキャ

ンプは、幅広い分野において大きな経済効果を

もたらす本県観光の大きな柱の一つであります

ので、今後とも積極的に取り組んでいく必要が

あると考えております。

○渡辺 創議員 春季キャンプだけを見ても、

今お話しいただいた経済効果ということでし

た。その経済効果を県内全体にいかにして広げ

ていくかというのが、大きな課題だと思いま

す。スポーツキャンプは現在、各市町村での実

施状況など、県内のどの程度までの広がりを見

せているのかお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県では、
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スポーツキャンプの経済効果を広く波及させる

ため、全県化、多種目化、通年化を目標に掲

げ、市町村と連携しながら、誘致や受け入れ体

制の強化に取り組んでいるところであります。

この中で、市町村の受け入れ体制の支援としま

して、スポーツ施設の改修等への助成や、宿泊

施設に関する周辺自治体との連携などについて

助言を行っております。また、これまで受け入

れのなかった市町村において、地元の特色を生

かした独自の取り組みも行われており、その結

果、昨年度は５年前より４町村増加し、21市町

村でスポーツキャンプが受け入れられており、

県全体への広がりが出てきているものと考えて

おります。

○渡辺 創議員 21市町村に拡大とのことでし

たが、そのうち郡部の自治体で行われている

キャンプの多くは、社会人や学生などのアマチ

ュアが中心だというふうに考えられますし、

キャンプの圧倒的集中地である宮崎市において

も、年間681チームの大半はアマチュアチームだ

と思います。ことしの春、社会人野球の新興勢

力として、2014年秋の日本選手権では準優勝を

果たしたセガサミー野球部の宮崎市久峰球場で

のキャンプにお邪魔をし、チームを統括するマ

ネジャーに取材をしました。１月31日のキャン

プインから２月24日までの25日間、選手、ス

タッフ約40名が宿泊し、移動し、飲食をする。

オフの日には観光もある。さらに関係者やファ

ンの短期の来県も考えれば、その経済効果は非

常に大きいことがよくわかりました。このよう

に、県内におけるキャンプの経済効果の裾野を

広げて下支えをしている役割は、むしろアマチ

ュアスポーツのキャンプにあるのではないかと

いう気もしております。県の見解をお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） アマチュ

アのスポーツキャンプにつきましては、昨年度

の実績で、延べ参加人数が約14万人と、全体の

７割を占めており、宿泊や食事等による経済効

果はもとより、県内チームとの練習試合などに

よる交流促進や競技力向上にもつながっている

ものと考えております。そのため県といたしま

しては、観光コンベンション協会や民間企業等

と連携しながら、アマチュアチームの誘致活動

に取り組んでおりまして、その促進を図るた

め、初めて本県で合宿を行うチームに対しまし

ては、合宿にかかる費用の一部を支援している

ところであります。今後とも、アマチュアチー

ムの誘致にも積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 ぜひ、地域にさまざまな効果

をもたらすアマチュアキャンプ、大切に扱って

いただきたいと思います。

さて、今度は各国代表レベルのキャンプに目

を転じたいと思います。県は、2019年のラグビ

ーワールドカップ、2020年の東京オリンピック

・パラリンピックに向けてのキャンプ誘致にも

熱心に取り組んでいらっしゃいますが、現時点

での取り組み状況を、引き続き部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） まず、ラ

グビーワールドカップの事前キャンプにつきま

しては、昨年11月に知事がイングランドラグビ

ー協会を訪問してトップセールスを行ったとこ

ろであり、先般、本年８月にはエディーヘッド

コーチなどが視察に来られる旨の連絡が届いた

ところであります。次に、オリンピックにつき

ましては、昨年度、ドイツ陸上連盟に対し、知

事がトップセールスを行い、本年１月に県内視

察が実現いたしましたが、現在、キャンプ地選
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定の結果を待っている状況にございます。ま

た、イタリアにつきましても、オリンピック委

員会やサッカー、自転車等の競技団体に対して

誘致活動を行っており、感触のよかった団体も

ありますので、現在、現地キーマンを通して接

触を続けているところでございます。さらに、

オーストラリアパラリンピック委員会の本県視

察が今月中旬に行われる予定となっており、現

在、福祉保健部と連携し、万全の体制で対応で

きるよう準備を進めているところでございま

す。

○渡辺 創議員 今御答弁にありましたパラリ

ンピックの話も含めて、代表レベルのキャンプ

を誘致することの目的は、非常に多岐にわたる

というふうに思います。2019年や2020年が近づ

いてくる中で、県として海外チームのキャンプ

誘致に取り組む目的を、改めて知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 「スポーツランドみや

ざき」ということで取り組んでいるわけであり

ますが、現在取り組んでおりますさまざまな

キャンプ誘致が実現すれば、世界に誇れるスポ

ーツキャンプの聖地としてのブランド力という

ものが、さらに高まることを期待しておるとこ

ろであります。また、選手やスタッフのみなら

ず、多くの観客やマスメディアが訪れることに

よる経済効果やＰＲ効果も期待できようかと思

います。さらに、各国のホストタウンとして

キャンプ誘致を進める中で、文化やスポーツ等

の幅広い交流も始まり、県民の国際感覚の醸成

や宮崎の認知度の向上、ひいては観光誘客にも

つながるものと期待をしておるところでありま

す。そのほか、県民が世界トップレベルの技術

というものを目の当たりにすることができる、

これも競技力の向上に寄与するということで、

さまざまな効果が期待できるところでありまし

て、今後とも引き続き、積極的に海外チームの

キャンプ誘致に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 続いて、海外からの観光誘客

についてお伺いをしていきたいと思います。本

県の外国人宿泊者数の状況を御説明いただきた

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

平成28年度の延べ外国人宿泊者数は、速報値で

はありますが、前年に比べ約２割増の約25万人

となっております。国・地域別に見ますと、韓

国が最も多く約９万6,000人、次いで香港が約４

万9,000人、台湾が４万8,000人となっており、

定期航空路線のある韓国、香港、台湾が全体の

８割を占めている状況にございます。

○渡辺 創議員 定期便のある地域からの宿泊

が８割ということでした。当然という気もしま

すし、その地域への対策にウエートを置くこと

も、極めて合理性のある取り組みだと思いま

す。ただ、訪日観光客を2020年までに4,000万人

にするという取り組みを考えたときに、東京五

輪等を見据えても、直行便のある地域以外から

の誘客対策にどのように取り組むかというのが

重要な視点になってくると思いますが、現在の

取り組み状況をお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 直行便の

ある国以外の誘客対策につきましては、現在、

九州への入り込みが多い中国やタイ等のＡＳＥ

ＡＮ諸国を中心に取り組んでいるところであり

ます。中国につきましては、クルーズ船の誘致

や、本県のゴルフ環境のよさを生かした旅行商

品への造成支援等を実施しているところであり

ます。タイにつきましては、日本らしい四季折
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々の花をテーマにした旅行商品の提案や、人気

旅行番組への制作支援を行っており、また、シ

ンガポールやマレーシアにおいても、旅行会社

の招聘や現地でのプロモーションなどに、九州

観光推進機構と連携しながら取り組んでいると

ころでございます。今後とも、直行便のある国

のみならずその他の国につきましても、国ごと

の特性や流行を的確に捉えながら、さらなる外

国人観光客の誘致に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 新しい地域から新しい方々を

引き込むためには、宮崎の観光資源を磨き上げ

ると同時に、新しいストーリーを付加して、タ

ーゲットを意識した打ち出し方が必要になって

くると考えます。今年度の県の新規事業を眺め

てみますと、教育委員会文化財課の事業に、日

本遺産認定を意識した「ひなた文化資源創出事

業」というものがあります。今、私が指摘した

考え方に近い事業という印象を持っています

が、その概要を教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） この事業では、県内

各地にある文化財と観光資源をつなぎ合わせ、

地域の歴史や文化などを表現し、観光客の関心

を高めるようなストーリーを作成しまして、文

化庁が認定する日本遺産を目指すとともに、東

京オリンピック・パラリンピックなどに向け、

国内外に情報を発信し、県内への海外観光客の

誘導を図ります。このストーリーの検討・作成

に当たりましては、県と市町村の文化財や観

光、地域振興の担当課などと連携して取り組ん

でまいります。

○渡辺 創議員 海外観光客の誘導を図るとい

うことであります。そういう狙いを明確に持っ

た取り組みというのが、ますます重要になって

くると思います。その意味では、先ほどキャン

プ誘致に取り組む狙いを伺った東京五輪の事前

キャンプなどを通しても、さらなる付加価値を

つけたストーリーを確立し、消費額の大きい欧

米からの誘客対策が重要度を増すというふうに

考えますが、今後の取り組みについて、知事の

所見をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 海外誘客という面で

は、これまで直行便のあるアジアを中心に取り

組んでまいりましたが、御指摘のように、欧米

からの誘客というものも、経済効果、それから

情報発信効果、大変高いわけであります。２年

後のラグビーのワールドカップ、３年後の東京

オリ・パラ、さらには４年後には関西ワールド

マスターズゲームズ、大きな国際大会が我が国

で開かれる。この機会をゴールデン・スポーツ

イヤーズと位置づけて、海外誘客にも積極的に

取り組んでいこう、国全体でそういう動きに

なっておりますので、本県としても、事前キャ

ンプの誘致、またホストタウンとしての交流な

どを通じて、しっかりとそれを捉まえていきた

いと思っております。

ホストタウンとしての交流については、来年

度は東京都と連携をし、ホストタウンに登録さ

れているドイツ等をターゲットとしまして、海

外メディアの招聘や、ウエブを活用したプロモ

ーションなどを実施することとしております。

また、東京オリ・パラを視野に入れながら、欧

米を初め訪日外国人が大幅に増加していくこと

を見据えて、市町村等とも連携をしながら、新

宿みやざき館ＫＯＮＮＥを核として首都圏での

情報発信をさらに強化する。いろんな形でネッ

トワーク、また知恵を使いながら、大きなチャ

ンスと捉えて、さらに観光誘客に積極的に取り

組んでいきたいと考えております。

○渡辺 創議員 東京都と連携しての事業な
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ど、非常に関心を持ってこれからも見せていた

だきたいと思います。

続いて、テーマを変えまして、宮崎イメージ

の確立に向けた宣伝戦略のあり方についてお伺

いをいたします。このテーマ、話が多岐にわた

りますが、よろしくお願いいたします。

まず、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥについてで

す。改めて、リニューアルに当たり新宿での継

続と判断した理由を、商工観光労働部長にお伺

いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 今回、新

宿みやざき館ＫＯＮＮＥをリニューアルする理

由といたしましては、まず、目の前にＪＲ新宿

駅の新たな改札口やバスタ新宿、多くの商業施

設がオープンし、人の流れが大きく変わったこ

とや、近くにできましたイベント広場と一体的

なＰＲ活動ができるなど、今まで以上に新宿Ｋ

ＯＮＮＥ周辺の集客力や情報発信力が高まった

ことにございます。また、今以上の好立地の物

件が見つかるか不透明である中で、移転の場合

と比較しますと初期投資を抑制できること、さ

らには、新宿ＫＯＮＮＥが一戸建てで遠くから

でも目立ち、その建物でのＰＲ効果が期待でき

ることなども勘案し、総合的に判断したもので

ございます。

○渡辺 創議員 実は私も、大学生の時代か

ら、就職して横浜、東京で新聞記者として過ご

した時期にも、時にはふるさとを懐かしむ時間

を、またふるさとの味を求めて、新宿ＫＯＮＮ

Ｅに頻繁に足を運んだ一人であります。その愛

着に加え、今御答弁にあった理由も踏まえて、

新宿での立地に優位性があるというふうに考え

ています。

なお、一戸建てという利点を生かせば、あの

施設自体をまさに物理的に情報発信の拠点と考

えるべきだと思っています。飛躍的に性能が向

上し、多様な使用法が想定されているデジタル

サイネージなどをフルに活用して、ビルの壁面

でのアピールも積極的に検討すべきではないか

と考えていますが、いかがお考えでしょうか。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 御提案の

ありました壁面の有効活用は、一戸建てという

新宿ＫＯＮＮＥの恵まれた立地環境を最大限に

生かし、県内各地域の観光や物産、歴史・文化

などのさまざまな宮崎の魅力を効果的にＰＲで

きる方法の一つであると考えております。一方

で、ビジョンの設置など壁面の活用に当たりま

しては、東京都の屋外広告物条例の規制や、景

観、運用上の課題等もありますことから、それ

らを踏まえ、どのような方策が効果的か、今後

検討していくことといたしております。

○渡辺 創議員 さまざまな課題があるのだと

思いますけれども、ぜひ工夫をいただいて乗り

越えていただきたいと思います。

新宿ＫＯＮＮＥの再整備の事業に大いに期待

をしたいところでありますが、そのリニューア

ルを大きな柱に据えた首都圏情報発信拠点整備

・機能強化事業の事業説明書を見ますと、宮崎

県が首都圏の大きな窓口と位置づけ、幅広い分

野での連携を模索しているはずの川崎市につい

ての記載が全くありません。川崎市との「崎・

崎モデル」は、首都圏での情報発信力の強化と

いう観点ではどのように位置づけられているの

か、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（永山英也君） 川崎市との協

定では、産業や人づくりなどさまざまな面で連

携をとっておりまして、県産品や観光のＰＲに

ついても積極的に取り組んでおります。今年度

は、約57万人が来場しました「かわさき市民祭

り」や、川崎フロンターレのホームゲームにお
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ける食や観光のＰＲのほか、特に商業施設にお

ける物産展「ひなたフェア」にはＫＯＮＮＥも

出店をし、他県のフェアと比較しても高い売り

上げを計上しております。引き続き、このよう

な取り組みを継続していきますとともに、ＫＯ

ＮＮＥについては、今後リニューアルも予定さ

れておりますので、本県の情報発信拠点として

川崎市民にもＫＯＮＮＥを認知していただける

よう、しっかりとＰＲしていきたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 私も以前、５年間神奈川県で

勤務したことがありますけれども、川崎市は人

口が142万人の大都市で、しかも意識が東京に向

いている自治体というふうに言えるかとも思い

ます。新宿まで比較的距離のある市東部のＪＲ

川崎駅からでも38分程度で新宿まで行きます。

川崎市西部なら、小田急線で川崎市最初の駅に

なる多摩区の登戸なら20分、麻生区の新百合ヶ

丘でも速い電車なら23分と、非常に新宿に近い

ところです。例えば、川崎との連携の中で物産

フェアを行うのであれば、宮崎県産品をアピー

ルすることと引けをとらないぐらいのレベルで

新宿ＫＯＮＮＥ自体をアピールして、東京にお

ける宮崎としてのＫＯＮＮＥの存在をできる限

り強調して、川崎の皆さんに新宿ＫＯＮＮＥに

足を運んでもらうことによって、宮崎県に対す

る認識をより深めてもらうという誘導が、極め

て重要ではないかと思うところです。首都圏で

の情報発信強化をうたう以上、そのぐらいの貪

欲さは必要ではないかと思うところですので、

ぜひ御検討をいただきたいと思います。

少し質問の目先を変えます。宮崎県にはさま

ざまな事業がありますが、各部門を横断して県

予算を分析した際に、年額幾らの広報宣伝費を

計上しているのか、総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（永山英也君） 県全体の広報

予算の総額は、平成28年度当初予算ベースで約

５億1,700万円であります。このうち約４割の２

億1,400万円が秘書広報課広報戦略室の予算であ

り、３億300万円が各担当部局の予算となってお

ります。

○渡辺 創議員 ５億2,000万円弱程度というこ

とですが、県の一般会計総額の中で見ると約0.1

％弱ということです。ただ、この金額というの

は、新聞広告とかテレビ、ラジオ、ホームペー

ジ、キャンペーンなど直接的な広報予算に限ら

れているものかと思いますので、広い意味での

広報宣伝費と考えれば、もう少し膨らむのでは

ないかという印象を持っているところです。

質問を変えます。県は、「日本のひなた宮崎

県」という統一的なイメージ戦略を策定し、ア

ピールに取り組んでいます。統一的な広報戦略

の必要性は、私自身も１期目の初めから、その

必要性を繰り返し主張してきました。結果とし

て、研究のための調査費が計上され、「日本の

ひなた」というイメージ戦略が構築されたわけ

ですので、私の主張も多少なり妥当性を認識し

ていただけたのかと理解をしています。この統

一的なイメージ戦略策定の効果をどう認識して

いるか、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 「日本の

ひなた宮崎県」につきましては、物産振興や観

光誘客、移住・定住の促進などさまざまな分野

において、庁内はもとより、民間団体等で構成

いたします官民推進会議を中心に、市町村や民

間企業、県民と連携しながら取り組んでおりま

して、まさにオール宮崎による取り組みへと広

がりと力強さが出てきているものと考えており

ます。この結果、県全体の一体感が醸成される
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とともに、本県の認知度、好感度の向上にもつ

ながってきているものと認識いたしておりま

す。

○渡辺 創議員 「日本のひなた」によって、

オール宮崎による取り組みに広がりと力強さが

出ている、認知度、好感度の向上につながって

いる、統一的な戦略を持ったことによる効果を

実感しているという趣旨の御答弁だったと理解

をいたしたいと思います。

さて、それでは、その推進を図るに当たっ

て、県の組織図や職務分掌を見ると、秘書広報

課広報戦略室とオールみやざき営業課という２

つのコントロールタワーがあるようにも見えま

す。その両組織の役割について、総合政策部長

にお伺いします。

○総合政策部長（永山英也君） 広報戦略室で

は、庁内各部局が持っております県政情報を集

約・調整をし、県民にわかりやすくお伝えする

という役割を担います。一方、オールみやざき

営業課では、本県の認知度や好感度を上げるた

め、国内外に向けて本県の魅力をアピールする

という役割を担っております。具体的には、広

報戦略室では、広報紙、テレビ、ラジオ、ホー

ムページ、ＳＮＳなどの広報媒体を活用して、

各種施策・事業の紹介や県民への協力の呼びか

けを行っております。また、オールみやざき営

業課では、「日本のひなた宮崎県」や「みやざ

きｗｅｅｅｅｋ!!」などのプロモーション活動

のほか、みやざきグローバル戦略に基づく海外

におけるトップセールスの総合調整などを行っ

ているところであります。

○渡辺 創議員 それぞれの役割は理解できま

した。

このテーマの最後の質問にしたいと思います

が、今、行政の中で広報宣伝分野の重要性は次

第に高まっていると思います。その傾向は、将

来的に拍車がかかることがあっても、比率とし

て下がっていくことはないのではないかと思い

ます。行政の中でも、広報宣伝は事業のついで

にやるものという認識から脱して、大きな効果

を生むことが、県の実質利益をふやすと同時

に、県民の県政満足度にも大きく影響するもの

だと捉えるべきではないかと思います。そのた

めには、各部門のプロモーションの経験やノウ

ハウを集約・蓄積し、県全体の広報宣伝活動を

コーディネートする力が大切になると思いま

す。先ほどの答弁にあったように、統一的な広

報宣伝の柱をつくることによって、その推進力

は格段に強まったという認識が県にもあるよう

です。県予算全体から見ればわずか0.1％の広報

宣伝費であるかもしれませんが、「日本のひな

た」のプロモーションのように、民間や県民を

うまく巻き込めば、その効果はさらに大きく膨

らんでいくものだというふうに思います。知事

にお伺いをいたします。広報宣伝分野において

経験と知恵の蓄積を図り、いわば県庁内の広告

代理店のような存在となるコントロールタワー

を設けることが有効ではないかと考えますが、

いかがお思いでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 地域の効果的な情報発

信、議員の先ほど来の質問、例えば移住であり

ますとか観光誘客、また県産品の販路拡大、そ

ういう意味でも、地域間競争を勝ち抜くために

も大変重要でありますし、私が今、「対話と協

働」を掲げている、その県民に対する理解を得

る、協働を高めていくためにも、情報発信が大

変重要だというふうに考えております。私自身

も、フェイスブックやツイッター等で積極的に

県政情報の発信などに取り組んでいるところで

あります。最近は、フェイスブックで取り上げ
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映画「君の名は。」に登場する宮水神社と同じ

神社が日之影町にあるという話題であります

が、大変ありがたく思っております。

県職員一人一人が広報マンであると自覚し

て、個人としても組織としても広報マインドを

持ち、広報スキルを向上させていくこと、これ

がまずベースとして大変重要なことではないか

と考えております。また、国内外に向けての情

報発信に当たっては、関係部局のみならず、各

市町村や団体、企業との連携など、さらなる工

夫や戦略というものが必要であろうと考えてお

ります。コントロールタワーをというような御

指摘もありました。どのような手法が効果的な

のか、これからも問題意識を持って、県庁全体

としての情報発信力のレベルアップに努めてま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。知

事が、主張してきたことと近い認識を持ってい

ただいているということ、大変うれしく思うと

ころです。

次のテーマに移ります。災害時の対応につい

て質問をしてまいります。

間もなく東日本大震災から６年を迎えます。

改めて、多くの犠牲の上にこの国の防災・減災

対策が進んできたということを再認識したいと

思います。

先日、鹿児島県であった九州各県議会議長会

の研修会で、東日本大震災の津波の中で発生し

た火災は、流されたＬＰガスボンベからのガス

漏れが一因だったという趣旨の話を伺いまし

た。現在はそのガス漏れを防ぐ特殊なホースの

取りつけが進んでいると聞いていますが、県内

での取り組み状況を、危機管理統括監にお伺い

します。

○危機管理統括監（畑山栄介君） ＬＰガス販

売事業者におきましては、ガスボンベの転倒な

どを防止する鎖をかけたり、一定以上の地震で

ガスの供給を遮断するガスメーターを設置した

りということで、保安の確保を図っておりま

す。また、御指摘のとおり、東日本大震災にお

いては、津波で流出したガスボンベから漏れた

ガスが火災要因の一つとなった可能性も指摘さ

れており、宮崎県ＬＰガス協会が中心となっ

て、ボンベの流出時等にガスの放出を自動的に

とめるガス放出防止型高圧ホース等の普及に取

り組んでいるところです。

なお、高圧ホースに占めるこのホースの出荷

割合は、本県では毎年増加しており、12月まで

の今年度の割合は69％となっております。

○渡辺 創議員 火災の原因はほかにも幾つか

のものが想定されるということは、理解してお

りますけれども、対策は、特に沿岸地域におい

ては効果の大きいものかと思いますので、県と

しても協調して対応いただければと思います。

次に、警察本部長にお伺いをいたします。県

議会文教警察企業常任委員会に提出された、宮

崎県警察災害対策検討委員会における検討状況

をまとめた資料を拝見いたしました。その内容

を私なりにかみ砕くと、県内沿岸部には相当数

の警察施設があり、交番等を含め浸水が予想さ

れる施設で勤務している警察官の方々も少なく

ない。ただ、東日本大震災と比べても津波の到

達時間が極めて短いと予想される南海トラフ地

震においては、津波到達時間までに警察が行え

る活動はかなり限定的となる。そのために警察

としては、日常的な防災講話等によって、まず

は住民の自発的な避難を促すことによって減災

につなげようとしていると理解をしております

が、その認識でよろしいでしょうか。

平成29年３月７日(火)
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○警察本部長（野口 泰君） そのとおりで間

違いありません。南海トラフ地震及びそれに伴

う津波による本県での死者数は、最悪で約３

万5,000人と予想されておりますが、地震発生後

の早期避難率を上げた場合、大幅に減少するこ

とになります。地震発生から津波の到達まで20

分前後と予想されており、このわずかな時間に

おいて、県警が行う避難誘導だけで住民の避難

率を向上させることは極めて困難であります。

そこで、住民の危機意識を醸成し、住民が正し

い防災知識を持つことが、早期避難率の向上の

ために重要であると考えております。県警とし

ましては、防災・減災対策の重点事項として、

住民の危機意識の醸成や防災知識の習得を目的

とした防災講話を推進してまいります。

○渡辺 創議員 では、その防災講話等はどの

程度実施をされているんでしょうか。

○警察本部長（野口 泰君） 県警としまして

は、防災・減災に関する意識啓発の取り組みと

して、住民に対する防災講話を実施しておりま

す。平成28年中に県警が実施した防災講話は

約300回です。過去の防災講話の実施件数としま

しては、平成27年中が約150回、平成26年中が

約60回であります。この防災講話の規模につき

ましては、自治体などが主催する大規模なもの

から、高齢者対象の小規模なものまでさまざま

であり、その内容につきましても、地震・津波

災害に限らず、風水害や火山災害に関するもの

まで含まれております。

○渡辺 創議員 次に、危機管理統括監に伺い

ます。この６年、私たち県民の感覚としては、

防災・減災に関する情報に接する機会がふえた

と思いますし、各種の防災・避難訓練等へ参加

する機会もふえました。その中で実感するの

は、被害を低減させるためには、いかに現実的

で具体的な想定のもとで精度の高い訓練に取り

組むかということです。東日本大震災以降、県

が関与する防災訓練の精度は向上しているの

か、認識をお伺いします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 県では、災

害対応力の向上に向け、年間を通じて図上訓練

や実働訓練を計画的に行い、防災関係機関との

議論を通じて、顔の見える関係の構築を図って

おります。特に総合防災訓練は、東日本大震災

の発生を踏まえ、平成25年度以降、災害時に実

際の拠点となる場所を使用し、訓練時に与えら

れた被害状況に応じて、参加者がその場で考え

て必要な対応を行う実践的な訓練になってきて

おります。また、市町村など他の機関の訓練に

参加することもありますけれども、具体的な想

定に基づき、各機関の役割を踏まえ、より現実

に即した訓練になってきております。住民の防

災意識が向上してきている中、こうした訓練に

住民も広く参加しており、今後とも、自助・共

助・公助の連携のもと、災害時に求められる行

動が迅速・適切にとれるよう、訓練の精度の向

上に努めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 さまざまな訓練が行われる中

で、昨年の11月５日には、ＪＲ日豊本線都農駅

―川南駅間で、大規模地震による津波被害を想

定した訓練が、ＪＲ九州主催で行われました。

危機管理局、警察本部が参加しているはずです

が、その概要と受けとめをそれぞれに伺いま

す。

○危機管理統括監（畑山栄介君） ＪＲ九州の

訓練は、震度６強の地震が発生し大津波警報が

発表されたとの想定で、都農駅から川南駅の間

で実際に訓練列車を運行させ実施されました。

訓練では、地震発生直後に緊急停車し、乗務員

による線路の状況確認や乗客の安全確認、高台



- 285 -

平成29年３月７日(火)

への避難誘導等が行われました。日豊本線や日

南線は海岸線に近いところが多く、短時間での

避難が大変重要でありますので、実際に列車を

走らせ、迅速に避難誘導するといった実践的な

訓練が行われたことは、心強く感じておりま

す。また、訓練には地元の住民の方も多数参加

され、意識の啓発にもつながるものと思います

ので、今後とも、このような訓練を繰り返し実

施することが大切であると考えております。

○警察本部長（野口 泰君） ＪＲ九州の防災

訓練につきましては、実際に運行中の列車を使

用し、津波災害を想定した対処訓練を行ったも

のであり、列車からの緊急脱出の方法や避難誘

導のあり方などを再確認でき、大変意義深いも

のであったと考えます。警察としましては、今

後も、さまざまな関係機関・団体と連携した実

践的な訓練への参加を通じて、防災・減災への

取り組みに努めてまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ＪＲにも伺ったんですが、午

後１時04分に震度６強の地震が発生したという

想定で、非常に有意義な訓練になったというお

話でした。これまでるる、こういう具体的な想

定の訓練が重要という話をしてきましたが、最

後に１つ、頭の体操と御理解をいただければ結

構な話をしたいと思います。先ほど伺った日豊

本線児湯郡内での訓練の想定、時計の針を６時

間半ほど戻していただいて、午前６時35分か

ら37分あたりに想定をすると、児湯郡内、つま

り高鍋警察署管内の日豊本線には上下５編成の

電車が運行しています。このうち特急電車が

「にちりん２号」「ひゅうが３号」の２編成で

あります。時刻表をめくって調べました。先に

お断りをしておきますが、これは３月３日まで

のダイヤでありますので、今は少し異なってい

ますが、頭の体操ですので、そう大きな問題は

ないというふうに考えます。

ＪＲの避難訓練では、発災時に緊急停止させ

た電車を、高台等への避難経路が確保されてい

る場所まで移動させて、乗客をおろすという仕

組みになっています。しかし、その確保されて

いる避難経路というのは、県内の日豊本線全体

で10カ所以内だという話も耳にしました。仮に

児湯郡だけで単線の線路を５編成が走っている

中で、全ての電車がその経路を確保できるとは

考えづらい状況です。さらに、先ほど警察本部

の認識にもあったように、南海トラフ地震の想

定においては、津波到達時までに警察が主力と

なって避難誘導することは容易ではありませ

ん。もちろん、全ての状況に万全な対応がとれ

るわけではなく、日常的な暮らしを維持しなが

ら、有事の際には、限られた環境の中で少しで

も被害を抑える努力をするというのが基本的な

考え方であるということは、十分に理解をしま

すが、やはり３月４日のダイヤ改正から導入を

された日豊本線特急のワンマンカー化は、リス

クが高いのではないかと感じています。県の認

識を総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（永山英也君） 特急のワンマ

ン化について、対象区間の大部分は、南海トラ

フ巨大地震の発生が危惧されます太平洋に面し

た沿岸部にございます。ＪＲ九州においては、

地元の声を受けとめ、災害対策として、避難方

法等を記載したリーフレットや避難用はしごを

設置されたところでございます。何よりも大切

なことは、災害発生時に乗客を安全かつ円滑に

避難させることであります。今後は、ワンマン

運転の特急列車での大規模災害を想定した訓練

も予定されておりますけれども、県といたしま

しても、訓練に立ち会うなどしっかりと注視を
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いたしますとともに、今後とも、安全性の確保

を最優先に取り組むよう強く求めてまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 もちろん今のは、ある種ワン

ポイント、ピンポイントのところを想定した話

でありますけれども、こういう考え方もできる

ということを、頭の体操としてみんなで考えて

みたいと思ったところです。

次に、教育行政について、２テーマお伺いし

ます。

まず、新しい学習指導要領についてです。幾

つかの目玉があると思いますが、今回は小学校

での外国語科、英語の導入についてです。平

成32年からは小学校５・６年生に英語が教科化

され、現在の外国語活動が３・４年生に拡大さ

れます。現場の先生方の対応が鍵になると考え

ますが、３年後を見越した取り組み状況を、教

育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 平成32年度より完全

実施されます小学校外国語科導入に向けまし

て、県教育委員会といたしましては、まず、平

成29年度より研究校６校を指定し、カリキュラ

ムの作成や指導方法等の研究を先行的に実施い

たします。次に、平成30年度、31年度の２年間

で、研究校の成果をもとに、各学校の外国語科

指導のリーダーとなる中核教員に対して、具体

的な指導方法等を伝達する研修を行うととも

に、その中核教員が講師となって、全ての学校

で教職員に対して同様の研修を行う予定であり

ます。加えて、市町村教育委員会と連携して、

ＡＬＴ等外部人材の活用を促進するなど、体制

整備に努めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 平成23年から既に外国語活動

が実施をされているわけですが、その導入の際

にはどのような研修が行われ、対象はどうなっ

ていたでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 平成23年度から小学

校５・６年に導入されました外国語活動の実施

に当たりましては、実施される前の平成21年度

から22年度までの２年間で、全ての小学校の教

職員に対して研修を行っております。まず、各

地区の外国語活動を中心となって推進する教職

員を対象に、具体的な指導方法を伝達する研修

を行い、その後、その研修受講者が各地区で講

師となって、地区内の全ての教職員を対象に同

様の研修を行っております。

○渡辺 創議員 既に対応はスタートしてい

て、外国語活動の導入時の状況を見ても、平

成32年の外国語科の導入までには、全ての教職

員が対応できる状況になるというふうに理解を

してよろしいでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 平成30年度から31年

度までの２年間で、全ての小学校教職員約3,500

名を対象に研修を実施し、外国語科の指導体制

について万全を期していきたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 わかりました。

次に、学校における名簿のあり方についてお

伺いします。男女平等や性的違和を感じる子供

たちへの配慮の観点などから、「性別で区別を

しない名簿」の推進を求める声がありますが、

県内での状況について、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

宮崎県人権教育基本方針に基づき、性別にかか

わりなく個性と能力を十分に発揮できる取り組

みを推進するなど、男女が互いの人権を尊重し

た教育の充実に努めております。御指摘の男女

混合名簿の使用状況につきましては、調査は

行っておりませんが、市町村ごとにかなりのば
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らつきがあるのではないかと考えております。

なお、県立高等学校、中等教育学校では、男

女混合名簿を39校中17校が使用しているところ

であります。

○渡辺 創議員 県立高校では正確な数字がわ

かるけれども、全体的な状況は正確に実態把握

ができていないということのようであります。

県教委としては、男女混合名簿について、市

町村の教育委員会や学校への説明など、これま

でどのように対応してきたのかをお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 学校で使用する名簿

につきましては、それぞれの学校が、児童生徒

の実態やその使用目的に応じて適切に作成し、

使用しているものと考えております。県教育委

員会といたしましては、男女混合名簿の使用に

ついて特に要請等は行っておりませんが、管理

職等を対象とした研修会において、学校で男女

混合名簿を使用することが男女平等の意識を高

めることにつながるという考え方がある、とい

うことを紹介してきた事例もございます。

○渡辺 創議員 どのような名簿を使用するの

かという判断は、学校現場にあると理解をして

います。運用上の側面や、また理念的な側面、

いろんな要素があるんだろうと思いますが、県

教育委員会として実態把握ができていることに

こしたことはないんだろうと感じるところで

す。男女混合名簿の使用状況を含め、学校での

人権教育上の取り組みを広く全県的に把握する

必要性はないか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 男女混合名簿の使用

状況を含めた人権教育の取り組みについて、状

況を把握することは、性に対する多様なあり方

などの人権課題への対応を図る上でも大切であ

ると考えております。今後とも、市町村教育委

員会との連携を深め、県内全域の状況把握に努

めてまいりますとともに、児童生徒の発達段階

に応じて、男女平等の意識の確立や、一人一人

の個性を大切にすることができるような人権教

育を推進してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 いろいろな考え方があるとい

う中での教育委員会の立場でもあるだろうと思

いますが、ぜひ、最後の答弁にありましたよう

に、取り組みのほどをよろしくお願いいたした

いと思います。

最後に、土呂久公害についてお伺いをいたし

ます。

県が、土呂久公害の教訓を踏まえた次世代へ

の新たな継承事業に本格的に取り組まれて、新

年度で２年目を迎えようとしています。今年度

事業化した検診記録の電子化の取り組み状況

と、新年度の新たな取り組みへの決意を、環境

森林部長にお伺いしたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県では、長年

にわたる検診データの適切な管理と、患者さん

が受診している医療機関との緊密な連携等を図

るため、延べ3,600名分の検診データの電子化に

着手いたしました。今年度は、まず、宮崎大学

等の専門医と協議を重ねながら、そのデータが

今後の検診や研究に十分活用できるよう、新た

なシステムの導入等に取り組んでいるところで

す。また、来年度新規事業の環境教育事業につ

きましては、土呂久公害を題材としたＤＶＤの

制作や、学生によるエコモニターツアーの実

施、県内各地でのパネル展の開催等により、宮

崎ならではの環境教育を推進しますとともに、

英語版の資料を作成し、地下水のヒ素汚染対策

に取り組む国々からの視察研修等も受け入れて

まいりたいと考えております。県としまして

は、地元の意向も十分踏まえつつ、土呂久公害
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の歴史を決して風化させることなく、将来に向

かっての貴重な教訓にするとともに、同様のヒ

素中毒で苦しんでいる国々に対する国際貢献に

つきましても、積極的に対応してまいる考えで

ございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。今

の土呂久公害の教訓を次世代へ新たな教訓とし

て継承していこうという事業は、知事の施政方

針演説の中でも触れていらっしゃいました。ぜ

ひとも頑張っていただきたいと思います。関係

者の中には、資料館等の整備を模索してはどう

かという声もあるように聞いています。取り組

み自体が極めて意義深いものだと思っておりま

す。また同時に、地元の意向というのもとても

重要だろうと考えています。ぜひ県も積極的に

かかわっていただいて、関係者、関係地域の調

整を見守りながら、機が熟した際には、新たな

展開が図られるように取り組んでいただきたい

と申し上げ、一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） 最後になり

ました。もうしばらくおつき合いください。

2025年問題の主役、団塊の世代であります。

支えてきて、支えられない世代とも言われま

す。30数年前、70歳になると医療費は無料とい

う政策が実施された時期がありましたが、福祉

関係費は増大、国の借金はふえ、高齢者も応分

の負担を余儀なくされる今、つくづく政策と

は、世界の流れや社会の将来動向など、限りな

く先を見越して実施していくことが重要なのだ

ということを再認識させられる、きょうこのご

ろであります。今議会は当初予算を審議する議

会でもあります。政策が長期的展望に立ったも

のであるかとの視点を持って審議してまいりた

いものだと考えます。

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、人口減少、人材難・枯渇時代へ

の対応についてお伺いします。このことについ

ては、外山議員より代表質問で質問がありまし

たが、大事なことでありますので、質問をいた

します。

九州経済調査協会が先月発表した2017年版の

「九州経済白書」によりますと、九州・沖縄・

山口の企業の約55％が人員に不足感があると答

えており、昨今の人手不足は、中長期的な人口

減少などの構造変化が要因であると分析されて

います。さらに、このまま労働力の低下が放置

されれば、長時間労働や過労死などの問題が一

段と深刻化したり、人手不足による倒産や廃業

がふえたりするおそれがあると警鐘を鳴らして

おり、いよいよ人口減少が産業経済活動に支障

を来しつつある時代に入ったと再認識したとこ

ろであります。

このような中、県では、29年度当初予算にお

いて、「人口減少対策と中山間地域対策の強

化」を重点施策の一つに掲げ、各種の施策、事

業を展開しようとしているところであります。

しかし、本県の将来推計では、それでも人口は

減り、少子化が進むと予測されております。こ

のような現実を踏まえ、人口減少のカーブがで

きるだけ緩やかになるよう、また、地域間競争

に負けないように、直近の対策とともに、将来

を見据えた各種施策を効果的に展開していかな

ければならないと考えます。そこで、人口が減

少し、さらに加速している現状に対する認識

と、人口減少を前提とした活力ある社会づくり

の方向性について、知事にお伺いします。

続けて、宮崎県版の官製春闘についてであり
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ます。文部科学省の学校基本調査によります

と、県内の高校卒業後に仕事につく生徒の県内

就職率は54.8％で、全国平均の81.3％を大きく

下回り、２年連続全国最下位となっておりま

す。中・高校ともに全国平均より就職率は高い

一方、県内企業への就職率は低い傾向を示して

おり、本県では、ますます人材難、人材枯渇の

状況が進むことが懸念されます。なぜ若者が地

元に残ろうとしないのか。それは、やはり都会

との賃金の格差によるところが大きいのだろう

と考えます。

先般、本県独自の新しい「ゆたかさ指標」が

発表され、人を育む力のゆたかさが全国３位、

自然のゆたかさが全国１位などとなっており、

宮崎のよさや価値を再認識したところではあり

ますが、若者にとっては、賃金の魅力のほうが

はるかに大きいのではないかと考えます。

総理が経済界に賃上げを幾度となく要請す

る、いわゆる官製春闘を始めて４年になります

が、その恩恵は、まだまだ大企業の社員のみに

とどまっている現状ではないかと思われます。

ピンチはチャンスです。人材難・人材枯渇時代

が到来しようとしている今、本県において貴重

な人材を確保するために、知事が先頭に立っ

て、賃上げなどの労働環境改善に取り組んでい

くべきだと考えます。企業も経営が大変ではあ

ります。大変ではありますが、人手が不足する

と、企業経営そのものが成り立たなくなるとい

う負のスパイラル化も考えられます。人材確保

に力を注がなければなりません。そこで、県内

の中小企業や団体に対して、賃金格差の是正な

ど、労働環境の改善が図られるよう、例えば、

「県もいろいろな施策を推進するから、ともに

頑張りましょう」的なメッセージを発してはど

うかと考えますが、知事の御見解をお願いしま

す。

以上を壇上での質問とし、後は自席で行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、人口減少に対する認識と対策の方向性

についてであります。人口減少は、我が国の構

造的な課題でもあり、長期的な視点から継続的

に対策を行い、持続可能な地域づくりを進めて

いく必要があると考えております。その中で

は、子供を生み育てやすい環境づくりなど、自

然減対策はもちろんでありますが、若者の県外

流出が続いている本県におきましては、社会減

対策や働き手の確保なども大きな課題でありま

す。このため、成長産業や県内企業の育成を通

じた良質な雇用の場の確保を進め、若者の県内

定着を促進するとともに、女性、高齢者などの

活躍を後押しする働き方改革や、人口減少時代

においても持続的成長を目指す生産性の向上の

視点も十分に踏まえながら、将来に希望を持て

る社会づくりに向けて、今実行すべき施策に

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、労働環境の改善についてであります。

今、答弁申し上げましたとおり、人口減少への

対応ということで、若者の県内就職・定着に向

けて、さまざまな取り組みを進めておるところ

であります。企業誘致の推進、フードビジネス

などの成長産業の育成、さらには、産学金労官

が一体となった企業成長促進の取り組みなど、

魅力ある雇用の場の確保、さらには、企業見学

会やインターンシップの実施など、生徒や教

員、保護者に県内企業の魅力を知ってもらう取

り組みを進めるとともに、県内企業と連携し

て、奨学金の返還を支援することとしたところ
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であります。

このように、県として、若者の県内就職及び

定着を図るため、さまざまな取り組みを行って

いるところでありますが、御指摘のように、産

業界におきましても、給与水準を含めた働きや

すい労働環境などについて議論していただくこ

とは大変大事なことであろうかと考えておりま

すので、産学労官のトップによる雇用政策懇談

会などの場を通して、その機運の醸成を図って

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○ 原正三議員 そのメッセージを発するこ

と、その姿勢を持っていただくようによろしく

お願いします。要するに、人材不足・人材枯渇

時代を迎えて、企業活動そのものが大変な時代

を迎えようとしていること、このことにともに

大きな認識を持って頑張らなければいけないと

いうふうに思います。

これは北九州市の場合なんですが、今と

ちょっと視点が違いますけれども、例えば企業

に対して、企業が人手不足だと、企業活動がで

きない。したがって、省力化するための施設整

備について補助金を出す。こういう制度をつ

くっている例もこの前聞いてまいりました。経

済産業省でも同じような制度をつくっているよ

うでありますから、いずれ宮崎県でも省力化の

施設整備に対して何らかの補助なり支援をして

いく、こういうことも必要ではないかと考えま

す。

次に、防災拠点庁舎の整備についてお伺いし

ます。29年度当初予算に、防災拠点庁舎整備事

業として約９億円が計上されており、建設工事

に着手するとされております。防災拠点庁舎の

整備については、これまで議会としても設計等

の実施を認め、今に至っておりますが、災害時

に果たしてその機能を本当に発揮できるのかと

の懸念の声が、まだ県民に多くあります。

２月23日の宮崎日日新聞の「ことば巡礼」

に、「安心、それが人間の最も近くにいる敵で

ある」という、シェークスピアの言葉について

紹介され、小説家の阿川大樹さんが、「不安で

いるよりも、安心していたいと思うから、往々

にして、心の中の不安を自分で打ち消そうとし

て、自分にとって都合の悪い情報を無視した

り、過小評価する。心理学の用語でいう「正常

性バイアス」が働いてしまう」と書かれていま

した。つまり、そうして、状況に関係なく、さ

したる根拠もなく、自分を安心させてしまう

と、必要な安全対策をとらなくなるという内容

のものでありました。

11年前、いとこ夫婦が、台風17号で先祖代々

何百年住んでいた家の裏山が崩壊して、下敷き

になり、命を失いました。崩壊防止の擁壁も設

置されており、まさかという思いでありまし

た。それ以来、私は、トラウマにも似た意識

で、災害対応に強い関心を持つようになりまし

た。福島原発の「想定外」の言葉を聞けば、な

おさらのことであります。

そこで、新たに整備される防災拠点庁舎につ

いてであります。最近、長周期地震動に関する

報道もなされたりしておりますが、長周期地震

動に果たして耐えられるのか、また、液状化は

本当にないのか、津波は本当に到達しないの

か、付近の道路等が電柱やビルの倒壊などに

よって遮断され、庁舎機能が発揮できなくなる

のではないかなど、本当に安心できるものなの

かということを、最高決定権者である知事に再

度確認しておきたいと存じます。防災拠点庁舎

は、大規模災害時に、災害応急対策活動の拠点

として本当に機能するのか、知事にお伺いいた
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します。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたと

おり、災害時において発生する、自分は大丈夫

だという、いわゆる正常性バイアス、そのよう

な問題でありますとか、さまざまな災害への想

定外ということ、十分な想定がなされていな

い、必要な安全対策をとらないという状況は、

大変危険なものであろうかと考えております。

防災拠点庁舎の整備に当たりましては、そうし

た問題に陥ることのないよう、南海トラフ地震

はもとより、他県などで発生した危機事象に

あっても、もし本県が同じような危機事象に直

面したらどう対応するのかというシミュレー

ションをしていこう、常に危機意識を高めてい

こうという呼びかけをしておりますし、常在危

機の意識を持ってさまざまな検討を重ね、設計

を行ったところであります。

具体的には、建設地におきまして、液状化は

軽微にとどまるということを確認した上で、非

常に大きい長周期地震動が観測された熊本地震

を踏まえた、一層の耐震性の向上も図っており

ます。また、津波や大雨に対する浸水対策、電

気、水、通信等のライフラインの確保のほか、

緊急輸送道路の早期復旧やヘリポートの設置に

よる輸送手段の確保等、さまざまな対策を講じ

ているところであります。また、施設完成後も

防災拠点としての機能が十分発揮できるよう、

毎年度、総合防災訓練や職員参集訓練を実施す

ることとしております。南海トラフ地震等の大

規模災害が万―発生した際には、私みずから先

頭に立ち、県の総力を挙げて県民の生命と財産

を守ってまいりたい、そのように考えておりま

す。

○ 原正三議員 次に、憲法改正論議について

お伺いします。自由民主党では、憲法改正の原

案として８項目を挙げており、その中に、緊急

事態条項と教育無償化というのが入っておりま

す。緊急事態条項は、東日本大震災時の政府の

対応の反省を踏まえて、大規模災害時の緊急事

態に対処するための仕組みを、憲法上明記しよ

うとするものであります。南海トラフ地震での

被害が想定される本県にとっては、特にかかわ

りの深い条項であります。また、教育無償化

は、憲法26条で義務教育を無償化と定めている

ものを、高校、大学まで教育無償化の範囲とし

て広げるというものであり、憲法の改正までは

必要ないのではないか、財源の問題はどうする

のかなど、さまざまな議論がなされているとこ

ろであります。憲法改正については、マスコミ

等でもさまざまな報道がなされており、また、

自民党内でもさまざまな議論があるところであ

りますが、県民の生活にも密接に関係してくる

ことから、私は、地方でもしっかり議論をして

おくべきであると考えます。知事は法律を専門

に学んでこられたと聞いております。そこで、

憲法改正の議論がなされている緊急事態条項、

教育無償化について、知事の考えをお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） 緊急事態条項につきま

しては、大規模災害などの国家的な緊急事態に

際しまして、国と地方において、どのような措

置が必要となるのか、また、その措置の発動要

件、手続、効果など、多くの議論すべき点があ

ろうかと思います。大変難しい課題でありま

す。また、高校、大学等までの教育無償化につ

きましては、希望すれば誰もが教育を受けられ

る機会が保障されるという考えもある一方で、

それに対応するためのかなりの財源が必要に

なってまいります。その財源の確保など、さま

ざまな課題もあるものと認識しております。こ
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うした憲法にかかわるものは、国家の根幹にか

かわる、また、国民一人一人に直接関係してく

ることでもあります。国民の関心と理解を高

め、国会の場での十分な議論はもとより、幅広

く国民的な議論を尽くしていく、重ねていくこ

とが必要であろうと考えております。

○ 原正三議員 情報が少ない中での議論であ

りますから、今の御答弁をいただいて、我々も

また一緒に勉強していきたいと思っておりま

す。

次に、予算全般についてであります。

29年度当初予算全般について、研究開発、イ

ノベーション、外貨獲得、地方創生という観点

からお伺いします。これまでの質問と重複した

ものについては、できるだけ省略して質問した

いと思います。基本的な方針についてお聞きし

ますので、簡潔にお答えください。委細、詳細

については、委員会で行いたいと思います。

まず最初に、研究開発予算についてでありま

す。このことについては、当初予算を審議する

２月議会において、過去３年続けて質問してま

いりましたが、未来への投資という観点から、

引き続き予算を確保していくことが重要である

と考えておりますので、今回も質問をいたしま

す。

本県では、キンカン「たまたま」、地頭鶏、

マンゴー、残留農薬分析技術、キャビア、ＳＰ

Ｇ応用の技術、杉コンテナ苗、焼酎酵母、木材

利用技術などなど、長い研究がようやく実を結

んだものが多くございます。研究開発は短期間

では成果は出ません。しかしながら、本県産業

を牽引する次なるエースを育てるためにも、将

来を見据え、気長に、引き続き研究開発に力を

注いでいくことが肝要であると考えます。そこ

で、これまでと同じベースで比較した来年度の

研究開発予算の状況と知事の認識をお願いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 本県独自の新技術や新

産業の創出等につながる研究開発への投資とい

うものは、産業振興を通じた地域経済の活性化

や雇用創出、県民所得の向上を図る上で、極め

て重要であると認識しております。このような

認識のもとに、研究開発の充実・強化に努めて

いるところでありまして、世界トップレベルの

残留農薬分析や、キャビアの生産加工技術の確

立など、世界市場に挑む上でのカードというも

のもそろってきており、長年の研究開発の成果

が新たな産業振興につながっていると考えてお

ります。

来年度の県の研究開発予算は、食品開発セン

ターにおける食の「おいしさ」評価を行う官能

評価室の新設や、総合農業試験場における機能

性成分の分析技術の開発などにより、前年度か

らの繰り越しを含めた予算ベースで、28年度比

でいいますと、10.3％増の40億6,000万円余を計

上しているところであります。今後とも、長期

的な視点に立ち、必要な予算確保に努めてまい

りたいと考えております。

○ 原正三議員 ありがとうございました。昨

年以上ということであります。評価をいたした

いと思います。

具体的な事業について質問してまいります。

今話の出ました「食の機能性研究基盤構築事

業」についてであります。この事業は、宮崎大

学等と連携して「食の機能性解析拠点」を構築

するとともに、農水産物の未利用部分等の利活

用研究を加速することによって、機能性表示食

品の開発を促進するものとされております。近

年、消費者のニーズが多様化し、特に健康に対

する関心が高まっている中において、本県農水
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産物の機能性を科学的に証明し、新たな価値を

創造していくことは、他産地との差別化を図り

競争力を強化する上で、大いに期待していると

ころであります。しかしながら、この研究拠点

が機能するためには、分析技術や商品の開発、

さらには効能の実証など、多岐にわたる役割を

しっかりとプロデュースする総合的な研究体制

の仕組みづくりが必要で、一朝一夕に実現でき

るものではないと思います。そこで、拠点整備

に取り組むに当たっての大学との連携や拠点の

構築のあり方など、将来展望も含め、具体的な

事業内容を農政水産部長にお願いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 食の機能性研

究基盤構築事業では、宮崎大学と県の試験研究

部門が協力して、機能性表示食品の開発に必要

な科学的データを集積する研究チームを整備す

ることとしております。この研究チームでは、

まず、宮崎大学の農学部、工学部の研究者で構

成いたします「食の科学ユニット」において、

機能性を探索する技術の開発や細胞・動物試験

を行うとともに、大学病院の臨床研究支援セン

ター内に食品臨床試験部門を新設し、ヒト臨床

試験を行うこととしております。また、総合農

業試験場や食品開発センターにおいては、機能

性成分の分析技術や機能性に着目した新品種、

新商品の開発等に取り組むこととしておりま

す。県と宮崎大学が有するすぐれた技術シーズ

を生かして、機能性表示食品の商品化を総合的

に支援する研究体制を整備することにより、機

能性研究の高度化に必要な人材の育成や、新た

なフードビジネスの創出に取り組んでまいりた

いと考えております。

○ 原正三議員 これからの食のあり方を考え

ますと、健康に着目した技術開発は非常に大切

な視点であり、特に、サプリメントではなく、

日常の食生活を見直すことで健康寿命を延ばし

ていく上でも、機能性研究は重要な意味がある

と考えております。そこで、この研究拠点で今

後どのような研究を展開していくのか、農政水

産部長、もう一回よろしくお願いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） この拠点での

研究テーマにつきましては、例えば、疲労回復

効果が期待されますイミダゾールジペプチドが

含まれる地頭鶏やチョウザメ、また、目の調子

を整える効果が期待されるルテインが含まれま

す冷凍ホウレンソウなどについて、機能性表示

食品の開発に取り組み、今後とも、本県の特色

ある農畜水産物の機能性について研究を進めて

いくこととしております。そして、これらの研

究を通じまして、宮崎の豊かな食が、本県の進

める「健康長寿日本一」の実現に大きく貢献で

きますように、また、先般のＷＢＣ侍ジャパン

の宮崎合宿において、知事より、チョウザメの

魚肉などを贈呈いたしましたが、このような際

に疲労回復効果を積極的にＰＲできるように、

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○ 原正三議員 次に、「国際連携によるみや

ざき農業競争力強化事業」について伺います。

県は、みやざきグローバル戦略において、海外

自治体との連携強化に取り組むとしております

が、私も、国際交流には関心を強く持ってお

り、農業の研究開発の分野に海外自治体との連

携を取り入れられないものかと、常日ごろから

考えておりました。本事業は、農業分野で交流

のあるベトナム・ナムディン省と共同研究を行

うなどの事業ということでありますが、地球温

暖化が進む中、東南アジアの亜熱帯性作物を研

究することは、本県農業のエースとなる次なる

作物が見つかる可能性が非常に大きいのではな
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いかと考えます。そのような意味において、海

外自治体との連携は大変重要な取り組みであ

り、その連携を本県農業の競争力強化につなげ

ていこうとするこの事業には、強い関心を持っ

ております。そこで、この事業ではどのような

取り組みを行うのか、その事業内容を農政水産

部長、お聞かせください。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県は、平

成27年に、ベトナム・ナムディン省と南九州大

学の三者で、「農業振興に関する連携合意書｣を

締結しております。相互の協力関係のもと、人

材育成や技術支援、共同研究などに取り組むこ

ととしているところであります。御質問の「国

際連携によるみやざき農業競争力強化事業」

は、こうした国際連携の取り組みを推進するた

めのもので、特に、共同研究の分野におきまし

ては、ナムディン省で栽培されております亜熱

帯性作物や香辛料について、本県への導入に向

け、有望品目の調査や栽培技術の研究を行うこ

ととしております。また、現時点では台湾を想

定しておりますけれども、新たな海外自治体と

の連携協定につきましても、調査・研究を行う

こととしております。このような国際連携を通

じ、人材育成や技術開発を促進させ、本県農業

の競争力強化につながるように、しっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 予算は少額でありますが、マ

ンゴー等にかわる次なるエースが生まれるよう

に期待をしております。期待を裏切らないでく

ださい。

次に、イノベーションに関する事業について

伺います。「イノベーション促進・新事業創出

促進事業」についてであります。この事業は、

産学金官によるイノベーションを持続的に生み

出すための体制構築等と連動し、産学官の共同

研究開発による新製品・新技術の開発や、物づ

くりベンチャー企業の創出などを促進すること

で、国内外競争に負けない付加価値の高い物づ

くり産業の振興を目指すものとされておりま

す。県内雇用の確保を図るためには、産業の振

興が極めて重要であることは言うまでもなく、

県としても絶えず、県内企業の先端技術の創出

やイノベーションを支援していかなければなら

ないと考えます。本事業の説明文を読みます

と、言葉としてはまさしくそのとおりでありま

す。バラ色の事業のように感じるところであり

ます。予算額も約１億5,000万円となっており、

強い意気込みを感じるところでありまして、大

いに期待もしているところであります。そこ

で、この事業の主体・客体、新製品・新技術の

開発目標など、具体的な事業内容、期待される

効果等について、商工観光労働部長にお聞かせ

いただきたいと思います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内企業

による技術開発や新商品開発を加速化させるた

めには、企業や大学などが持っておりますシー

ズ・ニーズを融合させ、新たな事業展開を促す

ことが重要であります。このため、御質問の事

業におきましては、工業技術センター・食品開

発センターを中心に、産学金官の技術・研究分

野の関係機関の結びつきを一層強化し、一体と

なって企業を支援する、新たな連携体制の構築

を図ることとしております。また、体制構築と

あわせまして、新たにグローバル・ニッチトッ

プなど、特定分野において高いシェアの獲得を

目指す企業の技術シーズの発掘・育成を行いま

すほか、ＩｏＴなど、成長分野をテーマにした

研究会活動の強化や、廃棄物の減量・再資源化

に向けた共同研究開発、さらには、異分野・異

業種間の連携促進など、イノベーションを持続
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的に生み出すための取り組みを進めていくこと

といたしております。これらの取り組みにより

まして、県内のさまざまな企業、大学等が持つ

技術・知見を結集した付加価値の高い製品の開

発等が促進され、国内外で高い競争力を持った

企業が創出されるものと期待しているところで

ございます。

○ 原正三議員 初めて聞かれる言葉もあった

かと思いますが、ニッチですね、目指すべきと

ころだというふうに思っています。それと、環

境イノベーション、北九州では、木材とプラス

チックの廃材を利用した一種の材木用の素材を

つくって、それを公園に張ったりとか、そうい

うこともやっておりますし、また、研究所も若

松区につくって本格的にやっているという話も

聞いておりますから、負けずに頑張っていただ

きたいと思います。

ここで、少し話はそれますが、この事業に関

連して、あるデータについて議論してみたいと

思います。このデータは、2016年４月18日の日

本経済新聞に、タイトル「地方経済 人口減で

も成長」、副題「カギは生産性向上 23道県で

実り」と題して掲載されたもので、経済成長率

を、人口成長率プラス１人当たり実質ＧＤＰ成

長率で計算したものでありまして、横軸に１人

当たり実質ＧＤＰ成長率、縦軸に人口増減を表

示して、2007年度から2013年度までの各都道府

県の経済成長の状況をグラフ化したものであり

ます。副題のとおり、23の道県で、人口減少を

県民１人当たりＧＤＰの伸びがカバーしてお

り、これを花咲かゾーンとこの表では称してお

りますが、本県は、何と、宮城県、徳島県、岩

手県に次いでかなり上位に位置いたしておりま

す。理由は、本県の製造品出荷額と付加価値額

がともに、平成元年対比、平成26年の26年間

で、おのおの120％前後伸びており、全国の伸び

を大きく上回っているからであります。このデ

ータは、政策の限りを尽くしてもなお人口減少

が避けられない中、今後いかに生産性を向上さ

せ、１人当たりＧＤＰ成長率を上げるかという

ことが、今後の地域経済の活性化の鍵であるこ

とを如実に示していると思います。

そこで、人口減少が進む中、いかに企業の生

産性を高め、人を呼び込み、地域を活性化して

いくのか、今回のデータを踏まえ、元気な県の

事例から学ぶことも多いのではないかと思いま

す。特に、ここで学ぶべきは徳島県でありま

す。徳島県は人口も少なく、震災からの復興と

いった特殊事情もないと思われる中、１人当た

りＧＤＰは大変高い伸びを示しており、参考に

すべきと考えます。商工観光労働部長の見解を

お願いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） お尋ねの

徳島県の状況といたしましては、大手医薬品企

業や、発光ダイオードで著しく成長した企業な

ど、高付加価値の製品を持つ中核企業の存在が

大きく影響しているものと考えております。本

県の製造品出荷額を見ますと、食料品や飲料が

大きな割合を占めておりますが、中でも、全国

トップのシェアを誇る本格焼酎の分野は大きく

成長しており、このような地域の特性や強みを

生かした成長産業をさらに育成していく必要が

あると認識いたしております。このため、県と

いたしましては、みやざき産業振興戦略に掲げ

ましたフードビジネスや医療機器などの成長産

業の育成を図りますとともに、産学金労官が一

体となった総合的な企業支援により、地域経済

を牽引する中核企業の育成に取り組むことで、

本県産業の生産性向上や競争力強化を図ってま

いりたいと考えております。
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○ 原正三議員 このことについては、また委

員会等でさらに深掘りをしていきたいと思いま

す。

次に、「イノベーションで未来を開く産地経

営体育成事業」についてお伺いします。この事

業は、品目ごとの課題を解決するための新しい

仕組み、考え方、技術を取り入れる産地を支援

するとともに、高品質・高収量に向けた生産技

術の普及拡大や基盤の整備などを一体的に推進

し、マーケットイン型産地経営体の育成を図る

こととされています。本事業の説明文を読みま

すと、新しいことずくめ、よいことずくめのバ

ラ色の農業を期待させる事業のようでありま

す。また、事業も幅広い分野に多岐にわたって

いるようであります。そこで、本事業は、具体

的に何を目指して、どのようなことに取り組む

のか。要は、農業は今後どう変わっていくの

か、そういうことだろうと思いますが、農政水

産部長にお願いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 「イノベー

ションで未来を開く産地経営体育成事業」につ

きましては、ＩＣＴ技術や地下かんがいシステ

ムの導入、宮崎方式ＩＣＭの活用など、農業分

野における新たなイノベーションに取り組むこ

とで、本県農業の将来を担うモデル的な産地経

営体の育成を目指すものであります。具体的に

申し上げますと、野菜におきましては、生産か

ら流通・加工までの一体的な仕組みづくりによ

り、農業版のインテグレーションモデルの構築

を目指すとともに、花卉におきましては、県外

育種家との連携により、ヒペリカムなどの付加

価値の高い新たな品目の産地化を進め、さらに

果樹におきましては、マンゴーの飛躍的な収量

向上を目指した革新技術の導入などに取り組ん

でまいります。県といたしましては、野菜・花

卉・果樹産地に新たなイノベーションの風を起

こし、宮崎の農業の未来を切り開いていきたい

と考えております。

○ 原正三議員 次に、外貨獲得についてであ

ります。日本が2016年に海外とやりとりした物

や金の収支を示す経常収支の黒字額は、約20

兆7,000億円で、リーマンショック前の2007年に

次ぐ過去２番目に大きい黒字幅になったとの報

道がなされております。ところが、本県の県際

収支を見てみますと、平成25年度のデータにな

りますが、約4,268億円の赤字となっておりま

す。この20兆7,000億円のお金は一体どこに行っ

たのでしょうか。県際収支の赤字幅を限りなく

縮小させていくことは、県内経済の好循環を促

し、県民所得の向上につながることは言うまで

もありません。もっと県外移出に力を注いでい

かなければならないと考えますが、今回は、と

りわけ、海外への輸出について３点お伺いしま

す。

海外との交流拡大に向けては、県内企業の活

動支援だけでなく、県が相手国の関係者との間

で人脈を構築し、事業者が海外展開を行いやす

い環境づくりを行うことが重要と考えます。私

も、先月訪問したブルネイ国を初め、県の海外

戦略の推進のため、議員の立場から諸外国との

関係づくりを行っており、市場開拓にとって関

係者とのパイプがいかに重要かは、肌で感じて

おります。海外市場の開拓は、本県だけでな

く、他の自治体も取り組みを強化しておりまし

て、海外を訪問いたしますと、特に県産品の輸

出分野で他県産との競争激化を実感します。そ

こで、今後、さらなる販路拡大の取り組みが必

要と考えますが、本県の輸出の現状と、輸出拡

大に向けた取り組みについて、商工観光労働部

長にお願いいたします。
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○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県が実施

しております「貿易企業実態調査」によります

と、平成27年の本県の輸出額は、速報値で1,568

億円と増加傾向にありますが、国内市場が縮小

する中で、本県経済・産業の活性化を図るため

には、さらに輸出を拡大し、外貨を獲得するこ

とが大変重要であると考えております。このた

め県では、香港、上海の海外事務所や、シンガ

ポール、北米など、輸出が有望な５つの市場に

配置した輸出促進コーディネーター等を活用

し、現地での県産品の売り込みや海外展開のサ

ポートを行いますとともに、海外でのフェア開

催や見本市・商談会への出展など、県内企業に

対するきめ細かな支援に取り組んでいるところ

であります。今後とも、ジェトロ等の関係機関

と連携しながら、各種施策を効果的に推進し、

輸出の拡大に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○ 原正三議員 中でも農畜水産物について

は、政府が農林水産物・食品の輸出目標１兆円

を2019年に前倒しするなど、国を挙げて輸出拡

大に取り組む中、本県の輸出品目は、牛肉、カ

ンショなど一部の品目に限られ、本県のポテン

シャルを踏まえると、もっと伸び代があるので

はないかと思います。事実、先月、２月17日か

ら19日まで開催されたブルネイ大使館主催の

「日本語・日本文化週間」イベントの宮崎県ブ

ースでは、カンショ、日向夏、キンカンが３日

の予定を１日半で完売いたしました。飛ぶよう

に売れたと言っても過言ではなく、それも３倍

の値段でありました。そこで、農畜水産物の輸

出の現状と、輸出拡大に向けた取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農畜水産物の

輸出につきましては、東アジアのほか、ＥＵ・

北米向けに、牛肉を中心に年々実績を伸ばして

おりまして、昨年度の輸出額は、過去最高とな

る約25億円でございました。本年度は、さらな

る輸出拡大に向け、九州各県が連携した香港や

台湾等でのフェアの開催、知事のトップセール

スで行いました北米での牛肉等のプロモーショ

ン、さらには、海外ニーズに対応した酸味の少

ないキンカンや、有機栽培茶の産地づくり、Ｅ

Ｕの輸出基準に対応した牛肉の処理施設やキャ

ビアの加工施設の整備などを実施したところで

あります。さらに来年度は、輸出支援のための

専門家を県内に２名配置し、輸出に興味を示す

農業法人や産地の個別訪問により、輸出実務の

サポートや海外のニーズ等に対応した商品づく

りの指導を強化することで、本県農畜水産物の

輸出拡大を加速化させてまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 今お話にもありましたとお

り、知事は先月、アメリカを訪問され、県産品

のトップセールスや関係者との意見交換会を行

われました。私どもは、評価はいたしたいと思

いますが、輸出だけでなく、観光、人材など多

様な分野で海外との交流を拡大していくには、

知事が人脈をつくり、それをベースに各種施策

を展開していくことが非常に効果的ではないの

かと考えます。そこで、昨年度策定されたみや

ざきグローバル戦略の推進に向けては、今後、

さらなる海外とのネットワークづくりが重要と

考えますが、知事の所感をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 海外との交流を拡大し

ていくためには、現地の政財界の要人や関係業

界の方々と人的ネットワークを築いていくこと

が、大変重要であると考えております。つくづ

く感じますのは、都市部との置かれた状況の違

いでありまして、海外の企業が多く立地し、ま
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た、ビジネス、観光も含めた海外からの人が行

き来する都市部とは、全く宮崎の置かれた状況

は違うわけでありまして、人脈、ネットワーク

を一つ一つ積み上げていく努力というものは大

変重要であろうかと思います。

私も機会を捉えて、海外の政府関係者や、流

通・観光などの関係団体のトップとお会いし、

関係構築に努めているところであります。香港

の新華日本食品との連携協定や、ソウル市との

観光交流キャンペーンなど、具体的な成果も出

てきているところであります。

また、県だけではなく、県議会を初め、市町

村、経済団体、大学など、それぞれの立場で海

外とのネットワークづくりに取り組んでいただ

いておりまして、先日は、星原議長を団長とす

る少年野球の交流の発展で、台湾の新竹県との

連携も実現したところでありますし、人工透析

技術を通じた九州保健福祉大学とタイとの連

携、また、宮崎大学のイタリアやミャンマーと

の学術交流、さまざまな形で幅広くネットワー

クづくりがなされて、大変心強く思っていると

ころであります。今後とも、関係機関の皆様と

十分に連携しながら、海外とのネットワークの

構築に積極的に取り組み、みやざきグローバル

戦略を進めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 ありがとうございました。私

どもも、私ども議会なりに、その人脈づくりは

やっていきたいと思っております。ブルネイの

ヤスミン産業大臣が、５月か６月にはまた宮崎

に来たいということでありましたので、そのと

きはまた一緒に御対応申し上げて、宮崎のＰＲ

をしていただければと思っております。

次に、地方創生についてお伺いいたします。

まず、企業誘致についてであります。企業誘致

は、若者の地元就職など、雇用拡大に特に有効

な方策であり、地域経済の振興や産業構造の高

度化など、本県経済に大きく寄与いたします。

究極の地方創生と言われる中小企業振興と並

び、重要な施策であると考えます。そこでお尋

ねいたしますが、29年度当初予算案では、企業

立地促進補助金が６億円計上されております。

どのような制度となっているのか、また、企業

立地の目標と実績はどうなっているか、商工観

光労働部長にお願いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 企業立地

促進補助金につきましては、まず、立地企業の

初期投資や新規雇用者数に応じた支援や、県外

企業が進出した際の人材募集等に要した費用へ

の支援、さらに、立地企業向けの貸し工場やオ

フィスなどを建設する事業者への支援の３つの

事業で構成されておりまして、いずれも実績に

応じて補助金を交付しているところでございま

す。

次に、企業立地の目標につきましては、県総

合計画アクションプランにおきまして、平成27

年度からの４年間で、立地件数150件、うち県外

新規50件、最終雇用予定者数6,000人を掲げてお

ります。その実績といたしましては、本年２月

末現在で、立地件数93件、うち県外新規43件、

最終雇用予定者数3,607人と、いずれも約２年間

で目標の６割を超えておりまして、順調に進ん

できているものと考えております。

○ 原正三議員 たしか知事の公約では、100

件、5,000人だったというふうに記憶しておりま

すが、それを上回る目標を立てていただいて、

今の２年経過した時点でいくと、十分、新たな

上回った目標を達成できそうだということであ

ります。ひとつその数値以上の成果が出るよう

に、期待を申し上げておきたいと思います。

先般、日機装の誘致が決定いたしました。東
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京証券取引所一部上場の優良企業であります。

誘致の決定は快挙であり、関係各位の御努力に

敬意を表します。もしかしたら、今回の誘致

は、社長が本県出身であったことも追い風に

なったのかもしれません。そこで、東京証券取

引所等に上場している企業の本県出身の役員リ

スト等の作成などを行い、立地活動に当たって

は、本県出身の上場企業の役員等に対して働き

かけを行っていってはどうかと考えますが、商

工観光労働部長の見解をお願いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 御質問に

ありましたとおり、立地活動を進める上で、本

県出身者などの人脈を活用することは、大変有

効な手段であると考えております。このため、

県におきましては、本県出身の企業役員等をリ

ストアップして積極的に訪問し、情報収集や本

県の立地環境のＰＲなどを行っております。ま

た、大手企業のＯＢ等で本県ゆかりの方に企業

誘致アドバイザーをお願いし、業界の動向等に

関する情報を提供いただくなどの取り組みも

行っているところであります。今後とも、市町

村と連携しながら、本県出身者などさまざまな

人脈を最大限に活用し、さらなる企業立地につ

なげてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 先ほど申し上げましたＧＤＰ

を人口増減に対応すべく上げるためにも、企業

誘致は大変効果があると思っております。これ

がもし民間企業であれば徹底してやると思うん

です。ぜひ徹底してやっていただきたいと思っ

ています。

それと、これは要望にとどめますが、誘致す

る際の県内の配置について、どうしても中央だ

とか都市部に集中する気配があると思います。

今、県内では、人口が周辺部ほど減っていって

いるわけですから、企業の意向、誘致しようと

する自治体とのマッチングの都合等いろいろあ

りましょうけれども、できたら県内にうまく配

置できるように、企業の誘致先を決めていただ

くといいのではないか。要望にとどめておきた

いと思います。

この項の最後に、介護ロボット導入調査検証

事業についてお伺いします。昨年２月議会でも

質問いたしましたが、職員の負担が大きく離職

者が多いことなどから、人材難が問題となって

いる介護現場において、介護ロボットの活用に

よる軽労化は、職場環境の改善に寄与するとと

もに、将来の介護のあり方を変える画期的な方

策であると考えます。今年度は550万円が予算計

上されており、腰の部分を電動でアシストする

機器４台を試験的に導入されたようであります

が、来年度も同額が予算計上されております。

そこで、今年度の検証結果と来年度の導入計画

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 介護ロボット

につきましては、介護従事者の負担軽減など、

就業環境の改善に寄与し、職場への定着にもつ

ながることが期待されるところでありますが、

事業所が導入するに当たっては、使い勝手など

事前に検証することも必要となっております。

このため今年度は、腰痛で悩む介護従事者も多

いことに鑑みまして、腰の負担を軽減するロ

ボットをリースで４台使用しまして、これま

で13の事業所で検証を行っているところであり

ます。事業所からは、「介助作業が楽になりよ

かった」という声がある一方、「ロボットの着

脱に時間がかかるなどの課題がある」といった

声も聞かれているところであります。これらの

事業所からの声を取りまとめるとともに、来年

度は、新たな機種についても同様に検証を進め

ながら、事業所が介護ロボットを導入するに当
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たっての有用な情報提供などに取り組んでまい

りたいと考えております。

○ 原正三議員 ありがとうございました。

最後になります。不在地主問題についてお伺

いします。

農林水産省は、昨年末、相続の際に名義変更

が行われず、権利関係が不明確な状態となって

いる相続未登記の農地について、初の実態調査

の結果を発表いたしました。昨年８月時点で相

続未登記またはそのおそれのある農地面積は、

約93万ヘクタールで、全農地の２割を占める結

果となっており、これは山形県の面積に相当す

る面積で、そのうち約５万ヘクタールが遊休化

しているということであります。相続未登記農

地は、中山間地など条件不利地ほど多く、そう

した地域ほど遊休化が進み、耕作放棄地の拡大

につながっているようであります。名義が不明

確だと権利関係が複雑となり、売買や賃借がで

きず、担い手への農地集約も阻害してしまいま

す。こういう現状を踏まえて、まず、本県にお

ける相続未登記農地とその遊休化の実態につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県の相続未

登記農地の状況につきましては、昨年の農業委

員会の調査によりますと、登記名義人の死亡が

確認された相続未登記農地が１万695ヘクター

ル、また、登記名義人が市町村外に転出し、既

に死亡している可能性があるなど、相続未登記

のおそれのある農地が9,638ヘクタール、これら

を合わせますと２万334ヘクタールとなってお

り、本県の農地台帳上の農地面積の約４分の１

を占める結果となっております。また、相続未

登記農地等のうち遊休農地は547ヘクタールで、

その割合は2.7％となっております。

○ 原正三議員 本県でも農地面積の約４分の

１が相続未登記農地、大変多いですね。また、

おそれがあるということでありました。遊休農

地の割合は全国の６％に比べると小さいという

ことで、多少安心しましたが、まずは、相続し

た人にきちんと登記をしてもらうことが大事で

あると感じます。個人個人にはそれぞれ事情が

あって、登記ができないということがあるかも

しれませんが、農地は農業を支える貴重な資源

であり、将来にわたって守っていく必要がある

と思います。今後、不在地主の増加により相続

未登記農地がふえ、ひいては耕作放棄地も増加

することが懸念されますが、これに対しどのよ

うな対応をとっていくのか、農政水産部長、お

願いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地につきま

しては、農地法により、相続で権利を取得した

場合には、遅滞なく農業委員会に届け出ること

が義務づけられております。このことから、農

業委員会に対しましては、相続に関する情報を

把握した場合には、届け出の有無にかかわら

ず、相続人に対し、農地の適切な相続を働きか

けるように指導しているところであります。ま

た、相続未登記の農地であっても、相続持ち分

の過半の同意で貸借が可能となることから、農

地中間管理事業などを活用して、貸借による利

用を推進することにより、耕作放棄地の発生防

止に努めているところであります。県といたし

ましては、引き続き農業委員会や関係団体と連

携して、農地の適切な相続を推進してまいりた

いと考えております。

○ 原正三議員 山林についても、農地と同じ

で不在地主が多い状況にございます。不在地主

が原因の相続未登記に加えて、山林の資産価値

が低下したことも、相続未登記の増加の原因で

はないかと考えます。権利が複雑化すること
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で、山林の売買が困難となるとともに、境界が

不明確になったり、立ち会いの確認ができない

ことから、誤伐や盗伐などの違法伐採の原因に

もなっているということであります。これにつ

いては代表質問でございました。また、売買が

できず、関心が失われて管理されない山は、放

置林となって、林業の持続的な経営を阻害して

しまいます。このまま世代交代が進みますと、

ますます相続未登記地の解消は困難になりま

す。多くの山林が伐期を迎えている今、早急

に、相続未登記地の解消、境界の明確化に取り

組んでいかなければならないと考えます。不在

地主など所有者の不明な森林は、持続的な経営

の支障となると考えられますが、解決のための

対応策がないか、環境森林部長、これまでの答

弁とダブるかもしれませんが、改めてお願いし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 境界や所有者

の不明な森林は、適正な経営管理ができず、さ

まざまな事業を実施する際にも支障となってお

りまして、従来から問題とされてまいりまし

た。そのような中、昨年５月に森林法が改正さ

れ、市町村は、来年度と再来年度の２カ年で、

森林の所在や所有者名、境界等の情報を記載し

た林地台帳を整備することとなったところで

す。この台帳には、登記簿上の所有者のほか、

実際の所有者や管理者の住所・氏名も記載する

こととなっており、今後、適正な森林の管理や

施業の集約化等が促進されると期待されており

ます。本県では、市町村に対しまして、「山村

地域の持続的発展推進会議（通称「山会

議」）」を活用するなどしまして、林地台帳に

盛り込む情報の提供や技術的支援に努め、市町

村の台帳整備が円滑に進むよう、最大限の協力

をしてまいりたいと考えています。

○ 原正三議員 素材生産業者の方々から、山

林の売買に当たって、市町村役場で第三者の情

報を調べようと思っても、―ここなんです

―個人情報保護法により開示してもらえない

ことから、売買が進まないという声も耳にいた

しました。先ほどの答弁では、林地台帳には、

森林の所在や登記簿上の所有者のほか、実際の

所有者などの情報が記載され、適正な森林管理

や施業の集約化の促進が期待されるとのことで

ありました。これらの情報につきましては、森

林組合だけではなく、伐採から再造林まで行う

ような意欲のある林業事業体などに対しても、

積極的に提供されるべきと考えますが、いかが

でございましょうか。どのような情報が開示さ

れることになるのか、環境森林部長、お願いい

たします。

○環境森林部長（大坪篤史君) 林地台帳につき

ましては、全国知事会の代表として河野知事も

参加しました「国と地方の協議の場」において

議論が重ねられまして、本年１月27日の最後の

会議において、その方針案が示されたところで

ございます。それによりますと、情報の開示に

つきましては、森林の所在や境界に関する測量

の実施状況などは公表されますが、登記簿上の

所有者や実際の所有者の住所・氏名は対象外と

されているところです。－方、その例外としま

して、施業の集約化のため必要な場合には、本

人や隣接所有者、森林経営計画の認定を受けて

いる者に限定して、所有者の住所・氏名を含め

て情報提供することができないか、現在検討さ

れているところでありまして、今月中には明ら

かになるものと聞いているところであります。

○ 原正三議員 結局、空き家対策特別措置法

のような特別な法律をつくらない限り、根本的

な解決は、この不在地主問題は難しいかなとい
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うふうに考えました。これからの課題にして、

ともにいろいろと研究していきたいと思ってい

ます。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○星原 透議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第１号から第70号まで及び請願

委員会付託

○星原 透議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第70号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。

ここで、議案第１号から第70号までの各号議

案及び新規請願は、お手元に配付の付託表のと

おり、それぞれ関係の委員会に付託いたしま

す。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす８日及び９日は、常任委員会のため、本

会議を休会いたします。

次の本会議は、10日午前10時開会、平成28年

度補正予算関係議案についての常任委員長の審

査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会


