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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、西

村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは傍聴にも来ていただきまし

た。ありがとうございます。先日、私も在職10

年の表彰をいただきました。これまで御支援い

ただいた皆様方、そして御指導いただきました

先輩、同僚議員の皆様方に感謝申し上げます。

これからも県民の代弁者として、時には県政、

県執行部に対して厳しい意見も申し上げます

が、ともに宮崎県をよくしたい、発展させたい

という思いもあります。今後とも、どうぞよろ

しくお願いいたします。

まず、知事のトップセールスについて質問を

いたします。知事はこれまで、アメリカや東ア

ジア、ヨーロッパなど海外でトップセールスを

行い、また、国内でも各地のイベントを訪問

し、県産品のＰＲや観光、スポーツキャンプ、

企業誘致や移住促進に取り組んでまいられまし

た。県民は、その一部を報道等によって知るこ

とはできますが、その際の状況やその後の成果

などをはかり知ることできませんので、この場

で質問させていただきます。

そもそも知事のトップセールスとは何か。例

えば、担当職員が交渉を行い、交渉先で、予算

や施策などを伴い、なし遂げられない交渉が

あった場合に、知事がみずから出向き、契約や

約束を取りつけることにあるのではないかと思

います。時折、知事が県外で県産品を売ったり

観光をアピールすることが果たして真のトップ

セールスなのか、疑問を持つことがあります。

知事は、その時々のテーマで訪問先を決定す

るなど、みずからの意思で訪問先を選ばれてい

るのか。知事はトップセールスというものをど

のように考えておられるのか。特に知事の考え

る海外のトップセールスの意義、そしてこれま

での手応えについて伺います。

後は質問者席より質問を続けます。（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。

海外でのトップセールスの意義や手応えにつ

いてであります。トップセールスは、知事であ

る私が直接かかわることにより、それぞれの

トップと直接会えるというところが一つの大き

なメリットであろうかと考えておりますし、副

知事時代と比べましても、相手方の対応が全く

違うなという感じがいたしております。各国要

人との人的ネットワークを構築する有効な手段

でありまして、海外との交流拡大を図る上で、

また、さまざまな施策の実現を図る上で、大変

重要なものと考えております。

このため、知事就任以来、県産品の販路開拓

を初め、インバウンドの誘致、航空路線の維持

・充実など、毎年さまざまな目的で、東アジア

を中心に、ＥＵやアメリカにおいてもトップセ

ールスを実施してきたところであります。こう

した取り組みを行う中で、例えば、ドイツ陸上

連盟の事前合宿誘致に当たりましては、２年

前、私自身が現地で連盟理事長に面会し、本県

のスポーツ環境の魅力を直接訴えたことで事前

視察が実現し、最終的には本県での合宿が決定

したところであります。

また、同じタイミングでドイツの柔道連盟に
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も訪問し、これについても、今現在、交渉中で

ありますが、非常によい感触もいただいており

ます。また、宮崎牛を初めとする農水産物の輸

出が拡大し、クルーズ船及び訪日外国人等の実

績についても堅調に推移するなど、一定の成果

につながっており、手応えを感じているところ

であります。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 今述べられた答弁でいただい

た、知事がトップセールスで感じたものを、今

後、具体的に次の施策につなげていかなければ

なりません。県外や海外の事務所があるところ

では、職員の方がフォローしてくれるかもしれ

ませんが、知事がつくったコネクションを今後

どのように政策に生かしていくのか、再度質問

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 国内市場というものが

縮小する中で、本県経済・産業の活性化を図る

ためには、外貨の獲得、ビジネスチャンスの創

出に向けた海外との交流拡大に、これまで以上

に力を入れていくことが重要であります。グロ

ーバル戦略を取りまとめて取り組んでいるとこ

ろであります。このような中、知事としての立

場を生かしたトップセールスを通じまして、重

要案件の扉を開き、各国の政府関係者や経済界

を代表する方々など、現地要人との人脈を築く

ことで、本県に対する確かな信頼を得るととも

に、施策の実現にも成果を上げてきたものと考

えております。

今後とも、これらの成果を踏まえ、私自身が

先頭に立ちまして、関係機関とも連携しなが

ら、県産品の販路拡大、観光客の誘致といった

経済交流の拡大に努めますとともに、文化面で

の交流やグローバル人材の育成にもつなげるな

ど、本県の産業振興はもとより、国際化の推進

にも生かしてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ますます知事の責任は重いと

思いますので、今後とも、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。

次に、関連して、観光誘客について伺います

が、３月に中国から、中国釣り協会の王兵会長

ほかインターネット配信企業の代表など10数名

が、九州全体の釣りの視察に訪れました。その

際、本県の延岡、日向、そして宮崎を視察して

いただきました。

今、中国国内では、釣りのレジャーを楽しむ

方々がふえており、釣り人口は9,000万人とも言

われております。その中でも一部の富裕層は、

海外まで釣りの旅行に行くとのことで、今回の

視察は、中国国内向けの情報発信のための調査

でもありました。釣り場の魅力をうまくアピー

ルできれば、今後インバウンドにも、県外から

の誘客にもつながると考えます。私は釣りの事

情に余り詳しくありませんが、本県の豊かな海

や川には絶好の釣り場があると存じておりま

す。

2014年の日本国際観光学会では、「釣りを活

用したブルーツーリズムの可能性」という、早

稲田大学の教授らの論文を拝読いたしました。

その論文の中では、釣り人の消費と思想に着目

しており、要約すると、「釣りをメーンにした

旅行はリピート率が高い」「釣り人の道具や餌

など仕掛け等の消費は本格化するほど大きくな

る」「遠くに行けば釣れるという信念が強く、

移動への抵抗意識が低い」など、交通や滞在で

の消費は地域経済活性化に寄与すると記されて

います。

また、先進的な、釣り客に期待する観光地域

では、既に女性客や高齢者をターゲットにした

釣り体験や旅行会社との提携による誘客が行わ

れ、防波堤などを開放し、釣り公園として整備
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利用しているところもあります。これらの地域

の観光協会等も着地型観光の推進に取り組んで

いるところがあるとありました。

観光も、従来の物見遊山型から体験型観光へ

と趣向が移行し、「釣り」も一つの有力なコン

テンツとして期待されております。釣り客の誘

致には、安全対策、正しい情報発信も必要不可

欠でありますが、本県の釣りを生かした国内外

からの誘客の可能性について、商工観光労働部

長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県は

約400キロにわたる海岸線や多くの河川を有して

おり、この豊かな地域資源を生かした釣りは、

魅力的な観光素材として誘客の可能性を秘めて

いるものと考えております。そのような中で、

県内の幾つかの観光協会におきましては、ホー

ムページ上に遊漁船や釣り体験ツアーなどの情

報を掲載しまして、着地型観光の素材として活

用している事例もございます。しかしながら、

海外からの誘客となると、言葉やルールの違

い、受け入れ体制等、検討すべき課題もありま

すので、今後どのような取り組みが可能である

か検討してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の部長の答弁のとおり、私

も今回、その方々のアテンドに奔走して、いろ

んなところに協力をお願いした際に、県外の

方、特に外国人の方は難しいとか、安全対策に

自信がないという点で、幾つか断られるという

か、そういう経験もしました。そういう意味で

は、せっかくチャンスがあるのに、うまく生か

せていないなと思いますし、また、県内各地の

いろんな釣り場であるとか、こういう魚が釣れ

ますとか、そういう情報発信もまだまだ足りて

いないのかなと思いました。先進地域をまだ勉

強していかなければならないと思いますが、国

内でもいろんな先進地域があるようですので、

それを参考に、本県にも取り入れていただきた

いと要望しておきます。

ちなみに、日本国内の釣り人口というの

が、98年ごろは2,000万人ぐらいいたのが、今

は1,000万人を割り込んでいるというような状況

でありまして、減った分を海外から補うという

ことも、釣りの盛んな地域にもう一度お客さん

を呼び込むためにもぜひ必要ではないかなと

思っております。

以上で、次に移りますが、王兵会長たちは、

釣りの視察に訪れた際に、本県のマリンスポー

ツや県内のゴルフ場も非常に気に入りまして、

実は、翌月に再度宮崎県を訪問して、ゴルフを

楽しんでいかれました。そのときに、二月続き

の交流があったので、「ぜひあなたも北京に一

度来てくれ」と言われたものですから、つい先

日、行ってまいりました。

北京には、関西空港、羽田、成田からの直行

便があり、私は関西空港から３時間半ほどのフ

ライトで行きましたが、御存じのとおり、北京

は首都であり、周辺には天津などの経済特区も

ありまして、人口も2,000万人を超える大都市で

あります。その割には、日本への直行便という

のは、先ほど挙げたような大都市にしかなく

て、福岡でさえ経由便なんですね。そういうこ

とを考えますと、まだまだ地方路線というもの

の開拓ができるのではないかなと思いました。

その中で、特に北京は内陸にありまして、夏

は暑くて冬は寒いという地域にあり、私が行っ

たときは、すごく空気がきれいで非常に美しい

青空が見えたんですけれども、いろんな報道等

で見る限り、空気もあんまりよくない。宮崎県

はその対極にありまして、海もきれいである

し、自然も豊富にある。これは観光のニーズが
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あるのではないかなと。また、直行便が飛べば

３時間以内で到着するんじゃないかなと思いま

す。宮崎から北京への直行便の可能性を探るこ

とはできないのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎空港発着

の国際航空路線は、インバウンドの拡大を初

め、本県が海外との経済交流を推進していく上

で、大変重要な交通基盤であると考えておりま

す。このため、県におきましては、これまで国

際航空路線の積極的な誘致を進めまして、御承

知のとおり、ソウル線を初め、３路線が就航し

ているところでございます。

御質問にありました北京路線についてであり

ますが、昨年11月に、北京を初めとする中国北

部の旅行会社やメディアの方々を本県に招聘い

たしまして、ゴルフコースや観光地といった宮

崎の魅力を体感していただくなどの取り組みを

行いましたほか、現地の旅行会社からの情報収

集にも努めているところでございます。県とい

たしましては、訪日需要の旺盛な中国からの観

光客を取り込むため、まずは、国際チャーター

便の誘致に向けて、しっかり取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 実は、私は９年前、平成20年

２月議会のときに、宮崎―上海便を飛ばせない

かという質問を行いました。当時の東国原知事

の答弁では、「鹿児島に定期便が飛んでおり、

バランスを勘案しなければいけない問題」、そ

してまた、当時の丸山地域生活部長から、「ソ

ウル線及び台北線の定期便の状況、あるいは上

海とのチャーター便の実績を踏まえて検討して

いきたい」と答弁をいただき、現在に至ってお

ります。

その後、中国から日本への観光客が急激にふ

えたのは御承知のとおりでありますし、平成19

年は訪日中国人が94万人だったのが、平成28年

は637万人、約９年間で７倍に伸びているわけで

す。結果論でありますが、あのときに宮崎県が

もう一アクション起こしておけば、今ではとい

う思いもあります。

鹿児島県は直行便がありますし、それだけに

限らず、新幹線も開通して、そういう意味で

は、非常にインバウンド効果を多く享受してい

るかもしれませんが、ぜひ宮崎県も、そのこと

を踏まえて、検討するだけではなくて、しっか

りと次につながるようなアクションを起こして

いただきたい。成功を得るためには、二番煎じ

じゃなくて、先進的な地域に負けないような動

きをしていただきたいと思います。

次に移ります。各市町村の観光協会との連携

について伺います。外国からの来日観光客の増

加は、本県内でも見られるようになりました。

まして首都東京、有名観光地に行きますと、な

おのことその多さを感じます。政府も、東京オ

リンピック・パラリンピックに向けてのインバ

ウンド対策を加速しておりますが、県内の自治

体でも、「今こそ国内外からの観光客を我が町

へ」という思いは強く、地域間の誘客競争を激

化させているようにも感じます。

しかし、市町村の観光協会は、そもそも観光

産業に精通した人材は少なく、資金面でも脆弱

なところが多く、情報発信や観光客のニーズを

把握すること、大手旅行会社とのパイプをつく

ることに苦慮しているところも多く、また、こ

れまでの県観光コンベンション協会との連携に

対しての不満も少なくありません。

その中でも、市町村の観光協会は、エリアで

の連携強化、イベントの開催など、何とか地域

みずからのアイデアを出し、努力を行っていま

す。県との連携強化も今後必要となりますが、
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市町村の観光協会の自発的な取り組みに対し

て、何らかの支援が行えないのか、商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 地域の観

光資源を生かし、経営の視点に立った観光地域

づくりを実現するためには、市町村観光協会と

の連携は重要であると考えております。このた

め、県におきましては、「観光みやざき創生

塾」を開設し、市町村観光協会の職員を初め、

地域の観光を担う人財の育成に取り組んでいる

ところでございます。

また、みやざき観光コンベンション協会にお

きましても、市町村観光協会が行う新たな取り

組みに対する補助制度を今年度創設いたします

とともに、県内各地域との連携を強化するため

に、コーディネーターを配置し、着地型観光の

商品開発に対するアドバイスなどを行っている

ところでございます。今後とも、みやざき観光

コンベンション協会と一体となって、地域の自

発的な取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 今年度からそれぞれの事業が

スタートしたということでもありますので、そ

れも踏まえながら、ぜひ連携強化というものに

尽くしていただきたいと思います。

次に移ります。「みなとオアシス」の整備に

ついて伺います。

今、日向市では、細島商業港の「みなとオア

シス」の登録に乗り出しており、先月には登録

準備会が開催されました。「みなとオアシス」

とは、地域住民の交流や観光振興など、地域振

興を継続的に行っている施設を国土交通省港湾

局が登録するものであります。現在、全国95カ

所が登録されていますが、宮崎県内にはまだあ

りません。昨年２月の港湾計画改定で、「海の

駅ほそしま」一帯が緑地に位置づけされたこと

も後押しされ、地元でも、この「みなとオアシ

ス」をまちづくりに生かしていこうという機運

が高まっております。

私もこの動きにリンクし、既に「みなとオア

シス」に登録されている大分港、唐津港を視察

してまいりました。大分港では、古い倉庫や港

湾施設をリノベーションし、おしゃれなお店に

生まれ変わった店舗やカフェが並び、公園など

多くの市民に利用されている状況を拝見しまし

た。まさににぎわいが創出され、この近くに住

んでいる方々はうらやましいなと思いました。

また、唐津のほうは、整備もまだこれからと

いった感じでありましたけれども、市役所に寄

りまして、今後の地域住民との取り組みなども

伺いました。両極端な２カ所を見ることがで

き、最も大事なことは、地域住民の熱意である

ことも感じました。細島のみならず、「みなと

オアシス」の登録は、県内さまざまな港町の地

域活性化に寄与すると思いますが、県の考えは

どうか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 「みなとオ

アシス」は、平成15年度に創設されたもので、

今御質問にもありましたが、「みなと」を核と

したまちづくりを促進するため、住民参加によ

る地域振興の取り組みが継続的に行われる施設

を国が登録する制度であります。登録される

と、道路標識や地図へ掲載されるようになり、

知名度もアップすることから、観光客等へのＰ

Ｒ効果が期待されます。

また、地域住民が港や地域資源を活用した新

たなイベントの開催等に取り組む機運が醸成さ

れるなど、にぎわいの創出や地域の活性化が図

られると考えております。

○西村 賢議員 今答弁をいただきました。平
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成15年度からスタートした事業とのことでし

た。県内、たくさんの港町があります。先日

は、黒木正一議員からも漁村の振興という話も

ありました。港町には、かつてのにぎわいや元

気がなくなっているところもあります。県は、

港湾管理者として港の持ち主であるわけですか

ら、責任の一端もあるのではないかなと思いま

すが、今まで本県に「みなとオアシス」の登録

がなかった理由についてどう考えるか、県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 「みなとオ

アシス」の登録には、地域住民や観光客等が交

流及び休憩できる施設とともに、地元が主体的

に運営するイベントや地域振興の取り組みを継

続的に行うことが必要とされております。県と

いたしましては、これまでも関係する市や町に

対して、「みなとオアシス」に関する情報の提

供は行ってきたところでありますが、県内にお

いて、これらの施設や取り組みが十分整ってい

なかったため、登録に至っていなかったものと

考えております。

○西村 賢議員 この「みなとオアシス」が登

録されて、登録後に町のにぎわいを取り戻して

いく、またつくっていき、成功していくには、

県や市、また地元との連携というものが必要不

可欠です。連携強化のために、県として、どう

日向市と協力体制を築いていくのか、再度、県

土整備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 昨年２月の

細島港の港湾計画改定におきましては、地元の

要望に応え、「みなとオアシス」の登録も念頭

に、商業港地区を、にぎわいと潤いのある空間

の創出を行う交流拠点ゾーンや緑地レクリエー

ションゾーンなどとして位置づけたところであ

ります。

また、去る５月25日には、日向市を初め、細

島まちづくり協議会や漁業協同組合等で構成さ

れる「みなとオアシス細島協議会」が設置さ

れ、県もオブザーバーとして参加しているとこ

ろであります。県といたしましては、今後、こ

の協議会を通じて、さまざまな意見をいただき

ながら、緑地等の計画について検討を行い、周

辺の環境整備を進め、細島港の魅力向上に、日

向市や地元の皆様と一緒になって取り組んでま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 国内には「みなとオアシス」

で成功している地域もたくさんございます。日

向市も、そういうところを視察して、ぜひいい

ところを取り入れていこうと今努力しておりま

す。当然、日向市が成功させることが一番であ

りますけれども、成功したことが県内の各港町

に広がっていくように努力をしていきたいと思

いますので、県の協力もまたよろしくお願いし

たいと思います。

次に、この細島商業港の「みなとオアシス」

の発展に必要なこと、成功に必要なことは、昨

年２月に改定された港湾計画の進捗でありま

す。商業港地区にある倉庫やチップヤードの移

転について、計画上はそれぞれの移転先が記さ

れていても、具体的な時期や規模などは、まだ

はっきりとしていない状況にあります。既に計

画策定から１年がたち、倉庫の移転、ヤードの

移転となれば、関係企業にとっては今後の経営

計画等にも影響があると思いますが、現在どの

ような状況であるのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 商業港地区

につきましては、にぎわいと潤いのある空間を

整備することとしております。そのため、チッ

プヤードにつきましては、白浜地区への移転を
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計画しており、その移転先となる埠頭用地の確

保のために、国と協議を行っているところであ

ります。

また、倉庫の移転につきましては、ほかの港

において既存倉庫を有効活用している例もあり

ますことから、細島港におきましても、交流施

設などとしての再利用も視野に入れ、倉庫の所

有者や細島まちづくり協議会など地元関係者

と、移転先や時期などについて協議を進めてい

くこととしております。

○西村 賢議員 次に、鎌原副知事に質問した

いと思います。ようこそ宮崎へおいでいただき

ました。ありがとうございます。

先日、鎌原副知事は、中国木材等を視察さ

れ、着任後早々に細島港等も視察されたという

ことを伺っております。今、中国木材の工場も

フル稼働を続けており、前年比130％、年産50万

立方メートルのペースでフル稼働しているそう

です。搬出する製品や原木で、置き場がすごい

ことになっていたと思いますが、ほかの細島地

区にある企業も頑張っております。さらなる企

業進出も期待が持たれております、この細島港

を見た際の副知事の感想を伺いたいと思いま

す。

○副知事（鎌原宜文君） 細島港につきまして

は、ポート・オブ・ザ・イヤーを昨年受賞した

とお聞きし、私自身も関心を持ちまして、着任

間もない４月末に視察をいたしました。まず、

昨年整備されました津波避難階段の上から、港

全体の整備状況や企業の立地状況を一望しまし

て、世界でも先端の技術や国内有数のシェアを

持つ企業が立地していることに感銘を受けたと

ころであります。

また、先週、国内トップの製材メーカーであ

ります中国木材を視察させていただきました

が、膨大な量の木材が集積され、工場もフルに

稼働している状況を拝見し、さらに今後増産さ

れる計画ということをお伺いしまして、活気が

あふれていると感じたところであります。この

視察を通じまして、細島港は、本県の物流や企

業活動に大事な役割を果たしており、まさに東

九州の物流拠点として、今後さらに、港湾機能

の充実が必要だと実感をしたところでありま

す。

○西村 賢議員 ぜひ鎌原副知事には、国交省

とのつなぎ役もよろしくお願いしたいと思いま

す。また、細島地区はいろんなイベントがあり

まして、河野知事にも何度も来ていただいてお

りますが、ぜひ鎌原副知事にも来ていただきま

すように、あわせてお願い申し上げます。

最後に、県土整備部長に再度、16号岸壁整備

の進捗状況について伺います。さきのチップヤ

ードの移転にも関連いたしますが、現在、細島

港の16号岸壁が未整備の状態にあります。15

号、17号ができて、その間にある16号が未整備

なんですが、この背後地に先ほどのチップヤー

ドの移設も関係してきます。この整備について

県はどのように考えているのか、県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 細島港にお

きましては、企業の立地や生産の拡大が続いて

いることから、埠頭用地の岸壁の早期の整備が

必要であると考えております。白浜地区では、

水深10メートルの16号岸壁とその背後の埠頭用

地を港湾計画に位置づけているところでありま

して、その整備について、現在、国と協議を

行っております。

しかしながら、隣接する水深13メートルの岸

壁が、平成27年６月に供用開始して間もないこ

ともあり、事業化については、より一層の貨物
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量の増加が重要なポイントになると考えており

ます。したがいまして、今後とも、日向市や地

元企業など関係機関と連携を図りながら、ポー

トセールス活動に努め、早期事業化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、県内の企業支援、創業

支援について伺います。

今、日向市に中小企業の経営支援や創業支援

を行う「ひむか-Ｂｉｚ」が誕生し、約半年が過

ぎました。さまざまなセミナーなどを催し、相

談者も多い状況にあります。開始から５カ月

で572件の相談を受け、相談者のうち２割強が市

外の方であり、相談者のリピート率は６割を超

えているとのことでありました。これは、相談

を受けるのは所長が１人しかいません。それで

もこの状態であります。

県内企業の経営や創業についての相談は、こ

れまで商工会議所などが中心であったと思いま

すが、この「ひむか-Ｂｉｚ」は、会議所などと

連携しつつも、経験豊かな専門家による的確な

アドバイスを受けられることが人気の要因だと

思います。この人気は、逆に言えば、このよう

な行政サービスの不足、また利用者とニーズが

マッチしていなかったと感じさせられます。

「ひむか-Ｂｉｚ」に限らず、国のよろず支援拠

点事業などもありますが、本県の創業支援の現

状と成果について、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 創業支援

の取り組みといたしましては、商工会議所等を

通して、資金調達や事業計画策定等の相談に応

じますとともに、インキュベーションオフィス

の貸し出しなどを行っております。また、宮崎

商工会議所に「みやざきスタートアップセンタ

ー」を設置し、大きな可能性を秘めた企業の種

を発掘、育成する取り組みも行っております。

このような取り組みによりまして、昨年度

は、商工会議所等で1,008件の相談に応じ、飲食

・サービス業を中心に227件が創業に結びついた

ところであります。このほか、創業後、全国的

な会社とのマッチングが成功するなど、将来が

楽しみな企業も育ちつつあるところでありま

す。県といたしましては、今後とも、市町村や

商工会議所、商工会、さらには「ひむか-Ｂｉ

ｚ」など関係機関と連携を図りながら、創業の

一層の推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 先ほど出た商工会議所も、

今、人材が非常に不足していて、指導員の負担

も増している状況にあります。研修してスキル

アップしたいと思いながらも、時間の確保が難

しくなっているとの話も聞きますので、その対

策もぜひとも講じていただきたいと思います。

また、先ほどの「ひむか-Ｂｉｚ」の２割以上

の相談者は市外の方です。これを日向市の負担

だけでやっていくのもどうかと思います。県か

らのバックアップも考えていただきたいと思い

ます。

次に、国の進める地方移転優遇策の成果につ

いて伺います。地方の活性化のために、東京か

ら地方への企業の本社機能移転の推進策が出さ

れ、２年となります。この間の本県における企

業の本社機能移転・拡充の現状について、商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本社機能

の移転・拡充につきましては、東京23区から本

社機能と従業員を移転する「移転型」と、東

京23区以外からの移転や地方にある本社機能を

拡充する「拡充型」とがございます。これまで

の本県の実績につきましては、平成27年度が５



- 128 -

平成29年６月16日(金)

件、28年度が４件の計９件で、全て拡充型と

なっており、このうち県外企業は４件となって

おります。

なお、全国の昨年度末における実績といたし

ましては、全体で153件であり、その内訳は、移

転型が15件、拡充型が138件となっております。

○西村 賢議員 答弁のとおりでありまして、

東京23区からの本店機能の地方移転を国は進め

ているわけでありますが、実際はなかなか進ま

ない。それはもちろん、得意先や下請企業との

関係性、また人材確保の面など、さまざまな要

因が考えられますが、単に減税のあめだけでは

企業の本店機能は動かないものであることの証

明であります。県は東京23区から地方移転が進

まない原因をどのように考えているのか。ま

た、県の対策はどのようになっているのかを伺

います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本社機能

の移転につきましては、日本経済団体連合会が

東京に本社を有する企業に対して実施しました

アンケートによりますと、「本社機能の地方移

転は検討していない」と回答した企業が92.5％

となっております。その主な理由といたしまし

ては、「現在の拠点で支障がない」が最も多

く、次に「取引先・官庁など関係者が東京に集

中している」、さらに「移転にはイニシャルコ

ストがかかる」と続いており、我が国の構造的

問題や企業負担が地方移転を阻む原因となって

いると考えております。

このため本県では、企業負担を軽減し、地方

移転を後押しするため、国の税制優遇措置とは

別に、本社機能移転に係る本県独自の補助金メ

ニューを設けるとともに、県外における企業訪

問や企業立地セミナーなどを通じて、積極的な

ＰＲに努めているところであります。今後と

も、企業立地活動の中で、本社機能の移転につ

ながるよう、さまざまな取り組みを積極的に

行ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 この現状を機会あるごとに、

ぜひ知事が、知事会等、また政府に対して物を

言える場では、地方の実情を訴えていただきた

いと思います。国は言うけれども、企業がしな

いからしようがないということであれば、そも

そも政府のまち・ひと・しごと創生の本筋から

ずれてくる部分もありますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

次に、知事の子育てＣＭ（妊婦体験）につい

て伺ってみたいと思います。河野知事初め、山

口、佐賀、３県の知事が出演された九州・山口

ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーン動

画「知事が妊婦に。」のＣＭが、福岡広告協会

賞「大賞」を受賞されました。おめでとうござ

います。私は恥ずかしながら、受賞のニュース

を知るまで、このＣＭを見たことがありません

でした。佐賀など一部ではテレビＣＭがあった

とのことですが、本県ではオンエアがなかった

ようです。

このＣＭは、知事みずからがおもりをつけて

妊婦体験を行うというものでありました。この

取り組み自体もすばらしいものでありますとと

もに、ＣＭの中では、知事のコメントというか

感想なども流れて、見ているほうもどんなもの

なんだろうなという関心が非常にありました。

ただ、妊婦を疑似体験できる道具もなかなか手

に入るものではありませんし、私もこのような

ことを体験したことはありませんが、知事は、

このＣＭを広めるとともに、妊婦体験を県庁内

や県内企業、また県内の自治体などに広めるつ

もりはないか伺います。

○知事（河野俊嗣君） 妊婦ジャケットは、お
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もりが７～８キロあるということであります。

想像した以上に重いですし、動画撮影のときは

１時間程度だったと思いますが、妊婦さんは、

それ以上長い期間を、徐々に徐々に重くなる、

その負荷に耐えておられるわけであります。

また、私は、知事の職務をするという役割分

担を３県の知事でしたわけでありますが、階段

の上りおりとか車の乗りおり、大変だなという

思いがいたしまして、その立場になってみない

とわからないこと、妊婦さんの大変さというこ

とを痛感しますとともに、社会全体として、妊

婦さんに対する気配り、優しさが必要であると

いうことを痛感したところであります。

妊婦体験をした男性へのアンケートによりま

すと、約97％の方が「男性も家事や育児をすべ

きだ」と答えておりますことから、ぜひ多くの

男性にこういう体験をしていただきたいと考え

ております。

県は、広報紙やホームページ、ポスターやチ

ラシなどを活用しまして、妊婦体験情報の発信

を行いますとともに、ことしの２月には―毎

年イクメンパパの料理教室ということで、何人

かのお父さん方と料理教室を行っておるんです

が、ことしは、子育て中のお父さん方と一緒

に、妊婦ジャケットを着用して料理や育児を体

験するイベントも行ったところであります。

また、さまざまな子育てフェアなどで、妊婦

ジャケットが置いてあって、お父さん方に体験

していただく、そのようなイベントなどもいろ

いろ行われて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まして、県庁内

はもちろん、県内企業などのワーク・ライフ・

バランスや子育て支援のさらなる推進に努めて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、子供の貧困と親の離婚

率の関係について伺います。日向市内でも４月

から子ども食堂がスタートしました。先日、様

子を見に行きましたが、スタートして間もない

のに大人気であり、この日、80人分の食事も完

食であったそうです。ボランティアで協力して

いる方々の数、またスポンサーの数にも驚かさ

れました。「世代を超え、互いに助け合う気持

ちが子供たちに伝わればいい」と、一人のおば

あちゃんボランティアの声も聞けました。

このようなすてきなきずなが日向市にはある

一方で、先月の厚生常任委員会県北調査で日向

市における子供の貧困を取り巻く現状を調査し

た際に、驚くべき現状を知りました。一部紹介

しますと、中学生の就学援助者の割合は５人に

１人、その要因として、離婚率が非常に高く、

国が人口1,000人当たり1.77に対し、日向市

は3.97とのことです。

また、日向市の調査によりますと、年収300万

未満世帯が全世帯で28.5％に対し、ひとり親世

帯の場合77.5％でありました。これらは日向市

が調査を行ったから知り得た部分も大きいとは

感じましたが、そもそも本県は離婚率が高く、

全国上位とも言われております。もちろん離婚

という制度を否定するものでもなく、そこに至

るさまざまな原因もあったかもしれませんが、

本県の高い離婚率は、子供の貧困問題と無関係

ではないと考えます。このことを県はどう考え

ているのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の離婚率

につきましては、国の発表で、平成28年のデー

タですが、人口1,000人当たり2.02と、全国

の1.73に比べて高い水準にあります。また、平

成24年の宮崎県ひとり親世帯生活実態調査で

は、離婚が、ひとり親世帯となった原因の約８

割となる中で、総世帯数に占めるひとり親世帯
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の割合が、推計値で3.7％ということで、全国

の3.2％を上回っております。

このひとり親世帯のうち、約９割を占める母

子世帯を見てみますと、その約６割が平均月

収15万円未満となるなど、経済的に厳しい状況

にある世帯が多くなっております。世帯の経済

状況が子供の貧困の要因になることを考えます

と、離婚率の高さがひとり親世帯数の多さにつ

ながり、ひいては、子供の貧困にも関係がある

ものと考えております。

○西村 賢議員 県は、今答弁にあったような

ひとり親実態調査、もしくは男女共同参画社会

づくりのための県民意識調査などの調査も行っ

ています。その中身を見ますと、養育費につい

て、「離婚後一度も受け取ったことがな

い」64.5％、「以前は受け取ったが今はもらっ

ていない」15.7％、これを合わせただけでも８

割の母子世帯が受け取っていないことがわかり

ます。先ほど15万円という話もありましたけれ

ども、実際、母子世帯の75％以上が経済的に

困っていると回答しております。

また、県民意識調査のほうでも、配偶者から

の暴力など調査をしているようであります。こ

れ以外にも、さまざまな調査やデータ、もしく

は県職員が直接相談を受けたりした記録も、県

にはたくさんあると思いますが、これらの現状

をしっかりと踏まえて、対策を講じていく必要

があるのではないかなと思います。これは、質

問しても答弁が返ってきませんので、要望にか

えさせていただきます。これは、一段階上げた

子供の貧困対策を県全体で考えていただくよう

に、知事初め、担当部局の方々に要望したいと

思います。よろしくお願いしたいと思います。

次に、国際的な人材を育成するための取り組

みについて伺います。

本県から仕事や旅行などで海外に出たことの

ある県民が、2016年４万6,127人、人口に占める

割合の出国率が4.2％であり、全国平均の13.5％

と比べても大きく下回っているとの報道があり

ました。パスポートの所有率も12.2％で、全国

下位のほうにあります。本県には国際線が３路

線も就航しており、搭乗率の向上、出国率の向

上を県の目標としても掲げておりますが、現実

的に、今の状態では厳しいものがあります。

県民の海外渡航は、レジャー体験のみなら

ず、新たな価値観を生み、異文化を感じる貴重

な機会ともなります。現在では直行便も飛び、

パスポート取得も手軽になっていると思います

が、この現状を県はどのように考えているの

か。また、今後の対策をどのように考えるのか

を伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 海外に行

き、多様な文化や歴史を直接見て感じますこと

は、国際感覚豊かな人材を育成する観点から

も、非常に大事なことであるというふうに考え

ております。こうした中で、御指摘のとおり、

平成28年の本県の出国率は全国で42位、パスポ

ート取得率は全国で41位という状況にありまし

て、県民にとって海外はまだまだ身近なものに

なっていない状況にあると感じております。こ

のため、県におきましては、昨年３月に策定い

たしました「みやざきグローバル戦略」におき

まして、企業の海外展開とあわせ、海外との多

様な交流の促進を図ることといたしておりま

す。

具体的には、県民が海外に関心を持ってもら

うための国際理解講座や、在住外国人との交

流、海外との民間レベルの相互交流を促進する

ための事業の実施、さらには、海外自治体と協

定を締結し、幅広い交流を促進することといた
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しております。本県から海外への直行便は、利

用される県民への支援制度もございますので、

それらも生かしながら取り組みを推進し、海外

との交流拡大につなげてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 いろんな施策も必要だと思い

ます。ただ、その施策、特に補助金等のお金の

出し方というものもいろいろ考えていかなけれ

ば、例えば、これまで何年も、宮崎から飛行機

で海外に飛ぶ方に一部のお金の助成をしたりし

ていますが、果たしてそれが搭乗率の向上につ

ながっているのか、そこも非常に疑問が残りま

す。

また、海外へ行ったことがない人には、海外

のよさというものもまだ県民の中には伝わって

いない部分も多いのかなと思いますし、どうし

て海外に行かないのか、「観光は好きだけれど

も、海外の観光はちょっと」と言われる方もた

くさんいらっしゃるかもしれません。その方の

意見も聞いてみてはいかがかなと思います。い

ろんなアンケートの手法もあると思いますが、

県の掲げる目標をしっかりと達成していくため

にも、ぜひともいろんな手段を考えていただき

たいと思います。

次に、教育長に伺います。現在の子供たち

は、小学生のときからＡＬＴ制度などにより生

きた英語に触れる機会も多く、我々の時代より

も大きく環境が変わってきています。これから

の経済や社会のグローバル化に伴い、多国間交

流はなお盛んになってくる時代を迎えると思い

ます。国際的に活躍できる人材の育成のために

も、若いうちに海外に行くことは大きな経験で

あり、財産になると思いますが、現在の県立高

校における生徒の海外留学や海外への修学旅行

の現状について伺います。

○教育長（四本 孝君） 県立高校における海

外留学者数は、一昨年度までの５年間、年に２

名から８名の間で推移をしておりました。昨年

度は、県教育委員会で新たに留学支援事業に取

り組んだこともありまして、留学者数は16名ま

で増加しております。また、海外修学旅行及び

語学研修については、毎年10校程度の県立高校

が、北米、オーストラリア、台湾、シンガポー

ルなどを訪れ、現地の高校との交流会やホーム

ステイなどを行っているところでございます。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

海外留学や海外修学旅行などが、生徒のグロー

バル意識の向上につながる生きた国際交流の機

会となりますよう、各学校での取り組みを支援

してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 もちろん英語を教えていくこ

とも大事だと思いますし、外国の文化というも

のもあわせて教えていく、それによって交流と

いうもののイメージを膨らませていくことが、

子供たちには重要だと思いますし、今、大学生

の海外留学というものが非常に減っていると。

これは社会的な問題にもなっております。宮崎

県から国際的に活躍できる人材を輩出する、そ

のような思いをぜひ次につなげていただきたい

と思います。

最後に、雇用の課題について質問いたしま

す。海外等で留学や仕事を経験しスキルを積ん

だ方々、また大学や県外の企業で高度な知識・

技術を学んだ方々から、本県内の就職先につい

ては、「みずからのスキルを生かせる場が少な

い」という不満を聞きます。職業選択の幅が少

ないことに対して、該当する企業が県内に少な

いから仕方がないと言ってしまえばそこまでで

すが、これからの経済の発展や社会のグローバ

ル化に本県産業も適合していかなければならな
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るような取り組みを行っていくために、県の考

えを伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高度な知

識や技術を持った若者が、その能力を十分に発

揮できる就労の場を県内に確保することは、本

県経済のグローバル化や若者の県内定着を進め

ていく上で、大変重要であると考えておりま

す。

このため、県におきましては、付加価値の高

い産業の振興と良質な雇用の場の確保を目指

し、県内経済を牽引する中核企業の育成や、フ

ードビジネス、医療機器、ＩＣＴなど本県の特

性や強みを生かした成長産業の振興、戦略的企

業立地の推進などに努めますとともに、県内企

業の海外への展開促進など、海外との経済交流

の拡大に取り組んでいるところであります。

これらの取り組みを推進することによりまし

て、専門的な知識を持った若者にとっても、魅

力的で働いてみたいと思えるような職場づくり

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の丸山裕次郎でございます。通告に従い一般

質問を行います。

まず、西諸圏域で起きた緊急事態の産婦人科

医師確保についてお伺いいたします。

西諸医療圏の産婦人科医療は、長年にわた

り、小林市にある生駒クリニックとえびの市に

あるえびの共立病院等の開業医の医師と職員の

献身的な御尽力により支えられてきました。こ

のような状況の中、昨年11月末の生駒クリニッ

クの休止に引き続き、ことし７月末をもって、

えびの共立病院が分娩を取り扱わない旨の表明

をされました。このことにより、西諸圏域はさ

らなる人口減少に拍車がかかってしまい、まち

づくりの根幹を揺るがしかねないという非常に

重大な事態に直面しております。

特に、現在妊娠中の方や若い女性や地域住民

から、西諸で出産する場所がなくなれば、宮崎

市、都城市、人吉市などに、それぞれ60分か

ら90分かけて通院や入院治療を余儀なくされ、

肉体的・精神的・経済的にはかり知れない負担

を負うことになるのではないかという、多大な

る不安や心配の声を聞いております。宮崎県医

療計画では、基本理念を「いつでも、どこでも

必要な医療サービスを受けられる医療体制の確

立」とし、住民が安心できる医療提供体制を構

築することにしておりますが、西諸医療圏では

危機的状況になろうとしております。

このような緊急事態を打開するため、６月13

日に、小林市長、えびの市長、高原町長の３首

長が一致団結し、宮崎大学医学部に西諸圏域へ

の産婦人科医師派遣の要請を行いました。加え

て、同日、河野知事にも、小林市長、小林市議

会議長、えびの市長、えびの市議会議長、高原

町長、高原町議会議長、さらに、中野県議、宮

原県議、私の９名が、西諸圏域における産婦人

科の診療体制整備への特段の支援をしていただ

きたいということで、以下の３項目を要望しま

した。

１、宮崎大学医学部への産婦人科医師派遣の

働きかけの支援、２、医師派遣が可能になった

場合の医療機器整備等に伴う財政的支援、３、

産婦人科再開に伴う宮崎県立看護大学での優先

的な助産師の養成支援の３項目です。そこで、

県立病院などの中核病院がない西諸医療圏の実

情を考慮し、宮崎大学医学部に対し、小林市立

平成29年６月16日(金)
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病院への産婦人科医師派遣の働きかけの特段の

支援はできないのか、知事にお伺いいたしま

す。

また、小林市立病院へ医師派遣が可能になっ

た場合、分娩のための医療機器整備等に伴う県

の財政的支援はできないのか。

また、あわせて、小林市立病院での産婦人科

再開に伴い、宮崎県立看護大学での優先的な助

産師の養成支援はできないのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

県議会では、平成17年に本県を襲った台風14

号により、多くのとうとい人命を失うなど、甚

大な被害を受けたことをきっかけに、防災対策

の重要性を改めて認識し、議員発議で宮崎県防

災対策推進条例を平成18年に制定いたしまし

た。条例の第54条、「宮崎県防災の日」を設け

る条項に基づき、県は、県民が防災について真

剣に考える契機になることを目的に、毎年、梅

雨入り前である５月の第４日曜日を「宮崎県防

災の日」に定めております。

また、東日本大震災の教訓を生かすため、南

海トラフ大震災の発生を想定した宮崎県総合防

災訓練を毎年行っております。防災の日の制

定、防災訓練を行うこと自体はいいことだと思

いますが、一見すると、形式的な訓練になって

いないのか、リアリティーに欠ける訓練になっ

ていないのか、消化行事になっていないのかと

心配しております。

例えば、リアリティーのある訓練として、大

規模地震で県庁全体が停電になったことを想定

して、半日、自家発電のみの状態で防災訓練を

行ってみてはどうかと思っております。恐らく

自家発電の電力だと、部屋は暗く、パソコンは

数台しか使えない、電話、エレベーター、トイ

レはどうなるのかといった現実的な支障の確認

ができ、課題が明確になるのではないかと思っ

ております。

また、防災訓練を行うに当たり、前年の反省

会によって課題となった問題点を解決するため

の対策を訓練として実践することが重要ではな

いかと思っております。そこで、これまでの防

災訓練の成果と今後の防災訓練をどのように取

り組んでいくのか、危機管理統括監にお伺いい

たします。

次に、国立公園満喫プロジェクトについてお

伺いいたします。

昨年11月議会でも質問したこの事業は、環境

省が中心となって立ち上げたプロジェクトであ

りますけれども、環境省では、2020年までに訪

日外国人の国立公園利用者数1,000万人という大

きな目標を掲げております。その国立公園満喫

プロジェクトに霧島錦江湾国立公園が選定さ

れ、訪日外国人利用者数を現在の約７万人か

ら20万人に増加させる目標を掲げております。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック

に合わせ、主要交通拠点からの２次アクセスの

充実や観光案内板等の多言語化、さらには利用

者の利便性向上策としてＷｉ―Ｆｉ環境の整

備、ビューポイントの設定・改修整備などを行

うステップアッププログラムが策定されており

ます。

昨年度の国の補正予算で自然遊歩道の整備が

行われるので、大変期待しております。しか

し、気になるのは、さまざまなプログラムが計

画されておりますが、誰が役割を果たすのか明

確になっておらず、2020年までわずか３年しか

ないため、実現可能なのか心配であります。そ

こで、現在の具体的な進捗状況について、環境

森林部長にお伺いいたします。
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次に、里芋日本一奪還対策についてお伺いい

たします。

本県は、平成22年から平成26年までの５年

間、里芋生産日本一に君臨しておりましたが、

ここ数年の疫病被害等で収量が減少し、日本一

の座から転落してしまったことは、まことに残

念であります。今年作の状況を地元ＪＡこばや

しの園芸担当に伺ったところ、種芋の不足で昨

年度より約３割程度減少するのではという厳し

い状況を聞き、日本一を奪還するのは並大抵の

努力・施策では厳しいと感じました。

ことしの３月より、ようやく里芋にも使用可

能な農薬が登録され、非常に期待しております

が、これまで農薬を使わずに楽に生産できてい

た農家の意識改革も大きな課題になるんじゃな

いかと思っております。そこで、今年作の状況

と今後の里芋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。

次に、美しい宮崎づくりについてお伺いいた

します。

黒木元知事の意向で沿道修景美化条例が昭

和44年に制定されたことを契機に、国道や県道

沿いに花を植えたり、木の植え込みが進み、現

在の基礎をつくっていただきました。昭和44年

当時は沿道修景に指定された箇所が少なかった

のを年次的に県下全域に広げ、条例制定から

ちょうど10年後の１巡目の国体時には、宮崎県

の美しさを全国にアピールできたのではないか

と思っております。その後も、松形知事、安藤

知事、東国原知事、そして河野知事になるまで

脈々と引き継がれてきました。

平成16年度から始まった財政改革以降も７億

円程度の予算を確保できたのも、沿道修景美化

条例があったからではないかと思っておりま

す。沿道修景美化条例が始まった昭和44年の予

算書を調べたところ、沿道修景予算は800万円程

度でありましたけど、年次的に拡充していき、

国体が開催された昭和54年には１億2,000万円余

り、10年で15倍以上の予算を確保しておりま

す。

今年度から「美しい宮崎づくり推進条例」が

スタートしました。９年後に２巡目の国体を控

え、絶好の時期にスタートしたと思っておりま

す。しっかりした取り組みを期待しておりま

す。そこで、今後の展開をどのように考えてい

るのか、県土整備部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、以下の質問

は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

西諸医療圏における産婦人科医師の確保につ

いてであります。

県では、「みやざき子ども・子育て応援プラ

ン」に基づき、少子化対策に取り組んでおりま

すが、その基盤を支える産婦人科診療体制の確

保は、非常に重要な問題であると認識をしてお

ります。このため、県におきましては、分娩施

設における医師、看護師、助産師といった医療

従事者の養成・確保に取り組むとともに、関係

機関との密接な連携のもと、地域分散型の周産

期医療体制の充実に努めてきたところでありま

す。

御質問にありました、先般の西諸医療圏にお

ける産婦人科の診療体制の整備についての小林

市、えびの市、高原町からの要望につきまし

て、私といたしましても、これを重く受けと

め、その翌日、担当部局を宮崎大学医学部に向

かわせ、小林市立病院への産科医の派遣を県と

しても強く要望したところであります。

大学としましては、すぐに地元の要望どおり
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に医師を派遣するのは難しいというような感触

はあったところでありますが、何とか対応を検

討したいということでありまして、今後とも、

県、市町村、宮崎大学医学部、県医師会等と一

体となって連携を図りながら、さまざまな工夫

を凝らし、産婦人科診療体制の確保に努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○危機管理統括監（田中保通君）〔登壇〕 お

答えいたします。

防災訓練の成果等についてであります。県で

は、南海トラフ地震や風水害の発生に備え、防

災関係機関と連携して、年間を通じ、計画的に

図上訓練や実動訓練を行っております。特に、

平成25年度以降の総合防災訓練につきまして

は、事前準備から訓練の実施に至るまでの協議

を通じて、各機関と顔の見える関係を構築する

とともに、実際の活動拠点となる場所を使用

し、訓練時に与えられたさまざまな状況に応じ

て、参加者がその場で必要な対応を考えて対処

するといった実践的な訓練となっております。

また、訓練後には、参加者間で問題点の洗い

出しや改善点を議論する検討会を行いまして、

それを次年度の訓練に生かすというサイクルを

繰り返すとともに、対応マニュアルを改善・整

備するなど、年々成果が蓄積され、訓練の精度

も向上していると感じております。県といたし

ましては、議員御指摘のような現実に起こり得

る状況なども考慮しながら訓練に取り組み、さ

らに災害対応力の向上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〕

○福祉保健部長（畑山栄介君）〔登壇〕 お答

えします。

西諸医療圏における産婦人科の診療体制整備

への支援についてであります。県としまして

も、県民が地域で安心してお産ができる体制を

確保することは、大変重要であると考えており

ます。小林市立病院へ医師派遣が可能となり、

分娩のための医療機器整備等が必要となった場

合には、国や県の補助事業がありますことか

ら、補助事業の活用も含め、地元市町と十分に

協議を行ってまいりたいと考えております。

次に、助産師の養成支援についてでありま

す。県内の助産師養成施設については、平成27

年度末の民間施設廃止により養成数が減少した

ため、今年度から県立看護大学に「別科助産専

攻」を開設したところであります。この別科

は、県内就職を前提とし、看護師免許があれば

社会人も応募できる施設でありますので、県内

定着促進のための修学資金貸与とあわせて、積

極的に活用いただくよう周知するとともに、西

諸地域への助産師定着を促進する施策につい

て、地元市町と一緒に知恵を出していきたいと

考えております。

助産師を含め、看護職員の確保は、地域医療

の充実を図る上で大変重要でありますので、今

後とも、県立看護大学や看護協会、市町村等と

も連携を図りながら、看護職員の確保・定着の

ための取り組みを推進してまいりたいと考えて

おります。〔降壇〕

○環境森林部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。

国立公園満喫プロジェクトの進捗状況につい

てであります。このプロジェクトにつきまして

は、現在、老朽化や国際化へ対応するために、

ハード事業としまして、御池歩道のユニバーサ

ルデザイン化や、えびの高原の池めぐりコース

の改修事業などに取り組んでいるところであ

り、さらには、大幡山登山口の休憩所などの設

計にも着手したところであります。また、ソフ
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ト事業としまして、地域の機運醸成を図るた

め、フォトコンテストの作品募集を６月から開

始したところであります。

これらの取り組みを含む、プログラムに盛り

込まれたさまざまな事業を計画的に実施するた

め、７月に開催される霧島錦江湾地域協議会に

おいて、国、県、関係市町等の役割やスケジュ

ールを決定することとしております。今後と

も、プロジェクトの目的達成に向けて、関係者

と相互連携を図りながら、しっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○農政水産部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

里芋の振興についてであります。今年作の里

芋の作付状況につきましては、５月に市町村へ

の調査を実施しましたところ、県全体では、ほ

ぼ昨年並みであると承知しています。また、疫

病につきましては、現在、生産者や関係機関と

一体となって対策に取り組んでいるところであ

りまして、現時点では確認されておりません。

里芋は、平成26年まで生産量日本一を誇った

本県の重要な露地野菜でありますので、まず

は、生産量が減少した原因である疫病の防除対

策を確実に実施していくとともに、水田におけ

る土地利用型高収益作物として、また、畑地か

んがい地域における重点推進品目として、市町

村や団体と一体となって生産振興を図り、再び

日本一の産地を目指してまいりたいと考えてい

るところです。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（東 憲之介君）〔登壇〕 お

答えいたします。

美しい宮崎づくりについてであります。

「美しい宮崎づくり推進条例」は、沿道景観

のみならず、地域固有の自然景観、農山漁村景

観などを保全、創出、そして活用することによ

り、「魅力ある地域づくり」を県下全域に広げ

ていくものであります。このため、まずは県民

の皆様の機運を高めることが大変大事であると

考えておりまして、さまざまな広報媒体を活用

した情報発信に取り組むとともに、今月24日に

は、「みんなで築く「美しい宮崎づくり」」を

テーマとした講演会を開催することとしており

ます。

さらに、条例の実効性を高めるため、国民体

育大会が開催される平成38年度までを計画期間

とし、具体的な施策を盛り込んだ推進計画を、

条例で定めた美しい宮崎づくり推進強化月間で

ある11月には公表したいと考えております。計

画策定後は、市町村や県民、事業者の皆様と連

携しながら、知事を先頭に推進計画に基づく施

策を全庁的に推進し、美しい宮崎づくりの実現

に向け、おもてなしの心を持って、しっかりと

取り組んでまいります。以上でございます。

〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それぞれ御答弁ありがとう

ございました。

まず、美しい宮崎づくりについての要望です

が、推進本部長は知事と伺っております。先ほ

ど壇上から述べましたように、９年後に２巡目

の国体を控えている絶好のときにスタートした

と思っております。黒木知事の思いで始まった

沿道修景のように、政治家河野知事イズムの種

をまき、芽を出し、大きく育て、花を開き、実

がなるような美しい宮崎づくりになれば、政治

家河野知事が高く評価されることになると思い

ます。逆に、絵に描いた餅に終われば、知事の

評価は下がることになると思います。知事のリ

ーダーシップが発揮されることを切に要望して

おきます。
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それでは、再質問を行います。

西諸医療圏における産婦人科医師確保につい

て再質問を行います。

西諸で出産する場所がなくなろうとしている

要因として、西諸医療圏には、県立病院、国立

病院などの中核的な病院がないため、万が一の

ときに、妊婦、医師、病院が大変苦労している

からではないかと思っております。そこで、二

次医療圏ごとに、分娩を取り扱う医療機関の数

と人口10万人当たりの医療機関の数について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 平成29年４月

時点の助産所を含む分娩を取り扱う医療機関数

及び平成27年国勢調査の人口をもとに算出した

人口10万人当たりの医療機関数ですが、人口10

万人当たりの医療機関数が多い医療圏順に申し

上げますと、日南串間５施設、人口10万人当た

りの医療機関数6.86、都城北諸県９施設4.73、

宮崎東諸県1 6施設 3 . 7 4、延岡西臼杵５施

設3 . 4 3、日向入郷２施設2 . 2 2、西諸１施

設1.33、西都児湯１施設0.98となっておりま

す。

○丸山裕次郎議員 予測したように、県立病

院、国立病院のある二次医療圏に医療機関が

偏っています。具体的に言いますと、日南串間

のほうでは５施設で6.86、西諸が１施設の1.33

でありまして、10万人当たりにしますと、5.53

の大きな開きとなっております。

また、平成25年３月に策定された宮崎県医療

計画を見てみますと、今回質問している産科に

ついては、リスクの高い妊婦に関する周産期医

療に集約して書かれております。平成の初めの

ころは、周産期死亡率、新生児死亡率が全国で

最も悪化しているのを打開するために、宮崎大

学医学部に総合周産期母子医療センターを置

き、県内を４ブロックに分けて、中核医療機関

として地域周産期母子医療センターを認定して

おります。リスクの高い妊婦・新生児に対応す

るための施策としては間違いではないと思って

おりますけれども、普通分娩に関しては、二次

医療圏での推進事項としての記載は医療計画に

はありません。

医療計画は今年度までということで、改定を

今年度行うと聞いております。地方創生という

観点を重視し、県下どこでも安心して生み育て

る環境整備が必要ではないかと考えておりま

す。そこで、今年度見直しが行われる宮崎県医

療計画において、リスクの高い出産に関する施

策だけでなく、一般の産科医療に関する施策に

ついても盛り込む必要があると考えております

が、福祉保健部長に見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 安心してお産

ができる体制を維持するためには、リスクの高

い妊娠に対する医療の確保に向けた施策はもと

より、一般の産科医療の確保に向けた施策も重

要であります。県としましては、宮崎県医療審

議会や宮崎県周産期医療協議会において、県医

師会、県助産師会、市町村などを代表する委員

の皆様から御意見を伺いながら、一般の産科医

療の確保の観点も含め、宮崎県医療計画の見直

しを検討してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、県内の二次医療圏で

も最低一つは産婦人科が確保され、安心して生

み育てられる実効性のある医療計画にしていた

だくことを要望しておきます。

改めて、西諸医療圏のことについてお願いし

ます。医師の確保も大変だと思っておりますけ

れども、西諸医療圏の緊急事態を考慮していた

だいて、県として全力を挙げて取り組んでいた

だくことを強く要望させていただきたいと思っ
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ております。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

防災対策を質問するに当たり、防災・危機管

理アドバイザーの山村武彦氏の「スマート防災

災害から命を守る準備と行動」という本を参

考にさせていただきました。この本の中でこの

ような記載があります。

「地震災害の現場を50年にわたり見てきて、

助かった人、犠牲になった人の差があるとした

ら、それは建物とわずかな行動の差によるもの

と考えている。地震が人を殺すというより、脆

弱な建物と誤った行動が死を招くのである。

―途中略します―地震が発生した際、机の

下に身を隠すことは間違いではないが、固定観

念にとらわれず、状況別の行動選択訓練が重要

なのである。また、「セーフティーゾーン」の

設定が必要。セーフティーゾーンとは「転倒落

下物の少ない、閉じ込められない場所」をいう

が、不特定多数が出入りする施設だけでなく、

家庭でも我が家のセーフティーゾーンを設定す

る必要がある」などが紹介されております。

さて、この議場はどこがセーフティーゾーン

なのでしょうか。考えておくべきだと思ってお

ります。そこで、地震発生時に落下物等のない

安全な場所を示すセーフティーゾーンの表示に

ついて、商業施設や公共施設などへの設置を進

めるべきではないかと考えておりますが、危機

管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 自然災害時

には、「自分の身は自分で守る」という認識の

もとで行動していただくことが大切であり、地

震に遭遇した場合には、その場その場でけが等

をしないよう、落下物や転倒物から身を守るこ

とが重要になります。このため、不特定多数の

人が集まる施設において、落下物等のおそれが

ないセーフティーゾーンを設置することは、防

災上、有効であると思いますし、日ごろからセ

ーフティーゾーンについて表示することで、安

全な避難対策についての意識啓発にもつながる

ものと考えられます。

県におきましては、家具の固定など転倒防止

対策等の啓発に取り組んでいるところでござい

ますが、セーフティーゾーンの設定・表示につ

いては、民間企業等の協力が必要でありますの

で、他県における取り組みなども参考にしなが

ら検討してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、まずは県庁内のセー

フティーゾーンの設置を早急にお願いしたいと

思っております。

次に、ことしも想定される梅雨末期の大雨や

台風襲来等での避難のあり方について、お伺い

いたします。多数の方が犠牲になった平成24年

７月の九州北部豪雨をきっかけに、熊本県で

は、気象台の予測を根拠に大雨が予測されると

きに、住民の命を守ることを重視し、危機が差

し迫っていない段階で、前もって日没前に予防

的避難を行う市町村に事業費の２分の１を助成

する「住民避難モデル実証事業」を行っており

ました。県民の命を守る観点として非常に参考

になるのではないかと思っております。そこ

で、日没前の早期避難を促すため、予防的避難

に取り組む市町村への財政支援を行ってはどう

かと思いますが、危機管理統括監にお伺いいた

します。

○危機管理統括監（田中保通君） 日没前の明

るい時間帯に予防的に避難することは、人的被

害を防止する上で、大変有効な方法でありま

す。一方、市町村が避難所を開設した場合の費

用は、災害救助法が適用されない限り、当該市

町村の負担となるため、避難が必要な災害がた
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びたび発生する市町村におきましては、その財

政負担への対応が課題となっております。

このため、市町村がちゅうちょなく避難所の

開設等ができるよう、その費用を補償する保険

制度が、全国市長会や全国町村会により、今年

度から実施されておりまして、国においても、

その保険料に対し、普通交付税措置を講じるこ

ととしたところであります。県内市町村の加入

はまだ少ないようでありますので、制度を紹介

するなど、加入促進を図ってまいりたいと考え

ております。

○丸山裕次郎議員 先ほど言いましたとおり、

今後、梅雨末期の大雨や台風襲来を迎えます。

命を守るという観点を重視し、要援護者への日

没前の早期避難を促す予防的避難に対する費用

については、保険制度ができたようですが、県

内の市町村加入は低迷しているとのことですの

で、周知徹底をお願いいたします。

次に、国立公園満喫プロジェクトについて再

質問を行います。

先ほど壇上から述べたように、ステップアッ

ププログラムには、多岐にわたる事業が検討さ

れておりますが、絵に描いた餅にしないために

も、どのように予算を確保していくかが重要だ

と思っております。そこで、今後の予算確保と

事業展開について、環境森林部長にお伺いいた

します。

○環境森林部長（川野美奈子君） 2020年にお

いて、国立公園満喫プロジェクトの目標を達成

するためには、ハード・ソフト事業両面からの

着実な実施が必要であります。このことから、

５月末に、国に対しまして、予算の拡充や建築

物の設置等の民間参入が進むよう要望を行った

ところであります。私も先日、霧島地域の重点

取り組み地域を視察しまして、この地域の魅力

と可能性を改めて実感したところでありまし

て、プログラムに盛り込まれた利用施設の整備

等による地域の磨き上げの必要性を強く感じた

ところであります。

このため、今後もプログラムの実現に向け

て、引き続き国立公園の整備に要する予算の確

保に努め、重点取り組み地域を中心とした施設

の老朽化・国際化への対応や、インバウンド受

け入れのための仕組みづくりに、しっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ７月に開催される霧島錦江

湾地域協議会で具体的に役割を明確にしていく

とのことで、それぞれが有効に機能していただ

き、予算確保を含め、2020年に向け、抜かりの

ないように事業が実施されることを、まずは要

望しておきます。

また、九州内では、阿蘇くじゅう国立公園も

満喫プロジェクトに選定されております。現在

でも 6 8万人の訪日外国人が訪れているの

を、2020年には140万人の目標を掲げておりま

す。霧島錦江湾国立公園の実に７倍の目標を掲

げております。同じ九州内で隣県という立地条

件を生かし、連携を図るべきではないかと考え

ておりますが、環境森林部長に見解をお伺いい

たします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 九州を訪れ

る外国人観光客の多くは、福岡空港等を玄関口

として九州北部地域にとどまる傾向がございま

す。これらの観光客を霧島錦江湾国立公園を含

む九州南部地域へと誘導するためには、議員御

指摘のとおり、阿蘇くじゅう国立公園との連携

が重要であると考えております。

このため、現在、国が取り組んでおります、

九州内の国立公園を周遊するようなプロモー

ション戦略の策定に本県も参画して、霧島地域
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に多くの外国人観光客が訪れる効果的な取り組

みを実施できるよう努めているところでござい

ます。今後も、霧島錦江湾国立公園への誘客に

つなげるため、阿蘇くじゅうの関係者を初め、

国や九州各県、観光団体等と一体となった、魅

力ある周遊ルートの設定や情報発信に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 しっかり連携していただ

き、2020年に目標以上の訪日外国人が来られる

ことを期待しております。

次に、里芋日本一奪還について再質問を行い

ます。

里芋生産日本一から転落したのは、大量の疫

病発生が要因ということで、私の地元、ＪＡこ

ばやし、小林市、高原町が連携し、農薬を購入

した農家に補助を行うと聞いております。ＪＡ

の担当に伺ったところ、かなりの量の販売実績

が上がっているということですが、今回登録さ

れた農薬の一つは、疫病発生を予防するのには

有効とはいうものの、これまで里芋に農薬を使

用したことのない農家が、田植え時期と重な

り、本当に散布してくれるのか心配と言ってお

りました。そこで、里芋疫病の農薬防除に対す

る指導状況と今後の支援について、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 里芋疫病の農

薬防除につきましては、本年３月に初めて２種

類の農薬が登録されました。そこで、直ちに本

県では「さといも疫病対策マニュアル」を改訂

しまして、薬剤散布通路の確保や薬剤の適正使

用など、疫病を発生させない対策について、Ｊ

Ａや市場、農薬取り扱い業者などの関係者に対

する研修会を開催しまして、周知を図ってきた

ところであります。

また、生産者に対しましても、農薬の散布方

法や時期など、きめ細やかな指導を実施してい

るところでございます。今後は、マニュアルに

基づきまして、薬剤散布が確実に実施されるよ

うに、地域が一体的に取り組む疫病防除に要す

る薬剤経費に対して、市町村や団体と連携した

助成を実施することとしています。

○丸山裕次郎議員 しっかりした里芋疫病対策

の指導をお願いしておきます。

現在、里芋日本一の千葉県では、里芋のブラ

ンド確立のために、10年の歳月をかけ、平成19

年に「ちば丸」という新しい品種を誕生させ、

平成21年度から本格的に市場にデビューさせて

おります。本県でもこうした取り組みを行って

おりますが、もう少し時間が必要だと聞いてお

ります。

壇上から述べましたように、ここ数年の疫病

発生により、種芋不足が深刻な状況になってお

ります。日本一奪還に向けては、まず何よりも

健全な種芋を確保することが重要と考えており

ますので、来年作に向けた種芋確保対策をどの

ように取り組むのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 里芋の生産に

おいて、健全な種芋の確保というのは大変重要

でございますので、県では、主要な種芋産地で

ある小林市やえびの市の生産組織に対して、疫

病対策について重点的に指導・支援を行ってい

るところであります。また、本年度からは、Ｊ

Ａ等と連携しまして、疫病が発生していない東

臼杵や西臼杵地域に新たな採種圃場を設置し、

種芋の確保に努めているところであります。

さらに現在、総合農業試験場畑作園芸支場に

おきまして、県内産地に優良な種芋を提供でき

るよう、試験研究に取り組んでいるところであ

ります。
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○丸山裕次郎議員 種芋の確保は大変重要です

ので、よろしくお願いします。また、一日も早

く県独自の品種を誕生させることを強く要望し

ておきます。

私の地元にある県のフリーウェイ工業団地の

最大規模の用地に、里芋をしっかり栽培してい

ただければ立地してもいいという企業が数年前

から県と協議しているという情報を聞いており

ますが、ここ数年の疫病の大量発生で企業立地

に至っていないのが現状です。非常に悔しく、

もったいない話だと痛切に感じております。こ

のような企業は、加工・業務用として里芋の安

定供給を求めておりますが、里芋の収穫は現

在、手作業に頼っている状況です。このため、

機械化を図り、効率的な生産を行っていく必要

があります。

疫病対策をしっかりやり、里芋が安定して大

量に生産でき、企業立地していただけるのであ

れば、県が推し進めているフードビジネス、６

次産業化に寄与することになり、さらには、人

口減少で苦しんでいる西諸地域の活性化につな

がると考えております。そこで、フードビジネ

スという視点を踏まえ、今後、加工・業務用里

芋の生産拡大をどのように進めていくのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 加工・業務用

向け里芋は、本県のフードビジネスを推進する

上でも重要な品目であり、産地の拡大を図るこ

とが必要と考えております。一方、契約取引に

は、求められる量や品質をいかに安定的に供給

できるかが大変重要でございまして、農家が取

り組む際の課題になっているところでありま

す。

このため県では、農家の負担が大きい収穫作

業を一括して受託できる法人や集落営農組織等

を育成しますとともに、収穫の効率化を目指し

た機械化の実証を行うこととしております。こ

うした取り組みによりまして、関係者が連携し

て、加工・業務用里芋の産地づくりを進めてま

いりたいと存じます。

○丸山裕次郎議員 日本一奪還には、里芋収穫

時の機械化が不可欠だと思っております。一日

も早い実用化に向け、関係団体と連携し、そし

て企業誘致につながる加工・業務用の里芋の生

産拡大を切に要望しておきます。いずれにせ

よ、里芋生産農家、県、市町村、関係団体が一

致団結し、日本一奪還がかなえられることを期

待しております。

次に、高校跡地の利活用についてお伺いいた

します。

西諸地域は、少子化の影響で、以前まであっ

た小林工業高校、小林商業高校、高原高校が再

編統合され、旧小林工業高校跡地の場所に西諸

県地区総合制専門高校として小林秀峰高校がス

タートしました。旧小林商業高校跡地は、小林

市が買い受け、市内中心部にあったこともあ

り、現在は、小林市内にある老人クラブ連合会

や青年会議所など、さまざまな団体が活用する

福祉・市民活動の複合施設として活用されてお

ります。

しかし、旧高原高校跡地は、平成25年３月以

来、門が閉じたままの状態で、大変寂しい状況

になっております。県教育委員会、さらには県

庁全体で活用策を検討したようでありますが、

県としては、活用策がないということで、地元

高原町に買い受けの照会をいたしました。高原

町でもさまざまな検討を行いましたが、町とし

て活用することはできないという苦渋の判断を

いたしました。

旧高原高校が閉校してから４年の歳月があっ
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という間に過ぎました。このまま放置されるの

ではないかという心配の声を聞いております。

私は、民間への払い下げを含め、早急に有効活

用の具体的な方策の検討が必要だと考えており

ます。そこで、旧高原高校跡地をどのようにし

ていくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県立学校が閉校いた

しました際には、財産の有効活用や地域活性化

といったさまざまな観点から、関係部局や地元

市町村の意向を踏まえまして、活用方法を検討

することとしております。

今お話にもございましたが、平成25年３月に

閉校いたしました高原高校の跡地につきまして

は、同年８月の公有財産調整委員会におきまし

て、県としての利活用はせず、処分の方針を決

定したところであります。これを受けまして、

平成25年９月に地元高原町に買い受けの意向を

照会し、町側でも検討を進めてこられましたけ

れども、ことし３月に買い受けをしないという

回答をいただいております。県教育委員会とい

たしましては、早期に跡地の利活用が図られる

よう、今後は民間企業等への売却も含めて検討

してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 一日も早く旧高原高校跡地

が利活用されるように、全力で取り組むことを

お願いしておきます。

次に、学校事務職員制度についてお伺いいた

します。

昨年の６月県議会において、学校事務職員の

採用再開について質問させていただきました。

教育長から、「教育をめぐる社会情勢の変化に

伴い、学校教育への深い理解と高い専門性を備

えた人材確保が重要になっており、今年度から

教育委員会として学校事務職員を採用する」と

のことでしたが、採用の状況はどうなったの

か、また、あわせて、知事部局からの出向は何

人なのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 平成29年４月１日付

で７名の教育行政職員を採用いたしまして、教

育委員会事務局に３名、県立学校に２名、小学

校に２名を配置しております。また、学校事務

職員515名のうち、知事部局からの出向者は、県

立学校102名、小中学校190名、合わせて292名と

なっております。

○丸山裕次郎議員 答弁がありましたように、

現在、学校事務職員が500名強のうち300名弱が

県から出向しているようであります。300名とい

いますと、県職員の10名に約１人が出向してい

ることになると思います。かなりの県職員が出

向している状況をどう認識しているのか、総務

部長にお伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 学校事務に従事す

る職員には、学校教育に対する理解はもとよ

り、子供たちへの愛情や地域との連携など、学

校運営への深いかかわりが求められるものと考

えております。

現在、御質問にありましたように、多くの県

職員が市町村において、その業務に携わってお

りますけれども、知事部局からの出向に当たり

ましては、そういった学校事務職員に求められ

る資質、能力のほか、職員の希望や教育委員会

からの要望、さらには、さまざまな業務経験を

積ませるという人材育成の面なども考慮しなが

ら、対応を行っているところであります。

知事部局といたしましては、今後とも、学校

運営を支える人材の確保・育成に向けまして、

教育委員会と十分連携を図ってまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 私は、よりよき教育環境を

つくるためには、地元密着型として、市町村職
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員が市町村立学校の事務を行ったほうがベスト

だと思っております。教員のほうも平成30年度

から居住地を考慮していくということは、地元

志向を取り入れることだと理解しておるところ

であります。真の教育を行うためにも、宮崎か

らの新たな地方創生の観点から、市町村や国と

連携し協議していただくことを、昨年の６月に

強く要望しておりましたけれども、どのように

検討していただいたのか、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（四本 孝君） 教育をめぐる社会情

勢の変化に伴いまして、学校教育への深い理解

と高い専門性を備えた学校事務職員の確保・育

成が大変重要になってきております。このた

め、県教育委員会では、さきにお答えいたしま

したとおり、今年度から、主に学校や教育委員

会事務局で勤務する教育行政の核となる職員の

採用を始めたところでございます。

市町村職員が市町村立学校の事務を担うこと

につきましては、地方創生の観点から、定住促

進などの一定の効果が期待されますが、一方

で、市町村の財政負担など、実現に向けてさま

ざまな課題もあ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、学校の課題

解決に積極的に取り組む学校事務職員の確保・

育成に努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、今後は教育委員会だ

けではなく、県当局とも十分に連携し、私が提

案している学校事務職員の市町村職員への移管

を検討できないか、改めてお願いしたいと思っ

ております。

最後に、県立宮崎病院再整備についてお伺い

します。

県立宮崎病院再整備につきましては、これま

でも数名の方が質問されており、多少重なる面

があると思いますが、御理解を賜りますようお

願い申し上げます。

私も昨年の11月県議会で、県立宮崎病院の再

整備について、大幅に費用がふえた理由、再整

備後の収支計画、地域医療構想との整合性、さ

らには、今後、防災拠点庁舎、国体施設などの

整備を控えた本県の財政の健全性確保等につい

て質問しました。知事、病院局長から答弁をい

ただきましたが、なかなかかみ合わない場面も

ありました。

また、他の議員からも質問が相次ぎ、厚生常

任委員会での質疑もありまして、平成29年２月

定例県議会の当初予算に上程する予定だった再

整備関連予算・議案を病院局は見送りました。

しかし、今議会に関連予算並びに債務負担行為

の議案を提出された理由を病院局長にお伺いい

たします。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院の再

整備につきましては、基本設計完了後の事業費

が当初の想定から大きく膨らんだため、議会を

初め県民の皆様には大変御心配をおかけしてい

るところであります。

議会の皆様からいただきましたさまざまな御

意見をもとに、真摯に協議・検討を重ねてまい

りましたが、現病院の施設の老朽化が進んでお

り、早急な整備を行う必要があることから、今

般、速やかに工事に着手可能な現在地での再整

備を目指し、基本設計内容の一部見直しや、コ

ンストラクション・マネジメント業務の導入に

よる50億円程度の事業費縮減目標の設定、ま

た、地域医療構想を踏まえ、さらに20床の病床

数削減を行うことといたしまして、本議会にお

いて関連経費に関する予算を上程させていただ

いたところでございます。ぜひとも御理解を賜

りたいと思います。
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○丸山裕次郎議員 私は、ことしの４月臨時県

議会で厚生常任委員会の所属になり、改めて、

厚生常任委員会の県内調査で県立宮崎病院の実

態調査を行うことができました。手術室、ＩＣ

Ｕ、救急治療室など現場を見せていただきまし

たが、老朽化・狭隘化の状況、プライバシーの

保護がされていない状況、さらには、雨漏りの

状況などを目の当たりにしました。現場を見せ

ていただき、再整備の必要性は改めて理解いた

しましたが、地域医療計画との整合性、特に今

後の人口減少を考慮した場合、10年程度の収支

は大丈夫かもしれませんが、その後の収支はど

うなるか心配であります。

また、私が住んでいる西諸地域からします

と、県立病院はないものですから、先ほど壇上

から言いました産婦人科医師確保に対して、県

がもし何もしてくれないのであれば、何で宮崎

市内だけに400億円というお金をかけるんだとい

うような声も聞こえてまいります。

県立宮崎病院は名のとおり県立でありますの

で、宮崎市内に医師が偏在しているのを是正す

るなど、全県下に貢献できる病院になってほし

いと思っております。そこで、県立宮崎病院を

再整備するに当たっては、全県的な中核病院機

関として地域医療をどう支えていくのか、ま

た、地域医療構想を進めていく中でどのような

位置づけを考えているのか、改めて知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院につきま

しては、地域医療構想を進める上でも、引き続

き、高度・急性期医療を担う本県の地域医療の

中核として位置づけられるものでありまして、

今後、地域医療構想調整会議において協議を進

めていく中で、必要な見直しも行いながら、質

の高い医療を提供していく役割・使命を担うも

のと考えております。

その上で、県の医療計画が目指します、患者

の症状に応じた切れ目のない医療・介護サービ

スの提供が図られるよう、地域の医療機関や介

護サービス事業者等との連携の強化を進め、地

域包括ケアシステムの構築に向けた役割を果た

していくものと考えております。

また、県立宮崎病院は、全県的な中核病院と

して、質の高い医療サービスの提供はもとよ

り、地域医療の充実に貢献することも重要な役

割と考えておりますので、再整備に当たりまし

ては、医師の教育・研修機能のさらなる充実や

地域医療を担う医師の育成・確保に努め、深刻

な医師不足が続く地域への支援体制づくりにも

努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 最後の質問になりますけれ

ども、改めて知事にお伺いします。政治家、知

事として、県立宮崎病院の再整備にかける思い

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院は、大

正10年に設置されたものであります。それ以

来、95年にわたり、宮崎県の医療をまさにその

中核として支えてきたところであります。記録

によりますと、この間、２回の建てかえが行わ

れ、今回が３回目となるようであります。地域

医療を預かる者として、再整備という、大変大

きな事業、重要な事業に携わることができます

ことに、大きな使命と責任を感じているところ

であります。

また、再整備後の開院を目指す平成33年は、

大正10年の開設以来、100年目という大きな節目

を迎えることとなります。今回の再整備に当た

りましては、引き続き、県内全域を対象に医療

サービスを提供する本県地域医療のかなめとし

て、また、次世代まで県民の命と暮らしをしっ
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かりと守り続ける病院となるよう、県議会を初

め、多くの皆様の御意見もいただきながら、100

年目の宮崎病院づくりに全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 私は、今、知事は、恐らく

本当の政治家になれるかの試金石に立っている

んじゃないかと思っております。私がこれまで

質問しました県立宮崎病院、また美しい宮崎づ

くり、さらに、いろいろ議論になっております

国体施設の課題に対して、政治生命をかけるん

だというような気概を持つ必要があると思って

おりますので、ぜひお願いします。全力をかけ

ていただいて、宮崎県県勢が発展することをお

願い申し上げまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 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48分休憩

午後１時０分開議

○横田照夫副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、野﨑幸士議員。

○野﨑幸士議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士です。６

月定例議会に当たりまして、議長のお許しをい

ただきましたので、質問通告書に従いまして質

問を進めてまいります。

さきの２月定例議会での平成29年度の当初予

算を見ますと、歳入では、自主財源―中央政

府に依存しないで独自に調達できるもの（県

税、手数料、また使用料等）―は歳入全体

の39.5％で､残りの60.5％は、地方交付税や国庫

支出金などに大きく依存している状況でござい

ます。歳出では、義務的経費、人件費（職員の

給料や議員報酬等）、また、公債費（借入金を

返済するための経費）、扶助費（生活保護法や

児童福祉法などの公的扶助制度の対象者に支給

する費用）で、思いのまま削減することができ

ない、必ず必要な経費が43.6％を占めているこ

とからも、我が財政は非常に脆弱で硬直化が見

てとれます。この財政状況は、平成28年度の当

初予算とほぼ同じ構図になっており、必ず必要

な義務的経費が自力で確保できる自主財源を上

回っていることからも、大変厳しい財政状況が

続いております。

こういった中、本県では、２巡目国体、防災

拠点庁舎整備、国民文化祭、県立病院再整備、

防災・減災対策、公共施設の老朽化対策、また

少子高齢化に伴う社会保障費等々、多額の財政

負担が見込まれている中で、執行部の中で唯一

政治家である知事の決断と判断が求められるこ

とがふえてくると思いますが、このような財政

状況、抱えている事業、将来の社会情勢を踏ま

えて、本県のかじ取りをどのように進めていか

れるのか、政治家である知事の所信をお伺いい

たします。

次に、ワーキングホリデーについて質問いた

します。

総務省は、昨年度に引き続き、地域経済の好

循環のさらなる拡大に向け、人・情報の流れを

創出することを目的として、ふるさとワーキン

グホリデーの提案募集を都道府県に対して行

い、４月25日に本県を含む10府県を採択しまし

た。ふるさとワーキングホリデーというのは、

御存じのとおり、都市部の若者（学生など）が

一定期間地方に滞在し、働いて収入を得なが

ら、地域住民との交流を通して、その地域の文

化や歴史、地域での暮らしを学ぶことです。９
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月上旬から、計100名を受け入れる計画になって

いるようですが、今年度初めて取り組むこのふ

るさと宮崎ワーキングホリデー事業、参加者の

確保や地元での受け入れについて、今後具体的

にどのように進めていくのか、お伺いいたしま

す。

以下の質問は、質問者席よりお伺いしてまい

ります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

県政のかじ取りについてであります。県政の

かじ取りを行う上では、本県の厳しい財政状況

や社会情勢の変化などを勘案しつつ、将来に向

けた明確なビジョンを示し、そして、それを力

強く推進していくことが求められていると考え

ております。本格的な人口減少社会を迎える中

で、御指摘がありましたような、防災庁舎、県

立宮崎病院の建てかえ、２巡目国体に向けた施

設整備など、多額の費用を要する事業も山積し

ております。また、国際情勢の変化やＩｏＴな

どの技術の進展といった、従来の発想では対応

できない課題も増加しており、新たなテーマヘ

の果敢な挑戦と迅速な決断が一層重要になって

おります。一方で、中山間地域の持続可能な暮

らしづくりなど、さまざまな状況を分析しなが

ら、腰を据えて取り組まなければならない課題

もあるものと考えております。取り組むべき課

題は山積しておりますが、県議会を初め、県民

の皆様、国・市町村、企業・団体の御理解と御

協力をいただきながら、私が先頭に立って、未

来を担う世代のために今なすべきことを一つ一

つ誠実に、そして、着実に実行してまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業につい

てであります。ふるさと宮崎ワーキングホリデ

ー事業の実施に当たりましては、参加者の確

保、地元受け入れ企業の選定、参加者へのフォ

ローアップの３点が重要であると考えておりま

す。このため、参加者の確保につきましては、

都市部での説明会の開催や大学訪問のほか、本

県の移住情報サイトやＳＮＳの活用など、さま

ざまな媒体を通じて広く募集することとしてお

ります。また、受け入れ企業につきましては、

繁忙期の入手不足の解消や担い手確保等にもつ

なげますとともに、例えば、中山間地域におけ

る農業や焼酎メーカーのような本県ならではの

就労体験が得られる企業を、市町村とも連携し

ながら選定してまいりたいと考えているところ

でございます。さらに、参加者へのフォロー

アップといたしまして、滞在中の生活支援やト

ラブル対応等に備えて、相談窓口を設けること

としております。なお、事業終了後におきまし

ても、この事業が一過性のものとならないよ

う、課題等を検証しながら、今後の施策に生か

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○野﨑幸士議員 知事の所信については、答弁

でも触れられたように、今年度は、本県の人口

減少対策における重要課題である若者の流出抑

制等に対して、また、中山間地域においては、

持続可能な暮らしづくりに向けた「人口減少対

策と中山間地域対策の強化」、本県の豊かな自

然や伝統文化などの世界ブランドヘの登録や、

新たな地域資源の掘り起こし等の「世界ブラン

ドのみやざきづくりの推進」、そして、フード

ビジネスや医療機器産業などの成長産業の育成

加速化や、農林水産業におけるＩｏＴ化､宮崎版

観光ＤＭＯなどの展開等の「成長産業の育成加
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速化と新たな産業づくり」が重要施策に掲げら

れ、さまざまな事業が進められております。先

ほどは、知事らしい丁寧な答弁でした。執行部

と我々議会は、よく車の両輪と言われますが、

同じタイミングで回るときもあれば、どちらか

が先に回って、後から片一方の車輪が回るとき

もあります。先ほど、もうちょっと大きな声で

言ってほしかったんですけど、知事から「先頭

に立って」という言葉がありました。私はそう

いう言葉が大好きなんですね。先頭に立ってと

かそういうのが大好きで、うんと力が湧いてく

るというか、頼れるというか、そういう感じで

すので、もっとその部分だけ強調してほしかっ

たなと思っておりますが、腹の中には、「俺に

任しとけ」という熱い熱い思いが秘められてい

ると確信していますので、政治家としての決

断、そして判断、最後に責任をしっかり持っ

て、知事のリーダーシップを思う存分発揮して

いただきたいと、エールを送りたいと思ってお

ります。

ふるさとワーキングホリデーについては、今

から具体的に進めていく事業ということで、参

加者の確保に当たっては、都市部の若者等に幅

広く募集することになっていると思いますが、

募集する際に、宮崎の魅力やイメージについて

の聞き取りを並行して行うと、都市部の若い世

代がイメージしている宮崎像がつかめ、今後い

ろんな施策に反映できると思いますので、ぜひ

やっていただきたいと思います。また、この事

業は、都市部の若い世代に宮崎の魅力を体験

し、感じてもらい、発信していく意味でも、本

当に重要な事業と考えています。この事業を効

果的な事業にするために、若者等と地域との交

流や学びの場が必要と考えますが、どのように

取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） この事業を移

住につなげるためには、若者等と地域との交流

や学びの場の提供が重要であると考えておりま

す。このため、終業後や休日に、地域の祭りや

イベント、住民との交流会などに参加していた

だくほか、神話ゆかりの地をめぐったり、ある

いは炭焼きやジビエ料理の体験など、市町村と

も十分連携し、地元ならではの伝統文化に接す

る機会を提供していきたいと考えているところ

であります。県としましては、本事業の実施を

通じ、都市部の若者等に、宮崎の豊かな自然や

温かな県民性などの魅力に触れていただくこと

で、都市部へ帰った後も本県を新たなふるさと

と感じて応援していただき、ひいては、将来の

移住につなげていきたいと考えているところで

あります。

○野﨑幸士議員 本県のスポーツランドみやざ

き、そして食（焼酎や宮崎牛、地鶏、また各地

域の名物）、神話、大自然、農業、観光、温か

い県民性等々体験し、感じてもらい、都市部の

若者たちに、宮崎のロゴであります「日本のひ

なた宮崎県」をしっかり伝えていただき、都市

部に若者が帰っても宮崎の応援団になってもら

うような取り組みをしていただくことを要望い

たします。

次に、農産物の認証制度「ＧＡＰ」について

質問します。

農産物の認証制度「ＧＡＰ」とは、日本語で

「農業生産工程管理」と訳されます。農薬の使

用方法や、土、水などの生産を取り巻く環境、

また、農場で働く人の労働環境（安全性や待

遇）等、あらゆる工程を記録・点検することで､

安全で品質のよい農産物の生産を行おうという

ものです。調べたところ、ＧＡＰの成り立ち

は1970年代にさかのぼります。最初は、国連の
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機関が､適切な農薬の使用を生産者に呼びかける

取り組みとして始まりました。その後、消費者

の間で食の安全への意識が高まる中、1997年

に、ヨーロッパの流通業者などでつくる団体が

「ユーレップＧＡＰ」という認証制度を初めて

創設したそうです。ユーレップＧＡＰは、2007

年に「グローバルＧＡＰ」に名称を変え、今で

は世界中に広がっています。認証を受けている

生産者の数は、欧州を中心に世界124カ国、約17

万件が認証されていて、事実上の国際規格とし

て利用されているようです。

ＧＡＰには、各都道府県が運営している各都

道府県のＧＡＰ、ＪＡ経済連が運営しているＪ

ＡグループのＧＡＰ、日本生活協同組合連合会

が運営している適正農業規範／農産物品質保証

システム、そして、日本ＧＡＰ協会が運営して

いるＪＧＡＰと、先ほどのグローバルＧＡＰが

ありますが、まず、この農産物の認証制度「Ｇ

ＡＰ」についてどのような認識をお持ちなの

か、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 近年、消費者

の食の安全への意識が高まる中、大手量販店や

食品加工企業等との契約取引などで、ＧＡＰの

取り組みを求められてきておりまして、安全な

農業生産の管理を行うＧＡＰにつきましては、

今後、さらにその重要性を増すものと考えてお

ります。特に、2020年の東京オリンピック・パ

ラリンピックでは、グローバルＧＡＰやＪＧＡ

Ｐ等が食材調達基準とされておりますので、急

速にＧＡＰへの取り組みが広がることが予想さ

れ、県としてもしっかりと対応してまいらなけ

ればならないと考えているところであります。

○野﨑幸士議員 答弁のように、ＧＡＰに取り

組むことは、徹底した農業生産の工程管理を行

うことで生産工程が明確になるため、コスト削

減と収量の増加が見込め、生産性が向上するこ

とと、「国際標準の生産工程管理を行う生産者

である」というあかしになるため、販路が拡大

するというメリットがあり、これからの農業に

大変重要だと考えております。

しかしながら、国際水準であるグローバルＧ

ＡＰは、海外でつくられた制度のため、審査項

目の原文が英語なのでわかりづらいことや、１

回の審査にかかる費用が20万円から40万円ほど

と高額なことが、取得が進まない背景にあると

考えております。このように、費用がかかり、

書類が英語というグローバルＧＡＰを、もっと

わかりやすく使いやすい形にしてでき上がった

のが「ＪＧＡＰアドバンス」と呼ばれる日本の

安全認証制度です。このほかにも、国のガイド

ラインを参考に独自のＧＡＰを作成している都

道府県もありますが、全国と本県のグローバル

ＧＡＰ等の国際水準ＧＡＰの認証数と都道府県

ＧＡＰの取り組み状況についてお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） グローバルＧ

ＡＰの認証数につきましては、全国で約400の経

営体、本県では、県の調査ですが、８つの経営

体が取得していることを確認しているところで

す。また、ＪＧＡＰにつきましては、全国で

約4,100の経営体、本県では33の経営体が取得し

ております。このほか、都道府県版ＧＡＰにつ

きましては、本県を含めた38の都府県で取り組

んでおりまして、県内では、現在、みやざきブ

ランドの認定を受けました76の産地で取り組み

がなされているところであります。

○野﨑幸士議員 冒頭に申しましたように､世界

では、欧州を中心に約17万件が認証されている

ことから見ても、我が国のＧＡＰの推進は相当

に出おくれていると感じますが、本県のこれま
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でのＧＡＰ推進の取り組み状況についてお伺い

いたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） まず、県版の

ＧＡＰにつきましては、平成24年度に「宮崎県

におけるＧＡＰ推進マニュアル」を策定しまし

て、ＧＡＰの取り組みに着手しますとともに、

平成26年度からは、みやざきブランドの産地を

認定する際の要件にいたしました。また、ＪＧ

ＡＰにつきましては、取得を目指す農業者を支

援するため、ＪＧＡＰ研修機関等が開催します

研修会に普及指導員を派遣し、指導者の育成に

取り組んできているところであります。

○野﨑幸士議員 ＧＡＰのこれまでの取り組み

は理解しましたけど、最初の答弁にもあったよ

うに、グローバルＧＡＰ、ＪＧＡＰ等が、３年

後の東京オリンピック・パラリンピックの食材

調達基準になっています。実際、2012年のロン

ドン大会では、選手村などで提供される食材の

調達基準にＧＡＰ取得が求められ、大会全体

で1,500万食、選手村で200万食の需要があった

そうです。３年後の東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据えた、これからの宮崎県版ＧＡ

Ｐの取り組みについてお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） これまでの宮

崎県版ＧＡＰにつきましては、農業者の自己

チェックの取り組みとして推進してまいりまし

た。しかしながら、ただいま議員もおっしゃい

ましたように、東京オリンピック・パラリン

ピックに食材を提供するためには、農水省のガ

イドラインに完全準拠した基準書を策定すると

ともに、県による認証が必要になっているた

め、今年度新規事業でございます「新宮崎県版

ＧＡＰ緊急拡大事業」によりまして、県版ＧＡ

Ｐの審査・認証体制の構築等にしっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 東京オリンピック・パラリン

ピックまで残り３年、どんなに新鮮で安全でお

いしい食材を県内で生産しても、認証がない農

家は食材を供給できないという事態になりま

す。また、オリンピックは夏の開催ですので、

食材を前もってＨＡＣＣＰ等により冷凍処理す

るなど考慮すれば､本当に時間がないと考えます

ので､宮崎版ＧＡＰの構築をスピードを上げて取

り組まれるように要望いたします。

また、国内で、国際的な認証以外を含めたＧ

ＡＰの取得状況は約4,500件で、専業農家の１％

程度しかありません。さらに、農水省の調べで

は、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の認知度につ

いて、「知っていた」と回答した農業者は48.2

％というデータもありますが、今後、ＧＡＰを

どのように啓発していくのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） まずは､ＧＡＰ

についての認知度を高めるために、普及センタ

ーやＪＡ等の関係機関と連携しまして、生産者

部会などを対象に､パンフレット等を活用して、

早急に周知を図っていきたいと考えておりま

す。また、ＧＡＰの普及を加速化するため、Ｊ

ＧＡＰ等の国際水準ＧＡＰを指導できる普及指

導員や営農指導員を育成してまいります。その

上で、こういった指導員が講師となりまして、

経営者のみならず、後継者や法人の従業員など

を対象としましたＧＡＰの研修会を開催するな

どしまして、さまざまな機会を活用して、スピ

ード感を持ってＧＡＰの啓発を進めてまいりま

す。

○野﨑幸士議員 まだまだＧＡＰの認知度が低

いと感じますし、農家の間では、ＧＡＰを取得

しなくても物は売れるとか、ＧＡＰを取得する

のは難しそう、めんどくさそうという懸念の部
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分が多いと思いますので、しっかりと丁寧に取

り組んでいただくことを要望いたします。

最後に、ＧＡＰについて、今後、県としてど

のような展望をお持ちなのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 東京オリン

ピック・パラリンピックを契機としまして、輸

出などの国内外のさまざまな取引におきまし

て、グローバルＧＡＰやＪＧＡＰ等を求められ

る場面が増加していくものと考えております。

また、ＧＡＰは、農業者みずからが生産工程を

見直すことで、生産や経営の効率化が図られる

という重要な取り組みでもございます。このた

め、今後の農業経営指導におきましては、国際

水準ＧＡＰが必要なときに、すぐ取得できるよ

うな指導体制を確立するとともに、ＧＡＰが農

業生産における基本的な取り組みとなりますよ

うに推進してまいりたいと存じます。

○野﨑幸士議員 日本の農作物が世界一新鮮で

安全なのは私もわかっていますが、それはあく

まで国内だけの常識で、国際的なやりとりの際

には何の意味もなしません。国も、ＧＡＰ認証

を受ける国内の農家や農業法人の数を、2019年

度末までに３倍以上にする目標をまとめ、ま

た、２年後までにＧＡＰ認定の指導員を３倍ふ

やして取得を支援することとしていますが、東

京オリンピックが終わった後は、都道府県ＧＡ

Ｐをなくして国際基準に統一する方針です。日

本が独自につくったＪＧＡＰについても、2019

年初めまでに国際規格にすることを目指し

て、2030年までには、全国に国際水準のＧＡＰ

を普及することを目標にしています。このよう

なＧＡＰの普及によって、高品質の日本の農産

物を世界で認めてもらい、世界に向けた取り組

みによって、日本の農業を成長産業に変え、農

業が今抱えているさまざまな問題の解消につな

げるためにも、また、農業が持続的に発展して

いくためにも、ＧＡＰの普及は最重要と思いま

すので、しっかりと取り組んでいただくことを

強く要望いたします。

次に、子供の安全対策について質問いたしま

す。

記憶に新しいと思いますが、ベトナム国籍の

千葉県松戸市在住だった小学３年生の女の子

（９歳）が、ことし３月24日の朝から行方不明

になり、３月26日に、千葉県我孫子市の排水路

脇の草むらで遺体が発見された事件。この事件

は、遺体と遺留品が別々の場所で発見された

り、いろいろと不可解な点が多かった事件です

が、何と、犯人は、女児が通う小学校の保護者

会会長ということで、社会に驚きと暗い影を落

としました。私も子供が４人おりまして、他人

事じゃないなと。その悲惨さと、なぜこのよう

な事件が起こり続けるのか、いら立ちや悲しみ

を持ちます。

過去の警察庁統計を調べたところ、全国

で、12歳以下の子供が被害者となる略取・誘拐

が年間100件前後で推移しており、昨年は、106

件の被害が確認されたようであります。この種

の犯罪のうち、子供が被害者となる割合が約半

数を占めているということであり、いかに子供

を対象とした卑劣な犯罪であるかということが

わかります。また、性犯罪では高校生の被害が

多く見られています。そこで、本県における子

供が被害者となる事件の発生状況を詳細にお伺

いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 子供の身体に危

険が及ぶような事件は、全国、宮崎とも年々減

少している状況であります。本県で平成26年か

ら平成28年の過去３年間に発生した性犯罪のう
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ち、未成年者が被害者となったものは、強姦事

件31件中、約２割の７件、強制わいせつ事件181

件中、約４割の79件であります。誘拐事件につ

きましては、３年間で４件発生し、その全てで

未成年者が被害者となっています。また、未成

年者に対し、明確な犯罪に至らないものの、

「遊ぼう」などの声をかける行為などを誘拐事

件等の前兆と捉え、声かけ事案としております

が、声かけ事案は、過去３年間で435件発生して

おり、その約６割の243件が小学生対象であり、

下校時間帯の発生が多いとの特徴があります。

○野﨑幸士議員 全国、宮崎においても年々減

少しているとのことでしたが、未成年者が被害

者となる性犯罪（強制わいせつ）の件数や声か

け事案は、その件数が減少しているとはいって

も、かなりの数だったことに本当に驚いており

ます。性犯罪の被害者においては､精神的･肉体

的打撃や羞恥心等から、被害届け出をためら

い、届け出をしないケースも多いと聞いており

ますが、宮崎県警の性犯罪により傷ついた被害

者に対応するための相談体制とその周知方策は

どうなっているのか、お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察本部及び各

警察署では、一定の研修を受けた女性警察官が

性犯罪被害者の相談等に応じるとともに、被害

者のプライバシーが守られるよう個室の相談室

も整備しているほか、警察本部には担当の女性

警察官が応対する「女性被害相談電話」も設置

しております。また、被害者に対して、警察職

員が病院等への付き添いや心配事への相談対応

等の支援を行うほか、精神的な支援を必要とす

る被害者に対しては、公益社団法人みやざき被

害者支援センターに業務委託し、精神科医や臨

床心理士によるカウンセリング等の支援を行っ

ております。これらの相談窓口や支援内容につ

きましては、県や県警ホームページ、街頭キャ

ンペーン等において広報しているほか、将来を

担う中・高校生を対象にした「命の大切さを学

ぶ教室」等において周知を図っているところで

あります。県警察では、被害に遭われた方が安

心して相談できるよう、引き続き効果的な広報

啓発に努めてまいります。

○野﨑幸士議員 性犯罪を受けた被害者が警察

に届け出を出さないということは､性犯罪を潜在

化させ､再び同じような犯罪が起こる原因になり

ます。もちろん、警察も全力を尽くしていると

は存じておりますが、不幸にして被害に遭われ

た方を１人でも多く救っていただくよう要望い

たします。

また、県は、被害届け出をためらう方々等の

相談窓口として､昨年の７月から、性暴力被害者

支援センター「さぽーとねっと宮崎」を開設し

ていますので、この「さぽーとねっと宮崎」の

周知と、相談に来られた方の心と体のケアに尽

力されることを重ねて要望いたします。

冒頭の千葉県松戸市の事件においても､先ほど

の答弁においても、児童生徒が被害を受ける事

件は､そのほとんどが登下校中に起こっておりま

すが、児童生徒が通学する通学路、またその周

辺ではどのような安全対策をとられているの

か、お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察では、子供

に対する声かけ事案等の情報収集と分析、行為

者に対する指導・警告や検挙を行っています。

また、地域住民や関係機関・団体と連携した合

同パトロールなどの予防対策を行ったり、県民

に対する被害防止のための情報発信、子供に対

する被害防止教育等も推進しているところであ

ります。千葉県我孫子市の事件では、児童は一

人で登校中に被害に遭ったことが推察されると
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ころです。そこで、この事件後、特に、通学路

や公園などで通行人から見えにくい場所に重点

を置いた警戒を実施したところです。一方、子

供たちにも防犯教室等で、見えにくい場所の危

険性を理解してもらい、そのような場所には近

づかないことを指導するなど、危険を回避する

能力を高める教育も、学校関係者と連携し実施

しているところであります。

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたように、

死角になり見えにくい場所というのは、もちろ

ん山合いの地域でも、こういった町の中心部で

も多々ありますので、その地域、地域の地元の

方々と調査・確認され、危険な箇所を子供たち

にしっかり伝え、認識させるよう要望いたしま

す。

これまでは、警察の取り組みについて質問さ

せていただきましたが、学校における通学時の

安全指導の取り組みについてお伺いいたしま

す。

○教育長（四本 孝君） 学校における安全指

導につきましては、児童生徒が自分自身で危険

を予測し、回避する能力を育成することが重要

であります。そのため、各学校におきまして

は、児童生徒自身が通学路の危険箇所を確認

し、地域安全マップを作成するなどの取り組み

を行っております。また、小学校低学年では、

教職員が一緒に下校して危険箇所を確認させた

り、高学年では、集団登校の意義を理解させる

とともに、緊急時の対処法を教えたりするな

ど、児童の発達段階に応じた具体的な指導を

行っております。さらに、県教育委員会では、

県内全ての公立学校の管理職や安全教育担当者

を集めた研修会を実施しますとともに、通学路

の安全確保に関する通知文等を発出するなど、

指導の徹底を図っているところでございます。

今後とも、市町村や関係機関と連携しながら、

通学時の安全指導のさらなる充実・強化に取り

組んでまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 危険箇所を職員と生徒が一緒

に確認したり、地域安全マップを作成するな

ど、徹底されていることに安心はしましたが、

このように徹底した取り組みをしていても、ふ

とした油断が大きな事件へとつながります。学

校だけでは限界のあるこうした安全対策につい

て、学校と地域が連携した取り組みについてお

伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 通学時の児童生徒の

安全を確保するためには、学校と地域との連携

は欠かせないものと考えております。各学校に

おきましては、通学時の安全確保のため、地域

ボランティアや高齢者クラブなどと連携して、

協力をいただきながら見守り活動を行い、交通

事故や不審者から児童生徒を守る取り組みを

行っております。また、教職員が地区懇談会等

に参加し、危険箇所や不審者情報等について意

見交換を行ったり、校区内の「こども110番・お

たすけハウス」を訪問して協力を依頼したりす

るなど、通学時の児童生徒の安全確保につい

て、地域の方々とさまざまな連携を図っている

ところであります。

○野﨑幸士議員 私も、地元まちづくり協議会

の防犯部会の会員でありまして、時間が合うと

きには、まちづくりのメンバーと一緒に青色パ

トカーに乗って巡回しますが、警察、学校、そ

して地域としっかりとした連携をして、将来を

担う大事な子供たちを安全・安心に、また健全

に育成していただくことを要望いたします。

次に、児童養護施設について質問いたしま

す。

児童養護施設とは､児童福祉法第41条により、



- 153 -

平成29年６月16日(金)

「保護者のない児童、虐待されている児童その

他環境上養護を要する児童を入所させて、これ

を養護し、あわせて退所した者に対する相談そ

の他の自立のための援助を行うことを目的とす

る施設」と定義されています。調べたところ、

全国では、2016年時点での児童養護施設は603施

設､入所定員は３万2,613人で、在所児は２

万7,288人、在所率が83.7％であり、施設では児

童指導員や保育士等が働いており、職員の数

は2015年で１万7,046人ということになっており

ます。こういった全国の状況ですが、本県の児

童養護施設の現状をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の児童養

護施設でございますが、平成28年度末現在で13

カ所設置されており、入所定員は453名、入所児

童数は340名で、入所率は75.1％となっておりま

す。また、職員数でございますが、平成28年４

月１日現在で265名となっております。

○野﨑幸士議員 入所率が全国の平均を下回っ

ていることは、児童養護施設のほかに、里親や

ファミリーホームに分散したとか、社会的に子

供の数が減少していることもあって、こういっ

た施設の入所児童は減少傾向にあると考えられ

ますが、保護者が養護できない児童を、社会の

責任で公的に育てる仕組みを一層充実していた

だくことを要望いたします。

こういった本県の児童養護施設の現状の中、

ことしの２月16日に、この場では施設の名前を

出すのは控えさせていただきますが、宮崎県内

の児童養護施設の前施設長らが、施設運営のた

め国と県から支給された措置費約1,200万円を、

私的な飲食費などに不正流用していたことが判

明しました。それだけでなく、措置費で賄われ

る児童の日用品や学用品などの購入を不当に制

限し、入所児童は、破れた使い回しの古い服を

着用していたこともあったといいます。このほ

かにも、職員に時間外手当が全く支払われてお

らず、元施設長によるパワハラ行為も確認され

たという、児童養護施設ではあってはならない

不正流用事件が起きました。この児童養護施設

で起きた事件に対して、県はどのような行政指

導、改善勧告を行っているのか。今のこの施設

の現状を踏まえてお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、当該

児童養護施設を設置する社会福祉法人に対しま

して、平成29年２月16日に、児童福祉法に基づ

き、不正等の実態解明及び再発防止を内容とす

る改善命令を行ったところであります。その

後、同年３月16日には同法人より改善状況報告

書の提出を受け、その内容を精査したのち、３

月27日と28日、また４月18日に現地調査を実施

し、改善状況の確認を行ったところでありま

す。また、この改善命令でございますが、主に

平成25年度から26年度に係る会計書類等の精査

で判明した内容を踏まえたものであったことか

ら、平成29年３月31日に、過去の不正支出の全

容解明と責任の所在の明確化、再発防止策の構

築に関する新たな改善勧告を同法人に対して

行ったところであります。なお、現在は、法人

理事長や理事、施設長が交代し、新しい体制の

もとで施設運営に取り組んでいるところでござ

います。

○野﨑幸士議員 法に基づいて粛々と進めら

れ、施設役員等も交代しているようですが、過

去に全国では、施設職員による入所児童に対す

る虐待や、入所児童同士の暴力・いじめ、施設

長による職員へのパワハラ等の事件も多々起き

ております。今回のこの施設での事件は､何らか

の理由で保護者のいない、虐待等を受け、心に

深い傷とどん底の寂しさを抱えているであろう
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子供たちのことを考えると、本当に許しがたい

事件だと思いますので、しっかりと改善される

よう取り組んでいただくことを強く要望いたし

ます。

事件が発覚してから４カ月がたちました。こ

の施設における入所児童の生活環境は改善され

たのか、また、生活の様子はどうなのか、お伺

いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 入所児童の処

遇に関しましては、不適切な実態が確認されて

おりましたけれども、法人からの改善報告を受

けて現地調査を実施したところ、現在は、各児

童に対し、必要な新しい物品が購入されるな

ど、適切な運営が図られているということを確

認したところであります。また、この案件によ

る児童の日常生活への影響につきましても、関

係機関に対して調査を行いましたけれども、特

に問題は認められていないところでございま

す。

○野﨑幸士議員 何らかの理由で保護者と一緒

に生活できない、心に深い傷と寂しさを持って

いるであろう子供たちですので、できる限り一

般家庭と一緒ぐらいの物品の充実や生活環境を

整えていただくことを要望いたします。

また、事件が発覚したときに、私は、この子

供たちが学校や地域でいじめやいびりを受け

て、肩身の狭い思いをするのではないかなと心

配しておりましたけど、答弁にありましたけれ

ども、問題はないということで安心しました。

でも、いつ、こういった子供たちがいじめの対

象になるかわかりません。もちろん一般の家庭

でも同じですが、日ごろから子供たちとのコミ

ュニケーションをしっかりとり、常に生活の様

子、子供たちの状況を意識していただくことを

お願いいたします。

まさかと思いますけど、県内で他の養護施設

では同様の事件は起きていないのか、お伺いい

たします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、今回

の事例が発覚して以降、その内容を踏まえた上

で、他の児童養護施設に対する定期監査を行っ

てまいりましたが、同様の事例は確認されてい

ないところでございます。

○野﨑幸士議員 今後、決してこのような事件

が起きないよう、より一層厳しく、細かく監査

されることを要望いたします。

しかし、今回の事件を見ると、長い間このよ

うな不正が発覚しなかったのは、県の監査体制

が問われると思いますが、県の監査体制はどう

なっていたのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 当該児童養護

施設への指導監査は、これまで、監査を担当す

る出先機関と施設を所管する本課等が合同で、

児童福祉法に基づき、毎年、施設に出向き実施

していたところでございます。指導監査におき

ましては、職員処遇や会計管理、児童処遇、給

食内容等の実態について、施設職員への聞き取

りや関係書類・現場の確認を行い、必要な指導

を行ってきたところであります。

○野﨑幸士議員 毎年、児童福祉法に基づいて

監査・指導を行ってきたとのことでしたけど、

結果、このような監査漏れがありまして、長い

間不正に気づかなかったというのは拭えない事

実でございます。今後の福祉施設に関する監査

体制についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉施設に対

する指導監査体制につきましては、指導監査の

効率的・効果的な実施を促進するため、今年

度、２つの出先機関に配置していた福祉施設の

監査部門を統合し、本庁に集約する組織改正を
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行ったところであります。今回の組織改正を生

かし、現在、監査を担当する課と施設を所管す

る関係各課との連携を密にし、監査方法の見直

しや情報の共有化を図るなど、指導監査体制の

強化に努めているところであります。今後は、

さらに、監査に関する知識・ノウハウの蓄積に

よる職員の能力向上や、不正事案等を踏まえた

監査内容の充実を図りまして、より適切な指導

監査の実施に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○野﨑幸士議員 本庁に一元化したとのこと

で、公的なお金が使われているという意味で

は、さらに指導監査体制の強化に努められるよ

うお願いいたします。

何度も申しますけど、冒頭に申したとおり、

児童養護施設とは、児童福祉法第41条によっ

て、「保護者のない児童､虐待されている児童そ

の他環境上養護を要する児童を入所させて、こ

れを養護し、あわせて退所した者に対する相談

その他の自立のための援助を行うことを目的と

する施設」と定義されています。この「退所し

た者に対する相談とその他の自立のための援

助」という面で、児童養護施設に入所している

子供たちの進学・就職が気になりますが、県内

の児童養護施設に入所している中高生の進学ま

たは就職の状況についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 平成25年度か

ら27年度の３年間でございますが、この間で中

学校を卒業した児童は、平均すると99.2％が高

等学校等に進学しております。また、高等学校

等卒業後の進路につきましては、３年間の平均

で、進学が26.8％、就職が71.6％となっており

まして、平成27年度の卒業児童の進学先の内訳

としましては、約６割が大学、短期大学という

状況であります。

○野﨑幸士議員 ＮＰＯ法人のブリッジフォー

スマイルの「全国児童養護施設調査2016 社会

的自立に向けた支援に関する調査｣による

と、2015年度の施設退所者437人のうち、退所直

後の進路は、就職が67.5％、進学が26.5％、無

職が5.5％であったとする報告がありますが、こ

の結果と比較しても、本県の進学・就職状況は

全国並みだと言えます。一方、文科省が行った

調査によると、2015年度の全高校卒業者の進路

の内訳は､進学が71.2％､就職が18.6％､無職

が4.3％と、この割合と比較すると、先ほどの施

設退所者の進学率は全高校卒業者の４割弱程度

であり、依然として大きな格差が見えます。そ

の分、就職の割合が大きくなっており、このこ

とからも、施設退所者にとって、高校を卒業し

てすぐに就職をすることが主な選択肢になって

いるようです。長い間、施設の中で生活をして

いて、いきなり社会に出ることは、子供たちに

とっても本当に不安が多いと思いますが、今年

度からスタートする「退所児童等アフターケア

センター設置運営事業」、新規事業であります

が、その内容をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 「退所児童等

アフターケアセンター設置運営事業」につきま

しては、児童養護施設を退所した児童等が、社

会生活に必要な知識の獲得が不十分であった

り、適切な対人関係の構築に困難を抱えるケ一

スがあることから、その支援を図ることを目的

として、今年度、専任職員を配置したセンター

を設置するものでありまして、県内１カ所にお

いて、ＮＰＯ法人等への委託による運営を予定

しているところであります。センターにおきま

しては、児童の退所前に、社会生活に必要な知

識やマナー等を習得するための講習会を開催す

るほか、児童の自立に向けた不安や悩み等に対
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する相談対応を、施設等と連携して実施するこ

ととしております。また、退所後には、児童の

住居等を訪問し、生活上の問題や就職・求職上

の問題、就学上の問題などへの相談対応等を行

うこととしております。

○野﨑幸士議員 私は、この事業は本当にすば

らしい事業だと思っております。頼るところも

なくて、不安な気持ちで養護施設を退所する子

供たちにとって、退所後の住居であったり、家

庭、交友関係等々、さまざまな相談に対応し、

また、昨年度から開始しました「児童養護施設

退所者等自立支援資金貸付事業」、就職した方

の家賃であったり、進学された方の生活費で

あったり、車の免許等の資格取得希望者の費用

であったり、返還免除要件を満たせば返還が免

除される事業ですが、このような事業と連動さ

せることによって、より充実したアフターケア

につながると思いますので、よろしくお願い申

し上げます。

我々が想像する以上に、本当に心に深い傷と

寂しさを抱えながら生活しているであろう子供

たちだと思いますので、できる限りの支援をし

ていただくよう強く要望いたします。

質問はもうこれでないんですけど、ことしの

３月に、ちょっと時間があったものですから、

息子の―そのときはまだ４年生でしたけど

―４年生最後の参観目に行ってまいりまし

た。授業は、「将来の夢」という作文でした。

息子が言うんですね。書いてあります、読むん

ですけど、「パパに負けないぐらいの国会議員

になります」と。僕も、うれしかったんです。

ああ、そうかと思いながら聞いていたんですけ

ど、作文が終わって、担任の先生が息子に聞く

んですね。「議員というのはどんな仕事をして

いるの」と、単刀直入に。僕は、息子が、「毎

晩、焼酎を飲んで遅く帰ってくる仕事です」

と、そういうことを言うんじゃないかと冷や冷

やしていましたけど、「弱い者と困っている人

を助ける仕事です」と、しっかりその先生に答

えを返してくれまして、忘れかけていた感覚を

よみがえらせてくれました。僕らの仕事は、執

行部もそうですけど、基本、原点は、弱い人と

困っている人を助ける仕事なんです、我々が

やっていることは。ただ、日ごろ、また別な問

題があったり、そういうのを生活の中で忘れか

けているような。本当に純粋な言葉ですね、

「弱い人と困っている人を助ける仕事」ですか

ら。そんなことを一々考えちょらんぐらい皆さ

ん忙しいんですけど、改めて息子がその原点を

教えてくれました。これからも初心を忘れず、

元気にフットワークよく全力で活動してまいり

たいと思っております。

これで私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○横田照夫副議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団、重松でございます。通告に従い、順

次質問させていただきますので、知事を初め関

係部長の皆様の明快な御答弁をお願いいたしま

す。

先月の30日、31日、商工建設常任委員会の県

南地区調査に、渡辺委員長初め８名の委員で、

株式会社くしまアオイファーム様など５カ所調

査に行かせていただきました。そのうち観光施

設においては、日南市「道の駅なんごう」で開

催されていた、日本で唯一、1,000本のジャカラ

ンダが群生する「ジャカランダまつり」を見学

し、実行委員会の皆様と意見交換をさせていた

だきました。ことしで16回目、開催期間中、昨

年は約７万人が来場され、神秘的で美しい薄紫
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の花は、展望台から眺めますと、紺碧の海と入

り組んだ海岸線や小島が織りなす風景と見事に

マッチし、魅了され、大切な観光資源であるこ

とを納得してまいりました。ここ南郷ジャカラ

ンダの由来は、東京オリンピックの年、昭和39

年に、ブラジルの宮崎県人会の方から、「観光

資源としてふるさとの役に立てれば」との望郷

の思いから、ジャカランダの種は贈られたそう

です。初めは宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物

支場内でこつこつと育成され、何と14年の歳月

をかけて、昭和53年に花を咲かせることに成功

されたとのことです。「ジャカランダまつり」

は、あさって18日（日曜日）までですが、花は

しばらく観賞できますので、多くの皆様方にご

らんになっていただきたいものです。

さて、宮崎市内でも何カ所かジャカランダの

木が植えられています。その中の一つ、橘通り

３丁目交差点西、日髙本店さんの前に今も美し

く咲いています。この木は、宮崎国際音楽祭の

関連イベントとして、初代アイザック・スター

ン氏より引き継ぎ、芸術監督だったシャルル・

デュトワ氏の発案により、2006年より「みやざ

き国際ストリート音楽祭」が開催されるように

なり、その記念としてオープニングセレモニー

で植樹されたものです。その第１回の実行委員

長であり、現在は宮崎県商店街振興組合連合会

理事長の日髙耕平氏に話を伺いました。「デュ

トワ氏の、音楽を町で奏でようという思いに応

えて、多くの協賛各社やボランティアスタッフ

を集めることに奔走しました。そして毎年、こ

のイベントの成功を願い、また、デュトワ氏へ

の敬意を後世に伝えるため、この時期に花の咲

く木を探し植樹したのがジャカランダでした」

と語っておられます。「宮崎には音楽の咲く季

節がある」をキャッチフレーズに、宮崎国際音

楽祭とあわせて、県民参加型の「みやざき国際

ストリート音楽祭」が開催され、宮崎を代表す

るすばらしい音楽イベントとして定着をしてお

ります。ちなみに、ジャカランダの花言葉は、

ラッパ状に咲く花がファンファーレを吹くトラ

ンペットを連想させることから、「名誉」「栄

光」とのことです。音楽祭にぴったりの花言葉

だと思います。

さて、本県の文化芸術のメーンイベントと

言っても過言ではない宮崎国際音楽祭が、17日

間の日程を終えて、先月14日に閉幕いたしまし

た。世界的に超一流の演奏家を迎えて、質の高

い多彩な演目で、ことしも２万名を超える来場

者を迎えることができましたが、第22回宮崎国

際音楽祭を振り返って、その総括的な評価と、

音楽祭に対する知事の思いを伺います。

以上を壇上からの質問として、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

第22回宮崎国際音楽祭につきましては、バイ

オリンの世界的な巨匠ピンカス・ズーカーマン

さんや、長年にわたりウィーンフィルハーモニ

ーのコンサートマスターを務められましたライ

ナー・キュッヒルさんなど、国内外から一流の

演奏家をお招きし、過去最高の入場者数を記録

して、盛況のうちに幕を閉じることができまし

た。私も多くの公演を鑑賞したところでありま

すが、室内楽からオーケストラ、ウィンナワル

ツ、オペラ、ポップスなど、大変バラエティー

に富み充実したプログラムで、公演ごとに新鮮

な感動を覚える、大変印象深い、忘れがたい時

間となりました。また、会場に来られたお客様

の声としましては、「とても質の高いすばらし

い演奏会であった」という声ですとか、「観客
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の皆様も音楽祭とともに成長している」という

声がありました。また、演奏家の皆さんからも

いろいろ意見を伺いましたが、「コンサートが

始まる前に演奏家がステージに上がる。そのと

きに自然に拍手が沸き起こる。これも観客との

一体感を生むすばらしいことではないか」とい

う話もございました。この音楽祭が、多くの皆

様から高い評価をいただき、また県民の間に定

着しているということを実感したところであり

ます。

今回の音楽祭を終えて改めて思いましたの

は、初代音楽監督でいらっしゃいました故アイ

ザック・スターンさんの精神、またその人脈が

引き継がれ、スターンさんの薫陶を受けた演奏

家の皆さんにこの音楽祭を支えていただいてい

るということであります。それが非常に重要な

この音楽祭の軸になっているということを感じ

ます。これによりまして、宮崎でしか鑑賞する

ことのできない特別な演奏会を実現することが

でき、県民の皆様が一流の演奏に触れる機会を

提供できているものと考えております。今後と

も、皆様の御理解と御協力をいただきながら、

本県の重要な文化資産である音楽祭の発展に取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。音

楽祭の優雅な雰囲気が伝わって、かつ上質で多

彩なプログラムにより、幅広い世代やファンの

皆さんから高い評価をいただいていることをう

れしく思います。20年以上育ててこられた関係

者の皆様に敬意を表すとともに、「スポーツラ

ンドみやざき」と並行して、「芸術文化のみや

ざき」を目指していただきたいと思います。

国内外からトップレベルの演奏家を招聘する

ためには、それ相応の予算も必要となります。

あえて申し上げますが、音楽祭にかかる総費用

は約１億8, 0 0 0万円で、県からの委託費は

約9,800万円。残りをチケット収入と協賛金で賄

われておりますが、費用の多くは演奏家の出演

料や滞在費にかかっていると聞きました。一方

で、音楽だけではなく、文化芸術全般にわたる

予算配分を求める県民の声もある中、県が宮崎

国際音楽祭に取り組む意義、効果及び今後の方

向性について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 地方都市であ

る宮崎で、これほど質の高い音楽祭を開催でき

ることは、良質な芸術文化に触れる機会を県民

に提供することにとどまらず、本県のイメージ

アップや、ひいては郷土愛の醸成にもつながる

ものと考えているところでございます。また、

平成18年からは、民間有志による「みやざき国

際ストリート音楽祭」が宮崎市の中心市街地に

おいて開催されているほか、昨年からは、ワン

コインコンサートやポップスコンサートなど、

それまで音楽や芸術文化になじみのなかった方

々が気軽に参加できる音楽祭づくりに取り組ん

でおりまして、これらは県民の芸術文化に対す

る興味や関心を引き出すきっかけづくりになっ

ているところでございます。さらには、当音楽

祭において一流演奏家から指導を受けた若手演

奏家が出演者として戻ってくるなど、次世代の

育成という面でも大きな役割を担っておりま

す。県におきましては、今後も、この音楽祭が

県民に幅広く愛され、支持されるものとなるよ

う、できる限り工夫を重ねてまいりたいと考え

ているところでございます。

○重松幸次郎議員 アジアを代表する音楽祭を

さらに充実させ、郷土の誇りになり、感性豊か

な心を育む、そして次世代を担う青少年の教育
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にも資する取り組みをお願いいたします。

文化芸術に関連して、本年３月に改定された

「みやざき文化振興ビジョン」について、何点

かお伺いいたします。

このビジョンの始まりは、平成23年３月に策

定された、宮崎県総合計画「未来みやざき創造

プラン」を踏まえながら、文化振興の総合的か

つ計画的な推進を図っております。文化芸術振

興基本法において、文化の対象範囲は、先ほど

の音楽のみならず、文学、美術、写真、演劇、

舞踊などの芸術一般、また、映画、漫画、アニ

メーション及びコンピューターなどを利用した

作品を含めたメディア芸術、そして雅楽、能

楽、歌舞伎などの古典芸能や、講談、落語、漫

才、歌唱などの芸能、さらには茶道、華道、書

道などの生活文化や、囲碁、将棋などの国民娯

楽、そして地域における民俗芸能まで、これら

文化芸術の振興に係る人づくり、地域づくり、

産業文化、食文化まで対象範囲を幅広く捉えて

います。改めて、文化振興の意義をこのビジョ

ンから抜粋し、紹介をさせていただきます。

初めに、「文化が「人」に及ぼす効果」とし

て、１つは、「人を育てる」です。さまざまな

文化に触れ、感動や刺激を直接体験すること

は、豊かな人間性や創造性を育むことにつなが

ります。また、感性を磨き、他者との共感を育

むことによって、自己を形成し、コミュニケー

ション能力や表現力を伸ばすことができます。

２つ目は、「人にゆとりや希望を与える」で

す。人々に楽しさや感動、生きがいをもたらし

て人生を豊かにし、日常生活にゆとりや潤いを

もたらします。また、病気の人々や災害の被災

者等の心を癒やし、励まし、勇気づけ、安らぎ

や未来に対する希望をもたらすことができま

す。３つ目は、「人々の相互理解や交流を進め

る」です。文化は、それぞれの地域の自然や歴

史、風土などが反映され、さまざまな特性を

持っていますが、そうした違いを超えて共有さ

れる美や感動などがあり、文化を通じて民俗や

言語・宗教などのさまざまな壁を乗り越えて対

話し、相互の理解や交流を深めることができま

す。

次に、「文化が「社会」に及ぼす効果」とし

て、これはタイトルのみにいたしますが、１つ

は、「地域社会の連帯感を形成する」。２つ目

は、「地域の魅力を高める」。３つ目は、「経

済を活性化させる」であります。

このように人と社会に与える効果がさまざま

あり、文化の持つ力を引き出すことは重要だと

うたってあります。これからも本県の新しい豊

かさをつくり出し、支え、県民全体で共有して

いくことが求められますが、これまでのみやざ

き文化振興ビジョンの成果と現状課題につい

て、また、それを踏まえ、どのようにビジョン

を改定したのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県におきまし

ては、文化に関する県政運営の指針でありま

す、「みやざき文化振興ビジョン」に基づき、

県民が文化に親しむ機会の充実や、県民の文化

活動を支える環境の整備など、さまざまな施策

を推進してまいりました。この間、宮崎国際音

楽祭や県立文化施設への入場者数や、各施設の

アウトリーチ活動の実施件数が増加するなど、

県民が質の高い芸術に触れる機会を提供するこ

とができたものと考えております。このような

中、記紀編さん1300年記念事業や東京オリパラ

に向けた文化プログラムの実施、国民文化祭の

本県開催内定など、本県文化を取り巻く情勢が

大きく変化しました。また、鑑賞機会の地域間
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格差や文化団体における会員の減少・高齢化、

文化を支える専門的人材の不足等の課題が見え

てまいりました。このため、ことし３月にビ

ジョンの改定を行いまして、「文化で築く宮崎

の新しい「ゆたかさ」の実現」に向けまして、

引き続き、文化を担い・支える人材の育成を図

るとともに、文化関係団体の組織強化と協働の

推進、国民文化祭の開催等、文化イベントを契

機とした新たな地域文化資源の発信などの施策

を展開していくこととしたところでございま

す。

○重松幸次郎議員 今後とるべき基本的な方向

性、さらには、全国的な文化イベントの開催を

契機とした文化力充実のためのビジョンの改定

だと理解いたしました。

具体的な施策についてお尋ねいたしますが、

県民誰もが文化に親しむためには、鑑賞・発表

機会の充実や文化活動の担い手の育成、文化関

係団体の連携強化が必要と考えますが、どのよ

うに取り組まれていくのか、再度、総合政策部

長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 議員御指摘の

とおり、本県の文化振興を図る上で、鑑賞・発

表機会の充実、担い手の育成、団体の連携強化

については、大変重要であると考えておりま

す。そのため県としましては、学校や福祉施設

等へ芸術家を派遣するアウトリーチ活動や、文

化団体の創造性のある取り組みに対して補助を

行いますチャレンジ文化活動事業などを実施す

ることによりまして、鑑賞・発表機会の充実を

図ることとしております。また、県内の若手芸

術家に対する発表の場の提供による芸術家の育

成・支援や、文化関係者を対象とした講座、研

修などを行うことによりまして、文化活動の担

い手の育成を図ってまいりたいと考えておりま

す。さらに、芸術家や文化団体、文化施設、行

政機関等が情報・意見交換できる場を設け、各

団体のニーズ把握や連携する機会の整備を行う

ことによりまして、文化関係団体の連携強化を

進めることといたしております。

○重松幸次郎議員 若手担い手と専門的人材の

育成、文化芸術教育にかかわる教員の方への研

修、よろしくお願いをいたします。

その上で、教育委員会において本年、重点施

策の新規事業に「県立学校を拠点とした芸術文

化体験プログラム事業」が掲げてありますが、

その取り組みについて、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 本県では昭和42年か

ら、小中学校の児童生徒を中心に、すぐれた芸

術文化を体験させる事業に取り組んでまいった

ところでありますが、このたびの県立学校を拠

点とした芸術文化体験プログラム事業におきま

しては、実施対象を県立学校とし、主として高

校生に、国を代表する演奏家や人間国宝の狂言

師などによる高度な芸術を鑑賞、体験させるこ

とを狙いとしております。また、県立学校が、

芸術文化体験の拠点として、近隣の中学生や地

域の方々を招き、合同鑑賞を行うことで、中学

校との連携や地域からの学校理解を深め、ひい

ては豊かな地域社会づくりにつなげてまいりた

いと考えております。県教育委員会といたしま

しては、今後も子供たちが、生涯にわたって芸

術文化に親しみ、豊かな心を育んでいけるよう

支援してまいります。

○重松幸次郎議員 県立学校と近隣中学校との

連携、芸術鑑賞を展開することは、文化力と豊

かな心を育み、そしてまた地域のつながりを深

める上で大変意義があることだと期待いたしま

す。文化活動を活発に行うには、文化施設の機
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能充実がますます重要です。冒頭に紹介いたし

ました宮崎国際音楽祭を初め、さまざまな舞台

芸術の拠点である県立芸術劇場、文学や多様な

資料を有する県立図書館、美術文化に親しみ、

また創作への参画を担う県立美術館、そのほか

県総合博物館、県立西都原考古博物館、県埋蔵

文化センターなどは、歴史、環境、民俗の文化

資源を調査・保護するために貴重な施設です。

県民はもちろん、全ての訪問者が活用しやすい

施設づくりを進めていただきたいと思います。

また、県民の文化表彰や文化資源の掘り起こ

しと同時に、広報などの情報発信も重要です。

平成32年には日本書紀編さん1300年という大き

な歴史的節目を迎えますが、同年は東京オリン

ピック・パラリンピック大会が行われ、全国各

地で多彩な文化プログラムが展開されます。こ

のような文化イベントを絶好の機会と捉え、文

化振興ビジョンにある「文化発信力の強化」に

ついてどのように取り組んでいくのか、総合政

策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ３年後の平

成32年度は、東京オリンピック・パラリンピッ

クが開催され、それまでの期間に、全国各地で

文化プログラムが展開されることとなっており

ます。本県にとりましては、この平成32年は、

国内外から多くの参加者をお迎えして、国民文

化祭、全国障害者芸術・文化祭を開催する年で

あり、また、記紀編さん1300年記念事業の集大

成の年でもございます。県としましては、世界

中から日本文化に注目が集まるこの絶好の機会

に、文化プログラムを積極的に展開するととも

に、神楽や古墳文化など本県の地域文化につい

て、シンポジウムやイベントを継続的に開催す

ることによりまして、本県独自の文化資源を国

内外に広く発信してまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 各地域のイメージアップ、

また魅力発信をお願いいたします。

全国的な文化イベントは、さまざまな地域の

文化団体や芸術家と相互交流が生まれ、また、

県内の子供たちや高齢者、障がい者などあらゆ

る人たちが、文化を通じて交流し、お互いに理

解を深める機会になります。そこで、平成32年

度に開催される「全国障害者芸術・文化祭」の

成功に向けて、今後どのように取り組んでいか

れるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 「全国障害者

芸術・文化祭」を成功させることは、障がいの

ある方々の生きがいや自信の創出につなげ、自

立と社会参加を促進するとともに、県民の障が

いへの理解促進を図る上で重要であると考えて

おります。このため、今年度、新規事業としま

して、「障がい者アートでハートビート事業」

を実施し、芸術文化活動に取り組む障がい者の

方々の調査を行うとともに、音楽・ダンス等の

舞台芸術、絵画・陶芸等の造形芸術など、各分

野における講習会・ワークショップ等を開催す

ることとしております。今後は、この事業を通

じて、障がい者アーティストの作品やパフォー

マンスの質を高めるとともに、今月発足しまし

た実行委員会等の中で、展示や発表、触れ合い

交流等の事業内容について検討を進め、全国障

害者芸術・文化祭の成功に向けて取り組んでま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 御答弁にありますとおり、

障がい者の皆さんが絵画・陶芸などの造形芸術

や音楽・ダンス等の舞台芸術で活動されること

は、日々の生活に喜びと生きがいを見出してい

きます。その生活の喜びと生きがいの輪は、障

がい者を支える家族や施設関係者にも波及する
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ことになります。社会とのつながりを強化する

効果が期待できます。成功への取り組みをよろ

しくお願いいたします。

文化芸術に関して関係部長にさまざま御答弁

をいただき、ありがとうございました。心豊か

な文化芸術立国の実現を目指して、公明党は、

関係団体との幅広い交流をもとに、文化芸術を

振興するための初の根拠法となる「文化芸術振

興基本法（2001年11月）」の制定や、2012年に

成立しました、劇場や音楽ホールの活性化を目

指す「劇場法」など、多くの国の取り組みをリ

ードしてきました。そのほかにも、企業メセナ

協議会の基金創設など、税制優遇措置にも力を

入れてまいりました。これからも、文化振興に

かかわる地域の声を、県と国へも届けてまいり

たいと考えております。

今回、文化振興ビジョンに関する質問を通じ

て、以前から２つの提案を考えておりました。

１つは、文化芸術振興議員連盟の設置でありま

す。スポーツ振興や観光振興の議連はございま

すが、文化芸術についての議連が本県にはござ

いません。九州内には４県ございます。できま

したら、超党派で文化芸術振興議員連盟を設置

し、議員サイドから本県の文化振興を推進して

いきたいと思います。２つ目は、議場コンサー

トの実現です。兵庫県議会や奈良県議会、また

多くの市議会などでも、定例議会開会日に、本

会議前や昼休み時間など30分ほど、議場で地元

演奏家による弦楽四重奏やフルートアンサンブ

ルなどの演奏を行っております。演奏を聞きに

来られた来場者は、引き続き議会を傍聴されて

おるようです。開かれた議会、また県民の文化

醸成を図るためには効果があると考えます。い

ずれも議員の皆様の御賛同をよろしくお願いい

たします。

さて、この件の最後になりました。本県文化

芸術の振興について、今後どのように取り組ん

でいかれるのか、知事に御所見をお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 文化には、人を元気に

したり育てたり、また社会に活力を与えたり、

さまざまな力、大きな力があるものと考えてお

りまして、その振興は大変重要であると考えて

おります。このため県としましては、３年後、

国民文化祭を一つの大きな契機として、チャン

スと捉え、先ほど御質問いただきました、例え

ば、アジアを代表する音楽祭の一つに数えられ

る宮崎国際音楽祭でありますとか、日本を代表

する短歌文学賞である若山牧水賞など、既に確

立しているこういった文化イベントのさらなる

発展、充実を図っていきたいと考えておりま

す。また、さまざまな芸術文化団体の活動も含

め、県民による文化活動をより活発化していき

たいという思いもございます。

先日、私は、重松議員のすばらしいギター演

奏に触れる機会があったわけでありますが、多

くの県民の皆様がそういう活動をしておられる

ということを感じましたし、いろいろな発表の

機会―今、議会でのコンサートという話もご

ざいましたが―を考えていくことが、文化振

興の上でも非常に重要ではないかということも

感じたところでありますし、また、各地域の文

化資源の掘り起こしや磨き上げも行ってまいり

たいと考えております。このような取り組みに

よりまして、県民にさまざまな芸術文化に触れ

る機会、また表現する・発表する機会を提供し

ますとともに、東京オリパラに向けた文化プロ

グラムと連動させて、本県の文化を国内外に発

信し、文化力の向上を図ってまいりたいと考え

ております。
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さらに、国民文化祭等の成果を生かしなが

ら、文化活動が持続し、より一層活発化するよ

う、文化活動を支える基盤強化や環境の整備に

ついても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 ありがとうございました。

これからも文化芸術の振興をよろしくお願いい

たします。

続きまして、都市計画に関する基本方針につ

いてお伺いいたします。

私は、本年度の都市計画審議会委員を拝命い

たしました。委員として基礎知識を習得する意

味で、本年３月に改定された「都市計画に関す

る基本方針」の冊子を読ませていただきまし

た。第１章基本方針の位置付け、第２章宮崎県

を取り巻く環境や、第３章宮崎県の都市計画の

現状と課題を通じて、この基本方針の目的が、

本県におけるおおむね20年後、平成47年を目標

年次とする都市づくりの方向性とするものであ

り、これからの本県の将来都市構造のあり方

や、土地利用、都市施設、都市景観、都市防災

の各分野について、基本的な考え方を示す重要

な指針であることを学ばせていただきました。

さらに、質問を通じて、県全域の長期的な都市

づくりの基本方針を確認させていただきます。

方針にあるとおり、「人口減少、高齢社会が

深刻化する中、これまでと同じ都市づくりを進

めた場合、人口はより低密化し、商業・医療・

福祉や行政といった生活利便性に寄与する都市

機能の維持が困難になることが予想される。将

来にわたって持続可能な都市づくりを目指すた

めには、高齢者をはじめとした多くの住民に

とって暮らしやすい、安全で快適なまちづくり

を推進し、人や都市機能を集約した「人のまと

まり（核）」を形成する必要がある」とうたっ

てあります。市や町においても、また中山間地

域においても、できるだけその地域の中心地や

集落に寄り添う形が、生活環境の機能を高める

意味で、後々重要になってくると考えます。そ

こで、魅力ある「人のまとまり」のための

「核」をつくるために、どのような方針で取り

組むのか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今後、人口

減少が進む中、将来にわたって持続可能な都市

づくりを行うには、一定の人口を確保した「人

のまとまり」を形成する必要があります。この

ため、今回の基本方針では、商業、医療、文

化、行政などの多様な都市機能を集約させるこ

とで「核」の形成を図るとともに、まちなか居

住などを促進し、さらには、この核の魅力を高

めるために、公共交通網の利便性、ゆとりと潤

いのある歩行空間やにぎわいの創出などによ

り、「歩いて楽しいまちづくり」を目指すこと

としております。また、この実現に当たって

は、民間活力の導入も検討しながら取り組んで

いくこととしております。

○重松幸次郎議員 後にも述べますが、無秩序

な開発や宅地造成を抑え、市や町の中心部に生

活の拠点を集約する方針が大切だとわかりまし

た。コンパクトなまちづくりを進めていかなく

てはなりませんが、まずは人が住むこと、多世

代の人々が暮らし、働き、学び、遊び、潤い、

憩い、また集う、その場所として複合施設の充

実が求められます。そこで、一定の人口を確保

するためには、まちなか居住を促進するため、

複合施設などが有効と思いますが、どのように

取り組んでいくのかを、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 町の中心部

などに居住する、いわゆるまちなか居住を促進
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するためには、魅力ある都市機能の集約はもと

より、空き家や利用されていない土地等の有効

活用などが重要であると考えております。した

がいまして、複合施設の整備は大変有効である

と考えられ、例えば日南市油津では、国の交付

金である優良建築物等整備事業などにより、分

譲住宅や子育て支援センター、医療施設などが

一体となった「Ｉｔｔｅｎ（イッテン）ほりか

わ」がことし４月にオープンし、市の新しい活

力となっております。また、空き家の活用で

は、綾町において、国の交付金である空き家再

生事業により、空き家を綾町が借り受け、町有

住宅として活用し、移住者の受け皿ともなって

おります。県としましては、市町村へ、このよ

うなさまざまな国の制度について情報の提供や

活用の助言を行うなど、まちなか居住の促進を

図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 潤いと活気にあふれるまち

づくりの実現へ努めていただきたいです。

一方で、今お話がありました、まちなか再生

には、年々ふえ続けていく空き家対策が急務で

あります。全国の空き家率は増加の一途で、平

成25年において、空き家数が820万戸、空き家率

が13.5％となりました。５年前に比べると、空

き家数は63万戸上昇、空き家率は0.4％の上昇で

す。放置すれば、景観が悪くなるだけでなく、

ごみの不法投棄のたまり場になったり、小動物

や害虫などの繁殖、放火や不法侵入など犯罪の

温床になる懸念があるほか、地震などの災害が

発生した場合に、倒壊して避難路を塞ぐといっ

た大きな問題を生じることになります。空き店

舗についても同じだと考えます。逆に、上手に

活用すれば、ＵＩＪターンの居住促進、古民家

再生による飲食店や生活雑貨のギャラリーにも

変身し、趣のある町並みの再生や観光インフォ

メーションにも活用できます。空き家、空き店

舗の活用が重要であると思いますが、どのよう

に取り組んでいかれるのか、これも県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 空き家等の

活用を含めた対策につきましては、「空家等対

策の推進に関する特別措置法」に基づき、住民

に最も身近な市町村が主体となって進められて

おります。県としましては、市町村に対して、

空き家の活用事例など先進的な取り組みの情報

提供や助言、市町村相互間の連絡調整を目的と

した会議の開催などにより、市町村の空き家対

策の取り組みを支援しているところでありま

す。また、ことし４月に、いわゆる「改正住宅

セーフティネット法」が公布され、10月までに

施行される予定であり、この改正法において、

空き家等を活用した、高齢者や子育て世帯な

ど、住宅の確保に一定の配慮を要する世帯向け

住宅の登録制度などが創設されますので、その

制度設計について、国の動向を注視してまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 空き家、空き店舗、そして

集約された空き地も活用して、まちなか居住に

努めていただきたいと思います。

先ほどの答弁の中でもございましたが、国土

交通省は、高齢者や障がい者、子育て世帯のう

ち、住宅を確保することが困難な人たちを支援

するための「新たな住宅セーフティネット制

度」を今年度に創設するようです。増加する民

間の空き家、空き室を活用し、家賃債務保証の

支援を通じて円滑な入居を促すためです。今国

会で関係法案を成立させ、これから地方自治体

へ通達があるようですので、今後速やかな支援

策を図っていただきたいと思います。

県内の市や町で徐々に「人のまとまり」、つ
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まり人と生活環境の「核」が構成されてきます

と、次はその都市と都市をつなぐ交通インフラ

のネットワークを機能させることが求められま

す。「人のまとまり」の「核」をつなぐ交通

ネットワークとしてどのようなものを考えてい

るのか、再度、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 人口減少、

高齢化が本格化する中、今後の都市づくりにお

いて、「人のまとまり」の「核」をつなぐ交通

ネットワークを確保していくことは、重要な課

題の一つだと考えております。特に、自家用車

の利用の割合が高い本県におきましては、その

基盤となります道路網の整備は欠かせないもの

と考えております。一方、自家用車を自由に利

用できない高齢者等にとっては、鉄道や路線バ

スなど公共交通網の確保も必要であります。ま

た、地域の実情によっては、コミュニティバス

や乗り合いタクシーなどの地域交通、さらに

は、身近な交通手段である自転車の活用も必要

になります。このようなことから、県と国、市

町村、交通事業者が連携を図りながら、多様な

交通ネットワークの確保に努めることが大変大

事であると考えております。

○重松幸次郎議員 公共交通インフラでは、Ｊ

Ｒ線とあわせて、これまで何度も議論になるの

がバス路線の縮減です。高齢者など交通弱者の

移動において、コミュニティバスや需要規模の

小さいバス路線は、車両をミニバンやセダンへ

ダウンサイジングして、それに合わせて増便や

予約制乗り合いタクシー、いわゆるデマンドタ

クシー等の活用が望まれますが、採算性をどう

クリアするかも課題であります。そこで、市町

村におけるコミュニティバス等に関する国の補

助制度の活用状況と、県による支援の状況につ

いて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 市町村が運行

しますコミュニティバス等につきましては、地

域の実情に応じ、通勤・通学や通院など、地域

住民の日常の移動手段を確保するため、県内24

市町村で導入されております。このうち、昨年

度、平成28年度の国の運行費補助につきまして

は、補助要件を満たす８市町の75系統で活用さ

れております。また、県では、複数の市町村に

またがるバス路線を、地域の実情に応じてコミ

ュニティバス等に転換する際の調査費や運行費

の補助を行っておりまして、昨年度は都城市に

おいて活用されたところであります。県としま

しては、今後とも国と連携を図りながら、持続

可能な地域交通ネットワークの構築に向け、市

町村の取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 路線バスから、地域の実情

に合わせて小型車両で運行するフィーダー路

線、フィーダー系統の導入助成、その助言・指

導をよろしくお願いいたします。

さて、都市計画において最も肝心な土地利用

に関する方針であります。都市計画区域に関す

る基本方針の中で、「都市計画区域外の、高速

道路のインターチェンジ付近や幹線道路沿い等

において、（中略）都市的開発による環境の悪

化、土地利用の混乱が見込まれる場合には、関

係市町村との調整を図った上で、良好な居住環

境の確保に向けた土地利用規制を行います」と

あります。そこで、都市計画区域外の高速道路

のインターチェンジ周辺等で無秩序な開発が予

想されるような場合には、都市計画区域への編

入等を検討する必要があると考えますが、具体

的にどのような手続になるのか、県土整備部長

にお伺いいたします。
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○県土整備部長（東 憲之介君） 都市計画区

域の編入を行う場合につきましては、県が都市

計画区域を指定する必要があります。このた

め、県が関係市町村や関係部局等と土地利用上

の調整を行った上で、住民からの意見を踏ま

え、都市計画区域に編入する案を作成いたしま

す。その後、区域編入案につきまして、まず市

町村への意見照会、次に県の都市計画審議会で

の意見聴取、さらに国土交通大臣からの同意を

経た上で、区域編入の公告を行い、一連の手続

が終了することとなります。

○重松幸次郎議員 都市計画区域への編入は、

関係市町村や国及び―今回、私も委員を拝命

いたしましたけれども―都市計画審議会など

での手続を踏まえ、指定されることを了解いた

しました。

やはり、何といっても、若者の定住、また人

口の増加、経済の好循環を図るためには、まず

人が暮らし、安全で潤いと活気のある中心市街

地の形成が不可欠であります。改めて、中心市

街地活性化について、今後、県としてどのよう

に取り組んでいくのか、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 中心市街

地は、商業機能にとどまらず、住まいや文化、

地域コミュニティーの場としても重要な役割を

担っているところでありまして、その活性化に

は、商店街の枠を超えたまちづくりの視点が大

切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、まちづくりを担う商店街のリー

ダー育成や中心市街地への企業誘致等を進める

とともに、市町村や商店街等が行う、中心市街

地の再生プランの策定やタウンマネジャーの設

置など、地域住民や学生など多様な主体と連携

した意欲的な取り組みについて支援を行ってい

るところであります。今後とも、このような地

域商業再生支援事業などによりまして、国や市

町村等と連携を図りながら、地域の主体的な取

り組みを一層支援し、活力あるまちづくりにつ

なげてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 再度申し上げますけれど

も、まちなか居住と複合施設を呼び込む、それ

らダイナミックな町の再開発を念頭に置いて、

もちろん現在実施しておられる地域商業再生支

援事業も継続をしていただきながら、さらに優

良開発プロジェクトを誘導していただきたいと

思います。

ところで、御承知のとおり、イオンモール宮

崎さんが2018年春に増床、延べ床面積が３万平

米を超え、専門店数が70店舗増の240店舗にな

り、九州最大級のショッピングセンターになる

ようです。この件につきましては、国の定める

まちづくり三法改正の基準と都市計画との関係

では、許可の必要はないとのことです。しかし

しながら、1,000名近くの新規雇用が予定されて

おり、既存の業界での労働力不足がますます懸

念されます。何よりも中心市街地の空洞化に、

宮崎市のみならず、周辺の西都・児湯地区の１

市５町まで危機感があるのは事実です。である

がゆえに、積み上げてきた都市計画の将来のた

めに、県から、市町村と商工会議所、また商工

会とも連携して、中心市街地活性化への早急に

実効性のある施策を講じていただきたく要望い

たします。

次に、都市内の住民が健康的で快適な環境を

維持するためには、水環境の保全と水質浄化は

重要です。本県の豊かな水環境の保全に向け

て、汚水処理施設である公共下水道、農業・漁

業集落排水施設、合併処理浄化槽の状況につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。
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○環境森林部長（川野美奈子君） 本県の豊か

で美しい川や海を次の世代に引き継いでいくた

めには、生活排水の適正処理が大きな役割を果

たすものと考えております。このため県では、

平成27年３月に改定した「第２次宮崎県生活排

水対策総合基本計画」におきまして、生活排水

処理率を平成32年度までに83％に引き上げるこ

とを目標としております。直近値であります平

成27年度の処理率は、県全体の目標値77.3％に

対して77.6％と、ほぼ計画どおりの進捗となっ

ているところでございます。その内訳としまし

ては、公共下水道が51.4％、農業及び漁業集落

排水施設が3.8％、合併処理浄化槽が22.4％と

なっているところでございます。

○重松幸次郎議員 美しい自然、環境の保全

は、宮崎の貴重な財産であり、次の時代への責

任ある継承が重要ですので、県民の意識啓発、

また保護活動にさらなる取り組みをお願いいた

します。

そのほかにも、都市公園や施設の整備、都市

景観・自然環境の保全活動など多岐にわたりま

すが、それとは別に、さまざまな災害に強い防

災都市づくりについて伺います。県民の防災力

を向上させることが重要だと考えますが、県は

どのようなことに重点を置いて取り組むのか、

危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 県民の防災

力向上のためには、まず、県民一人一人が自助

・共助の大切さなど防災に対する意識を高め、

身近なところから防災対策に取り組んでいただ

くことが大変重要だと考えております。このた

め県におきましては、各自で取り組んでいただ

きたい「耐震化、早期避難、備蓄」の３つの減

災行動について、マスメディアや防災関係イベ

ント等を通じて、広報・啓発に取り組んでおり

ます。また、地域の防災力を向上させるため、

地域防災のリーダーとなる防災士の養成―議

員も防災士でありますけれども―そして自主

防災組織の資機材整備に対する補助などを行っ

ているところであります。今後とも、市町村や

関係機関と連携しながら、県民の自助・共助の

取り組みを支援することにより、防災力向上を

図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。県

民の防災力向上、また御尽力を賜りたいと思い

ます。

以上、「都市計画に関する基本方針」の中

で、私の注目するものを、県土整備部長を初め

関係部長に９項目お尋ねをいたしました。

この項目、最後になりますが、宮崎の将来を

見据えた都市のあり方について、知事の考えを

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、高齢化や人

口減少など社会情勢の変化、また、地震、津

波、豪雨といった自然災害への備えなど、さま

ざまな課題への対応が求められておりますの

で、私としましては、これらの課題にしっかり

対応することで、「みやざき新時代」の舞台に

ふさわしい都市づくりを進めてまいりたいと考

えております。このため、「都市計画に関する

基本方針」にも示しておりますとおり、「県全

体の一体的発展を支える都市機能の充実と連携

強化」「安全で快適な生活を送るための都市づ

くり」、また、「本県の財産である豊かな自然

環境や景観の保全」という３つの取り組みを進

めることで、都市と中山間地域が共存・共生す

る、人口減少下でも持続可能な、災害に強い都

市を実現していくことが大事だと考えておりま

す。今後とも、市町村や県民の皆様と一緒に

なって、宮崎ならではの都市づくりを進めまし
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て、「くらしの豊かさ日本一」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 県民にとって本当に暮らし

やすい、安全で快適なまちづくりを目指す、都

市計画の議論は尽きませんけれども、次の機会

に、また委員会等を通じて伺いたいと思いま

す。

最後の項目、防災について、２点だけお伺い

をいたします。

先ほど都市計画の防災の中で、県民の防災力

向上の重要性を示されました。災害に対するふ

だんからの備え、特に最近では、今まで経験し

たことのないような災害や事故が発生しており

ます。企業においても、災害のリスクを最小限

に抑え生き残っていくためにも、ＢＣＰ（事業

継続計画）が重要であります。事業継続計画と

は、企業が遭遇する危険を認識し、その危険に

対してどのように対処するかを明確にするこ

と。万一被災しても、優先的に実施すべき業務

を特定し、業務の執行体制や復旧手順、継続に

必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画で

あります。総務省消防庁が調査した業務継続計

画（ＢＣＰ）の都道府県と市町村における平

成28年４月１日現在の策定状況は、都道府県

は100％策定をし47団体、市区町村は41.9％

の730団体に至っております。本県の市町村で

は26団体中８団体でありますが、本年４月１日

時点では16団体、61.5％であり、順調に策定が

進んでいると評価できます。しかしながら、民

間企業や団体への取り組みはまだまだこれから

だとお聞きしました。そこで、県内企業のＢＣ

Ｐ策定に対する支援について、県の取り組みを

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） 企業のＢ

ＣＰの策定は、災害時において、顧客や従業員

の安全と事業の継続により、雇用と会社の信用

等を守るとともに、事業資産の被害を最小限に

抑え、地域経済を含めた被災地の早期復興を図

る上で大変重要であると認識しております。こ

のため県におきましては、平成26年９月に、商

工３団体や火災保険会社と「宮崎県ＢＣＰ策定

支援に関する協定」を締結し、県内企業の支援

に取り組んでいるところであります。協定に基

づきまして、現在、啓発セミナーや策定研修会

の開催に加えまして、ＢＣＰの策定を希望する

県内企業等に対して、保険会社から専門家を無

償で派遣しており、現時点で７社が策定を完了

し、１社が策定中であります。県といたしまし

ては、引き続き、市町村や関係団体と連携を図

りながら、ＢＣＰの普及と策定促進に努めてま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 現在７社であり、また１社

が策定中ということで、まだまだこれからだと

いうふうに思います。日本政策投資銀行の資料

を引用させていただきますが、東日本大震災や

九州での台風被害により、７割の企業が、「Ｂ

ＣＰへの意識や取り組み姿勢が大いに変わっ

た」「大変変わった」と回答しております。し

かし、策定率が低く、まだ取り組みにつながっ

ていないということであります。「ＢＣＰの策

定は、企業にとって、短期的に見るとコストが

かかり、負担となる面もあるが、中長期的な視

点に立つと、非常事態時における事業継続力

は、企業の強みにもつながることを認識すべき

である。未策定の理由としては、「策定に必要

なスキル・ノウハウがない」との回答が最多で

あった」ということであります。「経営陣が率

先してＢＣＰの重要性について理解を深め、そ

のノウハウを企業みずからが収集する姿勢も必

要ではないか。加えて、ＢＣＰについては、策
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定率の向上だけでなく、非常事態時にきちんと

機能を発揮できるよう、定期的に訓練等を通じ

て見直しを図り、実効性のあるものにしていく

必要がある」と提言されております。防災・減

災へのソフト対策に欠かせない取り組みですの

で、推進方よろしくお願いいたします。

最後に、県では備蓄基本計画を定めておりま

すが、今後、家庭や事業所等における備蓄をど

のように推進しようとしているのか、危機管理

統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 大規模災害

時におきましては、国等からの支援が本格化す

るのは４日目以降になると予想されていること

から、家庭や事業所等において、最低でも３日

間、可能な限り１週間分の水や食料の備蓄に取

り組むようお願いをしているところでありま

す。備蓄を促進していくためには、県民の方々

が、「自分の命は自分で守る」ということを

しっかり認識し、実践していただくことが重要

であります。このため、テレビ、ラジオ、新聞

等のメディアを活用した広報活動や、地域、学

校、団体等への防災出前講座等を通じて、備蓄

に関する啓発を繰り返し行っているところであ

ります。全ての家庭や企業・団体等に備蓄をし

ていただくため、引き続き、さまざまな機会を

捉えて、備蓄の重要性や備蓄の方法等について

周知をしてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今後は、行政と民間が力を

合わせて取り組むことが重要になっておりま

す。東京都は、帰宅困難者対策として、企業の

備蓄品購入費の６分の５を補助しております。

そのためには、企業と東京都が業務提携、災害

協定の締結、またＢＣＰの作成などを条件とし

ているようでございます。これから行政や家庭

でも備蓄が進んでいきます。そうなりますと、

かなりの飲料や食料品、関連グッズが必要に

なってきます。前回もお話しいただきました、

ローリングストック法―多目に買い込んで定

期的に消費する、そしてまた買い足すことに

よって、いつも消費期限のないものが備蓄され

るわけでありますけれども。ということは、そ

れだけたくさんの備蓄資材商品が必要になって

くるわけであります。そのために、お米や野菜

など備蓄用食材の県内生産を進めていく、ま

た、防災加工食品の製造を手がけていくことも

視野に入れるべきではないでしょうか。高知県

では、「防災先進県」と銘打って、防災関連製

品の物づくりを産業化しております。本県でも

その取り組みを始めていかなくてはならないと

考えております。それは次の課題といたしまし

て、今回の質問を終了させていただきます。あ

りがとうございました。（拍手）

○横田照夫副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、19日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会


