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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、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公共交通機関である特急列車のワン

マン化の問題について、総合政策部長にお尋ね

いたします。

公共交通機関については、バス、飛行機、列

車などさまざまなものがあります。こんな話が

あります。娘さんたちから、「今度の連休は家

族みんなで海外旅行しようよ」と言われ、お父

さんはその提案をていよく断るために、「だめ

だめ、俺は飛行機が怖いからだめ」と断ったそ

うです。そして、そばにいた奥さんに同意を求

めるように、「ところで、お母さんはどんな乗

り物が怖いね」と聞いたそうです。するとお母

さん、「うーん、私は体重計」と答えたそうで

す。確かに体重計は乗り物ではありますが、公

共交通機関ではありません。

昨年の11月県議会で、日豊本線の一部、大分

―宮崎空港間の特急列車で車掌を廃止するとい

うワンマン運転が導入されることに対して、私

は、とんでもない提案だと反対の意を表明して

きました。普通列車と違って、特急は密閉され

た部屋ということが特急の特性であり、そのこ

とを映画「天国と地獄」の例を持ち出して、ワ

ンマン化すれば、乗客の安全が守られませんよ

と訴えてきたところです。そこでまず、質問の

第１点、現在行われている大分―宮崎空港間の

ワンマン化の安全確保の対策はどうなっている

のか、その状況についてお尋ねをいたします。

次に、新たな問題として列車内の秩序。列車

内の秩序が乱れるのではないかという点につい

てお尋ねいたします。私自身の例であります

が、特急に乗りおくれそうになり、何度か切符

を買わずに駆け込み乗車をしたことがありま

す。もちろん列車には車掌さんがいますから、

「私は延岡から乗りました」と車掌さんに正直

に申告をし、車内で車掌さんから切符を買うわ

けです。車掌さんが廃止されれば、宮崎駅でお

りたときに、「佐土原から乗りました」と不正

にうそを言ってしまうかもしれません。不正を

助長してしまうのではないでしょうか。

さらに、指定席の問題があります。私もたび

たび自由席だと勘違いをして、間違って指定席

に乗り込んでしまったことがあります。もちろ

ん、車掌さんが切符の点検に回ってきて、間違

いを指摘され、すごすごと車両を変わるわけで

すが、もし車掌さんが廃止されれば、間違った

ふりをして指定席に座り続けるという不正を助

長し、乗客同士のトラブルや、指定席の存在自

体の意味がなくなってくるのではないかと思い

ます。

現在、まだ試行的に案内係員を乗務させてい

るとのことですが、車掌など案内係員がいなく

なると、不正乗車を招くなど、車内の秩序が乱

れるのではないかと思いますが、総合政策部長

の見解を求めます。

以上、後の質問は質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。

特急のワンマン運転実施に伴う安全確保対策

の状況についてであります。ＪＲ九州では、本

年３月から、４両車両の特急「にちりん」や

「ひゅうが」の一部の列車で、車掌を乗務させ

平成29年６月19日(月)
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ない、いわゆるワンマン運転が導入されました

が、導入に当たっては、例えば、乗降時の安全

確認策として、運転士がホームに降りて目視で

安全確認等を行うことや、ワンマン運転開始後

も、最低６カ月は試行的にお客様案内等を担当

する係員が乗務するなど、一定、国の基準を超

える特別の措置が実施されたところでございま

す。このような中、先般、ワンマン化開始後の

状況をＪＲ九州に確認いたしましたが、今のと

ころ、特段のトラブル等は発生していないとの

回答でございました。

次に、案内係員の乗務が終了した後の車内秩

序の確保についてであります。ＪＲ九州は、ワ

ンマン化実施のため、全ての客室やデッキに防

犯カメラを設置したほか、車内で異常が発生し

た場合につきましては、ＳＯＳボタンでの通報

を受け、運転士が列車を停止させる等の対応を

行っております。一方、お客さま案内等を担当

する係員の乗務が終了した後の不正乗車対策と

しましては、抜き打ちで車掌を乗務させ、利用

者のきっぷ確認等を行う「特別改札」の実施を

検討していると伺っているところであります。

いずれにいたしましても、ＪＲ九州が実施し

ている乗客の安全及び安心を確保するための対

策につきましては、今後、点検・確認が行われ

るとのことでありますので、その際に、さらな

る対策が必要である場合には、適宜適切にＪＲ

九州側と協議を行ってまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○太田清海議員 抜き打ち的にやったり、特別

改札をするということでありますが、私はどう

も限界ではないかなと思います。

そこで、知事に質問いたします。試行的に行

われているということですが、試行とは、実践

さながらに試してみることを言うと思います。

今、ＪＲ九州が行っている試行運転には、先ほ

ど説明があったように案内係員を乗せておる

と。そこで切符の確認等、指定席も恐らく確認

もされていると思いますが、これは試行と呼ぶ

べきものなのか。実践さながらと言えるものな

のか。だから、これまでトラブルがないという

ような報道もされていますけれども、それは当

然だろうと思います。実践さながらではないわ

けですから。ですから、このような試行運転

で、もし車掌が廃止されて本格実施された場

合、私は大変なトラブルになるのではないかと

思っています。そういった不完全な試行中にも

かかわらず、また結果も出ていないときに、鹿

児島―宮崎間でもワンマン化するという報道も

なされておりますが、知事には、ぜひ県民の安

全と秩序を守るために、ＪＲ九州に対して再度

強く申し入れをしていただきたいと思っており

ます。私たち社民党も、昨年末、12月28日でし

たけれども、ＪＲ事業本部に、安全運転のため

にワンマン化はやめてほしいという申し入れを

したところであります。ぜひ知事にもお願いし

たいと思いまして、質問いたしました。

○知事（河野俊嗣君） ワンマン化につきまし

て、利用に当たって利用者の不安がある。これ

に対しては、しっかりとＪＲ九州に対応してい

ただきたい、そのように考えているところであ

りまして、乗客の安全及び安心を確保するため

の対策、今、部長も答弁しましたが、いろいろ

講じられているところであります。特急ワンマ

ン車両を用いた避難訓練を実施されるなど、さ

まざまな対策に取り組まれておりますが、こう

した対策について、同社として点検・確認する

と伺っているところであります。先日も総合政

策部長がＪＲ九州に対しまして、しっかりとし

た検証を行い、報告をいただくよう、改めて申
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し入れを行ったところであります。したがいま

して、県としましては、今後、ＪＲ九州の対応

をしっかりと確認するとともに、適切に協議を

してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 知事に対して、申し入れして

くださいという言い方というのは、本当は失礼

な言い方かなと思いましたけれども。指定席の

問題等も挙げましたけど、忘れ物、いわゆる財

布を落としたときにどうなるのか。点検できな

いんですね、すぐ電話しても。次の駅に着くま

で確認できないんです。そういった問題も実は

出てきていますので、トラブルがないというの

は、果たしてそうなのかどうか。そういったと

ころもぜひ考えていただいて、今後検討してい

ただきたいと思っております。

次に、知事に、地方創生の問題について質問

をいたします。

もうこれまでずっと言ってきておりますけれ

ども、非正規労働者が働く人の４割に達したと

言われています。このことで、私は、日本の成

長の基礎体力が脆弱になってきたのではないか

と思います。この働く形を直さない限り、生き

生きとした社会にはならないのではないかと思

うんです。低賃金では結婚できない、子供がつ

くれない。私は、せめて労働者派遣というもの

は、製造業には派遣してはいけないという原則

に戻るべきじゃないかと思うんです。それか

ら、我が会派の田口議員がさきの２月議会で発

表しましたが、金融資産を１億円以上持ってい

る富裕層が、2015年末で121万7,000世帯になっ

たということであります。この２年間で21万世

帯ふえたという話。これが今の日本の実態なん

です。1,000兆円もの借金を抱えた国家予算、借

金があるがゆえに政策に制約がかかり、足かせ

がかけられた国家予算。私が思うに、なぜ富裕

層に超過累進課税等を強化しないのかな。実に

もったいないな。日本の富がどこかに偏ってし

まっているよねと、そういうふうに思います。

まず、このような働く形を正し、所得再配分機

能のある税制をつくらないと、いくら市町村合

併をしても、いくらアベノミクスと叫んでも、

その効果はあらわれないのではないか。地方創

生のためにはこのようなことが基本的に必要と

思いますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生、その眼目と

いうものは、都市へ都市へと向かう人やお金の

流れを転換しまして、地方においても、将来に

明るい希望が持てる社会を築いていくことにあ

ると考えております。一方で、急激な高齢化に

よりまして、今後、労働力人口の減少が見込ま

れる中では、若者の県外流出を抑制するととも

に、女性や高齢者に活躍していただく必要があ

るものと考えておりますが、御指摘のような経

済的な格差や労働環境の課題があると、十分認

識しておく必要があろうかと考えております。

税制についても、全般的に社会のあり方を見据

えながら、必要な改正というのを今後とも続け

ていく必要があろうかと思います。本県におき

ましては、成長産業や中核的企業の育成等によ

ります産業振興や子育て環境の整備など、誰も

が活躍できる就業環境の整備に努めているとこ

ろであります。今後とも、地方創生や働き方改

革を推進するに当たりましては、国、市町村、

企業等とも十分連携し、本県において、全ての

人々が生き生きと働き、活躍できるようしっか

りと取り組んでまいりたい、そのように考えて

おります。

○太田清海議員 私も見ていますと、行政とし

て、企業誘致を一生懸命図ったり、本当に涙ぐ

ましい努力をされているということはわかりま
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す。それで、新聞記事を見てみると、淑徳大学

の教授の結城さんという方がこんなことを言っ

ています。新聞記事でありますが、「生涯未婚

率の上昇を是正し、少子化傾向に歯どめをかけ

るのであれば、終身雇用制度を再構築して雇用

の安定化を図ることから始めなければならな

い」、こういった核心に迫った提案をされる方

もいらっしゃるわけです。「確かに企業にとっ

ては、非正規雇用労働者を一部でも活用したほ

うが人件費の効率化につながるだろう。しか

し、社会保障全体から考えると深刻な事態を招

いている」とか、そういうところがあるという

ことですよね。それから、お隣の韓国の新しく

なられた大統領は、就任３日目のときに、公約

として、５年間の任期中に約31万人の非正規職

員を、原則的に全て正規職員に転換すると表明

しておられます。これに財界から反論があった

わけです。ところが、この大統領は、所得格差

の拡大を招いたあなたたちが先に反省しろとい

うようなことを言っている。こういった大統領

もいらっしゃる。そういう世界情勢になってき

ているんじゃないかなと。私は、働くことを大

事にすることが成長の源泉ではないかなと思っ

て言わせていただきました。

次に、原子力機構大洗研究開発センターで事

故が起こりましたけれども、私は、原子力とい

うものは、こういう事故を見ても、人類が制御

できないエネルギーであると考えております

が、知事の所感をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の事故は、原子力

施設の安全性に対する国民の信頼を大きく損ね

るものでありまして、原子力機構は、事故原因

を早期に究明し、再発防止策を講じるととも

に、国民にわかりやすく説明するなど、その責

任をしっかり果たすべきものと考えておりま

す。今回の事故や福島原発事故等を踏まえます

と、将来的には、英知を結集し、可能な限り原

発に依存しない社会を実現していくことが重要

であると考えておりますが、一方で、安定的な

電力供給や地球温暖化への対応等を考慮します

と、今すぐ原発をゼロにすることは、現実的に

は難しいものと考えております。原子力政策に

つきましては、今後、廃炉や、現存する使用済

み核燃料の処理技術の向上など、引き続き対応

すべき課題もございますので、安全性の確保を

大前提として、国の責務として取り組んでいた

だきたいと考えております。

○太田清海議員 知事は、人間の英知を結集し

てという言葉等も使われましたが、可能であれ

ば、ぜひそうしていただきたいと思います。例

えば、石原慎太郎元知事が、豊洲市場の移転を

めぐって、こういう言葉を言われています。

「科学が風評に負ける」、科学が風評に負ける

のは恥だということであります。これは私、こ

の方は文学者でもありますから、見事ないい表

現を使われるなと思いました。ただ、科学が風

評に負けないということは、科学に対する絶対

的な信頼があるからこういう言葉を使われるん

だろうと思うんです。果たしてそうなのかな

と。この原子力に限っては、知事が言われたよ

うに、廃棄物の処理技術もまだ確立されていな

い中で、どんどん廃棄物をつくり出していって

いる。人類は将来どうなるのかということが問

われてくると思うんです。だから、私は、その

辺は、科学に対しても謙虚な姿勢が必要ではな

いかなと思っております。よろしいです、そう

いうことであれば。

次に、総務部長にお尋ねをいたします。

国においては、交渉資料などの文書の保存等

に関し、問題となっておりますけれども、本県
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では、公文書について、保存すべき文書の範囲

や保存期間をどのように定めているのか、お尋

ねしたいと思います。

○総務部長（桑山秀彦君） 公文書につきまし

ては、県では「文書取扱規程」を定めまして、

適正な事務処理と管理に努めているところでご

ざいます。この規程では、文書の範囲でありま

すが、通常の文書のほか、図画、写真、電磁的

記録を含めて、文書と規定しているところでご

ざいます。また、保存期間でありますけれど

も、文書の種類・内容に応じた保存期間を最

長30年保存から、10年、５年、３年、１年、１

年未満までの６つの区分を定めまして、それぞ

れに該当する標準的な文書を例示しているとこ

ろであります。具体的には、決裁を伴うような

財産の取得、処分に関する文書は10年、そのう

ち重要なものは30年としております。また、補

助金の交付等に関する文書は５年、さらに、照

会や回答文書、協議や依頼文書等につきまして

は、１年未満から５年までの間で、その重要度

に応じて保存期間を判断することとされており

ます。

○太田清海議員 県の場合は、それぞれの文書

に沿った保存年限がきちっと決められておるよ

うです。安心をいたしました。国で問題になっ

ているのは、森友学園とか加計学園の問題であ

りますが、私は、なぜこういう質問をしたかと

いうと、国のほうでは、特定秘密保護法で何ら

かの重要文書が、国民にとって本当は知らせる

べき文書が、機密が守られていく、外には出せ

ない。かといって、こちら側、国民の側が、こ

ういう文書が出てきましたよと言うと、それは

怪文書じゃないかと言って、なかなか責任持っ

た回答をしない。こんな世の中でいいのかどう

か。私は、実は今、国がどこに向かって進もう

としているのかなという不安を覚えています。

国でも恐らく交渉書類なんていうのはきちっと

した保存年限があると思いますけれども、それ

を破棄したということで、国会でそれが認めら

れていくというか、通過してしまうようなこと

ではいけないなと私は思っております。

次に、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

実は、私たちの会派で、兵庫県の淡路島のほ

うに視察に伺いまして、兵庫県健康財団による

健康道場を訪問してまいりました。ここは、県

が医師の賃金を出して断食をやっている。そし

て、全国でも唯一なんですね。いろいろ聞かせ

てもらいましたが、時間の関係で全てを説明す

ることはできませんが、今までの医学は治療医

学、いわゆる病気になったから薬を投入して健

康に引き戻す。この断食道場は、そういう治療

医学ではなくて健康医学。人間が持っている本

来の治癒力をぐっと引き出しておくというよう

な、そんな感じであります。

事例を見せてもらいましたけど、血圧、γ-Ｇ

ＴＰ、総コレステロール、中性脂肪、尿酸と

か、ああいったものが物すごく高い人は、断食

道場でごとっと落ちて、復帰してもわずかしか

上がらないという健康づくりをやっている。宮

崎県も健康づくりを求めて提言をしております

けれども、県として、こういったところを視察

してみたりする必要があるのではないかと思い

ますが、このことについての県の認識をお伺い

したいと思います。福祉保健部長です。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県では、健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生

活できる期間、いわゆる健康寿命の延伸を目指

しております。このために食事や運動など、県

民の生活習慣の改善を積極的に促すことは大変

重要であると考えております。県では、国の基
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本方針である「健康日本21」ですとか、県民健

康・栄養調査の結果などを参考に作成した「健

康みやざき行動計画21」に基づき、例えば、県

民の野菜摂取量の増加ですとか、運動習慣の定

着などに向けた取り組みを実施しております。

議員から御紹介もありましたとおり、他県にお

いても多様な取り組みが行われておりますけれ

ども、県としましても、県民の健康寿命の延伸

に向けて、市町村や企業などと連携しながら、

食事や生活習慣の改善、予防という観点でのさ

まざまな取り組みを引き続き推進していきたい

と考えております。

○太田清海議員 非常におもしろい取り組みで

すので、ぜひ視察に行っていただきたいなと

思っております。宮崎県からも、これまでトー

タル73名の方が行っておるということでありま

す。ぜひ参考にしていただきたいと思います。

次に、介護職員の研修について。介護職員は

非常に忙しくて、研修に参加しにくい状況にあ

るとも聞いておりますが、県はどのように取り

組んでいるのか、お伺いしたいと思います。同

じく福祉保健部長。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今後、高度化

・多様化することが予想される介護ニーズに的

確に対応するためには、介護職員の研修機会を

確保し、資質の向上を図っていくことが大変重

要でございます。このため、県におきまして

は、人的体制、開催地などの理由から研修への

参加が困難な小規模事業所への支援として、介

護職員や管理者を対象とした共同研修を、延岡

市や都城市などで開催しているところでありま

す。さらに、今年度は、介護職員の賃金や職場

環境などの改善を図る介護職員処遇改善加算の

一層の取得を促進する取り組みを行うこととし

ております。その中で、加算取得の要件である

研修受講体制の整備などについて、事業所への

助言・指導を行っていくこととしております。

県としましては、今後も引き続き、介護職員が

研修に参加しやすい環境づくりに取り組んでま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 研修というのは、介護職員か

らすれば、なかなか言い出しにくいところもあ

ろうかと思います。管理者の側に、こういう研

修制度があるんだと、ぜひ出してくれと、そう

いった呼びかけをしていただきたいと思いま

す。

次に、今出てきましたが、本県における介護

職員の処遇改善加算の取得状況について伺いま

す。また、加算に伴う賃金改善状況をどのよう

に確認しているのかということをお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） この制度は、

介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善な

どとともに、介護職員に対して加算額を上回る

賃金改善を行うもので、平成29年２月１日現

在、本県の処遇改善加算の対象となる事業所

は1,952事業所、そのうち、加算を取得している

事業所は1,664事業所となっており、取得率

は85.3％となっております。また、加算を取得

している事業者は、毎年７月末までに前年度の

実績報告書を提出することになっており、この

報告書の中で、各介護職員の賃金総額及び賃金

改善額を記載させ、受領した加算額を上回る賃

金改善が行われているかを確認しているところ

であります。

○太田清海議員 わかりました。加算を上回る

というところがなかなかいいところだなと。加

算どおりじゃなくて、加算を上回るようにとい

う思いで指導されているんだなと思っておりま

す。実績報告書もきちっとした確認がされてい
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ることを期待いたしまして、次に、野﨑議員も

質問されましたが、福祉施設の不正の問題、こ

れは、一生懸命やっている福祉施設がある。そ

ういう人たちの名誉のためにも質問してみたい

と思うんですが、最近、私は、新聞報道を見る

と、福祉施設関係の不正と言われている報道は

目に余るものがあるように感じられて、こうい

うことじゃいかんなと思って質問させていただ

きます。まず、福祉施設の不正というものはど

のような形で発覚するのかということをお伺い

したいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉施設につ

きましては、児童福祉法や老人福祉法などの各

法律に基づき、現地での指導監査を定期的に実

施し、職員処遇や、会計管理、利用者の処遇等

の実態を確認するとともに、必要な指導を行っ

ているところであります。福祉施設の不正は、

この定期的な指導監査の中で発覚する場合や、

関係者からの情報提供等をもとに、随時行う指

導監査により発覚する場合があります。なお、

不正が発覚し、その内容が施設運営等に重大な

問題を有する場合は、さらに特別監査を実施

し、その究明に当たることとしております。

○太田清海議員 監査で見つけるというのはな

かなか大変なことだと思いますし、退職された

方が、そこの施設の不正に対して報告をすると

いうこともあるかもしれません。私は、内部告

発といいますか、公益通報制度みたいなものが

適正に浸透していくといいのではないかなと

思っております。

そこで、指導監査における職員からの聞き取

りで改善したところもあると思うが、その聞き

取りの現状と効果についてお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉施設への

指導監査におきましては、関係書類や現場の確

認を行うことにあわせまして、施設長等の管理

職を初め、一般の職員からも広く聞き取りを行

うことで、多様な情報の収集に努めているとこ

ろであります。指導監査におきまして、さまざ

まな施設職員から直接聞き取りを行うことは、

施設の運営や利用者に対する処遇等に関する問

題点を把握し、その改善を図る上で、大変重要

な役割を果たすものであると考えております。

○太田清海議員 次に、あん摩マッサージ指

圧、はり・きゅう療養費の不正受給も発覚し

て、新聞でも報道されました。不正受給対策に

おける国の動向についてお伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 厚生労働省の

社会保障審議会｢あん摩マッサージ指圧、はり・

きゅう療養費検討専門委員会」におきまして、

施術所の不正受給対策について検討がなされ、

本年３月、意見の取りまとめが行われたところ

であります。これによりますと、療養費の不正

受給対策を強化するため、患者本人による請求

内容の確認の徹底、効果的な審査体制等につき

まして検討すべきであるとされております。さ

らに、国や都道府県による指導監督の仕組みを

導入する必要があるとの方向性が示されたとこ

ろであります。これらの専門委員会の意見を受

け、国におきまして、本年度中に、不正受給対

策の具体的な制度設計を行うこととされており

ます。

○太田清海議員 そういった制度設計、不正を

なくすための制度設計が進められておるという

ことで、期待したいと思います。本当に真面目

にやっている経営者の人たちのためにも、質問

しておきたかったところであります。

次に、あと４点続きますが、子供の医療費助
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成に係る国保の国庫負担の減額措置の現状につ

いてお伺いいたします。これは私たち、乳幼児

医療と言っておりましたが、国の基準を上回っ

て年齢を拡大した場合等に減額措置があるとい

うふうに聞いておりますが、いかがでしょう

か。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 市町村が地方

単独事業として、子供に対する医療費助成を現

物給付で実施する場合、国は、助成によって一

般的に医療費が増加することから、その波及増

分については当該市町村が負担すべきであると

して、市町村国保に対する国庫負担の減額措置

が行われております。本県における平成27年度

の減額額でございますが、推計額で約9,900万円

となっております。

○太田清海議員 私は、自治体が住民のため

に、特に少子化対策としても、こういった子供

の医療費助成を行っているところに減額をする

というのは、非常に寂しいことだなと思ってお

ります。聞くところによると、この減額措置に

ついては見直しの方向でというようなことも聞

いております。国の動向をお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 昨年６月に閣

議決定されました「ニッポン一億総活躍プラ

ン」におきまして、「減額調整措置の見直しを

含め検討し、年末までに結論を得る」とされて

いたところであります。これに基づきまして、

昨年12月、国民健康保険制度の基盤強化に関す

る国と地方の協議の場におきまして、平成30年

度より、未就学児までを対象とする医療費助成

については、国保の減額調整措置を行わないと

の見直し案が示され、今後、関係省令の一部改

正が行われることとされております。なお、国

は、「見直しにより生じた財源については、各

自治体において、さらなる医療費助成の拡大で

はなく、他の少子化対策の拡充に充てることを

求めるものとする」とされております。

○太田清海議員 わかりました。改善をされて

いるというふうに伺います。ただ、今、何か条

件がついたようですけど、浮いた財源はさらな

る医療費助成に使っちゃならぬというようなこ

とですよね。そんな条件をつけんでいいんじゃ

ないですかと、地方自治の視点から言うと、浮

いた財源は私たちで使わせてくださいといいま

すか、そういうことが地方自治としては大事で

あると私は思います。

次に、子ども食堂の運営形態についてお伺い

いたします。どのようなものがあるのかという

ことから確認させていただきます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県におきまし

ては、現在、子ども食堂の主催者への訪問など

を通じて状況の把握を行っておりますが、運営

についてはさまざまな形態があります。まず、

提供の対象につきましては、ひとり親世帯を対

象とするものや、地域の中学生までを対象とす

るもの、子供から大人まで幅広く対象とするも

のなど、それぞれに特色があります。また、食

事を提供する場所につきましても、商店街の空

き店舗や地域の児童館、営業を行っている飲食

店舗などとなっており、利用者の費用負担につ

きましても、食材や運営費を全て寄附で賄い、

利用者からは料金をもらわずに実施するもの、

利用者から食材などにかかる実費相当の金額を

いただくものなど､地域の状況などに応じた多様

な取り組みがなされているところであります。

○太田清海議員 子ども食堂、さまざまなもの

があるということでありますが、特に食事を提

供する場合、子ども食堂における食品衛生法上

の営業許可の必要性について伺いたいと思いま
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す。というのは、ある公民館を借りてそこでや

ろうとしたところ、そこの公民館はいろんな人

が使う台所でしょうということで、それじゃい

けませんよというのが食品衛生法上の問題で

あったようです。ということでお伺いしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 子ども食堂に

おける食品衛生法の営業許可の必要性につきま

しては、継続性や運営規模、形態などを考慮の

上、総合的に判断することになります。例え

ば、有料で不特定多数に反復継続して食品を提

供するケースについては、子ども食堂であって

も営業と認められることから、許可が必要と

なってまいります。子ども食堂は、さまざまな

運営形態がありますことから、まずは保健所に

おきまして、詳細な内容をお聞きすることが必

要と考えております。許可が必要な場合は、許

可基準を満たしているかどうか、現地調査等に

より確認するとともに、適切な衛生管理がなさ

れるよう、助言を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。今、部長の答

弁では、現地調査は行うということでありま

す。ぜひ現地調査をしてもらえばよかったなと

私も思ったんですが、いろんな実態があると思

いますので、担当職員の方には現地調査をお願

いする形で今後取り組まれることになるだろう

と思います。わかりました。

次に、農政水産部長にお尋ねをいたします。

本県における農地中間管理事業の取り組みの

経過と現状について２点ほど伺いますが、現状

についてまずお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農地中間管理

事業につきましては、平成26年度に創設をさ

れ、本県の初年度の取り組み面積は374ヘクター

ルでありましたが、推進体制の充実や、地域ご

との説明会の実施、さらには、テレビＣＭ等メ

ディアを活用したＰＲなどによりまして、27年

度には1,898ヘクタールと取り組み面積を伸ばし

てきたところであります。昨年度は、県内全て

の市町村で実績があった一方で、農地所有者や

地域に交付される機構集積協力金の単価の引き

下げや制度が変更されたことが影響しまして、

取り組み面積は1,062ヘクタールとなったところ

です。本年度は、関係機関等と連携した粘り強

い推進により、事業本来の目的への理解が深

まってきましたことから、５月までの２カ月間

の農地中間管理機構の取り扱い面積は、昨年同

時期の150％を超えている状況でございます。

○太田清海議員 中間管理機構については、

今、答弁がありましたように、協力金の引き下

げ等で停滞したような時期もあったけれども、

今年度は順調に進んでおるというふうにお伺い

いたします。農村地域における農地中間管理事

業の果たす役割についてお伺いしたいと思いま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農地中間管理

事業の果たす役割につきましては、担い手の農

業生産性を高め、基幹産業である農業の競争力

を強化するために、担い手への農地利用の集積

・集約化、さらには、遊休農地の発生防止・解

消など、農地の利用の効率化を図ることでござ

います。本事業の実施に当たりましては、将来

を見据えた地域内での話し合いを十分に行いま

して、地域で育成する担い手を明確にした上で

取り組む必要がございます。したがいまして、

今後とも、市町村や農業委員会等の関係機関と

十分な連携を図りながら、事業を進めてまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 順調に行ってもらいたい。い
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わゆる集積をしていただきたい。特に放棄地が

ふえるという現状に対しては、私は、制度とし

ては有効に活動されていると思います。ただ、

もう一つ私が気になることは、兼業農家の人た

ちの力、片や働きながら農業をしている、こう

いう人たちの力も大事にせにゃいかんと思うん

です。だから、先ほど知事にも質問しました

が、働く人たちの形が、汗みどろになって、残

業もして働いているような、そんな働く労働者

じゃなくて、きちっと働く場を確保された人た

ちが、自分の村々で自分の農地を守っていくと

いう、兼業農家を育てておくということも私は

大事だろうと思いますから、ぜひ、先ほど言っ

た働く形ということも、農業を考える場合、考

えておいていただきたいなと思います。

今度は、環境森林部長にお尋ねをいたしま

す。誤伐・盗伐に対する県の認識と未然防止対

策についてお伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 誤伐・盗伐

につきましては、森林所有者の大切な財産が奪

われ、経営意欲も低下することで、持続的な林

業経営への障害となることから、重大な問題で

あると認識しております。誤伐や盗伐が疑われ

る森林の伐採については、市町村に照会したと

ころ、26年度が２件、27年度が４件、28年度

が19件と急増しております。このため県では、

未然防止対策としまして、森林所有者や伐採事

業者に対して、境界確認についての注意喚起を

行うとともに、林地台帳の作成支援等による境

界の明確化を推進していくこととしておりま

す。また、市町村に対して、伐採届時のチェッ

ク体制の強化を指導しているところでもありま

す。さらに、県や関係者で実施している伐採パ

トロールにつきましても、監視体制の強化を

図ったところであります。今後とも、市町村や

関係団体、警察等と連携しながら、誤伐や盗伐

の未然防止に努めていきたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。警察本部長

に、誤伐・盗伐に関する過去３年間の相談件

数、事件検挙件数及び傾向についてお伺いした

いと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 誤伐・盗伐に関

する相談件数につきましては、平26年が13件、

平成27年が12件、平成28年が29件を受理してお

ります。また、森林窃盗の事件検挙件数につき

ましては、平成26年から平成28年までの３年

間、いずれも１件ずつの、合計３件を検挙して

おります。誤伐・盗伐に関する相談は、ここ数

年、年間10数件程度で推移しておりましたが、

平成28年は29件と増加しております。

○太田清海議員 誤伐・盗伐については、私た

ちも県民からいろんな苦情といいますか、聞き

ます。いろいろ、「警察は何もしてくれんじゃ

ないか」とか言われたりするものですから、ど

ういうことになっておるかということでお聞き

いたしましたが、森林法上、やむを得ない状況

もあるといいますか、そういったところもあっ

て。ただ、日本というのは法治国家ですから、

このままの状況を続けさせてもいけないなと

思っております。ぜひ環境森林部のほうでもこ

の対策を―私たちも、提案としては、例え

ば、伐採事業者というのを認可事業にしたらど

うだろうかとか、いろいろ国の制度を変えてい

くことも必要かなとも思っております。ただ、

いろいろ地籍調査などの対応もされておるよう

ですから、その進捗状況を今後見守っていきた

いと思います。

時間の関係で、教育委員会のほうにお尋ねを

いたします。
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混合名簿、ＬＧＢＴの問題について伺いま

す。３年前の県議会で、私の娘の性別違和につ

いて報告をいたしました。以来、県内に住む方

々や福岡、熊本の方からも相談を受けました。

そこで、県内のある男性の話をしてみたいと思

います。プライバシーの問題もありますので、

配慮して話します。

突然、その方から私の家に電話がありまし

た。ＬＧＢＴのことで私に話を聞いていただき

たいとのことでした。私は、男の方と思い、宮

崎駅で待ち合わせをしました。探すのに苦労し

ました。赤い水玉模様の入った長いスカートを

はき、マスクをして、深々とニット帽をかぶ

り、うずくまっている人がその人でした。失礼

ですが、その姿は異様でした。その方の話を聞

くために、とある店に入ろうとしたのですが、

私の後ろに立っているその人をウエイトレスが

見て、「あ、ちょっと」とちゅうちょされまし

た。「お金は私が払いますから。隅のほうでい

いです、テーブルを貸してください」と許可を

得て、店に入りました。その人の生い立ちな

ど、話を聞きました。

その方は60歳を超える男性。でも、長いスカ

ートをはいている。子供のころ、お父さんに

「スカートがはきたい」と言っても絶対認めて

もらえなかったこと、小さいときからみんなに

いじめられてきたこと、特に、大人になって

も、こんな風貌をからかわれて、高校生たちか

ら石を投げつけられたこと、そのことが悔しく

て悔しくてたまらなかったこと、社会に入りた

くても、どうしても入れなかったこと、そし

て、精神分裂、統合失調症と診断されたこと。

出されていたコーヒーが冷めるので、「コー

ヒーを飲みましょう」と勧めました。初めてマ

スクをずらしてその人はコーヒーを飲みまし

た。私は一瞬、悪いことをしたと思いました。

マスクの下には、誰にも見せたことのないひげ

があったからです。気にしないふりをして、一

緒にコーヒーを飲みました。店を出るとき、そ

の人に最後に、「今からでも女性になりたいで

すか」と聞きました。その人は、一瞬沈黙の後

に、吐き出すように「私は今からでも女性にな

りたいんです」、こう言われました。

もし、この方が幼いころに性別違和のことが

わかっていたら、もし、60年前、社会がそのこ

とを認知していたら、もし、60年前、今行われ

ている医学的対処ができていたなら、心と一致

した女性の体になることもでき、別の人生を歩

んでいたかもしれません。

私の娘も学校教育で救われました。修学旅行

に行けなかった娘を、「それじゃ、先生の部屋

の風呂に入ればいいが」と勧めてくれた先生

方、20年も前のこと、当時の先生方には感謝し

ても感謝し切れません。

学校では、さまざまな性を持った子供が13人

に１人はいると言われます。学校で性別違和に

人知れず悩んでいる子供が、早く、何気なく先

生たちに相談できることが大切だと思います。

いじめられたり、自殺したり、自分の体への罪

悪感にさいなまれ続けるよりも、それでいいん

だよというメッセージを早く伝えてあげること

が大事だと思います。男とか女とか、窮屈に枠

にはめずに、それぞれがそれぞれの性に気づい

ていく、そんな状況をつくり出す男女混合名簿

が広まってもいいのでは、いや、広まったほう

がいいのではないかと思います。そのことが、

この社会には多様な人間がいてもいいのだとい

う緩やかな許容性のある社会、不幸の少ない社

会をつくるのではないかと思います。

そこで、質問であります。県内の公立小中学
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校の男女混合名簿の使用状況についてお伺いい

たします。教育長、お願いします。

○教育長（四本 孝君） 平成28年度におけ

る、県内公立小中学校での男女混合名簿の使用

状況でありますが、小学校では236校中25校、率

にしますと10.6％、中学校では131校中６校、率

にしますと4.6％となっております。

○太田清海議員 パーセントとしては低いので

はないかなと思いますが、男女混合名簿の使用

については、市町村教育委員会や学校に判断を

任せるだけではなくて、県教育委員会が判断材

料となる資料などを提供したほうがいいのでは

ないかと思います。お考えを伺いたいと思いま

す。

○教育長（四本 孝君） 男女混合名簿、いわ

ゆる「性で分けない名簿」につきましては、男

女平等の意識を高めたり、性的マイノリティー

の児童生徒に配慮したりする手だての一つであ

ると認識しております。このため、本年５月、

６月に開催いたしました県内全ての公立小中学

校・県立学校の校長を対象とした人権教育研修

会におきまして、その意義等について説明した

ところでございます。また、本県の県立高等学

校及び中等教育学校における男女混合名簿の使

用率が４割強であることも、情報として提供し

たところでございます。県教育委員会といたし

ましては、今後とも市町村教育委員会と連携し

て、児童生徒一人一人が性別にかかわりなく、

個性が尊重され、大切にされるよう、人権教育

を推進してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 全国的にも、いじめの問題で

小学生等が自殺をする、みずからの命をみずか

ら絶っていくという不幸な状況も生まれていま

すが、私は、ある映画監督に話を聞いたとき

に、「太田さん、あのね、あそこの問題は、そ

の子はＬＧＢＴ、それがお互いに子供もわから

ず、周りの子供もわからず、例えばなよなよし

ているからということで、みんなが思わずいじ

めてしまっているところもあるんだよ」という

ような話も聞いたことがあります。自殺する子

供が、そういうことで、周りもわからずにいじ

められて命を絶つという不幸がもしあるとする

ならば、こういったことを少なくするような、

男・女の枠で捉えずに、緩やかに持っていく方

法が男女混合名簿でもあろうかと思います。ぜ

ひ一歩進んで、市町村にもそういった情報の提

供と、どうだろうかということもやっていただ

くといいかなと思っておりますので、それは強

く訴えておきたいと思います。

それと、男女混合名簿については、実は３月

の県議会で、我が会派の渡辺創議員がきちっと

質問されていますので、それを受けた形で質問

をさせていただきました。こういったことが現

場にだんだん広がってくるといいがなという思

いを伝えておきたいと思います。

次に、時間がありますので、県土整備部長に

お尋ねをいたします。

方財海岸の侵食対策について、砂の移動状況

を確認するための調査を実施したいとの答弁を

受けておりますが、現在、どのような調査に取

り組んでいるのか、また、侵食状況についてど

のように認識しているのか、お伺いしたいと思

います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 方財海岸に

つきましては、これまでも、測量などの定期的

な観測を実施してきたところでありますが、昨

年度からは、測量の箇所を２カ所から８カ所に

ふやし、より詳細な砂の移動状況の把握に努め

ております。さらに、専門家の意見も踏まえま

して、新たにドローンを用いた動画撮影による
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観測を開始したところであります。今後、この

画像データを分析することで、海底の地形変化

の把握にも取り組むこととしております。な

お、これまでの観測結果から判断いたします

と、現在の状況につきましては、季節的な変動

はあるものの、比較的安定していると認識して

おります。今後とも、継続して観測データの蓄

積を行いながら、状況把握に努めてまいりたい

と考えております。

○太田清海議員 方財海岸、砂の状況は安定し

ているという認識のようであります。ただ、あ

そこの砂を取って建設関係の材料にしておると

いうところは、どうも気になるところでありま

して、予算を使わんでいいようないろんな対応

をしていただきたいなと思っておりますが、

五ヶ瀬川河口の土砂採取の平成28年度の実績に

ついてお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 五ヶ瀬川河

口における土砂採取につきましては、国及び県

が許可した事業者が採取を行っているところで

あります。お尋ねの平成28年度の採取量の実績

につきましては、前年度と同じく、５万5,000立

方メートルとなっております。

○太田清海議員 私も前回質問したときに、10

トンダンプで何台分になりますかと聞いたこと

がありますが、その率で計算すると、今、５

万5,000立方メートル取ったということでありま

すから、１万1,000台の計算になります。相当な

量だと思います。土砂の採取量の実績について

どのように確認されているのかということを伺

いたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 採取した土

砂の運搬には、内側が大きな箱状になった船を

用いますが、採取前に、国及び県の立ち会いの

もと、船に積載される土砂の量を算出できるよ

う、その箱の形状を確認しております。事業者

は、船への積載状況を毎回写真におさめ、日々

の採取量を日報に記録し、月報を作成しており

ます。採取が完了した際には、事業者から完了

届とともに提出される月報及び採取範囲や深さ

のわかる測量図面により、採取量を確認してい

るところであります。

○太田清海議員 砂の採取は、船で運搬してお

る。確かにそうだったんだろうなと。私、ト

ラックばかりと思っていたものですから。その

船の写真等も撮って確認しておるということで

すから、間違いないと思いますが。よく言って

おりますが、「一浜いじれば七浜たたる」とい

う言葉がありますけど、私、それが如実にあの

方財海岸、長浜海岸にあらわれていると思うん

です。ドローンを飛ばしたり、汀線測量も行っ

ておるということですから、そういうデータを

蓄積して、早目早目に何らかの対策を、予算を

使わんでいいような対策をぜひとっていただき

たいと思っております。

最後の質問になります。教育長にもう一回お

願いいたします。県立高等学校普通科の通学区

域が撤廃されて10年が経過しますが、その評価

についてお伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から通学区域を撤廃

いたしました。この大きな狙いは、それまでも

県立高校の専門学科は全県一区であったわけで

すが、それに加えて、普通科でも全県一区とし

て、中学生が行きたい学校を主体的に選択でき

るようにするということでありました。このこ

とにより、中学生の進路意識や学習意欲が向上

し、生徒は、各高校の特色を十分理解した上

で、個性や能力、適性に応じた学校を適切に選

択しているものと考えております。また、それ
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ぞれの高校におきましても、教育内容の工夫・

改善、部活動の活性化など、特色ある学校づく

りを進める取り組みや、学校をＰＲする取り組

みを積極的に行っております。県教育委員会と

いたしましては、各高校がさらに魅力ある学校

づくりを進められるよう、今後とも指導・支援

に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 もう時間もありませんので、

先ほど言いました男女混合名簿についてであり

ますが、実は、私の娘のことについて議場でや

るからねと言ったら、私の娘に、学校の先生が

お風呂に入れてくれたことについて感謝してい

るということだけは伝えてくれと言われた経緯

もあるんです。だから、学校教育ってすばらし

いんだよねと。いじめる子も、もしかしたらそ

んなことで、もっとなくなるかもしれない。そ

う考えると、ぜひ学校の中で―もちろん家庭

のほうもそういったことが気安く話せるように

なっておかないかんと思いますけれども、学校

という生活の場が長いわけですから、ぜひ、こ

の男女混合名簿については取り組みを強めてい

ただきたいという要望を伝えて、終わりたいと

思います。どうもありがとうございました。

（拍手）

○ 原正三議長 次は、日髙陽一議員。

○日髙陽一議員〔登壇〕（拍手）皆さん、こん

にちは。きょうは上着を着ておりますが、しっ

かり頭はクールビズ。宮崎県のひなた、日髙陽

一です。

きょうは、梅雨の中でありますが、スポーツ

ランドみやざきらしい、すばらしい天気であり

ます。スポーツランドみやざきには、多くの

キャンプがこの宮崎を訪れます。特に野球は、

宮崎県にとって切っても切り離せないスポーツ

となっています。また偶然にも、きょうは６月

１９日、ベースボール記念日でもあります。先

日、井上紀代子議員がお話をされていました

が、青木宣親選手の2,000本安打達成というのは

本当に感動をいたしました。昨年末、青木選手

とお話をする機会があったんですけれども、青

木選手が、「博之兄ちゃんにいろいろ教えても

らった」という話をされていました。2,000本安

打達成の陰には、ここにいる元ジャイアンツの

博之兄ちゃんの功績もあるのではないかと思っ

ております。博之兄ちゃん、おめでとうござい

ます。

さらに、野球と聞いて記憶に新しいのは、こ

とし開催されましたＷＢＣであります。ライバ

ル国が予選敗退する中、小久保ジャパンは決勝

ラウンドまで進み、惜しくも準決勝でアメリカ

に１対２で負けてしまいました。しかし、久し

ぶりに私たちを熱くさせてくれました。

ことし２月に行われましたＷＢＣのキャンプ

では、多くのファンが日本代表の選手を一目見

ようと、４日間で５万人を超えるファンの方が

訪れていただきました。このキャンプの受け入

れについては、過去のキャンプで大渋滞になっ

たこともあり、昨年11月議会の一般質問におい

て、しっかりとした対応をお願いしたところで

ありますが、今回の対応は本当にスムーズで、

すばらしいものだったと、いろいろな方からの

お話を伺いました。受け入れに当たって、御苦

労も多かったと思いますが、対応いただいた関

係者の皆様に、心から感謝を申し上げます。

さて、スポーツキャンプと聞いて、やはり私

がまず思い出すのは、読売巨人軍であります。

きのう誕生日を迎えられました西村議員、重松

議員。その中でも野球好きの重松議員がこの世

に生を受けられました１年前、満行議員が、そ

して田口議員が生まれました1959年、読売巨人
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軍のキャンプが初めて行われました。選手が宮

崎駅に初来県した際には、多くのファンが出迎

えたそうです。それから59年、先週、13連敗し

てしまいましたが、巨人軍は本当にたくさんの

功績を残してくれました。経済効果で言うと500

億円以上とも言われております。日本中がうら

やましがる、スポーツランドみやざきをつくっ

た根本であり、土台となったと言っても過言で

はありません。

そんな巨人軍のキャンプですが、来年２月

で60周年を迎えるということであります。これ

からも巨人軍にキャンプを継続していただくこ

とは大変重要であり、迎え入れる我が県として

も十分な対応が必要であると思いますが、巨人

軍春季キャンプが60周年を迎えるに当たり、ど

のような対応を考えておられるのか、知事にお

伺いいたします。

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〕 お答えいたし

ます。

来年２月で60周年を迎える巨人軍の春季キャ

ンプは、長年にわたりまして、本県の知名度

アップと誘客を通じた経済の活性化に大きく貢

献していただいております。これは、巨人とい

う一球団が60年キャンプをしていただいている

ということにとどまらず、シーズンが始まる前

にこの宮崎でキャンプを行うという、それが一

つのスタートなわけであります。プロ野球やＪ

リーグの春季キャンプの一つの先駆けとなった

ものでありまして、スポーツランドみやざきの

礎となったものというふうに考えております。

キャンプ60周年を迎えるに当たりましては、長

年の貢献に対する感謝の気持ちをあらわすた

め、県民全体でお祝いする機運を醸成してまい

りたいと考えております。また、先般、球団社

長からも、キャンプ60周年を盛り上げるため

に、球団としても地元と一緒になっていろいろ

と考えたいという前向きなお話をいただいたと

ころであります。このため、現在、キャンプ期

間中の記念イベント等の内容につきまして、球

団側とも協議しながら、地元宮崎市や関係団体

とともに検討しているところであります。スポ

ーツランドみやざきにとりまして、巨人軍に対

する感謝の気持ちをあらわす、さらに、キャン

プ地としての魅力を発信する絶好の機会である

というふうに考えておりますので、しっかりと

盛り上げてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○日髙陽一議員 ぜひ盛り上げていただきたい

と思います｡先ほどから申し上げていますよう

に、巨人軍には長きにわたりキャンプに来てい

ただいているわけですが、2011年からは、春季

キャンプも宮崎だけではなく、約２週間ずつの

２段階制にして沖縄でも行うようになっており

ます。キャンプの後半は紅白戦などが始まり、

ファンとしてはまた楽しみがふえる期間であり

ますが、この宮崎にいないのは残念に思います

し、さらに、このまま何もしなくては沖縄での

期間がさらに長くなってしまうのではないかと

も危惧をしております。そこで、巨人軍春季１

軍キャンプの期間が延びるよう、働きかけを

行っていくべきではないかと考えますが、商工

観光労働部長にお考えをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 人気球団

であります巨人軍のキャンプにつきましては、

期間中の選手、スタッフ、観客の宿泊等による

直接的な経済効果だけではなくて、報道による

ＰＲ効果など、県内経済への波及効果は極めて

大きいものがございます。また、巨人軍は、先
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ほど知事も申し上げましたとおり、スポーツラ

ンドみやざきの礎となるなど、本県にとって非

常に大切な球団であります。このため、県とい

たしましては、宮崎市や受け入れ協力会などと

連携いたしまして、充実した練習環境の提供に

努めながら、キャンプの継続実施はもちろんの

こと、期間の延長についても、引き続き、機会

あるごとに球団側に働きかけてまいりたいと考

えております。

○日髙陽一議員 今、沖縄県も、ジャイアンツ

のキャンプを全日程沖縄で行ってもらおうと、

必死に誘致活動を行っています。宮崎でのキャ

ンプ期間が延びるということは、それだけ経済

効果も上がりますし、宮崎のＰＲをする絶好の

機会でもあります。攻撃は最大の防御とも申し

ますので、しっかりと対応をよろしくお願いい

たします。

次に、大型客船の受け入れについて伺いま

す。近年、海外からのクルーズ船の寄港がふえ

てきています。世界的なクルーズ船の大型化の

流れに対応するため、平成27年度までに油津港

を改修し、16万トン級の寄港が可能となったの

も大きく影響していると思います。平成28年に

は、13万トンから16万トン級の大型船の寄港だ

けを見ましても10回ほどに上り、大幅に増加し

たとのことであります。これらの大型船にはお

おむね3,000人以上の旅行客が乗っており、それ

らの方が県内で買い物等をすれば、大きな経済

効果となります。実際、私も外国人旅行者を乗

せた観光バスを何度も見かけておりますが、旅

行者がふえているのを実感しております。しか

しながら、クルーズ船の旅行者は、寄港して数

時間で船に戻る行程となっているため、一部の

商業施設に時間を費やし、宮崎の経済効果は少

ないとも聞いております。私としては、少しで

も県内の観光地を回っていただきたいと思って

いますが、クルーズ船で来県した外国人観光客

はどのような観光地を訪れているのか、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） 平成28年

の国外からのクルーズ船の寄港につきまして

は、油津港が17回、細島港が４回の合わせて21

回となっておりまして、前年の６回から大幅に

増加しております。寄港後は、バスやタクシー

を利用して、限られた時間ではありますが、県

内のさまざまな観光地等に足を運んでいただい

ております。その主な観光地といたしまして

は、油津港からは、鵜戸神宮や飫肥城下町、青

島神社が多く、細島港からは、高千穂峡や日向

市の馬ヶ背などを観光していただいておりま

す。また、ショッピングにつきましては、大型

商業施設や地元商店街が中心ではございますけ

れども、クルーズ船社等への働きかけや関係者

の努力などによりまして、最近、宮崎市中心市

街地にも訪れるようになるなど、広がりも出て

きているのではないかと考えております。

○日髙陽一議員 思っていたよりも県内各地の

観光地に行っていることがわかりました。観光

地に行ってもらうことは大変うれしいことです

が､そうなれば、行った先での対応について、言

葉や案内板表示など、さまざまな対応が必要と

なってくると思います。訪れた観光地等におい

ては、外国人観光客への対応はどのように行っ

ているのか、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） 主な観光

地におきましては、外国人観光客が快適に観光

を楽しんでもらえるよう、県と地元自治体等が

連携いたしまして、Ｗｉ－Ｆｉスポットの設置

や多言語の観光パンフレットの配布、さらには
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通訳ボランティアの配置などを行っておりま

す。また、日南市におきましては、商業施設の

スタッフやタクシードライバーに、簡単な日常

会話を掲載いたしました「指さしチラシ」を配

布いたしまして、外国人観光客とコミュニケー

ションが図られるような取り組みも行われてお

ります。クルーズ船につきましては、経済効果

に加え、今後のリピーター確保にもつながるこ

とが期待されておりますことから、引き続き、

地元自治体等と連携して、受け入れ環境の充実

に努めてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 一部で旅行客のマナーの問題

などを耳にしておりますが、今の答弁にありま

した経済効果につなげるためには、観光地をめ

ぐって、そこでお金を使っていただくことが大

事です。インバウンド対策として、しっかりと

した受け入れ体制に取り組んでいただきますよ

うお願いを申し上げます。

次に、サイクルツーリズムについて伺いま

す。今、自転車ブームになってきています。知

事も大会に参加されている宮崎シーガイアトラ

イアスロン大会につきましては、海とロード、

宿泊施設や空港・港が近いなど、絶好の会場と

言われています。また、本州と四国をつなぐ

「しまなみ海道」では、台湾の世界最大の自転

車メーカーが仕掛けて、台湾から多くの観光客

が訪れています。Ｍｔ．富士ヒルクライムとい

う競技には、約１万人が世界各国から参加され

るなど、盛り上がりを見せております。海外の

メーカーに押されている日本の大手メーカー

も、国内大会を充実させたいという考えがある

というお話を聞いています。その中で、本県の

日南海岸などは高く評価を受けています。この

ような本県のポテンシャルを生かさないのは

もったいないと思います。そのような中、今年

度の新規事業である｢みやざきサイクルツーリズ

ム推進事業」において、県はどのような取り組

みを行っていくのか、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） 「みやざ

きサイクルツーリズム推進事業」につきまして

は、まずは、本県に適したサイクルツーリズム

の形態やターゲットとする客層の明確化、重点

的に取り組む地域の選定等についてマーケティ

ング調査を行いますとともに、調査結果を踏ま

えた試走ツアーを実施して、諸課題の洗い出し

を行うこととしております。また、県サイクリ

ング協会と連携いたしまして、本県の観光知識

の習得や、安全対策に関する研修等を実施いた

しまして、質の高いガイドの育成に取り組みま

すとともに、さまざまな関係機関と協議しなが

ら、受け入れ体制の整備も行うことといたして

おります。今後、こうした取り組みによりまし

て、サイクルツーリズムの旅行商品化を進め、

本県の新たな観光誘客の柱に育ててまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 宮崎でも、景観を十分に楽し

みながら、また、競技としてのサイクルスポー

ツの振興が十分に可能だと思っておりますの

で、この事業にしっかり取り組んでいただきた

いと思っております。

また、サイクルスポーツが盛んになれば、自

転車の通行もふえます。道路交通法では、自転

車は原則、車道を通行しなければなりません。

しかし、幅の狭い道路においては、車との距離

が近く、自転車も車も危ない思いをすることが

少なくありません。また、歩行者と自転車の事

故も数多く発生しております。このようなこと

から、適切な自転車通行空間の確保が大切であ

ると考えています。サイクルスポーツの振興に
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ていただきたいと思います。

次に、国際航空路線関係についてお伺いいた

します。現在、宮崎発着の国際定期航空路線

は、韓国、香港、台湾の３つとなっておりま

す。これらの路線は、知事を初めとする路線維

持の働きかけや、利用促進の施策など、さまざ

まな取り組みが行われておりますが、減便で

あったり、路線廃止であったりの話が常につい

て回るなど、なかなか安定した状況になってい

ないのかなと感じております。そこで、まずは

本県の国際航空路線の現状について、総合政策

部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 直近の平成28

年度の国際航空路線の状況でございますが、ま

ず、ソウル線につきましては、熊本地震の影響

により、一時的に利用者数が減少したものの、

冬期における外国人のゴルフ需要の高まりによ

りまして、12月から３月にかけて週３便から週

４便に増便され、平成13年度の就航以来、最も

多い利用者数となりました。一方、台北線につ

きましては、同じく地震の影響によります外国

人利用者の減少に伴い、昨年10月に週３便から

週２便に減便となり、前年度と比較いたしまし

て、利用者数が大きく減少したところでござい

ます。また、香港線につきましても同様に、一

時的な利用者数の減少はありましたが、その

後、回復いたしまして、最終的には、ほぼ前年

度並みとなったところでございます。この結

果、各路線の利用者数は、対前年度比で、ソウ

ル線が101.2％、台北線が78.8％、香港線が99.6

％となったところでございます。

○日髙陽一議員 搭乗率の現状についてはわか

りました。ソウル線は、12月から３月にかけて

の増便もあり、前年度以上の実績。また、香港

線はほぼ前年並みということで、少し安心しま

したが、やはり熊本地震の影響もあり、台北線

で落ち込みが大きいようであります。搭乗率の

低下は、路線廃止につながる非常に大きな間題

であります。さらに、最近の北朝鮮の状況等に

より、国際線の利用に再び悪影響が出ているの

ではないかと思っております。搭乗率を上げて

いくためには、利用促進が重要であり、迎え入

れるインバウンド対策はもとより、海外に行く

方々のための支援、アウトバウンド対策も重要

であると思っております。人口に対して出国し

た人の割合を示す出国率という数値があります

が、日本旅行業協会のデータによりますと、本

県の2014年の出国率は4.4％と、全国平均の13.3

％を大きく下回っております。九州で一番高い

のが福岡県の10.8％ですので、同等は難しいと

しても、それに近づける努力は必要であると思

います。そこで、アウトバウンドをふやすため

に今後どのような取り組みを行っていくのか、

総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） お話にありま

したとおり、国際航空路線の維持・充実を図る

ためには、海外からのインバウンドを取り込む

だけではなく、県民の利用を促進することによ

りまして、アウトバウンドをふやすことも大変

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、県民の海外渡航をさらに促すた

め、昨年度から新たに、グループ旅行補助の対
※

象につきまして、最小の人数を５人から４人に

緩和したほか、パスポートの取得支援について

は、片道のみ利用される方についても支援対象

に追加したところでございます。さらに、就航

先の国・地域への修学旅行やビジネス利用な

ど、県民の交流活動を促す対策にも取り組んで

いるところでございます。今後とも、航空会社

※ 194ページに訂正発言あり

平成29年６月19日(月)
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と連携したＰＲ活動などにも取り組み、アウト

バウンドについても、その増加に向け、しっか

り取り組んでまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございました。ビ

ジネス利用はもとより、修学旅行による海外渡

航は、人材育成の観点からも大変重要であると

思いますので、少しでも利用促進が図られるよ

う、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。

次に、教育行政について質問いたします。

先ほど、人材育成の観点からも修学旅行等の

海外渡航支援をお願いしたところです。先日、

西村議員の質問でも、県立高校の海外への修学

旅行について取り上げられておりました。教育

長からは、生徒のグローバル意識の向上や生き

た国際交流の機会となるよう支援していく旨の

答弁がされました。これからまさにグローバル

人材の育成が重要であると思います。人材育成

の観点で言えば、海外に出ていくことも大事で

すが、海外から留学生を受け入れ、ともに学校

生活を送ることで、外国語習得や異文化交流な

どの面において、大きな効果が期待できると思

います。そこで、県立高校における海外からの

留学生の受け入れ状況について、教育長にお伺

いをいたします。

○教育長（四本 孝君） 昨年度、海外から本

県の県立高校に２カ月以上留学した生徒は11名

でございまして、アメリカ、ドイツ、台湾な

ど、９つの国と地域から受け入れております。

海外からの留学生を高校で受け入れるというこ

とは、多くの高校生が、地元にいながらにして

世界への関心を高めることや、多様な価値観に

触れるということで、視野を広げる機会ともな

ります。また、本県での生活や学習体験を通し

て、留学生に本県の文化、自然、社会等に対す

る理解を深めてもらうことは、大きな意義があ

ると思われます。県教育委員会といたしまして

は、生徒のグローバル意識がさらに高まるよ

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。

○日髙陽一議員 私も、人口約５万人というア

メリカの田舎に住んでいましたが、その田舎暮

らしが本当に充実したもので、すばらしいもの

でありました。今でも戻りたい気持ちはたくさ

んあります。宮崎に住んでいる外国人の仲間に

も、留学で日本を訪れ、一度国に帰りました

が、日本が忘れられず戻ってきて、この日本で

家庭を持った友達はたくさんいます。現在、ほ

んのわずかの留学生の受け入れを、逆に高校内

に小さな外国の生徒さんのコミュニティーがで

きるぐらい受け入れたら、子供たちへの影響は

大きく変わると思います。グローバル人材育成

のためにも、また人口減少防止のためにも、留

学生受け入れについて積極的に取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、医療・福祉関係で、指定難病医療費助

成についてお伺いいたします。

このことにつきましては、昨年２月の議会で

も質問したところですが、いまだに助成申請し

てから時間がかかると聞きます。そこで、指定

難病医療費助成の申請に係る認定に至るまでの

県の事務手続及びそれに要する期間について、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 指定難病医療

費助成の受給を希望される方からの申請は、県

内の全ての保健所で受け付けております。申請

受付後は、毎月１回開催される指定難病審査会

におきまして、指定難病に関して学識経験を有

する医師により審査を行い、その結果を踏ま

え、指定難病受給者証の交付を決定いたしま
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す。交付の決定後は、申請者が加入している医

療保険の保険者へ高額療養費の所得区分の照会

を行い、その結果をもとに、申請者へ指定難病

受給者証を交付いたします。この申請受付から

交付までの一連の事務手続に要する期間は、お

おむね３カ月程度となっております。

○日髙陽一議員 事務手続の内容については、

わかりました。受給者証の交付に当たっては、

医師による審査や所得区分の照会などもあると

のことで、県だけでの取り組みではどうしよう

もない部分があろうかと思いますが、多くの患

者の方が支援を必要としている中で、少しでも

手続事務がスピード感を持って進められないも

のか、対応できる部分はないものか、検討して

いただきたいと思います。県の事務手続迅速化

に向けた今後の取り組みについて、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 指定難病医療

費助成の申請に対する県の事務手続につきまし

ては、国の定める法令等に基づき、行っており

ますが、この事務手続の中には、申請者が加入

している医療保険の保険者への高額療養費の所

得区分の照会など、迅速化が困難なものが含ま

れております。このため、ことし２月には、現

場の実態に即した迅速な事務手続が可能となる

よう、国に要望したところであります。今後と

も、他県の状況を踏まえつつ、迅速かつ適切な

事務手続の遂行に努めるとともに、国への要望

が必要な事項につきましては、引き続き、全国

衛生部長会など、あらゆる機会を捉えて国に要

望してまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 国に要望していただいている

ということです。手続が少しでも早くなること

を期待しますが、法令に基づく手続ということ

ですので、事務手続の改善には時間がかかるこ

とと思います。今後も機会あるごとに国に要望

していただきますようお願いいたします。

以前もお話ししましたが、私の友人も難病と

闘っている一人です。ＡＬＳという進行性の病

気で、一日一日症状は悪化していきます。進行

が進んでいる彼は、もう手足を動かすことが困

難な上、言葉さえ発することができなくなって

しまいました。意思の疎通は、オリヒメアイと

呼ばれる特別送付器具を利用しないとできませ

ん。この器具も使用が認められるまで時間がか

かると聞いています。そのようなことも含め

て、少しでも各種手続が迅速化されますよう

に、引き続き対応の検討をお願いいたします。

続きまして、女性の活躍についてお伺いをい

たします。

初めての議会となる平成27年９月議会におい

ても、女性が働きやすい職場環境や農業女子の

取り組みについて質問をしたところであります

が、世界的に見ても取り組みがまだおくれてお

り、人口減少社会を迎える中、女性活躍の推進

は大きな課題だと思っております。

そのような中で、４月の知事の定例記者会見

にて、「ひむかＷＯＭＡＮ」サイトの開設につ

いて発表されました。私も拝見いたしました

が、多くの業種で活躍される女性が紹介されて

いました。中には県職員の方も含まれているよ

うです。このような取り組みは、これから就業

を希望する女性はもとより、既に働いている方

々にとっても、情報収集や経験談を参考にでき

るものであり、大変よいことであると思ってお

ります。まだ開設されたばかりでありますの

で、周知を図る意味でも質問したいと思います

が、｢ひむかＷＯＭＡＮ」サイトの特徴につい

て、総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 申しわけござ
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いません。答弁する前に訂正をお願いしたいと

思います。県民の海外渡航の補助改善につきま

して、私、先ほど「昨年度から」と申し上げま

したが、「今年度から」の改善でございます。

おわびして訂正申し上げます。

御質問のことし３月に開設した「ひむかＷＯ

ＭＡＮ」サイトについてでございますが、その

特徴は、さまざまな分野で活躍しています県内

の女性を幅広く紹介するとともに、直接面談も

できるという点ではないかと考えております。

具体的には、企業で活躍中の女性社員の方や、

会社を経営されている方、農林漁業や女性が少

ない分野に挑戦している方など、118名の女性の

働き方や生き方について紹介しております。そ

のうち73名の方は、女性やグループ等がサイト

を通じて面談の申し込みをすることによって、

直接会って経験談やアドバイスを聞くことがで

きることとしておりまして、これは、九州で初

めての取り組みでございます。県といたしまし

ては、このサイトの活用により、女性のキャリ

アアップや仕事の進め方、ワーク・ライフ・バ

ランスなどの悩みや課題を解決するきっかけづ

くりにしていただきたいと考えております。今

後とも、あらゆる分野における女性の活躍を積

極的に推進するために、広く周知に取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。

○日髙陽一議員 私の知り合いにも、県内で活

躍する輝いている女性がいるんですけれども、

調べてみると、まだこのサイトに登録されてい

ないようでございます。このサイトもまだ充実

の余地があると思いますので、登録のほうもぜ

ひ取り組んでいただきたいと思います。

続きまして、警察行政について質問をいたし

ます。

万引きについてですが、全国では、たくさん

の万引きが発生しており、直近の平成28年で

は26億5,000万円もの被害額となっています。過

去５年間をさかのぼっても、ほぼ同様の被害額

となっています。万引き犯罪が高どまりしてい

る主な原因といたしましては、高齢者による万

引きがふえ続けていることや、青少年の万引き

が、いじめ問題も絡んでふえていることなどが

あるとのことです。万引き犯罪の増加は、小売

業の経営を圧迫するばかりでなく、青少年の健

全育成を阻害する社会問題でもあります。特

に、万引き犯罪は、子供、高齢者、従業員や関

係者等、広範囲にわたっていることを考えます

と、規範意識を取り戻す意味でも、社会全体と

して対策に取り組むべき緊急課題と思います。

そこで、まずは、県内における過去３年間の万

引きの発生件数と被害額について、警察本部長

にお伺いをいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 本県で平成26年

から平成28年の過去３年間に発生した万引き

は、平成26年が854件で、被害総額約490万円、

平成27年が744件で、被害総額約720万円、平

成28年が792件で、被害総額約480万円であり、

３年間では増減を繰り返しておりますが、過

去10年間の推移を見ますと、減少傾向にありま

す。

○日髙陽一議員 本県の場合は、年によって差

は大きいですが、おおむね500万円弱の被害が確

認されており、ここ10年で見ますと減少傾向と

いうことでありました。ここで気になるのが、

万引きをした人の年齢構成であります。全国的

には、高齢者による万引きがふえている実態も

あるようですが、昨年検挙した万引き犯の年齢

的な特徴について、警察本部長にお伺いをいた

します。

○警察本部長（野口 泰君） 昨年中における
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万引きの検挙人員は550人でありますが、そのう

ち、65歳以上の高齢者が５割弱の252人、20歳未

満の少年が１割強の70人であり、近年、検挙人

員の中で、少年の割合が減少し、高齢者の割合

が増加する傾向にあります。

○日髙陽一議員 高齢者が多いであろうなとは

思っていたんですけれども、検挙されたうちの

半分ということで、ちょっと驚いております。

この現状に対しては、さまざまな分析が必要で

あると思います。少なくとも高齢者向け、そし

てまた少年向けなど、対象者の年代に応じた対

応が必要かと思いますが、万引き防止のために

どのような対策を行っているのか、警察本部長

にお伺いをいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察では、万引

きの現状を分析し、店舗における対策、高齢者

や少年の対策を中心に推進しております。店舗

対策としましては、管理者及び職員に対する万

引き防止に向けた意識づけ、陳列棚の改善な

ど、万引き被害に遭いにくい店舗環境づくりへ

の指導・助言、客に対する声かけ励行の依頼な

どを行っております。高齢者対策としまして

は、交番等の警察官が各世帯を訪問しての巡回

連絡時に、高齢者に対して万引きの実態を知ら

せ、また、少年対策としては、学校で開催する

非行防止教室で、児童生徒に対して、万引きは

犯罪であることの指導などにより、高齢者や少

年の規範意識の醸成を図っているところであり

ます。

○日髙陽一議員 言うまでもなく万引きは犯罪

であります。このことを強く意識させることが

大事だと思います。今伺った対策により、減少

傾向になっているとは思いますが、さらに減少

させられるよう、引き続きしっかりと対策を

行っていただきたいと思います。

次に、農林業の課題についてお伺いをいたし

ます。

まず、新規就農者や後継者について伺いま

す。本県は、農業産出額が全国第５位であり、

言うまでもなく農業は重要な基幹産業の一つで

あります。都市集中型の今、地域の活性化がな

ければ日本は滅びるとも言われている中、日本

の食料基地としての本県の役割はますます重要

になってくると思われます。農業振興に当たっ

ては、担い手育成・確保は喫緊の課題であり、

新規での就農や後継者への支援が重要だと思わ

れますが、過去３年間の新規就農者数と、その

うち後継者数、あわせて後継者就農支援策につ

いて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県の新規就

農者数は、平成26年が260名、27年が341名、28

年が396名と増加しております。そのうち、自営

就農の後継者は、78名、74名、139名と、28年は

大幅に増加しておりまして、本県農業の将来の

担い手としまして大いに期待しているところで

す。そのため県では、こういった後継者の就農

に対しまして、まず１点目として、農業改良普

及センターでのＳＡＰ活動等を通じたプロジェ

クト学修や技術修得、２点目としまして、親族

から独立して営農する場合の、就農計画や無利

子の青年等就農資金の借入計画の作成、３点目

としまして、施設や機械等の整備に必要な補助

事業の活用等について支援しているところでご

ざいます。今後とも、後継者の確保に向けて、

関係機関と連携しながら取り組んでまいりま

す。

○日髙陽一議員 新規就農者が確実にふえてき

ているということで、若い力で本県の農業を盛

り上げていっていただきたいと期待しておりま

すので、引き続き支援のほうよろしくお願いい
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たします。

次に、クロピラリド対策についてお伺いをい

たします。国内で登録申請が出されていないに

もかかわらず、飼料として日本に入り、スイー

トピーやミニトマト等の植物に生育障害が確認

されているクロピラリドですが、先般の２月議

会でも横田議員、来住議員が質問されていま

す。その際、答弁で、畜産農家に関しては、残

留可能性の有無について園芸農家に伝える仕組

みづくり、また、園芸農家に関しては、感受性

の強い植物を使った生物検定による事前チェッ

クを行うことをマニュアルとして早急に整備し

て周知していくということでありました。クロ

ピラリドの残留による生育障害について、生物

検定マニュアルを策定されていますが、このマ

ニュアルの内容及び対応状況について、農政水

産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県では、本年

４月にクロピラリドに非常に弱いサヤエンドウ

を使いまして、堆肥中の残留状況を確認する手

順を解説した生物検定マニュアルを作成し、関

係機関に配布しますとともに、普及指導員や堆

肥センター職員等を対象とした研修会を開催し

たところであります。また、スイートピー等の

影響を受けやすい品目を生産している農家にお

かれましては、７月中旬には堆肥の利用が始ま

るため、引き続き、重点的な周知を図ることと

しております。さらに、クロピラリドに関する

情報が、飼料流通業者から畜産農家、そして園

芸農家まで確実に伝達されるよう、周知徹底を

図ってまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 私も幾つかの農家を回ったと

ころ、ここ数年、原因不明で植物が枯れたこと

があったとも聞いております。農家によって

は、独自でクロピラリドの残留検査を行い、実

際、クロピラリドの残留があった農家もありま

した。県内には、綾町のように有機栽培を中心

に経営されている農家もたくさんあります。そ

のようなところに影響が広がらないよう、早急

に周知をお願いいたします。

次に、全国和牛能力共進会について伺いま

す。いよいよ９月に迫ってまいりました全国和

牛能力共進会。前回の議会の質問で､当時、農政

水産部長であった郡司副知事から、「３連覇に

向けた出品対策は、県推進協議会を中心に、生

産者、関係機関が一体となって万全の準備を進

めている」との力強い御答弁、そしてまた、先

日、黒木議員の質問に対しても意気込みを御答

弁いただきました。残り３カ月を切った今、具

体的にどのような準備が進んでいるのか気にな

りますが、全国和牛能力共進会に向けて、現在

の準備状況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） 全国和牛能力

共進会宮城大会に向けまして、５月に県内７地

域で予選会を開催し、種牛部門の出品候補牛を

選定しますとともに、肉牛部門では、今月、最

終の巡回調査を実施し、候補牛の絞り込みを

行ったところでございます。７月には、本県代

表牛28頭を決定することにしておりますが、現

在、各地域では、県代表の座をかち取るべく、

関係者がまさに一つのチームとなって、出品牛

の手入れや集合検査等、飼養管理のさらなる徹

底を図っております。私も地域予選会に参加し

ましたけれども、｢宮崎を制する者は全国を制す

る｣との言葉に代表されますように、生産者や関

係機関の意気込みと熱意を実感したところであ

ります。また、先月ですが、宮城県の全共会場

も調査しまして、状況確認をしますとともに、

３連覇への決意を新たにしたところでありま
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す。県としましては、今後とも「チーム宮崎」

一丸となって、考えられる最高の準備を進めて

まいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 来月になると代表になる28頭

が決まるということで、本当にいよいよだなと

思っております。ただいまの部長の答弁から

も、考えられるあらゆる準備を徹底して行って

いくということが伝わりました。「宮崎を制す

る者は全国を制す」、まさにプライドと熱意が

こもった言葉だと思います。準備も大変な御苦

労があると思いますが、どうか最後の最後まで

気を抜かずに、しっかりと準備をお願いいたし

ます。

準備につきましては、しっかり進めていただ

いているとのことですが、共進会が終わった後

の対応も大事であると思います。これまで以上

の消費拡大に向けた取り組みが必要となってき

ますし、2020年には東京オリンピック・パラリ

ンピックが控えております。ここに食材として

提供できれば、宮崎牛のＰＲ効果ははかり知れ

ず、取引拡大に当たって大きく影響するものと

思います。ぜひ、食材提供に向かって取り組ん

でいただきたいと思いますが、そのためにはＧ

ＡＰ認証は避けて通れないものがあると考えま

す。そこで、今後の取引拡大に向けた畜産物の

ＪＧＡＰ等への取り組み状況について、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） 2020年の東京

オリンピック・パラリンピックへの食材提供を

契機としましたＪＧＡＰ等の取り組みは、今後

の畜産物の取引拡大にも貢献するものと考えて

おります。このため、県としましては、まず

は、食材提供に向けて、ＪＧＡＰ認証取得を推

進するための畜産関係団体等で構成する専門部

会を設置いたしました。この部会では、現在、

国内で唯一､畜産分野でのグローバルＧＡＰ認証

を取得されています宮崎大学の住吉フィールド

の協力を得ながら、ＪＧＡＰ認証への取り組み

を支援する指導員の養成ですとか、認証取得に

意欲のある農家への取得に向けた支援について

取り組んでまいることとしております。

○日髙陽一議員 先日、野﨑議員の質問にて農

産物のＧＡＰの取り組みの質問がされておりま

した。話は少しそれますが、先日、青島で「Ｄ

ＩＮＩＮＧ ＯＵＴ」という、東京の会社が主

催するイベントがありました。これは、２夜限

りのプレミアムな野外のレストランとして、地

元の食材を使っておもてなしが行われたもので

す。私の友人が、食材を提供した関係でこのイ

ベントに参加したのですが、内容のすばらしさ

に鳥肌が立つほど感動したと話してくれまし

た。宮崎には、人を感動させる本物の食材とす

ばらしいロケーションがあります。自信を持っ

て消費拡大を進めるためにも、農畜産物のＧＡ

Ｐ認証を早急に進めていっていただきたいと思

います。

続いて、肉用牛繁殖基盤の強化について伺い

ます。29万7,808頭の家畜が殺処分されたあの口

蹄疫から、７年がたちました。この間、行政を

含む関係者の支えの中、どうにか復活の道を歩

んできました。経営再開に当たり、導入した母

牛が交代の時期を迎えております。一斉の交代

となれば、経費もかかり、やめてしまう畜産農

家がふえるのではないかと懸念をしておりま

す。宮崎の畜産を支えるためにも、母牛の増頭

による繁殖基盤の強化が不可欠であり、そのた

めの支援が必要であると考えますが、肉用牛繁

殖基盤の強化についてどのような取り組みを

行っているのか、農政水産部長にお伺いをいた

します。
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○農政水産部長（大坪篤史君） 肉用牛繁殖基

盤の強化は、重要かつ喫緊の課題でありますこ

とから、県では、各地域における増頭等の目標

を定めました「人・牛プラン」に基づきまし

て、施設整備や繁殖雌牛の導入等を推進してき

たところであります。具体的には、まず１点目

ですが、畜産クラスター事業等を活用した担い

手の施設整備や、ＪＡが主体となった繁殖セン

ター等の地域拠点施設の整備、２点目としまし

て、繁殖雌牛対策として、国の肉用牛経営安定

対策補完事業の活用による増頭支援、そして３

点目としまして、県単事業の種畜再生対策基金

事業による優秀な雌子牛の保留対策に取り組ん

でいるところであります。このような事業を実

施しました結果、本県の繁殖雌牛頭数は、平

成28年２月現在で７万8,800頭と、前年に比べ

て3,000頭増加したところであります。今後と

も、市町村やＪＡ等と連携しながら、繁殖雌牛

８万頭の目標に向けまして取り組んでまいりた

いと考えております。

○日髙陽一議員 前年から3,000頭増加したとい

うことで、少しほっといたしました。関係者の

努力に感謝いたします。目標達成に向かって引

き続き取り組んでいただきますよう、お願い申

し上げます。

以上で、今回の私の質問を終わらせていただ

きますが、先週、黒木議員、また、先ほど太田

議員の質問にもありました森林の盗伐問題につ

きましては、私も強い問題意識を持っておりま

す。単なる誤伐ということであればまだしも、

悪質な業者による盗伐が横行しては、26年連続

で杉素材生産日本一の本県林業にとっては、大

きなマイナスイメージとなってしまいます。ま

た、そのような場所は再造林もされずに放置さ

れ、資源の枯渇や災害の心配も出てきます。今

回は質問いたしませんでしたが、この問題は私

も大変重要な問題だと思っておりますので、

しっかりと対応をお願いしたいと思います。

以上で私の質問の全てを終了いたします。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45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、島田俊光議員。

○島田俊光議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。自由民主党の島田でございます。通告に

従って順次質問させていただきますが、その前

に、歴代の知事に触れたいと思います。

田中長茂さんが、台風メッカの宮崎の作物の

被害を見て、特に水稲の被害を見て、早期水稲

を奨励されたそうです。その収穫後にまた二期

作を植えさせて、収穫量を上げるという政策を

とられたそうでございます。その次に黒木知事

が誕生されたわけでございますが、黒木知事

は、農業の神様として、本当にこの宮崎県の農

業の第一人者だと思っております。その中で、

担い手育成にも、林業であれば林業研究グルー

プを設立され、そして農業の後継者については

ＳＡＰグループ、青年団と、本当に担い手育成

に努力されて、本県の今の農業があるんじゃな

いかと考えております。また、その次に、林野

庁長官を経験された松形知事が、宮崎県の知事

に就任されたわけでございます。知事は、やは

り林業に精通されておりまして、我が林業県を

守っていただくその政策として、健全な森林を
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育成することがこれからの課題だということを

強く申しておられました。その中では、健全な

森林をつくると、農業も林業も、そして漁業ま

でよくなり、我々の生活環境というのを守って

いくんだと。その公益性を理解して、特に森林

組合、林業団体等は積極的に森林を守っていか

なければならないんだと強く申されたことを、

思い出しております。また、高性能林業機械も

導入していただきまして、我が南那珂森林組合

があるのも、そのおかげだと思っております。

３名ともそれぞれにしっかりとした県政を踏ま

えて実績を残しておられます。

そこで、河野県政でございます。松形知事と

同様に、今掲げておられる、「くらしやすさ日

本一」「スポーツランドみやざき」など、さら

なる努力で、県民に安心というものを与えてい

ただきたい。そして、輝く宮崎県として形成し

ていただければと思っております。そのために

は、やはり議会との調整をもっと緊密にしてい

ただきたい。小まめな心遣いをすることによっ

て、提案した事項が全てうまく進むものと思っ

ております。県勢発展に努力されて、松形知事

二世と言われるように頑張ってもらいたいと

思っております。支える私たちが苦労しないよ

うに、篤とお願いしておきます。

それでは知事に、宮崎県の将来のビジョンに

ついてお伺いいたします。

１点目でございますが、人口減少は県民に深

刻な影響を及ぼしています。特に産業の担い手

不足は、今後の宮崎経済活性化を進め、維持し

ていくためには厳しさがあると思いますが、県

民に安心を持たせるために、10年後を見据えた

本県の経済活性化について、どのようなビジョ

ンを持っておられるのか伺いたいと思います。

２点目でございます。ただいま経済活性化の

ビジョンを伺いました。それについて、経済の

活性化を図り、真の地方の創生を実現するため

に、地域や企業を支える産業人材の育成・確保

も重要であると思います。各方面で人材の確保

が難しいと言われている中、将来の本県の経済

活性化を支える産業人材の育成・確保につい

て、どのように取り組まれるのかお伺いいたし

たいと思います。

３点目でございます。宮崎県では、恵まれた

気象条件を生かし、施設園芸や畜産を中心とし

た農業経営が展開されております。生産される

農畜産物は、安全・安心な宮崎ブランドとし

て、県外の都市部でも高い評価を受けておると

ころでございます。しかしながら、一方では、

本県農業を支えてきた農家の高齢化や担い手の

減少が急速に進んでおります。加えて、グロー

バル化の進展による国際競争の激化など、農業

を取り巻く状況は大きく変化をいたしておりま

す。各産業の中でも、特に農業分野の人材不足

が課題となってきております。このままでは、

本県農業を持続的に発展させていくことが難し

くなるのではないかと危惧をいたしておりま

す。知事は、農業・農村振興長期計画に基づい

て、本県の農業の成長産業化を目標に掲げてお

られます。人材不足が深刻化する中、将来にわ

たり本県が国内有数の農業県であり続けるため

にも、農業の振興にどのように取り組まれるの

か伺いたいと思います。

続いて、高速道路のことでございますが、鎌

原副知事に。県南地域にとって東九州道は、産

業や観光の振興など、さらなる発展を担う道路

でございます。昨年は、宮崎県側の日南東郷―

油津間3.2キロメートルと鹿児島県側の志布志―

夏井間の3.7キロメートルが新規事業化されまし

た。鎌原副知事は、就任直後から、東九州自動
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車道の未開通区間の開通など、インフラ整備に

取り組みたいと話されております。そこで、東

九州自動車道油津―串間―夏井間の事業化を目

指すために、副知事としてどのように今後取り

組まれていくのか、お伺いしたいと思います。

本日は、串間の道の会の女性部の方たちが、副

知事の誠意ある答弁を聞きたいと思って応援に

来ていただいておりますので、よろしくお願い

申し上げます。

続いて、森林環境でございますが、宮崎の林

業の将来についてお伺いいたしたいと思いま

す。４月に発表された国の統計によりますと、

昨年の素材生産量は約200万立方メートルと、素

材生産日本一を26年間、我が県は持続している

わけでございます。一方では、伐採後の再造林

をきちんとしていかないと、将来、森林資源は

枯渇してしまうのではないかと心配をいたして

おります。また、大型製材工場等の稼働や木材

輸出の増加などにより、今後もますます森林の

伐採が進んでいく中、肝心な林業を支える担い

手の数は減ってきておるわけでございます。林

業事業体の育成や担い手の確保などをどのよう

にしていくのか真剣に考えないと、宮崎の林業

の将来が非常に心配であります。そこで、宮崎

の林業の将来に向けて、県はどのような考えで

対策に取り組むのか、環境森林部長にお伺いい

たしたいと思います。

以上、壇上からの質問はこれで終わりまし

て、後の質問につきましては質問者席からさせ

ていただきます。よろしくお願いします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、10年後の本県経済についてでありま

す。将来の本県経済を考える上では、高齢化や

人口減少の問題というものを避けて通ることは

できませんが、その基本は、まずは外貨を稼ぐ

産業を育成すること、そして稼いだ外貨を県内

で循環させる仕組みを構築することにあると考

えております。このような中、本県では、豊富

な農林水産物を生かしたフードビジネスの展開

や、東九州メディカルバレー構想による医療機

器産業の振興など、今後、国内外でニーズが高

まる食・健康・医療に着目した取り組みを進め

ているところであります。

また、あわせて、地域経済を牽引する中核的

企業や産業人材の育成、イノベーションの創出

等に、官民一体となって取り組むプラットフォ

ームの体制整備などの取り組みを進めていると

ころであります。おかげさまで、いろんな成果

が出て、数字というのも出ているところであり

ますが、引き続き、先ほど議員の御指摘があり

ました、これまでの知事の御功績というものを

しっかり受けとめながら、我々が今できるベス

トを尽くしていくと。そして、このような施策

を戦略的に力強く進めながら、「くらしの豊か

さ日本一」を目指して、県民の皆様が安心して

将来に夢や希望を持てる社会、輝く宮崎という

ものを構築してまいりたい、そのように考えて

おります。

次に、産業人材の育成・確保についてであり

ます。本格的な人口減少社会を迎える中、特に

若者世代の人口流出が続いております。地域や

産業を支える人材の育成・確保が喫緊の課題と

なっています。県ではこれまで、キャリア教育

の推進や企業説明会の開催、各種インターン

シップの実施など、さまざまな取り組みを進め

てきたところでありますが、依然として厳しい

状況は続いております。このため昨年度から、

産業人財育成プラットフォームにおいて、産学
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の取り組みを進めているところであります。今

年度は、新たに産業連携推進会議を設置し、各

産業分野の人材確保の状況について意見交換を

行ったところであります。今後は、関係機関等

の御意見も踏まえ、若者が県内で働き暮らして

いくことの魅力に触れたり、県内企業を知る機

会を提供していくことはもちろんのこと、女性

や高齢者、外国人留学生等の活用についても検

討を行いまして、産業人材の育成・確保に正面

からしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

最後に、農業の振興についてであります。本

県農業の持続的な発展を図るためには、人材不

足や競争力の強化などのさまざまな課題に対応

していくことが重要だと考えております。この

ため県では、「人材の確保・育成」の観点か

ら、就農に関する情報発信から、相談、研修、

定着までの一体的な取り組みを進めておりま

す。私も、東京などでの就農フェアにも参加を

したところであります。また、「生産性の向

上」の観点から、ＩＣＴ活用や生産工程の分業

化など、効率的な生産体制の構築にも取り組ん

でいるところであります。さらには、国内外へ

の販路開拓や輸出拠点の整備など、本県農業の

競争力の強化、販売力の強化にも積極的に取り

組んでいるところであります。このような中、

昨年は県内の新規就農者数が396人と、平成に

入って以降最多となっております。また、農水

産物の輸出額も約34億5,000万円と、過去最高の

数字を記録したところであります。議員の地元

の串間市におかれても、カンショ、また養殖ブ

リ等の輸出産業の振興が図られているところで

あります。今後とも、農業者が夢と希望を持っ

て邁進していけるよう、本県農業の成長産業化

にしっかり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〕

○副知事（鎌原宜文君）〔登壇〕 お答えいた

します。

油津―串間―夏井間の事業化についてでござ

います。東九州自動車道につきましては、昨年

４月に北九州市から宮崎市までがつながり、本

県を含む沿線地域におきましては、企業立地件

数の増加や、新たな観光周遊ルートの創出な

ど、ストック効果が発揮されてきているところ

でございます。お尋ねの県南地域にも訪問させ

ていただきましたが、串間市の都井岬など豊か

な観光資源に恵まれており、また、農林水産資

源を活用した企業・団体が積極的に輸出に取り

組むなど、高速道路の開通による経済の活性化

が非常に期待される地域であると、強く感じた

ところでございます。また、串間の女性の会の

皆様を初めとして、これまで地域の多くの方々

から、東九州自動車道の早期整備というものを

願う声を伺ってまいりました。

私としましては、高速道路のミッシングリン

クの早期解消は最重要課題の一つであると強く

認識をしておりますので、東九州自動車道の油

津―串間―夏井間の事業化が一日も早く実現す

るように、県議会の皆様、沿線自治体の関係機

関、また、女性の会の皆様を初めとして、地域

の皆様と一体となって、国に対して強く訴えて

まいりたいと考えております。以上でございま

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。

本県の林業の将来に向けての対策についてで

あります。本県は、先人たちの努力により、全

国有数の国産材供給基地として確固たる地位を

築いてまいりましたが、将来にわたって本県林

平成29年６月19日(月)
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業をさらに発展させていくためには、議員御指

摘のとおり、資源循環型林業の確立と、その基

盤となる担い手対策に取り組んでいく必要があ

ると考えております。このため、循環型林業の

対策につきましては、伐採から植栽までの一貫

作業システムづくりによる再造林を加速化させ

る取り組みや、低コスト林業などの取り組みを

強力に推進してまいります。また、林業の担い

手対策につきましては、新規就業者の確保や就

業者の技術向上、就労環境の改善などの取り組

みを進めているところであり、さらに今年度か

らは、ＵＩＪターン希望者への体験研修や、女

性の活躍のための活動支援にも取り組むことと

しております。今後とも、林業現場にかかわる

ニーズを踏まえながら、市町村や関係団体等と

連携し、林業の将来に向けたさまざまな対策の

充実・強化に取り組んでまいります。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○島田俊光議員 それぞれに答弁していただき

まして、ありがとうございました。

知事が申されますように、やはり高校生の都

会への流出を食いとめ、若年労働者というのを

確保しなければ、経済の活性化はあり得ないと

思います。また、経済効果のコスト軽減にもつ

ながるわけでございますから、このことについ

ては、今後強力に進めていかなければならない

問題だろうと思っております。

それから、海外出荷は、串間は非常に特化し

ております。このことについても、さらに農業

の安定を図るためには協力をしていただければ

と思っているところでございます。

また、鎌原副知事につきましては、本当に心

強い答弁をいただきました。ぜひとも就任中に

事業化を目指していただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。

環境森林部長、本当に、林業をこれだけ築き

上げたわけでございます。せっかくここまで築

き上げた林業を、今後は守っていかなければな

らない部分がございます。ぜひとも担い手対策

に特化して、持続可能な森林、そして宮崎県は

世界に誇る林業県だよということをアピールし

ていただきたいと思います。

続いて、再度、環境森林部長にお伺いいたし

ます。県産材の需要拡大についてでございま

す。今後は、人口減少社会の到来により、住宅

着工戸数が長期的に減少していくという見通し

があるわけでございます。このような状況を踏

まえますと、住宅以外の需要にも視野を広げ

て、公共建築や公共土木施設、農業、漁業など

の他の産業分野での利用、海外出荷ルート開拓

などの新たな展開が必要ではないかと考えてお

ります。さらに、都市部に建設されるビル等の

内装材などに、需要開拓の余地が大いにあろう

かと思います。そこで、人口減少などに伴う将

来の木材需要の減少を見据えて、県産材の需要

拡大に今後どのように取り組んでいかれるの

か、お伺いしたいと思います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 現在、県産

材の需要は、９割近くを住宅向けが占めている

ところですが、将来的には住宅着工戸数の減少

が想定されますので、新たな木材需要の創出が

極めて重要であります。このため県では、木材

利用技術センターによる建築材料の開発や技術

支援を初め、公共建築物等の木造化・木質化に

対する助成などにより、非住宅分野における木

材の利用を促進しているところでございます。

また、川崎市との連携や、東京オリンピック・

パラリンピック開催を契機としました、都市部

での需要拡大にも努めているところでございま

す。さらに、海外に対しましては、丸太の輸出

平成29年６月19日(月)
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はもとより、プレカットした木材と建築技術を

パッケージにした「材工一体」による製品の輸

出を推進しております。今後とも、これらの取

り組みにより、積極的に県産材の需要拡大を

図ってまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。木

材需要拡大には、住宅着工戸数が減る中で、日

本文化の木材を使った数寄屋づくりの住宅など

が減ってきているわけでございますから、今後

は、都市部のビルの内装材として、炭素固定環

境材としてのイメージをつけた販路拡大という

のも必要じゃないかと思いますので、よろしく

お願い申し上げておきます。

続いて、再度、環境森林部長にお伺いいたし

ます。次に、経済林と環境林の区別をして、公

益的な機能を発揮し、県民の大切な暮らしを

守っていくべきじゃないかと考えているわけで

ございます。山頂や稜線の森林はもちろんであ

りますが、大径材の価格が低迷している中で、

巨木や美林、長伐期施業に取り組むなど、環境

林として適切な管理・保全をしていく必要があ

ると考えております。また、環境を支える森林

・林業の貢献度は高い一方で、その効果が見え

ないことから、森林や林業の大切さを、県民に

対してもっとアピールしていく必要があるので

はないかと考えております。未来を担う子供た

ちへの教育、今、県が実施している木育などが

重要であると考えております。そこで、県は、

環境に配慮した森林づくりにどのように取り組

んでいかれるのか。また、森林づくりの大切さ

を県民にどのように周知されていくのか、環境

森林部長に再度お伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、環

境に配慮した森林（もり）づくりを進めるた

め、水源の涵養など公益的機能をより高度に発

揮できるよう、針葉樹の人工林だけではなく、

多様な樹種の導入や配置により、機能区分に応

じた森林整備を推進しているところでありま

す。具体的には、保安林の適正な整備や、実の

なる広葉樹の植栽、針葉樹と広葉樹のバランス

のとれた森林（もり）づくり、さらには、手入

れのなされていない里山林の整備などに取り組

んでおります。

また、森林（もり）づくりの大切さにつきま

しては、森林環境教育や県民参加による森林

（もり）づくりを推進することにより、その周

知を図っているところであります。具体的に

は、次の時代を担う子供たちを対象とした、林

業現場の見学や体験活動を初め、植樹活動に必

要な苗木の提供、森林ボランティアの活動支援

などに取り組んでいるところであります。今後

とも、環境に配慮した森林（もり）づくりを推

進するとともに、より効果的な情報発信に取り

組むなど、県民への周知に努めてまいりたいと

考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

公益林というものは、それぞれ県民に知らし

めないと、我々は環境税を求めていくわけでご

ざいますから、その環境税の目的をしっかりと

知らしめていただければ、我々も、森林管理に

対して環境林としての整備ができると思ってお

りますので、ぜひともよろしくお願いしたいと

思います。

ちなみに、山の神様は女性です。ただ違うの

は、部長が美人であるということが違いである

と思いますので、ぜひとも部長なりに、今後の

宮崎県の森林・林業活性化のために御尽力を賜

りたいと思います。よろしくお願いします。

続いて、総合政策部長にお伺いいたしたいと

思います。人口減少に歯どめをかけ、地域の活
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性化を図っていく上で、移住政策は大変重要で

あり、県、市町村におきましても、さまざまな

取り組みが行われております。このため、移住

政策を推進し、中山間地域の活性化を図る上

で、空き家の利用を図ることは有効な方法であ

ると考えております。そこで、中山間地域へ経

済効果をもたらすために、市町村が取り組む空

き家バンク制度に対して、今後県はどのような

支援をしていくのか、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） 現在、県で

は、市町村に対し、空き家バンクの運営や空き

家の改修費用等への補助を行うとともに、県が

開設しております移住情報サイト等により、市

町村の空き家の情報を移住希望者へ効果的に発

信するなどの取り組みを行っているところであ

ります。これらの取り組みを通じまして、空き

家バンク制度は県内23市町村に広がっておりま

して、５月末現在における全市町村のこれまで

の登録件数が累計435件、成約件数が累計240件

となるなど、一定の成果が上がっているものと

考えているところでございます。県では、市町

村の空き家バンク制度の利活用をさらに進める

ため、今年度、県移住情報サイト内の空き家紹

介ページをリニューアルしたところであります

が、今後とも市町村と連携の上、空き家バンク

を初め、さまざまな移住施策の推進により、本

県への人の流れを創出し、中山間地域における

地域経済の活性化につなげてまいりたいと考え

ております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。私

も、中山間地域の活性化については、空き家が

ふえている中で、この空き家を利用した活性化

につなげるような政策をとっていかなければ、

地方は衰退するだろうと思っております。都市

部の方たちとの交流、そして田舎に移住、民泊

など、さまざまな効果をもたらせていく中で、

地方の活性化につなげていかなければならない

と考えておりますが、要は、民泊などには法の

規制というのがあるわけでございます。どう

か、その法の規制の緩和を、今後はよろしく取

り計らっていただきたいと思っております。

続いて、再度、総合政策部長にお伺いいたし

ます。男女共同参画社会についてでございま

す。女性登用関係のデータを見ましたところ、

宮崎県の審議会における女性の割合は45.9％と

全国４位でございますが、県全体で見ますと、

例えば、市町村の女性管理職の割合はわずか7.7

％であるなど、民間企業も含めて管理職の女性

がまだまだ少ないと感じております。一方で

は、さまざまな分野で女性の活躍が進んでいる

のも事実でございます。私の所属する南那珂森

林組合でも、女性のオペレーターを採用し、現

場で活躍していただいております。人口減少社

会に直面する中、あらゆる分野での女性の活躍

を推進するため、女性の登用にとどまらず、さ

まざまな取り組みを積極的に進めていく必要が

あると考えます。そこで、本県の女性登用の現

状と、女性の活躍推進に向けた県の取り組みに

ついて、総合政策部長に再度伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県の女性登

用につきましては、国勢調査によると、官公庁

や民間等を含めた事業所での管理的職業従事者

に占める女性の割合は、今、議員からお話があ

りましたとおり、平成27年で7.6％と、10年前の

平成17年の4.6％に比べると上昇傾向にあると考

えます。ただ、全国平均が9.7％でございますの

で、まだ十分ではないのが現状かというふうに

考えております。

このような中、県では、女性活躍推進法に基
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づく推進計画を盛り込んだ「第３次みやざき男

女共同参画プラン」を作成いたしまして、こと

し４月からさまざまな施策を推進しておりま

す。具体的には、企業、団体、行政で構成しま

す「みやざき女性の活躍推進会議」のより一層

の活性化や、「Hinata・あぐりんぬ」や「ひな

たもりこ」など、それぞれの分野における女性

のサポートに取り組んでまいります。また、男

性中心型の働き方の見直しやワーク・ライフ・

バランスを図るため、労働局と連携しまして、

長時間労働の抑制等の働き方改革や、イクメン

・イクボスの普及を進めてまいります。さら

に、男女共同参画センターと連携してチャレン

ジ支援を行うなど、女性の活躍推進に向け、積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○島田俊光議員 ありがとうございました。部

長が言われるように、本当にこれからの社会、

男性社会から男女共同社会へシフトしていかな

ければならないと思います。そういう中で、県

全体の女性の立ち位置というものを考えていた

だきたいと思います。本県も、事業部長に初め

て女性部長が誕生したわけです。あと２人ぐら

い登場すれば、さらに議会も明るくなるのでは

ないかと思いますので、さらに検討をよろしく

お願いしたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、団塊世代が75歳以上となる2025問題、平

成37年を見据えた介護人材の確保についてお伺

いいたしたいと思います。2025年には、全国で

およそ37万7,000人の介護人材が不足すると予想

されております。本県におきましても、4,000人

程度不足することが見込まれております。介護

サービスの基盤となる介護人材の確保は、喫緊

の課題であろうかと思います。その就業支援や

離職防止をどのように図っているのか、福祉保

健部長に伺います。

また、将来を担う児童生徒が、介護を理解

し、介護を職業の選択肢の一つとして考えても

らえるようなことが大切であろうかと考えてお

ります。これに対する県の取り組みを、あわせ

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） 2025年に向け

て、県では、人材の確保・育成のため、賃金や

職場環境の改善を初め、修学資金の貸し付け、

専門研修の実施によるスキルアップなどに取り

組んでいるところであります。また、将来の貴

重な人材でもあります小中学生につきまして

は、出前講座の開催や施設に招いての介助作業

体験など、介護の仕事について理解や関心を深

めてもらう取り組みを進めているところであり

ます。さらに、今年度からは、中高生を対象

に、テレビなどのマスメディアを活用し、介護

の魅力ややりがいなどを発信するとともに、そ

の内容のＤＶＤを学校に配付するなど、イメー

ジアップを図ることとしております。県としま

しては、引き続き、介護分野への就業や定着促

進を図る取り組みを充実・強化することによ

り、介護職員の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

の2025年問題は本当に心配しているわけでござ

います。県民の皆さん方に安心という部分をど

のように植えつけていくかということが課題で

あろうかと思いますが、現場の介護士の話を聞

きますと、大変な重労働でございます。まして

や認知症の夜間のサポートなど、伺うと、本当

に大変な状況にあるなと。その中で介護士をい

かにふやしていくかということは大変苦労があ

ると思いますが、喫緊の課題であろうかと思い
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ますので、ぜひとも協力方、推進方をよろしく

お願いしたいと思います。

続いて、農政水産部長にお伺いいたしたいと

思います。農産物の安全対策についてでござい

ます。本県は、全国有数の食料供給県でござい

ます。大消費地に安定的に農作物を届ける重要

な役割を果たしております。その一方では、産

地では連作に次ぐ連作により、土壌中の微生物

だけでなく、畑の周辺の昆虫など、その種類が

大きく減り、病害虫が大発生しやすくなってき

ているのではないかと考えております。このた

め、いま一度、有機農業を見直し、自然の力を

生かした農業生産に立ち返る必要があると考え

ておりますが、近年の異常気象等の厳しい気象

条件を振り返りますと、有機農業はかなりハー

ドルが高いと言わざるを得ません。しかしなが

ら、このまま化学農薬や肥料に依存した連作を

続けていきますと、産地は疲弊していくのでは

ないかと考えております。このため、合理的な

減農薬・減化学肥料栽培技術などの開発・普及

により、持続可能な産地づくりを強力に進めて

いくべきではないかと考えております。そこ

で、本県農産物の安全・安心な生産対策につい

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） 本県では、安

全・安心な農産物生産のため、環境負荷の低減

による持続的な農業生産の取り組みを推進して

いるところです。具体的には、良質堆肥による

土づくりの徹底を基本としまして、年間１万件

以上を実施しています土壌診断による適正施肥

や、生育期間中の作物の栄養診断に基づく的確

な追肥によりまして、健全な作物づくりを推進

しています。また、近年、化学農薬に抵抗性を

持った病害虫が多発しておりますことから、天

敵を活用した防除技術の確立・普及にも取り組

んでいるところです。さらには、これまで申し

上げた技術を統合した総合的な作物管理技術体

系を「宮崎方式ＩＣＭ」と称しまして、現在、

キュウリやピーマンなど６品目で普及推進に取

り組んでいます。今後、対象品目の拡大も図っ

てまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。部

長が今言われたように、改革していかなけれ

ば、土壌管理、天敵効果などの自然栽培を求め

ていかなければ、化学肥料や化学薬品を使って

いくと……。私は山菜を取り扱っているわけで

すが、山菜を山の中から畑に集約栽培すると、

芽は出ますけれども、溶けてしまう状況にある

わけです。その中で化学肥料や薬品を使うと、

私が一番心配するのは、長年そのようなことを

していくと地下水に浸透していくのではない

か。そういう大きな心配をしておりますので、

ぜひとも、今後とも検討していただければと

思っているところでございます。

再度、農政水産部長にお伺いします。農業者

年金についてお伺いいたします。農業を守るた

めには、後継者の確保が特に重要であります。

地元では、将来に不安を持つ若者の声をたまに

耳にしますが、私は、老後の生活の安定など、

将来への不安を取り除くことも、後継者の確保

に結びつくのではないかと考えております。地

元の農業者から話を聞くと、農業者年金の内容

も余り知らない、加入者も余り多くないようで

す。少なくとも国民年金と農業者年金が確実に

支給されれば、今より老後の不安がなくなり、

若者の就農もふえるのではないかと考えており

ます。そこで、農業者年金の加入推進につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 平成28年度末

における60歳未満の農業者年金の加入状況です
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が、全国で13％、本県でも15％と低い状況にご

ざいます。独立行政法人農業者年金基金の調査

によりますと、その要因は、制度のメリットが

十分に理解されていないこと、さらに、保険料

を負担に感じていることなどが挙げられており

ます。このため、加入を推進している農業委員

会やＪＡ等は、国の中長期的な推進計画に基づ

き、特に40歳未満の若い農業者の加入割合を20

％にすることを目標にしまして、制度説明会や

戸別訪問による加入促進を図っております。本

県では、28年度末で19.8％となっているところ

でございます。県としましては、農業委員会等

の活動を支援しますとともに、さらなる制度の

周知に努めてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

この農業者年金のことをなぜ言うかといいま

すと、農業者が福祉施設に入った場合、ゆっく

り余生を過ごすために施設に入られるわけでご

ざいますが、その中で病気になって病院にかか

ると、その治療費の負担ができないというあり

さまなんです。その負担は施設が立てかえをす

るわけでございますが、２年間は立てかえをし

ても、２年後は損金処理をその施設がするとい

うことでございます。農業者というのは、公の

仕事をしてきたと思っております。国土保全的

な仕事も、そして大切な食料供給もしてきたわ

けですから、この点は、公の仕事の価値という

ものを踏まえて、国にも支援していただくよう

な対策も講じていかなければならないのではな

いかと考えております。ぜひとも検討方よろし

くお願いしたいと思っております。

再度、部長に伺いたいと思います。次に、本

県農業の成長産業化に向けた取り組みについて

お伺いいたします。私の地元の串間市は、特産

品であるカンショは、現在、植えつけ作業が終

わろうとしているところでございます。カン

ショの畑には畝が整然と並び、その風景は見事

なものでございます。農家の皆さんの熟練のわ

ざに感動を覚えることがございます。私は、本

県農業の成長産業化に向けては、このような革

新的な技術や新しい仕組みの導入が必要だと考

えております。県が今後取り組むこととされて

いる、「イノベーションで未来を開く産地経営

体育成事業」に大いに関心を持っているところ

でございます。そこで、本県農業の成長産業化

に向けて、本事業でどのような革新的技術や新

しい仕組みの導入に取り組んでいくのか、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） 県では本年

度、農業の成長産業化を図るため、生産性を向

上させる革新的技術の導入や、産地がマーケッ

トのニーズに的確に対応できる新しい仕組みづ

くりなどに取り組んでいくこととしておりま

す。具体的には、野菜の里芋やホウレンソウ等

において、一貫した工程管理のもと、作業の分

業化を図ることで、安定した品質と量を確保す

る新たな仕組みを構築します。さらに、加工業

務用の産地育成を進めていくこととしておりま

す。また、花卉の分野では、販売権を持つ県外

の生産者と連携をしまして、付加価値の高い新

たな品目の産地化を進めてまいります。さら

に、果樹では、マンゴーにおきまして、ハウス

内の温度や湿度等の環境を複合的に制御するこ

とで、飛躍的な収量向上を目指す革新技術の導

入などに取り組んでまいります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。47

都道府県、農業をしている人は全ての方が改革

を望んでいると思います。我が宮崎県は農業県

でございますので、やはりこのことについて

は、ＧＡＰ（農業生産工程管理）というものを
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しっかりと踏まえて品種改良を行う中で、安心

した農業経営ができるような対策を今後とも取

り組んでいただければと思っております。よろ

しくお願い申し上げます。

次に、再度、農政水産部長に伺います。沿岸

漁業の振興策についてお伺いいたします。本県

の沿岸漁業は、水産資源の減少や収益性の低下

により、厳しい経営や就業者の減少が続いてお

ります。漁業は、県民に水産物を供給するとと

もに、地域の重要な産業であるため、漁業の活

性化には安定した漁獲が必要であります。沖合

の浮き魚礁では、カツオやマグロなどを対象

に、かなりの漁獲量があると聞いていますが、

串間は高齢の漁業者が多く、遠くの浮き魚礁ま

では行けない状況にあるわけでございます。し

たがって、港に近い漁場が必要であります。漁

業者からは、養殖場近くには天然の魚が集ま

り、魚礁を設置することで、よい漁場になると

聞いております。沿岸漁業経営の改善には、沿

岸域に生産性の高い漁場整備を行うことが必要

と考えております。県では、新しい漁場整備計

画を策定したと聞いておりますが、沿岸漁業者

の経営を支援するため、今後の漁場整備をどの

ように行っていくのか、農政水産部長に再度お

伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 沿岸域の漁場

整備につきましては、稚魚の保護や魚を集める

機能を強化することで、海域の生産性を高めま

すとともに、操業コストの削減が図られますこ

とから、沿岸漁業者の経営を支える上で極めて

重要であると考えております。このため県で

は、平成29年度から33年度までの５カ年間の水

産環境整備事業基本計画におきまして、稚魚を

育成する増殖場や操業機会を増大させる魚礁の

整備を行いまして、沿岸域の総合的な生産力の

向上を図ることにしております。今年度は、ま

ず串間地区における漁場整備に向けた事前調査

から着手しまして、その後順次、県内各地区の

調査や整備を進めていくこととしております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。串

間に特化して整備していただくこと、本当に感

謝申し上げます。

串間の港の船だまりには、漁師の船が遊んで

いるわけでございます。それは、漁場が侵され

ていることが原因であろうかと思います。ま

た、串間には、漁業養殖業で世界に販売してい

る黒瀬水産というのがございます。その中で黒

瀬水産が、「漁場の改革もしますよ。そして漁

業組合と一体となった産業発展につなげましょ

う」ということも言っておられますので、これ

もあわせて御協力願えればと思っております。

よろしくお願い申し上げます。また、浮き魚礁

については、本当に魚が寄ってきているんだそ

うです。その魚もとってきて、一緒に食べて飲

むことも約束したいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。

続いて、商工観光労働部長に伺います。都井

岬の観光振興についてお伺いいたしたいと思い

ます。リアス式海岸が美しい日豊海岸から、鬼

の洗濯板を擁し、亜熱帯植物を含む南国的な景

観が広がる日南海岸までの南北400キロメートル

にわたる海岸線は、本県が誇るすばらしい観光

資源であろうかと思います。私の地元の串間市

都井岬は、国の天然記念物である野生馬と雄大

な景観が美しく、すばらしいポテンシャルを秘

めた地域でございます。現状ではその魅力を十

分に生かせていないと感じております。現在、

クルーズ船寄港によりインバウンドが増加する

中で、都井岬の再開発も計画されております。

これをチャンスと捉えて、都井岬の魅力を向上
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させることによって、県全体の観光振興につな

げていきたいと強く願っております。そこで、

都井岬の魅力をさらに発揮し、誘客につなげる

ために、県として串間市と連携して取り組む必

要があると思いますが、県の考えを商工観光労

働部長にお伺いします。よろしくお願いしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 岬馬で有

名な都井岬は、自然の魅力にあふれた、本県を

代表する観光地であると考えております。この

ため県といたしましては、これまでも、展望広

場の整備や岬馬の保護育成などに、串間市と連

携して取り組んでいるところでございます。ま

た、議員のお話がありましたとおり、旧都井岬

観光ホテルの跡地の活用につきましても、串間

市と県内企業とが連携した再開発が進められる

こととなっておりまして、今後、都井岬の一層

の魅力向上につながるものと期待しているとこ

ろでございます。今後とも、串間市としっかり

連携しながら、観光客のニーズを的確に把握

し、例えば、都井岬が持つ資源を生かした体験

型ツーリズムのさらなる磨き上げなどを行いま

すとともに、効果的な情報発信に努め、一層の

誘客につなげてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。実

は、地元も一生懸命にならなければならないと

思っております。北は延岡から串間市まで397キ

ロメートルの沿岸、太平洋側に面したポテン

シャルを持った、本当に観光リゾートじゃない

かと思っております。その中で、きょう傍聴席

にいらっしゃる道の会の皆さん方が、都井岬の

ジャカランダ、そしてカンナ、その草刈りを昨

日やってこられているわけでございます。今、

部長が言われたように、もったいない観光財産

でございますから、ぜひとも開発に県の協力を

していただき、県全体の観光向上に努めていた

だきますように、よろしくお願いしておきたい

と思います。

続いて、県土整備部長にお伺いいたします。

次に、県が管理する沿岸部の道路について伺い

ます。国が公表した南海トラフ巨大地震の想定

において、巨大地震が今後30年以内に70％程度

の確率で発生する可能性が示されております。

県は、沿岸部を中心に、多数の人的・物的被害

が出るものと想定しておられます。本県は、県

北から県南まで長い海岸線を持ち、海岸部には

国道388号や国道448号など、県管理の道路がご

ざいます。道路は、地震などの災害発生後に、

応急復旧や救援のための物資輸送を担うことか

ら、地震に対する道路の安全対策は重要である

と考えます。そこで、南海トラフなどの地震対

策に対して、県が管理する沿岸部の道路の安全

対策について、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） 御質問にあ

りましたように、南海トラフなどの巨大地震が

発生した際には、本県でも甚大な被害が想定さ

れておりますことから、避難、救助、物資輸送

を担う道路の安全対策は重要であると認識して

おります。このため、沿岸部にある国道388号や

国道448号など、災害時に重要な役割を担う緊急

輸送道路において、橋梁については、平成26年

度までに、落橋などの甚大な被害を防ぐ対策を

完了しております。また、落石や斜面崩壊等の

おそれのある箇所について、落石防止網等の防

災対策を優先的に進めているところでありま

す。さらに、Ｊアラートで配信される津波情報

を表示できる津波情報板の設置や、道路の標高

標示を行うなど、人命を守るためのソフト対策

にも取り組んでいるところであります。県とい
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たしましては、南海トラフなどの地震に対して

の県民の安全・安心を確保するため、引き続き

道路の安全対策に取り組んでまいります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。宮

崎県は、太平洋側に400キロメートル近い沿岸が

あるわけでございます。県民の方たちは、地震

に対しては不安を持っていらっしゃると思いま

す。それを安心に変えなければならないと思い

ますので、今後ともしっかりと、各市町村とも

連携を取り合いながら、安全対策に努力をして

いただければと思っております。よろしくお願

いします。

最後に、建設技術者の育成・確保についてお

伺いいたします。本県におきましても、少子高

齢化の急速な進行などにより、さまざまな業種

で人材不足が生じております。建設業者から

は、「建設技術者等の雇用がしたいが、その確

保が難しい」という話を聞いております。建設

技術者等は、災害時には特に必要な人材であり

ます。その育成・確保を図るための取り組みが

求められております。そこで、建設技術者等の

育成・確保に、県としてどのように取り組んで

おられるのか、県土整備部長に再度お伺いしま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県では、建

設技術者等の育成・確保を図るため、高校生等

の若い世代に建設産業の魅力を伝える出前講座

を初め、建設業団体と連携した若年入職者への

職場実習の支援などに取り組んでいるところで

あります。また、若者にとって魅力ある職場づ

くりを進めるため、入札制度における労務単価

の引き上げや社会保険等への加入促進、さらに

は、週休２日モデル工事に加え、今年度から、

ドローンによる３次元測量など、最新技術を活

用したＩＣＴ工事の試行も行うこととしており

ます。このような中、建設技術者の育成を図る

産業開発青年隊に、今年度は、昨年度に比べ20

名増となる61名の若者が入隊したところであり

ます。建設技術者等の育成・確保につきまして

は、こうした取り組みを進めつつ、民間におけ

る取り組みも重要でありますことから、建設業

団体などとも十分連携を図りながら取り組んで

まいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。建

設土木従業員というのは、災害時の応急手当て

をしてもらう大切な従業員でございます。私

も、再三お願いをするわけでございますが、社

長に言いますと、入札率のことを言われます。

しかし、入札率も改善してもらったわけでござ

いますから、あとは従業員の保障をいかに上げ

るかということだろうと思います。そこも社長

に、部長として指導していただければと思って

おります。でなければ、雇用の拡大というのは

あり得ないのではないかと考えております。

以上で質問を終わりますが、今回の質問事項

に対して、執行部の方たちが、本当に真剣に資

料のすり合わせをしていただきました。宮崎県

の活性化のために、知事筆頭にやっておられま

すけれども、県の職員の本当に熱意ある事業の

邁進に、心から敬意を表したいと思います。

また、改めて、今回の質問に対して、夜遅く

まで資料のすり合わせをしていただきました担

当者にも心からお礼を申し上げて、私の質問を

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、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。本日傍聴にお越しくださって

いる皆様、まことにありがとうございます。

思えば６年前にここに来てくれた祖母も、そ
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れから多くの皆様にお世話になって、４年前に

亡くなりました。月日がたつのも早いものです

が、そのときに緩和医療でお世話になった黒岩

ゆかり先生、市郡医師会病院の緩和ケア病棟で

働いておられた先生ですが、本年２月に56歳の

若さでこの世を去られました。

先日、お別れの会に行ってまいりまして手を

合わせてまいりましたが、先生が宮崎に移住さ

れてから、宮崎の地で、ほかにほとんど専門家

がいない中で、緩和医療、そして在宅医療の分

野に著しい貢献があられましたし、発展に尽く

されましたことは、本当に我々、覚えておきた

いと思います。また、本当に惜しい医療者を一

人失ったものだと思いました。心から先生の御

冥福をお祈りいたしますとともに、残された遺

志を継がれた関係者の皆様が、今後の宮崎の高

齢化社会を乗り切るために、緩和医療、そして

在宅医療の発展にますます尽くされることを心

から祈念申し上げております。

以下、通告に従い順次質問をしてまいります

が、一昨日は、青年局所属、我々自民党の議員

と、山形屋前交差点で北朝鮮拉致問題の早期解

決を訴える全国一斉街頭活動を行いました。こ

れは毎年行っておりますが、特に最近の北朝鮮

をめぐる情勢は緊迫を強めております。そこ

で、知事は宮崎県防衛協会会長へ就任されてお

りますが、この防衛協会とは、防衛基盤の育成

強化と自衛隊の発展に寄与することを目的とし

ている組織です。

この防衛協会連合会、全国の連合会がありま

すが、ここの役員の多くが、さまざまな場面で

憲法と自衛隊の関係について論じておられ、憲

法の条文が自衛隊の存在に疑問を生じさせかね

ない表現となっているという指摘をされており

ます。

我が県においても、いざというときの災害対

応を担っていただいている自衛隊でございます

が、その存在は、憲法９条のどこをどう見ても

明確には規定されていません。９条１項の平和

主義は全く異論のないところでございますが、

２項で定めている戦力の不保持と矛盾するとい

う解釈が生まれてしまっています。

朝日新聞が2015年６月30日に回答を得た憲法

学者へのアンケートでは、「現在の自衛隊の存

在は憲法違反に当たると考えますか」という問

いに対して、122人中50人が「憲法違反に当た

る」、そして27人が「憲法違反の疑いがある」

と答えており、７割近くが自衛隊の存在そのも

のが違憲もしくは違憲の可能性があると答えて

おられます。数の問題ではないのは当然ですけ

れども、これはさすがに自衛隊に対する国民の

意識と余りに乖離している、つまり憲法の条文

のほうが時代に合っていないということのあら

われではないかとも考えます。

知事は、政治家として、そして防衛協会会長

として、自衛隊と憲法の関係についていかがお

考えになられるかお伺いし、以下、質問者席よ

りお伺いします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

自衛隊は、我が国の平和と独立を守るという

重要な使命を担いますとともに、大規模災害で

の救援活動におきましても大きな役割を担って

おり、多くの国民の支持や信頼を得ているもの

と認識しております。特に本県では、口蹄疫や

高病原性鳥インフルエンザ発生時の支援などに

おいても大変お世話になっており、自衛隊の存

在を頼もしく感じているところであります。私

も、その感謝の思いを持って防衛協会の会長も

務めているところであります。



- 212 -

平成29年６月19日(月)

そのような中で、自衛隊の合憲性について、

御指摘がありましたように、憲法学者の間でも

意見が分かれているという現状につきまして

は、望ましいものではないというふうに思って

おります。以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 ありがとうございます。想定

外に、結構はっきりと望ましいものではないと

お答えいただきましたが、私もそう思っており

ます。ある人の意見では、国の存立を規定する

憲法というのは、小学生が読んでもわかりやす

いものでなくてはならないと言っておりますけ

れども、これは、いろんな方々がいる中で、全

ての国民がひとしく、憲法を読んで、きちんと

その趣旨がわかるようなものになっていかなく

てはならないものであると思います。

知事は、災害やその他必要あるときには自衛

隊の派遣要請を行う立場でもございますので、

現在のような憲法のあり方というのは、自衛隊

の皆さんにお世話になっている立場としても、

私も望ましいものではないのではないかなと考

えておりますが、次の質問として、知事とし

て、憲法について、一言一句いじらないで、そ

のままでいるというよりも、よりよい現実的な

ものに改正したほうがいいのではないかという

お考えをお持ちかどうか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 憲法が施行されまして

から70年が経過したということで、国内外の情

勢が大きく変化している中で、改正の議論を一

概に否定するものではないというふうに考えて

おります。しっかり議論すべきであろうと考え

ております。

現在、国会で議論されております憲法９条に

つきましては、自衛隊の存在を憲法に位置づけ

るのか否か、あるいはどのように位置づけるの

かなど、さまざまな論点があろうかと考えてお

ります。いずれにしましても、憲法改正につき

ましては、国会や主権者たる国民の間で、幅広

い視点からの十分な議論が尽くされるべきもの

というふうに考えております。

○清山知憲議員 議論が必要なのは当然なんで

すけれども、議論が必要ないという方はなかな

かいないかと思っております。

過去も知事は、平成26年９月の定例会で、中

野一則議員から憲法改正論議に対するスタンス

を繰り返し聞かれておりますが、その際も「議

論が必要」という答えでしたし、またその後

も、井上議員や渡辺議員の質問に対しても、

「議論を尽くすことが重要」と繰り返してい

て、余り知事の考えというのは述べられていな

いのかなと思います。

憲法のこの部分がおかしいからちょっと変え

たほうがいいとか、ここはしっかり守っていか

なければいけないというような、そうした自由

な議論が行われる機運を醸成しなければいけな

いと思いますし、知事がそこで一切改正につい

て意見を述べられないとなると、そういう議論

の機運の醸成にも冷や水をかけるようなことに

なるんじゃないかなと思うんです。議論が必要

なのはわかっているんですけれども、知事御自

身は憲法について改正していったほうがいいと

考えられるのか、再度お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 必要に応じて、改正に

向けたさまざま議論というものは必要ではない

かと考えておるところであります。

○清山知憲議員 必要があるかどうかというと

ころのお考えをお伺いしているわけですけれど

も、知事の考えなので、本当に必要ないという

考えであっても必要あるという考えであっても

結構なんですけれども、そこは答えを述べられ

ないということは、知事としてまだ考えがまと
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まらないのか、それとも、知事として考えを述

べるべきではないとお考えなのか、その理由を

教えていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これについては、専門

家が、さまざまな立場から、さまざまな意見を

言われているところであります。なかなか私と

しても、こうだというところまで頭が整理し切

れているものではないというふうに考えておる

ところであります。長年にわたって、70年、さ

まざまな解釈なり議論が積み重ねてこられまし

た。そういったものもしっかり踏まえながら、

私としても、いろんな御指摘も踏まえながら考

えていきたいと思っておりますし、これからも

議論の喚起がなされるべきものというふうに考

えております。

○清山知憲議員 本年、憲法施行70年でござい

まして、たくさん今まで時間がありましたか

ら、しっかり検討を加えていただいて、また御

自身の考えを持ち、それを見て、また県民も国

民もさまざまな議論をされることだろうと思っ

ております。

時間がないので、続いて、次の質問に移りま

すが、2014年に知事として７年ぶりに参列され

た護国神社例大祭、その年は、前夜が自衛隊で

殉職された高岡町出身の宮永雅彦さんの合祀大

祭が行われた特別な年でございましたが、父親

であり、当時市議会議員であられた宮永さん

は、「息子は引き続きみたまとなって国を守り

続けます」と挨拶で述べられておりました。知

事はどういう思いで護国神社例大祭へ参列くだ

さっているのか、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 戦没者や自衛隊公務殉

職者など、国家公共のためにとうとい命をささ

げられた方々を追悼し、残された御遺族の皆様

の御労苦に対して深い敬意を表すことは、大変

重要なことであると考えております。終戦から

間もなく72年を迎え、戦争の記憶が薄れつつあ

る中で、平和への誓いを新たにし、平和のとう

とさを次の世代にしっかりと伝えていくことが

今を生きる私たちの重大な使命であるという思

いを強くしているところであります。

宮崎県護国神社例大祭には、宮崎県戦没者等

慰霊奉賛会総裁として参列しているところであ

ります。この参列に当たりましては、清山議員

からも、ぜひ参加してはどうかというようなお

話もいただく中で、しっかり検討し、参加させ

ていただきましたが、参列されている方から、

「よく出席していただいた」と、感謝の言葉を

いただいております。そういう皆さんの言葉を

伺うにつけ、その場に参加し、追悼のまことを

ささげることの大切さというのを改めて感じ、

私も議員に対して感謝の思いを抱いているとこ

ろであります。

これからもさまざまな機会を捉えまして、戦

没者等の方々に対する感謝と追悼の意を表すと

ともに、未来を担う子供たちに平和のとうとさ

を語り継ぐ取り組みを進めてまいりたいと、そ

のように考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。私も

県議になってから、なるたけ神社の祭礼や慰霊

祭等は出席するようにしているんですけれど

も、こういう立場になるまでは、県内に平和祈

念資料展示室とか特攻隊の慰霊碑とか、または

護国神社の遺品館等もございますが、そういう

ところに行く機会もほとんど学生時代もなく

て、この立場になって初めて知ったようなこと

もたくさんあります。

続いての質問は、以前、西村議員も質問され

たことではございますが、今、知事の言葉にも

ありましたように、戦争の記憶を次代に引き継
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いでいくというのは非常に重要だと思います。

戦争を知る世代がどんどんいなくなっていると

言われますが、人間いつかは必ず亡くなる、死

亡率100％ですので、戦争を知る世代がいなくな

ることが問題ではなくて、そうした人々がいな

くなっても記憶が受け継がれる仕組みを用意し

ておくことが重要じゃないかと思っておりま

す。そこで、県が遺族会へ管理委託している平

和祈念資料展示室について、ここの年間入館者

数と学校の児童生徒の利用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） 宮崎県平和祈

念資料展示室の年間入館者数ですが、平成28年

度の実績で延べ944名であり、ここ数年の状況を

見ますと、おおよそ1,000名程度で推移しており

ます。入館者の年齢等の把握はしておりません

が、児童生徒の利用は少なく、また、学校行事

としては利用されていないところであります。

なお、県では、小中学校を対象にした「戦争

体験語り部事業」を実施しており、平成28年度

は16校、約1,100名の児童生徒に戦争体験者の講

話を聞く機会を設けて、戦争の悲惨さや平和の

とうとさを考える契機としていただいていると

ころであります。また、この事業を実施する際

には、展示室が有する戦没者の遺品等の展示も

あわせて行っているところであります。

○清山知憲議員 年間944名なので、平日のみの

開館ですから、大体１日平均４人程度というこ

とで、学校の利用もないということでございま

す。また、今説明があったように、学校に戦争

体験者を派遣する事業があるというふうに言わ

れましたけれども、あと10年、20年たつと、こ

ういった戦争体験者もどんどんいなくなってし

まいます。

隣の鹿児島県では、知覧特攻平和会館と鹿屋

の航空基地内の史料館などがあって、うちと比

較にならない数の方々が毎年訪れているわけ

で、平和祈念資料展示室は平成13年度に整備さ

れて、それ以来、15年たちますけれども、なか

なか平和学習と戦争の記憶をつなぐ役割という

のは十分に果たせていなくなってきているのか

なとも感じるところでございます。

今の時代、新しい施設を整備することは極め

て困難だと理解しておりますので、例えば、護

国神社の裏にある県総合博物館の一部を常設と

して、遺族の遺品や戦争関連資料、特攻隊関連

資料なども展示して、平和学習に、より充実し

て生かせるようなことができないのか、お伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 総合博物館では、常設

展示室に「戦争と宮崎」のコーナーを設けまし

て、召集令状や空襲への備えを記した回覧板な

ど、戦時下の様子を今日へ伝える展示を行って

いるところであります。これらの遺品等は、戦

争の歴史を後世に伝える貴重な資料と考えてお

ります。昨年度は、出征時に兵士に渡した寄せ

書きのある国旗などを博物館に収集したところ

であり、今後とも、収蔵スペースの問題等も考

慮しながら、歴史的資料の受け入れを継続して

行ってまいりたいと考えております。

お話のありました常設展示場の設置につきま

しては、全体の展示スペース等の問題もあり、

なかなか厳しい状況でありますが、平和祈念資

料展示室を運営する県遺族連合会と連携しなが

ら、エントランスホール等における特別展示の

可能性についても検討し、近代の歴史や平和の

学習につながる場として、一層の展示内容の充

実に努めてまいりたいと考えております。

また、さらには、今御質問は総合博物館であ

りましたが、図書館の１階のロビーにおいて
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も、このような歴史を伝える展示なども行って

いるところであります。さまざまなそういう場

を、今後ともしっかりと工夫して活用していき

たいと考えております。

○清山知憲議員 物理的スペースは厳しくて、

一時的な特別展示などをやるということです

が、本当にこのままでいいのかなと思うところ

でもあります。戦争体験者や、子供の世代の遺

族もどんどんいなくなっていく中で、今の大体

年間1,000人程度の平和祈念資料展示室と図書

館、博物館の体制でいいのか。できるだけ、今

ぎりぎり戦争体験者や子供の世代の遺族が元気

でいらっしゃる間に、今後、50年、100年と続く

ような、また、学校の子供たちが年間通して学

習に来られるようなことを、さまざまな県施設

の活用を考えて検討いただければということを

申し述べておきます。

続いて、県が保有している株式についてお伺

いいたします。私もそんなにこれは存じ上げて

いなかったんですが、県は民間企業も含めて株

式を保有していて、配当を受けたり株主総会へ

職員が出席したりしておりますけれども、ま

ず、県が株式を保有している企業名についてお

伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 県におきまして

は、県民生活の向上や本県の経済の振興を図る

といったような目的から、公益上の必要性の観

点から、企業への出資を行っているところでご

ざいます。

本年３月31日現在におきまして、知事部局で

株式を保有している企業は、放送事業関係で

は、宮崎放送、テレビ宮崎、ケーブルメディア

ワイワイ、宮崎ケーブルテレビ、ＢＴＶの５

社、それから交通関係では、ＡＮＡホールディ

ングス、宮崎空港ビルの２社、それから農業関

係では、ナンチク、ミヤチク、新農業機械実用

化促進の３社、このほか、大阪中小企業投資育

成及び宮崎県ソフトウェアセンターの２社を含

めまして、合計で12の株式会社となっておりま

す。

○清山知憲議員 こうした株式を保有している

企業名は公には公開されていないんですね。公

の資料にはどこにも書いていないんですけれど

も、中には報道機関も含まれているんですが、

これはケーブルテレビを除く報道機関、つまり

テレビ局なんですけれども、それの株式保有数

と保有比率と保有順位についてお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 平成27年度の

決算の数値でありますが、ＭＲＴ（株式会社宮

崎放送）につきましては、持ち株数３万1,500

株、持ち株比率が9.7％で、保有順位は３番目と

なっております。あと、ＵＭＫ（株式会社テレ

ビ宮崎）につきましては、持ち株数が３万株、

持ち株比率が4.6％で、保有順位は10番目となっ

ております。

○清山知憲議員 それぞれ、宮崎にテレビ局や

ラジオ局がなかった時代に、県民へ公共の電波

を通して情報を届けるための県としての出資

だったのかなと思いますけれども、当時から40

年または50年が経過して、２社とも自立的な経

営が果たせている中で、今なお県が株主として

株式を保有する意味合いはどこにあるのか、疑

問を持っております。

政府も株式を保有している会社はあるんです

が、それは、それぞれ根拠法があったり、もし

くは主務官庁の明確な政策的な目的があるとい

うふうに、きちんと財務省でも資料の中で説明

がなされておりますけれども、我が県が報道機

関の株式を保有する意義についてお伺いしま

す。
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○知事（河野俊嗣君） これは、九州各県でも

いろいろ対応が分かれておるようであります

が、やはり経緯がある話であろうかと思いま

す。ＭＲＴとＵＭＫにつきましては、県民の皆

様に幅広い情報提供を行うという公益性の高さ

から、その設立時に財政的支援として出資を

行ったものでありまして、地元テレビ局とし

て、県民への情報・娯楽の提供はもとより、本

県の文化・スポーツの向上や地域振興などに貢

献・御協力いただきたいと考えていることか

ら、引き続き株式を保有しているところであり

ます。

また、この株式の保有につきましては、両社

からそれぞれ毎年10％以上の安定した配当を得

ており、効率的な財産運用の手段となっている

ところであります。今後とも、株式の保有とい

う形で、県が関係を持つ必要性があるかなど、

県民生活や企業の経営環境の変化なども踏まえ

て、さまざまな観点を考慮する必要があろうか

と考えております。

○清山知憲議員 もう一つ質問したいんですけ

れども、今、最後、「さまざまな観点を考慮し

ていきたい」とありましたが、改めて、これは

保有ゼロを目指して少しずつ処分を検討したほ

うがいいんじゃないかということでお伺いした

いんですけれども。配当といっても、各社年

間150万から200万程度で、財政的なメリットは

非常に微々たるものと言わざるを得ませんし、

それよりも、それぞれ立派な報道機関でござい

ますから、県の政策について、さまざまに批判

や論評もされますし、我々県議会だって厳しく

チェックを受けるところでございます。

なのに、報道される立場の県が、同時に報道

機関の株主であるというのは、これはいわゆる

利益相反の関係にあると言わざるを得ず、今の

答弁にあったように、地域振興に貢献・協力い

ただきたいから株主として株式を保有するとい

う理由であれば、県に対する報道をされるとき

にも、そこには、株主であるがゆえに、報道に

おいてそんたくが生じる余地が生まれるかもし

れないと、そういうふうに見られかねない状況

にあります。

もちろん、報道機関が公明正大な報道に努め

ていると言っても、それは県が株主であるとい

う厳然たる事実をもって疑念を持つ県民がいる

のも事実でございますし、そこは少しずつ処分

を検討したほうがいいんじゃないかという質問

でございますが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 株式を保有しているか

らということで、報道について、そのようなこ

とを感じたことはございませんが、議員のそう

いう御指摘もあるところであります。基本的に

は、先ほど申しましたように、本県の県民生活

や地域振興にどの程度貢献していただいている

かとか、今後も公共性の高い事業サービスを安

定的に提供していただけるか、また、株式の保

有という形で、県が関係を持つ必要性がある

か、さまざまな御指摘等も踏まえて、総合的に

検討してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 報道機関を挙げましたけれど

も、自治体が保有する株式の保有理由について

は、きちんと見直して整理をしたほうがいいと

思っています。政府においては、きちんと説明

されておりますけれども、全国都道府県におい

て、昔、出資したまま、そのままになっている

というのが現状であるとも理解しております

し、民間の株式を保有する理由、そこは今後い

ろいろと検討を加えていただきたいと思ってお

ります。

続いて、経済指標について伺いますが、政府
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のＧＤＰに相当する県内総生産は名目で３

兆6,400億円ですけれども、これは平成26年度の

数字が最新の数字になっていて、とても古いデ

ータなので、なかなか県の経済政策に生かすの

が難しいかなと思っております。

例えば静岡県は、平成27年度の県民経済計算

の速報を平成28年７月に発表する形で、前年度

の経済指標を、夏から始まる各部の予算要求の

参考にもすることができる、そうした生きた数

字になるのではないかと思っています。さらに

早い県は、国と同様に四半期ごとに速報を打っ

ていて、これは早期に得られる統計データなど

を基礎資料として、それを項目ごとに回帰分析

して、各名目値を推計しているという手法を

とっておられます。

こうした取り組みは16の道府県で行われてい

るようですが、経済が厳しい我が県こそ経済政

策を間違えてはいけないと考えております。こ

れに取り組んでみてはいかがか、お伺いいたし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県内総生産に

つきましては、その推計のために、工業統計な

ど各種統計を初め、約500種類の基礎資料を利用

しております。その中には、統計結果の公表が

１年後になるものもありますので、現状では、

推計に約２年近く要しているところでございま

す。

県内総生産を１年後に速報値として公表する

など、早期公表を行っている道府県が、お話の

とおりございますけれども、後で公表する確定

値と差が生じるなどの精度の問題もございまし

て、速報値の推計には、十分な研究を行う必要

があるものと考えているところでございます。

しかしながら、県内総生産につきましては、

お話にありましたが、県の経済規模を示す重要

な数値でございますので、公表の早期化に向け

て、今後とも努めてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 精度は高いけれども、古くて

使えないデータよりも、多少荒くても、新鮮で

まだ使えるデータのほうがいいかとも私は個人

的に思いますので、ぜひ他県を参考にしつつ、

検討していただければと思っております。

次に、適切な経済政策のためには、適切な経

済をはかる物差しが必要であると考えますが、

身長が伸びたかどうかとか、学力が伸びたかど

うか、会社が成長したかどうか、それぞれ適切

に正確に把握できなければどうしようもないわ

けです。政府において重要な経済指標となって

いる国内総生産（ＧＤＰ）ですけれども、これ

は直近のデータで大体約530兆円前後だと思われ

ます。

一方、県のアクションプランとか各種説明資

料を見ますと、例えば、製造品出荷額１兆5,600

億円を目指すとか、農業産出額3,500億円を目指

すとありますが、これらの数字は産出額であっ

て、総生産の数字ではないと。つまり、国内総

生産のＧＤＰを構成するような数字ではありま

せんけれども、これについて、産出額と総生

産、名前も似ているし、多くの方が混乱してい

る状況にあると思いますが、宮崎県のそれぞれ

の数字と意味合いについてお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 平成26年度県

民経済計算における本県の産出額は名目で６

兆5,624億円、それと県内総生産は３兆6,434億

円となっております。それぞれの意味合いでご

ざいますが、産出額とは、１年間に生み出され

た全ての物やサービスの市場価格を合計したも

のでございます。これに対して、県内総生産と

は、産出額から原材料費や光熱水費などの経費
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を差し引いて算定したものでございまして、１

年間に生み出された付加価値の合計額をあらわ

すものでございます。

○清山知憲議員 今、２つの数字が説明されま

したけれども、分野別の数字を再度紹介する

と、平成26年度の農業産出額は約3,326億円です

が、ＧＤＰに相当する付加価値額、総生産に直

すと約1,300億円ということで、結構、中間投入

の割合が大きいことがよくわかります。

しかし、付加価値額の1,300億円のほうをベー

スに、それから所得なども計算されるわけでご

ざいますが、中間投入というのは、今おっ

しゃったように、原材料費とか光熱水費であっ

て、これは、例えば原油価格の高騰とか円安な

どの為替によってもそうした中間投入がふえ

て、それがきちんと価格に転嫁されると、一応

見かけ上は産出額はふえるけれども、実際には

付加価値額はふえていない、農家所得はふえて

いないというような本末転倒な状況も起こり得

るわけでございます。

これは、政府に合わせて、適切に経済のパ

フォーマンスを知る上でも、産出額ではなく、

総生産で今後どんどん評価していくべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 経済政策の目

的は、個別の産業振興施策等を通じまして、県

民や県内企業の所得の向上を図り、個人消費や

企業の設備投資等の拡大につなげることにより

まして、経済の活性化と景気の好循環を実現す

ることにあると考えております。総生産は、消

費や投資につながる付加価値の合計であります

ので、全体としての経済政策はもちろんのこ

と、個別の産業政策を評価する上でも重要な指

標であると認識しております。

しかしながら、総生産は、先ほど申し上げま

したとおり、推計に一定の期間が必要でありま

すので、主に、事業の効果を速やかに、また実

数ベースで評価することが可能な農業産出額な

どの産出額を成果指標としているところでござ

います。県といたしましては、総生産の重要性

は十分に認識しておりますので、産出額等によ

り、各施策の年次的な評価を行うとともに、当

面、総生産については、必要な検証を行いまし

て、産業構造の分析などを通じて、県内経済の

成長に向けた効果的な政策形成に生かしてまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 総生産と産出額の区別、とて

も大事だと思っています。まずは、産出額では

かることの注意点や欠点というのをしっかり認

識して、理解を広めていかなきゃいけないん

じゃないかなと考えております。医療の世界で

も、よく間違ったパラメーターを治療目標にし

ていたら、そのパラメーター自体は改善したけ

れども、患者さんの状態は悪化しているといっ

た状況は普通によくある話ですので、経済指標

は間違いないようにしなければいけないと考え

ております。

経済の話をしましたけれども、どの分野でも

人手不足の状況は非常に大変な状況でございま

す。農業に関しては、外国人の農業分野への就

労を可能とする改正国家戦略特区法が、３日

前、先週金曜日の国会会期末ぎりぎりになって

成立しましたけれども、この法改正について、

目的と内容につき農政水産部長へお伺いしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今回の法改正

の目的は、産地での多様な作物の生産等を推進

し、経営規模の拡大などによる「強い農業」を

実現するため、農業分野における専門的な知識

と技能を持つ外国人材の活用を図ることでござ
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います。内容としましては、国家戦略特別区域

内におきまして、これまで外国人技能実習生制

度では実施できなかった農畜産物の加工作業等

への従事を可能とすることや、雇用契約に基づ

いた外国人材の受け入れなどが盛り込まれてい

るところです。

なお、対象となる外国人材の要件等の詳細に

つきましては、今後、政令等で定めるとされて

おります。

○清山知憲議員 最近は、国会の政局の中で、

国家戦略特区についてのイメージがちょっと悪

くなっているかもしれませんが、従来の規制で

悪い規制があるとするならば、それを打破して

産業の競争力をつけるための有効な手段でもあ

ります。

この外国人の農業就労を認める国家戦略特区

については、そもそも愛知県が昨年提案してい

るもので、現在、聞くところによると、全国で

６つ程度の自治体が手を挙げていて、先週の14

日、５日前には、長野県が国の動向を見据え

て、この特区の指定に手を挙げるというふう

に、長野のほうの新聞記事で拝見しました。我

が宮崎県の今後の対応について、郡司副知事へ

お伺いします。

○副知事（郡司行敏君） 本県では、農業法人

や認定農業者等を中心に、雇用型の経営が増加

しておりまして、地域において安定した雇用を

確保すること、これは御指摘のとおり、現場で

非常に重要な課題となっております。

県といたしましては、まずは、生産現場の実

態をしっかり把握したいと思っておりまして、

現状の雇用のニーズや外国人技能実習生の受け

入れ状況、それから今後の意向等について、現

在、県内の農業法人や農業団体等に対する個別

のヒアリングを開始したところであります。今

後とも、幅広い意見交換等を通じて、生産現場

の生の情報を収集することで、課題とニーズを

しっかり把握していきたいと考えております。

また、今回の法改正に伴う新たな外国人材の

活用制度につきましては、市町村に広く周知い

たしますとともに、生産現場や市町村の要望等

を十分踏まえ、本県での特区の活用について検

討してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひニーズと課題の把握、急

いでいただきたいと思っております。

続いて、教育長へお伺いいたしますが、この

６月議会で補正予算案として提案されている学

校における医療的ケア実施体制充実のため、ガ

イドラインをつくるとありますが、これは具体

的に何のガイドラインをどんな目的でつくるの

か、お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 医療的ケアの必要な

児童生徒につきましては、これまで各学校が個

別の緊急時対応マニュアル等を作成して対応し

てまいりました。近年、医療的ケアの実施に当

たりましては、看護師に、より高度な技術が求

められるなど、これまで以上の安全対策が必要

となりましたことから、今回、国の支援を受

け、県として統一したガイドラインを作成する

ことといたしました。

作成に当たりましては、人工呼吸器のふぐあ

いや脱着時への対応、学校と保護者の役割分担

などについて、個別・具体的な事例の分析や、

専門家等の御意見を伺いながら進めてまいりた

いと考えております。このガイドラインの作成

によりまして、学校における児童生徒の安全性

をさらに高めますとともに、少しでも保護者の

皆様の負担軽減につなげてまいりたいと存じま

す。

○清山知憲議員 ぜひ、よい成果を出していた
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だきたいと思います。県によると、県内の知的

障がいと肢体不自由の組み合わせの重症心身障

がい者と言われる方々は、最新の速報値で690

人、うち在宅の人の数は434人。およそ入所でき

るキャパシティーはずっと一定で変わらないの

で、今、どんどん全体で690人がふえていってい

ますから、昨年から在宅の障がい児者の数は20

人ふえていますけれども、在宅のほうでふえ続

けていっているんですね。入所のキャパシティ

ーは一定ですから。

全国でも在宅の方はふえているんですけれど

も、さらに、その中でも医療的な処置、今言わ

れました、経管栄養、人工呼吸器、導尿、吸た

んなど、さまざまな処置を必要とする方々は、

看護師しか対応できないことも多くて、多くが

保護者の負担に任せているような状況でもあり

ます。

医療的ケアを要する児童生徒の数は、県内

で49名、８つの支援学校に通っていると聞きま

す。自分の責任でもなくて障がいを負ってし

まった人たちとその家族というのは、その先、

非常に長い時間、ケアをし続ける日々が続くわ

けでございまして、最も公的な支援を投入すべ

き分野かなとも思いますが、この子たちは皆、

通常のスクールバスには乗車できず、基本的に

は保護者の皆さんが学校に連れていって、必要

な人は、保護者はずっと学校待機をして、家に

連れて帰るというような状況もあります。こう

した児童生徒に対して送迎支援をもっと行えな

いのか、教育長へお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 医療的ケアの必要な

児童生徒をスクールバスで送迎いたしますに

は、車内での安全確保と、そのための看護師の

同乗が必要になります。しかしながら、現在、

各特別支援学校におきましては、学校で医療的

ケアに携わる看護師の確保自体が難しい状況に

ありまして、こうした中、看護師をスクールバ

スに同乗させることは大変厳しいものと認識し

ております。今後、児童生徒の安全の確保と保

護者の負担軽減を図る送迎支援のあり方につい

て、福祉サービス事業所や関係機関とも連携

し、他県の状況も踏まえながら研究をしてまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 聞くところによると、石川県

などを含め、全国で６県程度、支援体制を整備

しているとのことです。看護師がいなければ、

例えば、車内では一切処置を行わないというこ

とで、医師、家族、学校、それぞれ同意をすれ

ば、その上で送迎を行うとか、そうした手もあ

るようでございます。宮崎は、民間事業者も少

なくて、公的な支援体制も乏しいほうかと思い

ますので、何とぞ、何ができるか、いろいろと

検討を加えていただきたいと思っております。

次に、病院局長へ伺います。県立宮崎病院の

再整備問題が昨年冬ごろから大きな議論になっ

てきましたが、私が驚いたのは、コストの上昇

もそうですけれども、県立宮崎病院の機能や役

割の部分を評価されている方が非常に少ないと

いうことでございました。もちろん私は、高度

医療や産科医療、小児医療、救急医療、さまざ

まな面で担っていただいているのは理解してお

りますけれども、やはりまだまだ全県的な支

援、医師不足解消につながるような研修医育成

の部分はいろんな課題があると思っております

し、また、それぞれの地域への医師派遣という

ものも見えにくい状況でございます。

県病院の中期経営計画の取り組み項目の中に

は、地域医療科へ医師を受け入れて、医師不足

が続く地域への支援強化を図ると明記されてい

ますが、この点についての今までの成果をお伺
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いします。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院の地

域医療科でございますが、県内の医師確保や医

療技術向上に向けた医師教育・研修機能の充実

及び僻地医師確保の受け皿として、平成18年度

に設置したものでございます。現在、自治医科

大学卒の８名の医師が在籍しております。３名

は義務中でございますけれども、外科や整形外

科、救命救急科などの各診療科で業務を行いな

がら、研修医の指導等を行っているところでご

ざいます。

また、医師不足が続く地域への支援につきま

しては、昨年度は諸塚村へ医師を11回派遣して

おります。しかし、現状では、僻地市町村立病

院に十分に派遣できるだけの体制には至ってい

ないという状況にございます。

○清山知憲議員 諸塚村への11回の派遣だけで

はとても少ないと思います。西諸地域で産科医

がいなくなった、お産ができるところがなく

なったというのは話題になりましたけれども、

やはりこれだけの医師数と予算、そして施設を

抱える基幹的な公立病院であれば、地域の医師

不足解消のためにも、医師の派遣で責任を果た

すということがもっと必要になろうかと考えて

おります。他県の県立病院では、そうした医師

の派遣、人事により、僻地医療が支えられてい

るというところはたくさんありますけれども、

今後の県全域への貢献という点でどういった考

えか、お伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 県立病院は、各地

域における中核的な医療機関として、それぞれ

が地域の医療機関との連携や後方支援を行って

いるところでありますが、中でも県立宮崎病院

は、全県レベルの中核病院として、県内各地域

への均衡ある医療サービスを提供するという重

要な役割を担っているものと認識しておりま

す。

一方で、医師不足の状況の中、地域医療の担

い手を確保・育成しますことは、本県のみなら

ず全国的な課題でありまして、福祉保健部や宮

崎大学とも連携した継続的な取り組みが必要で

あります。

また、現在、県立病院の医師の多く、約９割

ほどを大学からの派遣に頼っている状況にあり

ますが、今後、県立宮崎病院を中心とした独自

の医師確保を進めることで、地域医療科の一層

の充実・強化を図り、医師不足が深刻な僻地公

立病院に医師を派遣できる体制づくりを目指し

てまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 今後、病院が再整備されてよ

かった、終わり、ではなくて、県全体から頼り

にされるような病院として機能を果たしていた

だきたいと思っております。

次に、土曜授業について伺います。学校教育

法施行規則が改定されて、2014年度より土曜授

業が可能となっておりますが、今まで県内で実

施されている地域の状況について、教育長へお

伺いします。

○教育長（四本 孝君） 県内では、延岡市と

新富町で土曜授業が実施されております。延岡

市では、平成27年度より実施されており、年間

の実施回数は、平成27年度が12回、28年度が９

回、29年度が８回となっております。その取り

組みとしまして、地域人材を積極的に活用した

田植え、野菜づくりなどの体験活動や、さまざ

まな職種の方の話を聞いて、自分の生き方を考

える授業などが行われております。新富町で

も、平成27年度より実施されておりまして、地

域と一体となった避難訓練や、地域の伝統芸能

を体験するなどの授業が、年間２回程度行われ
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ているところであります。

○清山知憲議員 延岡と新富のみで、回数もそ

れほど多くはないので、余り広がっていないの

かなと思いますが、当初期待されていた土曜授

業の効果や、明らかになってきた課題につい

て、教育長、どう捉えておられるのかお伺いい

たします。

○教育長（四本 孝君） 延岡市の例で申しま

すと、土曜授業において、地域の人材を活用し

た体験活動を実施することにより、地域に開か

れた学校づくりがより推進できることなどが期

待されておりました。課題につきましては、体

験活動の実施に伴う打ち合わせの時間がふえる

ことなどが、教師のさらなる負担感につながる

といった声も聞かれ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、地元企業

や地域と一体となった教育活動が展開されるな

ど、効果が見られます一方で、教師の負担感な

ど解決すべき課題もございまして、土曜授業に

ついて引き続き研究を進めてまいりたいと考え

ております。

○清山知憲議員 どうも地域の人材を活用した

体験活動などがメーンになると、それは年間８

回、それだけ企画運営をしなきゃいけないわけ

で、通常授業と異なって、先生たちの負担も非

常に増すものだと思われますが、こういった特

別な活動ではなくて、通常の授業なども土曜授

業で行うことができないのか、教育長へお伺い

します。

○教育長（四本 孝君） 土曜授業の実施に当

たりまして、文部科学省は、学校、家庭、地域

が連携し、役割分担しながら、文化やスポー

ツ、体験活動など、地域における多様な学習の

機会の充実に取り組むことが重要であるという

考えを示しております。このような趣旨を踏ま

えまして、延岡市、新富町では、土曜授業を実

施しているところでありますが、他県の例を見

ますと、通常の教科の授業を部分的に実施して

いる地域もございます。土曜授業につきまして

は、今後、他県の例なども参考にしながら、研

究を進めてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 私も文科省の資料も拝見しま

したが、そこでは、総合的な学習や補充学習、

発展学習などにも活用できると示されていまし

た。そもそもが平成24年度に土曜授業を行って

いた学校の理由として、資料としてあったんで

すけれども、そこには、開かれた学校づくりの

ほかにも、学力向上や授業時間確保といったも

のが挙げられているようでございました。土曜

授業の意味は、地域とのつながりだけじゃなく

て、児童生徒の週末の過ごし方や学力など、さ

まざまなものがあろうかと思いますので、この

テーマは、ぜひ県教委としても研究していただ

いて、市町村とも共有していただきたいなと考

えております。

最後に、知事の政治姿勢として、東九州新幹

線につきお伺いいたします。先日、田口議員の

質問にも答えておられましたけれども、ちょっ

と、何か前向きな姿勢が後退したのかなという

ような印象も受けましたが、最近の東九州新幹

線について、どのような取り組み状況にあるの

かお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 東九州新幹線

についてでございますけれども、その整備につ

いては、これまでの事例から、数十年という長

い時間軸で取り組むべき課題かなと考えている

ところでございます。したがいまして、可能性

を将来につなぐ観点から、引き続き、整備計画

路線への格上げに向けて、国に対し要望活動を

行うこととしておりまして、ことし１月に、東
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九州の４県１市で構成する東九州新幹線建設促

進期成会として、国土交通省に対し、要望活動

を実施しております。

なお、議会や市町村からの御意見も踏まえま

して、新幹線と同じく、主要都市間を結ぶ高速

交通網整備の選択肢の一つであります日豊本線

の高速化につきましても、今年度、調査を行う

こととしているところでございます。

○清山知憲議員 ちょっと答弁が聞こえにく

かったんですけれども、本年１月に要望活動を

実施して、日豊本線の高速化についても、今年

度、調査を行うこととしているということでご

ざいますが、従来どおりの要望活動を続けてい

き、そこに加えて、日豊本線の高速化というも

のを、選択肢というか、もう一方の考え方とし

て調査を進めるということで理解しておりま

す。

以前、指摘させていただきましたが、昨年３

月に野村総研へ委託して実施した東九州新幹線

の基本調査、この結果には大いに疑問を持って

いるところでございまして、あのとき指摘しま

した宮崎と鹿児島の区間ですけれども、新幹線

開業後の予測乗車数、新幹線への乗車数が異常

に少ない。というのも、自家用車から新幹線へ

乗りかえる転換需要を、この調査の中ではゼロ

と見積もっておられるわけですね。今の現状で

鉄道機関分担率が５％なんですけれども、それ

が新幹線開業後も５％で変わらないと。

なので、開業しても、たった５％が新幹線を

使っていて、90％以上が自家用車で鹿児島―宮

崎間は交通しますよというのが基本調査の結果

なんですけれども、所要時間が100分縮まって29

分で鹿児島に行くことができ、コストもそれほ

ど変わらないのに、転換がゼロというのは非常

に不自然です。私もいろいろその計算について

調べてみたんですが、まず、この調査結果を今

後どのように活用していくのか、そしてまた、

県独自で何か調査なり試算をする考えがない

か、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この東九州新幹線の調

査につきましては、これまでも、新幹線の整

備、項目としては要望してきたわけであります

が、漠然としか語ることがなかった東九州新幹

線について、より具体的なイメージを持って要

望したいということで、東九州新幹線鉄道建設

促進期成会として実施したということでありま

す。この調査の考え方につきましては、新幹線

の開業によります新たな需要の誘発を見込んで

いないことや、既存の交通手段から新幹線への

シフトを限定的に試算するなど、比較的かため

に予測をしているところであります。

県といたしましては、調査結果を、国に対す

る要望の際に活用しておりますほか、今年度、

議会の御指摘も踏まえながら行います日豊本線

高速化調査の結果などと照らし合わせて、本県

における高速交通網のあり方を検討する材料と

して活用してまいりたいと考えております。

議員から御指摘のありました、さらなる調

査、数字の設定の仕方につきましては、今後の

検討の中で考えてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 1,000万円かけてつくった結

果、今後、検討の材料として使っていくという

ことで、ぜひ、それとは別に、県としてもしっ

かり考えを持っていただきたいなと思っており

ます。

これは、大分と一緒に調査をしている知事の

立場上、なかなかこの調査についてあれこれ言

うことはできないかと思いますので、コメント

にしておきたいと思います。前回の議会でお願
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いしたとおり、野村総研の専門家に来ていただ

いて、総合政策部と一緒に話を聞きましたが、

正直、非常に愕然といたしました。

いわゆる機関分担率については、犠牲量モデ

ルというのを使って、それぞれ鉄道と自家用車

を推計しているんですけれども、これで通常ど

おりの計算をすると、鉄道機関分担率が高くな

り過ぎてしまうと。つまり、新幹線の機関分担

率が６割、７割ぐらいになってしまって、これ

だと野村総研の経験則からいって、ちょっと高

過ぎるので、途中計算を調整しましたとおっ

しゃるんですね。

これは許されるのかなと、私は非常に強い疑

問を感じたんですけれども。その結果、たった

５％に落ちていて、転換がゼロになったという

結果でございますが、私、一つ一つ資料を持っ

ていますので、途中計算をお示しできますけれ

ども、これは中学生や高校生でもやってはいけ

ないような禁じ手の計算をしております。そも

そも普通に計算して、ちょっと何となくの定性

的な経験則からおかしな結果が出るのであれ

ば、これは犠牲量モデルそのものがフィットし

ないか、もしくはそこに代入している前提条件

が間違っているか、どっちかだと思うんです

ね。

そこを無理やり結果から逆算して計算してい

るからいいかげんな結果になるわけで、私は、

この結果については、ここで公にそちらが瑕疵

を認めるわけにはいかないとは思いますけれど

も、今後の新幹線建設促進の運動をする際には

慎重に使わなければいけないということは、申

し述べておきたいと思います。

この問題は、地元紙の論説なども含めて、調

査の結果とかいろんな現実的なことは全部無視

して、とにかく新幹線に乗る夢を見たいといっ

たような論調が見受けられておりますけれど

も、ざっと見積もって２兆7,000億とかいった、

そうした規模感の事業を50年後に本当にやるか

どうかという必要性について、本当に簡単に、

よし、つくろうという結論には至らないはずだ

と私自身感じております。また、今回のこんな

基本的な調査ですら、私が指摘するまでは、私

の知る限り、誰もこの計算のおかしさを指摘し

た人はいなくて、そこに議論の危うさを強く感

じるところでございます。

どうか、今回の件に限らず、こうした委託先

の業者のプロダクトに関して、本当に正しいか

どうか、そのままうのみにするのではなくて、

県庁職員の皆さんがしっかり勉強して、批判的

な吟味を加えていただいて、しっかり県として

の考えを持っていただきたいとお願いし、私の

質問の全てを終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

○横田照夫副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会


