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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。本日も傍聴に来ていただきまして、

ありがとうございます。

早速、質問を始めます。

まずは、過疎地の現状と振興策について質問

をいたします。

11月からこの時期にかけて各地で秋祭りが行

われており、私も幾つかの祭りに参加をしてお

ります。小さな集落も、帰省する家族や親戚が

いて、ひとときのにぎわいを見せます。しか

し、ところによっては、その祭りも年々縮小を

余儀なくされ、少子高齢化、過疎地の現実を改

めて突きつけられます。数年前に「限界集落」

という言葉がはやり、その言葉への抵抗から、

だんだんと使われなくなりました。過疎地域の

方と話すと、いまだに現状は変わらずに、厳し

い現実を語られる機会もさらにふえてまいりま

した。残されている時間は余りありません。本

県も、中山間地の過疎対策にさまざまな政策、

対策を打ってまいりましたが、その効果はどう

なのか。全国各地に過疎問題はありますが、ま

ずは知事に、過疎地の現状と振興策についてど

う考えるのかを伺います。

以下の質問は質問者席にてとり行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

私はこれまで、機会を捉えて県内各地を回

り、過疎地域の厳しい実態を肌で感じてまいり

ました。先日、その中の椎葉村松尾地区を訪れ

たところであります。この地区は、県の「宮崎

ひなた生活圏」モデル構築事業で、住民主体の

地域課題解決への取り組み、また集落支援員の

取り組みなどを支援している地域であります。

地元の方々から、神楽の舞い手の確保・育成に

ついての御苦労や、住民による配食サービス、

送迎サービスの実施等に向けたお話を伺いまし

た。この地区は、国道327号で椎葉村に入る入り

口にある地域で、村内10ある集落のうち２番目

に人口の多い集落でありましたが、人口の減少

や高齢化の進行に伴うさまざまな課題に直面し

ておられ、その解決は本当に容易ではないとい

うことを、改めて実感したところであります。

また、昨晩、ＮＨＫのローカルニュースの枠

で、椎葉村の栂尾地区の神楽について紹介がさ

れておりました。神楽を維持存続するために、

今は、集落の外、首都圏で働いておられる若手

が帰ってきて、この神楽を守っておられる。

「神楽の存続が集落の存続にもつながる」とい

う言葉があり、現在、世界無形文化遺産の登録

を目指して、神楽の振興にも取り組んでおると

ころでありますが、さまざまな形での支援とい

うものが、集落の維持、また地域の活性化に重

要だということを改めて実感いたしました。

本県の過疎地域は、国土の保全や水源の涵養

等の多面的機能を有するとともに、歴史や伝統

文化を守り伝え、そして何よりも、そこで暮ら

す方々にとりまして、かけがえのない生活の場

であります。県としましては、今後とも国や市

町村と連携をしながら、産業の振興や生活環境

の整備等に努めるなど、地域の実情に応じたさ

まざまな施策を総合的に講じながら、過疎地域
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の振興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〕

○西村 賢議員 知事も椎葉の松尾に行ってい

ただいたということで、そういうモデル地区で

あれば、知事に招待というか、ぜひ見に来てい

ただきたいということもあるかもしれません

が、普通、一般の小さな集落から、知事に案内

を出したりとか、イベントの招待をするという

ことはなかなかないと思います。昨日、知事は

３期目の出馬表明をされましたので、さらに地

域の声を聞くために回っていただきたいと要望

いたしますし、厳しい現実というものは、頭で

わかっていながら対策がなかなか追いついてい

かないという現状もあると思います。この後も

続けて関連質問してまいりますが、ぜひ知事か

らも前向きな対策を打っていただきますように

お願いをしたいと思います。

次に、過疎地域限定の企業誘致対策について

伺います。過疎化が進んでいく原因の一つに、

若い層の地域外への流出があります。教育機関

がない、就労する場がない、職種が限られ、所

得が不安定であることなどが挙げられますが、

それぞれに対策は難しく、さらには小中学校等

の閉校で、子供たちの貴重な受け皿も失われて

きています。過疎地域では、１次産業を中心と

した産業形態が多く、それらの産業を成長させ

ることも必要でありますが、企業誘致や社宅の

整備など、過疎地域に限った企業立地促進の必

要性を強く感じます。県の中山間地域への企業

立地促進に向けた支援策について、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） 県におき

ましては、企業立地を進めるため、企業立地促

進補助金制度を設けまして、立地に伴う工場や

福利厚生施設などの設備投資と、県内から新規

雇用された人数に応じて、立地企業に対しまし

て補助を行っているところであります。この中

で、過疎地域を含む中山間地域に立地する企業

につきましては、新規雇用に対する通常の補助

に１人当たり10万円を上乗せしております。ま

た、中山間地域の中でも、過去10年間で立地の

ない町村につきましては、立地困難地域とし

て、投資額や雇用者数の補助金交付要件を大幅

に緩和するなど、企業立地の促進に努めている

ところでございます。今後とも、地元市町村と

しっかり連携しながら、中山間地域の企業立地

につきましても積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 答弁にありました、企業立地

困難地域という自治体を指定されて、さらに上

乗せをしてやっていただくということは、非常

にありがたいことだと思いますが、合併した旧

町村部におきましては、過疎地域はまだたくさ

んあります。そのことも踏まえて支援策の拡充

をお願いしたいと思います。

次に、農業振興地域の除外について質問をい

たします。過疎地域の人口がふえにくい理由の

一つに、農業振興地域の網かけがあると思いま

す。立地がよく住宅や企業などを建設しように

も、この農用地区域に指定されてしまうと、容

易に除外できません。もちろん、圃場整備等に

より多額の公費を投入して整備した田畑を、今

度は埋め戻すということには賛同できません

が、地域によっては、多少除外することで住宅

や企業等に活用し、過疎や少子化を食いとめる

ことができる地域もあるのではないかと考えま

す。市町村の都市計画の範疇でもありますが、

例えば、日向市には塩見地区のように、市街地

にも比較的近いのですが、農地や山林が多く、

新たな住宅整備が困難であるところもありま
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す。その地域では小学校児童が非常に減ってき

ている現状もあり、この地域に住む方からは、

「少しは若い人たちが住む住宅地を確保してほ

しい」との声も上がっています。地域にとって

は非常に切実な問題でありますが、近年の県内

の農用地区域からの除外の状況と除外に対する

県の見解を、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農用地区域か

らの除外の状況につきましては、年度によりば

らつきがありますが、平成28年度までの過去５

年間の平均をとりますと、年間約200件の150ヘ

クタールとなっております。農業振興地域内の

農用地区域は、優良農地の確保と基盤整備等の

計画的推進を図ることを目的に、地域の農業振

興や他の土地利用も考慮し、市町村が定めた区

域であります。この農用地区域からの除外につ

きましては、市町村から協議があった場合に、

法令に基づいて、県として同意するかどうかを

判断することになります。この判断に際しまし

ては、市町村の意向をできる限り尊重しなが

ら、法令に沿ってその都度検討しているところ

でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

今、地主不確定地の問題が非常に浮き彫りに

なってきております。相続手続等の不備により

地主が不確定であり、空き地問題や災害復旧、

公共事業の妨げになっているケースが、全国的

に問題となっています。けさのニュースでも、

九州と同じ面積規模が推定されると報道もなさ

れておりました。この問題は、人が流出してし

まった過疎地域ではより顕著であると考えられ

ますが、本県の農地において耕作放棄地の問題

になりかねません。本県の農地において、地主

が不確定など相続未登記等の農地はどの程度あ

るのか、本県の現状を農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県の相続未

登記農地等につきましては、昨年の農業委員会

の調査によりますと、登記名義人の死亡が確認

された相続未登記農地が１万695ヘクタール、ま

た、登記名義人が市町村外に転出し、既に死亡

している可能性があるなど相続未登記のおそれ

がある農地が9,638ヘクタール、合計しますと２

万334ヘクタールとなっており、これは本県の農

地台帳上の農地面積８万2,233ヘクタールの約４

分の１を占める状況になっております。農地に

つきましては、農地法により、相続で権利を取

得した場合には、遅滞なく農業委員会に届け出

ることが義務づけられております。したがいま

して、このような状況を踏まえ、県農業会議と

連携し、市町村や農業委員会とともに、農地の

適切な相続手続について、さらなる周知に努め

てまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今現在でも農地の４分の１ほ

ど、非常に広い面積の手続が未完了ということ

になっております。少し郡部の国道等を走りま

すと、道路は何とか整備されていますが、うま

く土地の確保ができなかったんでしょうか、急

に歩道が狭くなっているところでありますと

か、一部だけアスファルトが敷かれていないと

ころがちょくちょく見かけられます。その根底

にも、この不確定であることが原因にあるので

はないかなと思います。４分の１という非常に

大きな面積を占めますので、ぜひもう一度、周

知徹底を県も指示していただきたいと思いま

す。

次に、地籍調査について質問いたします。最

近では、木材需要の高まりから、森林の無断伐

採によるトラブルも報告されており、所有者の

明確化も求められております。中には悪質な
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ケースも見受けられることから、早期の地籍調

査完了を望む声もあります。先ほどの地主不確

定地の問題にもつながりますが、住民間のトラ

ブルにつながることも考えられます。本県の地

籍調査の進捗状況はどのようになっているのか

を、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 地籍調査は、

市町村等が行う土地の権利関係や境界を明確に

する調査でございまして、現在、三股町ほか８

町村が完了し、宮崎市ほか16市町村等で実施し

ており、県全体の進捗率は平成28年度末で67％

となっております。ちなみに、「等」と申しま

したのは、南那珂森林組合で実施している事例

もございます。この調査は昭和33年度にスター

トしましたが、市町村によって着手時期が異な

ることや、膨大な予算と労力を要することか

ら、進捗に大きな差異が生じているところであ

ります。県としましては、国への予算要望活動

を行うとともに、市町村へのキャラバンを実施

し、予算や推進体制の確保について指導・助言

を行うなど、事業の進捗向上に努めているとこ

ろであります。

○西村 賢議員 この地籍調査のおくれという

ものが、地域によっては非常に問題になってい

るところもございますし、また、企業誘致等で

問題になるところもあると思います。ぜひもう

一度、急ぐようにお願いをしたいと思います。

質問を続けますが、福祉の問題は後回しにし

て、次に、本県の受動喫煙対策について質問を

いたします。

国は、「2020年東京オリンピック・パラリン

ピックまでに受動喫煙のない社会を目指す」と

しています。今、報道によりますと、この健康

増進法改正においては、例外規定などでさまざ

まなせめぎ合いが行われているようですが、本

県はオリンピック・パラリンピックの事前合宿

地を目指しており、また、１年を通してさまざ

まなスポーツキャンプが行われており、先んじ

て受動喫煙対策の充実を図ることがイメージ

アップにもつながり、重要だと考えますが、本

県の受動喫煙対策の取り組みについて、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 受動喫煙によ

る健康被害から県民を守るための取り組みを進

めることは、大変重要であると考えておりま

す。このため県では、テレビＣＭやポスターの

掲示等を通じて、喫煙者に対し受動喫煙の防止

への配慮を啓発するほか、敷地内または屋内禁

煙の取り組みを行っている施設を禁煙施設とし

て認定し、ホームページで公表することで、施

設管理者が受動喫煙の防止を進めるよう促す取

り組み、こういったことを進めております。現

在、厚生労働省において、これまで施設管理者

の努力義務とされてきた受動喫煙防止対策を義

務化することのほか、医療施設など一部の公的

施設については敷地内禁煙とし、厳格化するこ

となどを内容とする健康増進法の改正が検討さ

れているところであります。県としましては、

引き続き、これまでの取り組みを継続するほ

か、今後法律が改正された場合には、法の趣旨

に沿った取り組みを着実に進めてまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 実は、私は21年の９月議会に

同じ質問をしておりまして、当時の高橋部長

だったと思いますが、同じような答弁をいただ

いておりました。それから比べますと、本県の

マナーの向上であったり、分煙の設備の状況と

いうものは非常に広がってきていると思います

が、たばこを吸わない方にとってはまだまだ不

完全であると感じますし、我々も特に海外に
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行ったときなどは、非常に分煙対策というもの

が進んでいるなと気づかされることもありま

す。ぜひ本県も、もう一歩先を行く分煙対策に

取り組んでいただきたいと思います。

さらに、新型たばこの害について質問をいた

します。今、電子たばこ、加熱式たばこなどの

新型たばこがかなり普及しているように感じま

す。これらを推奨する広告では、「紙たばこよ

り有害成分が抑えられている」とうたうものも

見受けられ、「危険な副流煙が発生しない」

「従来の燃焼式たばこより健康リスクが少な

い」などと、一般の紙巻きたばこよりも推奨す

る内容が書かれております。愛煙家の中には、

このような電子たばこは周囲に影響がない、禁

煙のところで吸ってもいいという誤った認識を

持っている方もいらっしゃいます。また、煙が

見えないので、飲食店などの個室では店員も気

づきにくいこともあります。私の周りにもこの

電子たばこの愛用者は非常に多くいて、その人

たちからの話を聞いて、私も、これは害がない

んだ、副流煙も影響がないんだというふうに信

じておりました。しかし、これは受動喫煙防止

の観点から非常に逆行する話であります。去

る10月31日に日本呼吸器学会が、「新型たばこ

が紙巻きたばこより健康被害が少ないという説

は推測にすぎない。特殊な光線を当てるとエア

ロゾルも確認されている。健康に悪影響をもた

らすため、使用は推奨できない」とする見解を

発表いたしました。これらの情報を知らない県

民も愛煙家もいると思いますが、この新型たば

この健康への影響について、県の考えを福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 電子たばこや

加熱式たばこなどの非燃焼式たばこは、従来の

燃焼式たばこの代用品として、我が国において

も徐々に使用者がふえてきているものと認識し

ております。この非燃焼式たばこは、従来のた

ばこと比較して、議員からお話もありましたと

おり、いろんな意見がある中で、健康への影響

が少ないという意見もございますが、近年はさ

まざまな新製品が開発され、その形態も多様で

あることから、本人やその周囲の人々に与える

健康への影響について、現時点で科学的な評価

は定まっていないものと考えております。

また、従来のたばこの代用品として非燃焼式

たばこを推奨するという考え方がある一方で、

非燃焼式たばこを吸うことで、今度は、従来の

燃焼式たばこを吸ってみようという、喫煙する

契機になるのではないかというふうな指摘もご

ざいます。県としましては、今後とも、電子た

ばこを含む非燃焼式たばこの規制に関する国の

動向や、健康への影響に関する最新の調査結果

等の把握に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 愛煙家の方々の嗜好を否定す

るものでもありませんが、しかし、これは一般

の方の健康にも非常に直結する問題でありま

す。しっかりと経過を見ながら、また県民への

適切な指導を行っていただきたいと思います。

次に、天然記念物日向岬の柱状節理について

伺います。

このたび、日向岬の柱状節理が国の天然記念

物に指定されることとなりました。同時に、日

向市の細島験潮場、綾町の綾陽校記念館も登録

有形文化財の登録がなされることとなり、地元

としてもとてもうれしく思います。この日向岬

は、太平洋のすばらしい眺望が望めることか

ら、私も県外のお客さんをよく連れていくとこ

ろでありますが、この日向岬は馬ヶ背とも呼ば

れ、市民からも親しまれており、遊歩道から少
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し上にある細島灯台は、「恋する灯台プロジェ

クト」全国30カ所の一つに選定されておりま

す。また、周囲の、「願いが叶うクルスの海」

「日本一のさざれ石、昇り龍のある大御神社」

などを含めた一帯は、日向市の観光スポットで

もあります。まずは、この天然記念物指定によ

る規制について伺います。この場所一帯は既に

国定公園に指定されており、その管理には条件

がついておりました。今では森林伐採や遊歩道

整備などができるなど緩和されておりますが、

今回の天然記念物指定によって、観光客向けの

整備や森林管理等に規制の影響がないのかを、

教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 日向岬の柱状節理で

ございますが、過去の火山活動により形成され

た地形であり、50メートルの断崖のある馬ヶ背

など独特の海岸地形が見られ、日本列島形成時

の巨大火砕流の痕跡、海岸侵食の事例として重

要でありますことから、今回、国の天然記念物

に指定するよう答申が出されたところでござい

ます。指定の手続に当たりましては、将来の道

路拡幅を見込んで指定範囲を設定するなど、文

化財の活用に配慮しているところであります。

指定範囲におきましては、土地を新たに掘削す

るなど、その形状を変更するような場合には許

可が必要になりますが、日向岬の場合、指定区

域への立ち入りや周辺の樹木の伐採などに関し

て、天然記念物としての規制は特にないところ

でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、観光資源としての活用ですが、先ほど

申し上げたとおり、この地域一帯は、既に観光

地として一定の集客を呼ぶ人気のスポットであ

ります。観光客が車やバスで周遊し、景色を見

て散策する物見遊山的観光で、残念ながら現在

のところは終始をしております。どうやって観

光客の滞在時間を長くするか、今、日向市や県

北地域観光の一つの課題ではありますが、この

天然記念物指定を機に、観光資源としてどのよ

うに活用していくのかを、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） 日向岬

は、馬ヶ背、クルスの海に代表される本県有数

の観光地の一つであり、県ではこれまでも、恋

旅スポットなどに取り上げ、積極的に観光ＰＲ

を行ってきたところであります。今回の国の天

然記念物指定への動きにつきましては、日向岬

の柱状節理、いわゆる火山活動によってできた

岩礁景観の学術的な価値が評価されたものと

伺っておりますが、これを機に日向岬の持つ魅

力を改めて見詰め直し、県内のほかの観光地と

相互に結びつけることで、新たな観光需要の掘

り起こしにつながるのではないかと期待してい

るところでございます。今後、地元市町村と連

携し、観光地としてのさらなる磨き上げを行い

ながら、新たな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。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、日向市のみならず、周辺、県北市町村とも

協力をしてやっていただきたいと思います。

次に、宮崎県産オリーブについて伺います。

おととい、日向市オリーブ研究会が、初めて

生産したオリーブオイルを持って、河野知事の

ところに表敬訪問いたしました。農家にとって

は、生産したものが一つの形になるということ

は非常にうれしいことであると思いますし、今

後、県の名産品の一つとして成長していけるよ

うに、私も期待をしております。日向市オリー

ブ研究会は、４年ほど前から植栽を始め、現

在27名ほどの農家と団体で、オリーブ４種
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類、1,800本を植えており、今後は３万本を目標

に活動を続けるとのことを聞きました。オリー

ブオイルは、健康志向の方々にも人気が高く、

食用以外にも化粧品などにも利用されていま

す。県内では日南や西諸地域でも栽培が行われ

ているようですが、本県のオリーブ生産の可能

性について、県の考えを農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） オリーブの生

産につきましては、遊休農地対策等を目的とし

まして、日向市やえびの市など４市１町、約17

ヘクタールで試験栽培が行われております。オ

リーブは地中海沿岸原産の乾燥した気候を好む

作物でありまして、国内では主に香川県で生産

されておりますが、降水量の多い本県での生産

はハードルが高いものと考えております。しか

しながら、困難な状況の中で挑戦しておられる

皆様に対しましては、生産や加工の相談など丁

寧に対応してまいりたいと存じます。

○西村 賢議員 県産オリーブの挑戦というの

は、非常に厳しいという話も聞いております。

その中でも何とか挑戦をして、遊休地対策につ

なげていく、そしてまた新しい名産をつくって

いくという農家の方々の夢を、しっかりと応援

してあげたいという気持ちもございます。私自

身も香川県に住んでいた時期がありますので、

香川県がオリーブを通してまちおこしをしてい

る、その中でも、香川県でさえも苦労している

ということは知っておりますが、先進地も参考

にしながら、宮崎県も取り組んでいっていただ

けるようにお願いをしておきます。

次に、宮崎牛の台湾戦略について伺います。

本年９月、日本から台湾への和牛輸出解禁が

なされ、いち早く台湾へ輸出を開始した宮崎牛

は現地で大きく報道されるなど、輸出解禁のタ

イミングで積極的に動いたことが功を奏したよ

うに感じました。私は、その解禁がなされる前

の８月に、輸出業者の方と宮崎牛のセールスに

同行させていただき、台湾の食肉卸業者や焼き

肉店などを訪問いたしました。その業界内で

は、日本の和牛の評価が非常に高く、宮崎牛に

も高い関心がうかがえました。また、その際訪

れた現地の焼き肉店では、オーストラリアを初

めとする海外牛肉にも高い評価があり、実際に

オーストラリアのブランド牛はとてもおいし

く、ライバルは国内以外にもあると感じた次第

です。台湾において海外産牛肉も一定の評価が

ある中で、これから国内の有名ブランド牛との

競争も激化すると予想されます。宮崎牛の人気

が定着していくには戦略も必要かと思います。

そこで、10月に台湾へ宮崎経済連とともにセー

ルスを行った郡司副知事に、台湾での宮崎牛の

手応えと今後の販売戦略について伺います。

○副知事（郡司行敏君） 台湾が約16年ぶりに

和牛の輸入を解禁したという報に接した際に、

率直な思いとしては、先般の全国和牛能力共進

会での３大会連続内閣総理大臣賞、日本一とい

う成果を生かす絶好の機会を得たと、是が非で

も台湾市場に一番乗りをしたいという思いであ

りました。このため、畜産関係団体や台湾の

パートナー企業等と連携を図り、官民挙げて懸

命の努力を行った結果、９月27日に、全国で最

も早く台湾市場への和牛輸出を実現したところ

であります。また、私自身、生産者から預けら

れた「日本一宮崎牛」のたすきを台湾へとつな

ぐべく、畜産関係団体の皆さんとともに台湾を

訪問し、焼き肉レストランやホテル等で、台湾

の皆さんに宮崎牛の魅力をアピールしてきたと

ころであります。現地では、「日本一の宮崎牛

が日本一早く台湾に届いた」と大きく報じられ
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るなど、宮崎牛の評価は非常に高く、パート

ナー企業からも継続的な安定供給について強く

要望を受けるなど、大きな手応えを感じたとこ

ろであります。県といたしましては、今後とも

関係団体等と連携し、現地での消費動向などの

情報を的確に分析し、今後の販売戦略に生かす

とともに、取引を希望する企業との信頼関係を

構築しながら、さらなる輸出拡大に向けて積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の副知事の答弁に、非常に

熱意を感じた次第でありました。これからは、

宮崎牛をしっかりと台湾に根づかせるために、

きのう星原議員からも質問がありました、宮崎

と台湾とのいろんな交流、人事の交流、いろん

な人との交流、そして宮崎―台湾便は来年３月

には１便また戻ってくるということですので、

その航空便もうまく活用しながら、人気定着に

向けて力を注いでいただきたいと思います。こ

れは県民総力戦で臨んでいただきたい問題だと

思っております。

次に、今答弁でもございました、宮崎牛の安

定供給についてでございます。宮崎牛は既に、

アメリカや香港、マカオ、今回の台湾など、新

たな国際市場へと売り先が拡大しております。

先日、宮崎牛を扱いたいとのことで来県した台

湾の方を紹介したところ、「今現在で宮崎牛は

非常に人気が高く品薄状態であり、安定供給の

約束はなかなか難しい状態に今後なってくるだ

ろう」という話でありました。宮崎牛の高いブ

ランド力は、県産和牛のトップ品質によるもの

ですが、県全体の畜産頭数が減少してしまって

は、その人気の維持や安定供給が今後困難と

なってしまいます。私も子牛の競りによく出か

けますが、延岡家畜市場では競りにかかる子牛

頭数は以前よりも減ってきているように感じま

す。子牛価格の近年の高どまりも原因の一つに

あり、この子牛価格の高騰で助かっている農家

が多いことも事実でありますが、生産農家、肥

育農家にとって増頭は大変ではないかと思いま

す。国もさまざまな支援策を講じております

が、本県の繁殖雌牛の増頭対策について、農政

水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、繁

殖雌牛の増頭を推進するため、各地域における

増頭や生産性向上等の目標を定めた「人・牛プ

ラン」を、平成26年に全国に先駆けて策定し、

その達成に向けて施設整備等に取り組んでいる

ところであります。具体的には、施設整備対策

としまして、平成27年度から実施している畜産

クラスター事業により、担い手等の畜舎整備や

ＪＡ繁殖センター等の地域拠点施設整備、計92

件に取り組んでおります。また、繁殖雌牛対策

として、国の肉用牛経営安定対策補完事業等の

活用によりまして、昨年度約2,700頭の導入等の

支援を行ったところであります。このような取

り組みにより、平成29年２月１日現在の本県の

繁殖雌牛頭数は８万600頭となりまして、前年比

で1,800頭増加、その増頭数は全国一となるな

ど、着実な成果が上がっているところでありま

す。

○西村 賢議員 1,800頭の増加、これは非常に

ありがたいことであります。また、冒頭で質問

した中山間地の畜産というものは、中山間地に

住む人たちにとって非常に大きな収入源とも

なってきています。何とか増頭して、宮崎牛を

さらに盛り上げていただきたいと思います。

次に、福祉課題について質問をいたします。

まず、障がい者の労働の状況について質問を

いたします。先日、京都府舞鶴市にある「まい

づる福祉会」を訪問いたしました。ここでは、
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「ほのぼの屋」というフレンチレストランやカ

フェを経営し、レストランウエディングやラン

チが女性を中心に非常に人気となっているそう

です。予約必須の人気店の一流のサービスを

担っているのは、統合失調症や知的障がい、難

病などを抱えた従業員の方たちです。約40名の

障がい者を雇用し、就労支援事業を行っており

ます。人口８万2,000人の市でここまで大きく事

業を展開する理由を探るために視察に訪れまし

たが、このレストランの方からは、「我々は、

中途半端なレストランではなく、わざわざ足を

運ぶ価値のある店づくりに挑戦したこと、ホテ

ルの接客インストラクターや一流シェフを招聘

する等、要所でプロを活用していることなど、

通常の一流の店として、障がい者がやっている

店という感覚をなくすように取り組んでいる」

との話も聞けました。これまで多くの失敗やう

まくいかないこともあったようですが、障がい

者の所得向上に向け、職員の皆さんも一丸と

なっている熱意が伝わりました。この「ほのぼ

の屋」は全国でもまれな例かもしれませんが、

本県にもさまざまな作業所等があり、多くの障

がい者が働き、生きがい、やりがいを得ている

ところも多いと思います。本県の就労継続支援

事業所で働く障がい者の賃金や工賃の向上に向

けた取り組みと実績について、福祉保健部長に

伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 就労継続支援

事業所の賃金や工賃の向上は、障がい者の自立

や社会参加を促進するために重要なことと認識

しております。このため県では、官公需の発注

拡大に努めるとともに、事業所に対し、販売促

進等の指導・助言を行う専門家の派遣や、利用

者の希望する労働時間や賃金を踏まえた支援が

行われるよう、指導を行っているところであり

ます。これらの取り組みを進める中、昨年度の

実績でございますが、雇用契約により最低賃金

が保障される就労継続支援Ａ型事業所で支払わ

れる賃金が、平均月額５万9,224円で前年度

比2.8％増、また、雇用契約を結ばず生産活動の

対価として支払われるＢ型事業所の工賃につき

ましても、平均月額１万7,960円で前年度比6.5

％の増となっております。

○西村 賢議員 Ａ型、Ｂ型ともに生きがいを

持って働けるような―賃金は対価であります

から、少しでも多いほうが、障がい者の方も頑

張れる、また頑張りたいと思う、そういうこと

につながってくると思います。ぜひまた支援も

お願いしたいと思います。

次に、高齢者介護費の抑制につながる健康対

策について質問をいたします。増加する社会保

障費をどう抑えていくか、超高齢化社会にあっ

て、医療や介護にかかる負担は、行政も個人も

大きなものになっています。高齢者がより長い

期間健康で過ごせることが、負担を抑えていく

鍵となると思います。現在、埼玉県和光市が要

介護認定率を下げ、全国的なモデルとして注目

を集めています。日向市もそれを目標に地域ケ

ア個別会議を充実させて取り組んでおります

が、この１年で16％台から14.3％と着実に成果

が出てきています。高齢者個人に合わせた栄養

指導や運動の助言などで自立支援につながり、

要介護の状況がより重くなる前に健康の維持や

回復につながっています。介護費の抑制にも

しっかりつながっているとのことでした。全国

にも県内にもこのような先進地域はたくさんあ

りますが、地域ケア個別会議の重要性を感じる

とともに、正しい指導や目が行き届くことで、

高齢者自身がより健康でいられることにつな

がっていると思います。この取り組みはさらに
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広めていくべきと思いますが、福祉保健部長に

県の考えを伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢者が、介

護サービスに頼ることなく、できるだけ自立し

た生活を営むためには、みずから介護予防に取

り組むことはもとより、介護が必要な状態に

なっても、その要因を取り除き、再び元気に暮

らしていけるような自立支援の取り組みが重要

でございます。このため県では、昨年度から、

先進地である埼玉県和光市の支援を受け、日向

市など希望する市町において、自立支援を図る

ための地域ケア個別会議のモデル事業に取り組

んでいるところでございます。これは、高齢者

一人一人の個別課題を解決するため、栄養士や

リハビリ等の専門職から助言を受け、介護サー

ビスの内容をその都度見直し、自立支援や重度

化防止を促すものでございまして、実施した自

治体では、状態の改善も図られ、再び自立した

生活を送られる高齢者も出てきております。こ

とし10月現在、この地域ケア個別会議を実施し

ている自治体は13の市町へと拡大しているとこ

ろであり、今後さらに県内全域で実施されるよ

う積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 この地域ケア個別会議を自治

体で取り組んで、介護の中身は、職員の方も含

めて非常に苦労して、何とかつくり上げていっ

ているというふうに聞いております。もちろ

ん、人対人ですから、なかなか一朝一夕には進

まないところもあるかと思いますけれども、

しっかりと助言をしていただき、県内各地に広

がっていくこと、そして何より、福祉に従事す

る人たちもやりがいを持てること、そして高齢

者が健康で長生きできること、この全てにつな

がっていけるように助言をお願いしたいと思い

ます。

次に、高齢者の福祉について質問いたしま

す。先日、「下流老人」「貧困クライシス」等

の著者である藤田孝典氏が来県され、講演会が

行われました。藤田氏は、埼玉県でＮＰＯ法人

ほっとプラスを運営し、首都圏で生活困窮者支

援を行っているソーシャルワーカーでありま

す。これまで多くの生活困窮者を支えてこら

れ、その経験から多くの書籍を世に出していく

ことで、貧困問題を提起しています。「下流老

人」という言葉が流行語にノミネートされ、衝

撃を受けたことを思い出します。下流老人の指

標とは、著書の中ですが、「収入が著しく少な

い」「十分な貯蓄がない」「頼れる人がいな

い」の３つの「ない」により、あらゆるセーフ

ティーネットを失っている状態であり、これが

進行することによって、親子―親世代、子世

代で共倒れをしてしまう、また価値観の崩壊に

つながると指摘しています。この講演会で特に

感銘したのは、高齢者の貧困は、はたから見る

と、若いころ貯蓄や年金をかけてこなかった本

人が悪い、もしくは仕事を怠けていたやつが悪

いと決めつけて、自己責任論で済ませてしまう

ことにあるという問題提起でありました。例え

ば、その貧困となった高齢者の原因、背景など

が、普通の人から見るとよくわからないから、

こういう問題になると思うんですが、その貧困

に至るまで、今でこそ社会問題となっている

ワーキングプア、ブラック企業、非正規雇用、

ひきこもり、ＤＶや離婚、健康問題など、社会

的な問題も大きく背景にあるのではないか、個

人レベルではなかなか対処できる問題ではない

と指摘しています。

県内の年金未加入者は約4,000名ほどいます。

このままでは年金受給資格がない高齢者とな
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り、ほぼ自立した老後は送れなくなります。年

金の政策は国が国民に直接行っておりますが、

下流老人予備軍をこのままほっておいていいの

か。昨日も髙橋議員の質問にあった、ひきこも

りの問題もしかりであります。行政の支援、わ

ずかなきっかけで立ち直る人たちもいると思い

ます。ほっておくことで、より社会保障費の増

大につながることも考えられます。生活が困窮

し、できる限り最後のセーフティーネットであ

る生活保護受給につながらないように、自立に

向けた支援が必要であると考えますが、県の考

えを福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢者等が経

済的困窮に至る理由には、議員が今お話しされ

たように、さまざまなものがございますが、困

窮状態となった場合には、生活保護受給に至る

前の早い段階から支援を行うことにより、自立

を促すことが重要であると考えております。こ

のため、県内の福祉事務所におきましては、生

活困窮者自立支援法に基づきまして、就労や多

重債務などの幅広い相談に応じるとともに、住

居確保給付金の支給や、県社会福祉協議会の行

う生活福祉資金の紹介など、関係機関との連携

も図りながら支援に取り組んでいるところであ

ります。現在、国の社会保障審議会におきまし

ては、高齢期に至る前の段階からの支援の強化

についても議論されているところでありまし

て、県としましても、国の動向を注視しなが

ら、支援の充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 次に、働く意思のある高齢者

の支援について伺います。10月末、労働局か

ら、本県企業において定年延長を導入した企業

が100％に到達したという発表があったという報

道がありました。きのうもニュースでやってお

りましたが、すばらしいことだと思います。ま

た、65歳以上の年金受給世代にとっても、働く

ことで知識や経験を生かすとともに、健康維持

ややりがいにもつながってくると思います。年

金だけでは生活するのが厳しい高齢世帯も多い

と思いますし、趣味などにお金がかかる人、老

後に不安があり、働きたい人もいます。本県の

高年齢者雇用確保措置についての状況と、働く

意欲のある高齢者の就労支援の取り組みについ

て伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高年齢者

雇用確保措置は、65歳までの雇用を確保するた

め、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律」、いわゆる高年齢者雇用安定法によりまし

て、定年の引き上げ、定年制の廃止、希望者全

員の継続雇用のうち、いずれかの措置を講じる

ことが事業主に義務づけられたものでありま

す。雇用確保措置の実施状況につきましては、

従業員31人以上の企業を対象に、ことし６月に

国が行った調査によりますと、ただいま議員が

おっしゃったとおり、本県においては、全ての

企業で実施済みということでございます。ま

た、働く意欲のある高齢者の就労を支援するた

め、県では、就職面談会やシニア人材バンクに

よる高齢者と企業とのマッチング強化などに取

り組んでおりますが、このうち、昨年度、県内

３カ所で開催しました就職面談会には、延べ524

名の参加者があり、55名の就職が決定したとこ

ろでございます。

○西村 賢議員 最後に、知事に質問をしたい

と思います。今、子供の貧困が社会問題とな

り、日本は先進国の中でも子育てや教育にかけ

る国家予算の割合が低い国だと言われておりま

す。北欧の福祉国家のように、税率が高く、高

負担、高福祉の国家とは単純に比較できないと
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は思いますが、子供や教育にかける予算の確保

は、これからの日本の最優先課題でもあると思

います。それでも高齢者福祉の予算を引っ剥が

して子供たちへというわけにはいきませんか

ら、新たな財源をつくっていくことが必要だと

思います。知事は来年選挙を控えて、昨日、再

出馬を表明されました。子育て支援知事として

全国の先頭で旗を振る河野知事には、ぜひと

も、次回の選挙マニフェストの作成に当たり、

本県独自の子供福祉や教育目的の財源確保を検

討していただきたいと思いますが、知事の考え

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私は、宮崎の将来を担

う子供たちを社会全体でしっかりと育んでいく

ことは、大変重要な課題でありまして、全ての

子供たちが必要な福祉や教育を受けられる環境

を整えることは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、従来から、地

方創生に関する国に対する提案・要望の中で、

子育て、教育に関する経費を社会全体で分かち

合う子ども保険制度の創設というものを提案、

また要望してきたところであります。今、国に

おいてもさまざまな議論がなされているところ

でありますが、そういった議論を注視しなが

ら、私の選挙に向けた公約としては、政策提案

ということでいつも用意をしておりますが、子

供の福祉や教育のあり方も含めさまざまな課題

が山積する中で、次の４年間で具体的にこの宮

崎において何をどう進めていくべきか、こうし

た国の動きも注視をしながら、真剣に考えてい

きたいと考えております。

○西村 賢議員 まだ１年先の話ですから、

じっくり考える時間もあると思います。また、

全国の知事の中でもトップを走っていただくよ

うな政策を期待したいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 県民の

声、井上紀代子です。今回も多くの方々に傍聴

いただきまして、本当にありがとうございま

す。感謝いたしております。

通告に従い、一般質問をいたします。

11月定例県議会前に飛び込んだニュースでう

れしかったのは、長距離フェリー航路の維持で

した。本県も他県同様、人口減少という条件の

中で、県産品の県外販売による外貨獲得と、県

内経済の活性化、そして雇用創出・維持は最も

重要な課題です。長距離フェリーの上り便の貨

物の約７割が農畜産物です。農畜産物の輸送に

は長距離フェリーが不可欠です。宮崎カーフェ

リーについて、新会社で航路を引き継ぐことと

した意義について、知事にお伺いします。

また、航路維持には新船建造が鍵を握ること

になりますが、新船は観光などの旅客ニーズに

合った新船建造とすべきですが、どのように考

えられているのか、総合政策部長にお伺いをい

たします。

次からの質問は質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

新会社で航路を引き継ぐこととした意義につ

いてであります。本県の長距離フェリー航路

は、農畜産物を初めとする県産品を大消費地に

輸送する極めて重要な航路であります。また、

観光という面で考えましても、多くの人数を輸

送できる、教育旅行でありますとかスポーツ合

宿、そういう面でも効果があるところでありま

して、本県経済の生命線であると考えておりま
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す。この重要な航路を維持するに当たりまして

は、県産品の安定的な輸送や、新船建造を見据

えた物流機能の強化、フェリー会社における雇

用の安定的な確保などのさまざまな観点から検

討を進めてきたところであります。その結果、

県や地元金融機関、地元経済界など、オール宮

崎が結束をした新会社で航路を担っていくこと

が、この航路を長期的かつ安定的に維持してい

くためにも最善の方策であるとの結論に至った

ところであります。今後、事業再生計画を着実

に進めることで航路を維持し、本県経済の一層

の発展につなげ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。

旅客ニーズに合った新船建造についてであり

ます。宮崎カーフェリーは、平成26年の神戸就

航以降、市街地からのアクセスのよさなどか

ら、旅客が増加傾向にあります。しかしなが

ら、現在の船は、個室が少なく段差が多いな

ど、現在の旅客ニーズに合わない部分が見受け

られるところでございます。近年、他県におい

て新たに建造された船では、個室の増設や段差

の解消、ペットと宿泊できる部屋を設けるな

ど、旅客ニーズを酌み取ったものとなってきて

おります。新船の仕様につきましては、新会社

で具体的に検討することとなりますが、県とい

たしましても、旅客ニーズの動向等をしっかり

見きわめながら、本県観光の振興に向けて大き

く貢献できる新船建造が実現できるよう、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〕

○井上紀代子議員 答弁、ありがとうございま

した。

我が県は、物流が本当に最大の課題です。い

ろんな意味でいいニュースがたくさん入ってき

ておりますが、この長距離フェリーの問題とい

うのは、本当に心の痛むような問題で、継続が

できないのではないか、維持ができないのでは

ないかと大変心配しておりました。オール宮崎

でということですから、県民も入れて一丸と

なって、このフェリーがずっと継続していける

ように、そしてまた観光の大きな力になってい

くように、この新会社をみんなで支えていけれ

ばと思っています。

次に、宮崎市においても、本格的な人口減少

社会を実感させられる空き家とか空き地が目立

つようになり、ちょっと車で走りますと、崩れ

かけた廃屋を見ることも珍しくない状況です。

本県の基幹産業は農林水産業です。さまざまな

産業において人手不足が深刻になる中で、こと

しは例年以上に学生優位の売り手市場になって

いるようです。このような中で、昨年の新規就

農者は、平成に入って最高の396名と伺い、うれ

しく思いました。このことは、若者が農林水産

業を職業として選択する時代が到来したと考え

てよいのではと思うのですが、人口減少社会に

おける本県農水産業の担い手確保の対策につい

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） 農業や水産業

におきましては、従来からの後継者という考え

方だけではなく、広く人材を募集し、より多彩

な担い手を育成・確保することが重要だと考え

ています。そこで農業分野では、県内外の就農

希望者に対しまして、定期的な就農相談会や就

農講座を開催しますほか、農業法人での体験研

修や、現場での技術習得支援の充実にも取り組

んでおります。また、水産業の分野では、宮崎

県漁村活性化推進機構が実施しております漁業

就業応援バンクの構築に係る取り組みを支援し
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まして、県内各地域での受け入れ体制の構築を

進めております。そういった取り組みの結果、

今、議員がおっしゃいましたように、平成28

年、農業では、平成に入って最高となる396名の

新規就農者、さらに、水産業では、ここ10年で

最も多い55名の新規就業者を確保したところで

ございます。

○井上紀代子議員 私は、農林水産業が輝いて

こそ、宮崎に若者が集まってくると考えていま

すので、魅力ある産地づくりと、若者目線での

情報発信をしっかりやっていただくことを願っ

ています。

さて、農林水産業は、担い手が残ればできる

ものではありません。田畑での生産や集出荷場

での選果作業など、多くの農業就業人材を確保

できてこそ、全国第５位の食料供給県が成り

立っています。しかしながら、都市部より早く

人口減少が進んでいる農村地帯では、多くの外

国人技能実習生が参入しており、全国では２万

人を超える実習生が農業生産活動を支えていま

す。本県農業における外国人技能実習生の状況

と、特区を含めた外国人材の活用についてどの

ように考えておられるのか、部長にお伺いいた

します。

○農政水産部長（大坪篤史君） 国際研修協力

機構の調査によりますと、平成28年度の本県の

外国人技能実習生は約600名で、近年増加傾向に

ございます。技能実習制度につきましては、本

年９月から、従来の農畜産物の栽培管理作業に

加えまして、加工や出荷調整作業も実習の対象

となりますとともに、11月１日からは実習期間

が最長５年に延長されるなど、生産現場で活用

しやすい制度となってきております。このため

県では、今後、技能実習制度の活用がより図ら

れるよう、農業団体や農業法人等と連携しなが

ら、支援体制を構築していくこととしておりま

す。

一方、農業分野における外国人労働者の活用

に関する国家戦略特区につきましては、来年度

からスタートするものでございまして、県内で

はまだ実施したいという相談はございません。

まずは、来年度から取り組みを開始する他の地

域の状況等を、しっかりと注視してまいりたい

と考えております。

○井上紀代子議員 外国人技能実習生の中に

は、非常にすばらしい実力を持たれている方も

少なくないと聞いています。「グローカル」と

いう言葉もあるように、農林水産業だからでき

る国際貢献もあるのではないかと思いますの

で、受け入れる担い手の方々には、単なる労働

者としてではなく、経営のパートナーとして接

していただきますよう、十分な配慮をお願いし

ておきます。

また、農林水産業の現場では、多くの女性が

経営者として頑張っていらっしゃる姿を見かけ

ます。食と住が近い農林水産業は、女性が働き

やすい職業であるとも言えますが、やはり経営

者として資質の向上を図っていくためには、男

性以上の配慮をしないと、家をあけにくいとい

う実態がございます。女性農業者の育成対策と

支援の取り組みについて、部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農業・農村の

活性化を図るためには、女性の視点をもっと積

極的に取り入れていくことが重要であると考え

ております。このため県では、農業委員や団体

役員への女性登用を推進するとともに、女性農

林漁業者ネットワーク交流会や、各地区の女性

農業者サポート協議会の活動を通じ、女性の経

営参画や６次産業化に向けた勉強会を実施して
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おります。また、昨年は、経営発展や農業の魅

力向上を目指す意欲的な女性農業者によります

「Hinata・あぐりんぬ」の設立を支援するな

ど、新たな女性活躍の場づくりにも取り組んで

おります。今後とも、女性がさらに活躍できる

よう支援してまいりたいと存じます。

○井上紀代子議員 松形知事時代に「農村女性

のつばさ」というのがあって、ドイツに行った

りしながら、女性の皆さんがグリーンツーリズ

ムを学んでこられるというようなことが、特に

えびのが中心でしたが、そういう事業等もあり

ました。大変懐かしく思い出しています。「ひ

なたもりこ」、また「Hinata・あぐりんぬ」、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

次に、全国には、先ほどもありましたが、障

がいのある方が働くＡ型事業所が3,596カ所あ

り、そこでは６万人以上の方が働いておられま

す。雇用契約を結ばないＢ型事業所も１万724カ

所あり、多くの障がい者の方々が働いておられ

ます。農業は、田畑での管理作業だけでなく、

選果や袋詰めといった作業もたくさんありま

す。土に触れ、命に触れる仕事は、障がいのあ

る方にとってかけがえのない活動だと思いま

す。農福連携の取り組みの現状と今後の取り組

みについて、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、障

がいのある方が、農業法人の従業員や福祉施設

の農作業受託という形で活躍されている事例が

ございまして、仕事の丁寧さや熱心さといった

点で評価する声を聞いているところでありま

す。農業分野で、障がい者の自立に向けて就労

機会を提供する農福連携の取り組みにつきまし

ては、農業と福祉双方の分野にメリットがござ

います。本県では今年度、農福連携プロジェク

トチームをつくりまして、福祉施設を対象に、

まずはアンケート調査や意見交換の取り組みを

スタートいたしました。今後は、その結果も踏

まえまして、農業分野における働きやすい環境

づくりや、農業者と福祉施設の効果的な連携手

法について、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 先日、宮崎日日新聞に掲載

されておりましたが、大変ありがたい思いで、

私はその記事を読ませていただきました。以前

は、農福連携とまではいかないんですけれど

も、生産現場へはなかなか入れてくださらな

かったという現状がありました。今回は大きな

大きな一歩だというふうに思っています。障が

いのある方は、障がいの程度によってできる作

業が確かに限られますが、一つの個性であると

いう認識を経営者の方々にも持っていただき、

しっかりと取り組んでいただきますよう、要望

しておきたいと思います。

次に、試験研究についてお伺いします。先

月、環境農林水産常任委員会の現地調査で、水

産試験場の研究成果である「海の天気図」と、

総合農業試験場の取り組みを調査いたしまし

た。水産試験場が開発している「海の天気図」

は、ＩｏＴを用いた海の潮流や温度等のセンシ

ングと、漁業者の漁獲データをマッチングする

という壮大な研究です。ことしは、高い海水温

や黒潮の蛇行などにより、各地で漁獲量が激減

しており、お節料理などに影響が出ているとい

う報道が多くなっています。どこに狙う魚がい

るのか、いわば熟練漁師のわざとも言えるノウ

ハウをデータで解析することができれば、新規

に参入する若い漁業者にとって強い味方にもな

ります。「海の天気図」のこれまでの成果と今

後目指す姿について、部長にお伺いいたしま

す。
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○農政水産部長（大坪篤史君） 現在、「海の

天気図」では、１日１回、日向灘の水温と潮の

流れの情報を提供しておりまして、平成28年度

のアクセス件数は４万7,000件に達し、年々利用

がふえております。この情報は、主にまき網や

ひき縄の漁業者に利用されておりまして、出漁

の判断や漁場の位置予測に活用することで、漁

業者の効率的な操業に貢献しております。今年

度からは新たに、より広い範囲で、流れと波の

高さを１時間単位の高い頻度で情報提供できる

海洋レーダーの整備に着手しまして、さらなる

経費の削減や漁場探索の精度向上に取り組むこ

ととしております。こういったことによりまし

て、さらに多くの漁業者の収益性の向上や、新

規漁業者も参入しやすい漁業づくりを目指して

まいります。

○井上紀代子議員 新規漁業者もふえているよ

うですので、よろしくお願いしておきます。

総合農業試験場では、マーケットニーズを先

取りした米やパプリカ等の育種研究と食の安全

分析センターの取り組みについて、調査をいた

しました。米の育種は、温暖化や病気等に対す

る強さなどが、パプリカの育種は、業務用に適

した形や色、サイズがテーマになっていまし

た。米の食味の選抜は、職員による官能評価が

行われており、パプリカの育種は葯培養という

特殊な技術を用いて、育種に要する時間の短縮

に取り組んでいました。素人ながらも、どちら

もかなり高い研究スキルが必要な内容だと理解

をいたしました。県は、高いスキルを持った研

究人材の育成のためにどのような取り組みを

行っていくのか、農政水産部長にお尋ねをいた

します。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県の農畜水

産業の競争力を強化していくためには、バイオ

テクノロジーやＩＣＴ等の革新技術に対応でき

る、高いスキルを持った研究人材の育成が重要

な課題となっております。このため県では、平

成24年に試験研究人材に関する育成方針を策定

しまして、経験年数に応じた研修体系に基づ

き、国等の研究機関への派遣研修や、専門家を

招聘した研修等の資質向上対策に取り組んでお

ります。また、中核となる研究員につきまして

は、博士の学位取得の支援や学術論文の投稿等

を推進するなど、国レベルでの共同研究に参画

できる人材確保に努めております。今後とも、

本県農畜水産業の発展に資する試験研究を展開

していくために、研究人材の育成に取り組んで

まいります。

○井上紀代子議員 農大校が模擬会社を設立し

たとか、この情報も私は大変うれしく読ませて

いただきました。アグリカレッジひなた。そし

てまた、私が大変大事にしております「食農連

携による経済好循環創造事業」、これを確実に

していくと、雇用と、私ども宮崎県が経済的に

も大変潤ってくると思います。そこで、本県の

農林水産業を先導していくのは、時代のニーズ

を先取りした試験研究成果でなければならない

と、私は考えています。そのためには、民間企

業や大学等との連携の強化、研究員の独創的な

アイデアを形にしていく仕組みや予算の確保な

ど、他の行政機関とは異なる対応策が必要なの

ではないかと考えています。県は、試験研究機

関をどのように位置づけ、その機能強化に取り

組もうとされているのか、郡司副知事にお尋ね

いたします。

○副知事（郡司行敏君） 私は、新しい時代の

扉を開くのは常に新しい技術である、そのよう

に考え、本県農林水産業の振興を技術の面から

支える試験研究は、大変重要な役割を担ってい
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ると認識しております。本県の公設試験場は、

生産現場が直面する課題を技術的に解決すると

ともに、ＩＣＴ等の最先端の技術開発に取り組

んでおり、これらの取り組みを効果的に進める

ためには、特に民間企業や大学等との連携が重

要であると考えております。このため本県で

は、国内有数の企業や大学と連携し、食の安全

分析センター等を立ち上げるとともに、機能性

解析に係る国のプラットフォームの一員とし

て、最先端の研究に取り組んでいるところであ

ります。このような高いレベルでの研究を展開

していくためには、高度なスキルを持った研究

員の確保と、それを支える先進的な研究環境の

整備が必要でありますことから、引き続き、そ

の充実に努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ、この充実をよろしく

お願いしておきたいと思います。

次に、観光に関する質問をさせていただきま

す。

人口減少が急速に進むことで、地域経済が縮

小していく厳しい環境のもとでは、交流人口の

拡大による地域の活性化、すなわち観光地域づ

くりが重要な政策課題になると思います。人口

が減少しても活力を失わないまちづくり、活力

の根源としての経済、仕事、生業、これらを観

光による交流の活発化で支える、これが大事な

ことだと思います。宮崎版ＤＭＯを推進するた

めには人材育成が重要と考えますが、県の取り

組みの状況について、部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 宮崎版Ｄ

ＭＯを推進するためには、地域づくりを牽引す

るリーダーの育成が重要でありますことから、

昨年度から観光みやざき創生塾を実施している

ところであります。創生塾は、県内外で活躍し

ている講師陣からの実践的な講義やフィールド

ワークなど、受講者が地域や企業で活動する際

に役立つようなカリキュラムとなっており、今

年度も54名の方が受講しております。また、今

年度から、地域等での活動を継続して支援する

ため、修了者を対象とした実践コースを開設し

たところであり、今後とも、塾生のフォロー

アップやネットワーク化を図りながら、中長期

的な視点に立って、地域の観光を担う人材の育

成に取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 いつもお知らせいたしてお

りますが、ことしの私のミステリーバスツアー

は、大型バス55名で高千穂郷・椎葉山世界農業

遺産を訪ねました。高千穂は何度行っても「す

ばらしい」の一言に尽きるのですが、まず、高

千穂町財政課総合政策室長・甲斐さんの丁寧な

御案内と、「世界農業遺産とは」ということに

ついての解説によって、高千穂を再認識するこ

とができました。また、参加メンバー全体が感

動したのは、農家民泊を運営され、地域づくり

を実践された工藤さんの一言一言でした。工藤

さんの、ふるさと高千穂とそこに住む人々を思

う心と、地域の素材を生かしたふるさと料理

は、一見素朴な料理なのですが、大変洗練され

ていて、また、宿泊される方々との会話の一つ

一つが心にしみるだろうなと、温かい気持ちに

なりました。本県では多くの地域で、農家民泊

等のグリーンツーリズムによる地産地消活動に

取り組んでおられる担い手が、いっぱいいらっ

しゃいます。また、今後は、農家民宿として地

域の活力にと、新たな取り組みも始まりまし

た。農家民宿の推進について、農政水産部長に

お尋ねをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県内には、西

諸県や西臼杵地域を中心に、農林漁業者が経営
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する農家民宿が169軒ありまして、これは年々増

加傾向にございます。農家民宿は、農林水産業

と観光業やサービス業との融合により、地域の

複合的なビジネスとしての発展可能性を有して

おり、地域経済への波及効果も期待されます。

このため県では、関係者等で構成された協議会

が実施しております、農作業等の体験メニュー

の開発や、衛生・安全管理に関する研修会の開

催、さらには、農家民宿開業のためのマニュア

ルや誘客のためのパンフレットの作成、そう

いったものに対する支援を行っているところで

あります。今後とも、グリーンツーリズムの中

核として、さらにビジネス的にも十分成り立つ

ように、関係機関や団体と連携しながら取り組

んでまいりたいと存じます。

○井上紀代子議員 大変いい取り組みだと思い

ます。ぜひ徹底的にやっていただきたいなと

思っているところです。

観光戦略の基本というのは、観光地づくりで

はなく、観光地域づくりだと考えます。その地

域らしい暮らしや体験、地域ならではの食や宿

泊が、今、観光では求められているのではない

でしょうか。その地域らしいプログラム・ス

トーリーによって、まち歩きをしながら五感で

味わう、その地域にしかない自然や歴史・文

化、食・暮らしなど、五感で多様に楽しむ観光

と言えます。キーワードは、「観光振興による

豊かな地域づくり」だと考えます。地域で稼ぐ

観光を実現するためには、農家民宿を活用した

地域ぐるみでの取り組みが有効であると考えま

すが、商工観光労働部長にその県の考え方を伺

います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 地域で稼

ぐ観光を実現するためには、旅行者のニーズを

的確に捉え、地域の多様な関係者を巻き込みな

がら、滞在時間を延ばし、観光消費額の増加に

つながるような取り組みを進めることが重要で

あると考えております。このため県では、農家

民宿の取り組みを生かすためにも、地域の特色

を踏まえた滞在型・体験型メニューの充実を図

る必要があると考えておりまして、例えば、世

界農業遺産の認定５町村と連携しながら、釜炒

り茶の飲み比べや、わら細工づくりなどの体験

メニューの商品化等に取り組んでいるところで

ございます。県としましては、今後とも、この

ような取り組みを通じて、地域で稼ぐ観光の仕

組みづくりを支援してまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 これから、国民文化祭、２

巡目国体、オリンピック・パラリンピック、記

紀1300年集大成と、観光客の皆様をお迎えする

機会はいっぱいです。宮崎の魅力ある地域資源

を存分に生かして、地域全体回遊、滞在型・通

年観光を実現し、農林水産業、商店街、お年寄

りの生きがいづくり、住民の誇り醸成などな

ど、豊かな地域づくりをしてまいりたいと思い

ます。つまり観光地域づくりです。また、農家

民宿は地方移住へつながることも期待できるの

ではないかと楽しみにしています。宮崎版ＤＭ

Ｏを丁寧に実行していただくよう要望いたしま

す。

次に、福祉問題に入りたいと思います。

我が国では、虐待や予期しない妊娠など、何

らかの理由で親子が分離されて、社会的養護下

にある子供たちの実に８割強が、児童養護施設

や乳児院などで集団養育されています。このよ

うな日本の家庭分離・施設偏重の政策は、世界

的には突出しています。日本の里親委託率は、

平成27年度末で17.5％と低い状況です。厚生労

働省は本年、明確な「新しい社会的養育ビジョ
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ン」を示しました。これは、子供が家族と暮ら

すという当たり前の権利を保障するのに必要な

体制をつくり、網羅的な改革ビジョンを示した

ものです。まず、本県の里親等委託率の現状

と、県はそれをどのように評価しているのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 何らかの事情

により実親のもとで生活ができず、社会的養護

を必要とする児童のうち、里親やファミリー

ホームに委託された児童の割合を示す本県の里

親等委託率でございますが、平成28年度末現在

で12.1％となっております。平成27年度に策定

した本県の家庭的養護推進計画では、この委託

率を平成41年度末までに35％とすることを目標

としており、今後、委託促進に向けた取り組み

をより一層強化する必要があると考えておりま

す。

○井上紀代子議員 「新しい社会的養育ビジョ

ン」では、３歳未満については、おおむね５年

以内に、就学以前の子供については、おおむね

７年以内に里親委託率75％以上を実現し、学童

期以降は、おおむね10年以内を目途に委託率50

％以上を実現すると、明確な数字を示していま

す。実現のためには、包括的支援体制での里親

へのサポートが欠かせないと言えます。里親制

度は、多数の子供たちがいる施設と違い、家庭

という閉じられた環境で暮らします。子供たち

の中には、障がいのある子や、親からの虐待な

どで心に傷を負わされている子供も多く、育て

ていく上で大変な部分があることは否定できま

せん。それでも、子供たちをより家庭環境に近

い状態で育てていくことを進めていくべきだと

考えます。

本年５月、宮崎市にファミリーホームが開設

されました。社会福祉法人によるものです。宮

崎県に現在１カ所です。養護施設と里親さんの

中間とも言える、６人まで養育可能です。家庭

的養護を推進するためには、ファミリーホーム

への委託を拡大することが有効と考えますが、

県の考えをお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） ファミリー

ホームは、要件を満たす里親や社会福祉法人の

職員等が養育者となりまして、議員からお話の

ありましたとおり、５人から６人までの児童を

養育することから、一般の里親よりも多くの児

童に対し、家庭と同様の養育環境を提供するこ

とができるという利点がございます。また、児

童間の相互作用が、児童の自主性や基本的生活

習慣の確立、また、豊かな人間性・社会性の育

みにもつながることが期待できることから、家

庭的養護の推進に有効な手段の一つであると認

識をしております。

○井上紀代子議員 国連の指針でいけば、パー

マネンシー（永続性）というのを大変重要視さ

れています。それは、その子供たちが、そこに

いていいんだ、私の居場所はここでいいんだと

いうことが実感できるようにすることが大変重

要だということです。ですから、家庭的養護と

いうのは、そういう意味では大きな大きなテー

マとするべき内容だと思っています。社会的養

護が必要な子供たちが、やがて父親とか母親と

なることを思えば、家庭というものが、温か

く、必要であるという心を養うためにも、家庭

的養護を進めていくことが本当に重要だと考え

ています。県は今後、ファミリーホームの活用

を含め、里親委託率の拡大に向けてどのように

取り組んでいかれるのか、部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、里親

委託の推進とあわせ、多くの児童を養育する里
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親に対しては、ファミリーホームへの転換を勧

めるとともに、各児童養護施設が少なくとも１

つのファミリーホームを開設することを目標と

しておりますことから、今後ともその設置等に

ついて、里親や児童養護施設などの関係機関

と、積極的に協議や検討を行ってまいりたいと

考えております。また、家庭的養護の推進を図

るためには、里親やファミリーホームの制度の

周知を図るとともに、里親の登録数を拡大する

ことが必要でございますので、引き続き、ＮＰ

Ｏ法人等の協力も得ながら、広報啓発や必要な

研修の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 ファミリーホームは本当に

有効だというふうに思います。今つくっておら

れる宮崎市の方は社会福祉法人です。社会福祉

法人でのファミリーホームというのは、経営的

にも安定をしている。そういう意味で言えば、

大変有効な形だというふうに思っています。他

県でも、社会福祉法人がされているファミリー

ホームは多くありますので、その交流も含めて

実態をよくごらんいただいて、今後、社会福祉

法人のファミリーホームを広げていただけるよ

うに、せめて、県北に１つ、南のほうに１つと

いうふうに、最初はそれから始めていただける

といいのではないかと思っています。

続けて、障がい者のグループホームのことに

ついて、部長にお尋ねをいたします。

まず、障がい者のグループホームの運営上、

安定的な経営が可能となる人数は何人だとお考

えでしょうか、部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） グループホー

ムは、国が、施設等から地域生活への移行を推

進するために充実を図っているもので、障がい

者が、家庭的な雰囲気の中で、世話人や生活支

援員等による支援を受けながら、地域のアパー

トや一戸建て等で共同生活する居住の場でござ

いまして、障がい者が住みなれた地域で安心し

て生活するための重要な施設であると認識をし

ております。安定的な経営が可能となる人数に

ついては、利用者の障がいの程度や、夜間の支

援の必要性などにより異なってまいりますの

で、一概には申し上げられませんが、国の指定

基準では、グループホームを開設するに当たっ

ては、４名以上の定員が必要であり、一方で、

８名以上は報酬が減額されるというふうになっ

ておりますことから、標準的な規模としては、

４名から７名での運営が想定されているものと

考えております。

○井上紀代子議員 それでは、現行の国の基準

は、障がい者のニーズに今現在合致したものに

なっていると県は考えておられるのか、部長に

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） グループホー

ムにつきましては、日中は、就労とか就労継続

支援等のサービスを利用する障がい者を想定し

まして、指定基準や報酬基準が設定されている

ものでございます。しかしながら、近年の障が

い者の重度化や高齢化に伴いまして、こうした

現行の基準では、障がい者のニーズに合致して

いない部分もあるものと考えております。

○井上紀代子議員 続けて、現在、県内にある

グループホームの数は、障がい者が必要とする

数を満たしているのか、そこを部長にお尋ねし

たいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県内のグルー

プホームの数につきましては、平成28年度末の

時点でございますが、204カ所となっており、利

用者数は1,097名と、現行の障がい福祉計画の見

込み量をほぼ満たしている状況ではあります
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が、障がい者の地域生活を進める上では、今後

も計画的な整備が必要と考えております。ま

た、これからのグループホームの整備に当たり

ましては、いわゆる親亡き後の問題は大きな課

題でございまして、障がい者の重度化や高齢化

への対応も必要であると考えております。現

在、国におきましては、スケールメリットを生

かした重度対応型グループホームの新設や、報

酬の改定に向けた検討が行われていると伺って

おりますので、今後、国のこうした動向も注視

しながら、利用者のニーズを把握し、適切に対

応してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ３問にわたって部長から答

弁をいただきました。このグループホームのと

ころは数々の問題がありまして、例えば、通所

施設を持っておられるところがグループホーム

に移行した場合に、ニーズとしては、ある程度

の固まりとしてあるわけです。そのニーズに合

わせようとすると、７名以上になってしまうわ

けです。７名以上になってくると、経営が成り

立たない。ということは、そこにいらっしゃる

方たちの中にそういうニーズがあったとして

も、それを受け入れることはできないというこ

とになってしまうわけです。ですから、今、な

ぜグループホームを切るときの人数が７なのか

というのは、ちょっと私もわからないんです。

国のお考えがちょっとわかっていないところな

んですが……。ですから、全体的に要望として

ある。そして、これから一番重要になってくる

のは、このグループホームを最重度の人たちが

利用せざるを得ない。ケアホームはないわけで

すから、そこを利用するような方向性というの

が出てくるわけですね。そうなってきたとき

に、今のような形で本当にいいのだろうかとい

うのが、議論をしていただきたい内容でもある

わけです。国において、スケールメリットを生

かした重度対応型グループホームの新設や報酬

の改定―これは重要なところですが―に向

けた検討が行われている。そういうふうになっ

ているので、ここにどうやって、今の実態、本

当の意味での障がい者の人たちが置かれている

実態に合致させていくかということが、今重要

になってきているのではないかと思っていま

す。だから、現状を把握しているだけではな

く、グループホームで―私はグループホーム

はいいと思います。施設から地域生活へ出てい

こうという考え方としてはいいと思いますが、

問題は、数をそういう形で切れるのかどうか。

そのあり方をもっと多様にしていくべきではな

いのかということを、ぜひ国に、実態に合わせ

た形、実態に近い形で制度を変えていくように

していただきたいと思います。横浜から先日来

られて、重度の方たちのお話をされた方は、法

は実態の後についてくると、実行されたものの

中から、後で出てくると。ただ、経営ができな

いとなると、それはまた別問題なので、経営が

できるということが大変重要なことですので、

そこを丁寧に国のほうに伝えていただきたいと

要望しておきたいと思います。

次に、実は加江田川もやりたかったわけです

が、加江田川については、県土整備部によく

やっていただいていたり、宮崎土木事務所の方

たちが丁寧にやっておられるので、そこについ

ては、今回質問という形はとらずにおきます。

台風22号のときも、朝早くから茜ヶ久保宮崎市

議会議員と一緒に、ずっと災害地を回らせてい

ただきました。いつものことなので、いつも台

風の終わった後は必ず行くというふうにしてお

りますので、地域をぐるぐる回らせていただき

ました。また、郡司副知事が部長でいらっ
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しゃったころに、正蓮寺の湛水防除、排水機場

の問題についてはお願いをしておきました。そ

れが有効に活用できるように今後したいなと思

いましたが、あのときのポンプを回す若者た

ち、農業の担い手の皆さんの声まで今回聞いて

いただきましたので、質問とはしないことにい

たしました。

次に、私が非常に最近、心の痛みぐらいに

思っているのが、国道220号なんですけれども、

この道路は、宮崎市を起点として日南市、串間

市を経て鹿児島県霧島市に至る、延長約190キロ

メートルの東九州南部における主要幹線道路、

そして、観光宮崎のシンボルロード、日南フェ

ニックスロードとも言われております。実は、

鵜戸神宮の宮司様から秋の例祭とかにおいでと

言われたりすると、秋の例祭とかにお伺いする

わけですが、台風の後でしたので、大変な遠回

りをしながらお参りに行かせていただきまし

た。220号の北のほうは今、実際、工事にかかろ

うとしておりますので、そこはそれとして、南

のほうのところは、このままの状態で、サン

メッセ日南とか鵜戸神宮など、せっかくの観光

の名所でもありますが、そういうところをどう

やったら生かせるのかということを考えると

―この道路は、髙橋透議員からも出ました

が、外山衛議員からも出ております。いろんな

議員がここにぶら下がっておりますが、どうい

うふうに今後していかれるおつもりなのか、そ

れをお聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 国道220号南

の区間、宮浦―風田間でございますけれども、

ことし２度にわたりまして大規模な斜面崩壊に

よる通行どめが発生しました。観光面や沿線住

民の方々の生活等に多大な影響が生じたところ

であります。私自身も先月、副知事とともに現

場を訪れた際、崩壊の規模の大きさとか地質の

状況を見て、改めて災害に強い道路が必要であ

ると感じたところであります。現在、国におい

て、内海―富土間、北区間ですが、こちらで整

備が進められておりますけれども、宮浦―風田

間につきましては、北区間の整備状況を踏まえ

ながら、事業の着手時期等について検討してい

きたいと伺っているところでございます。県と

いたしましては、今後とも、沿線自治体及び住

民の皆様方と一体となって、北区間の早期完成

はもちろんのこと、宮浦―風田間、南の部分で

ございますが、早期事業化につきましても、引

き続き、国に対し強く働きかけてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 よろしくお願いいたしま

す。

次に、食育について伺います。

まず、若者の朝食離れについて伺います。厚

生労働省の国民健康・栄養調査では、朝食の欠

食率は全ての世代で年々増加をしています。食

と健康に関心を払わない親世代が増加した結

果、朝食の欠食率が増加しているとも言われて

います。若者の朝食離れを改善するため、どの

ような対策を講じようとされているのか、農政

水産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 最近の県民健

康・栄養調査によりますと、県内の20代の朝食

摂取率は66％で、全国平均の68.6％よりも若干

低い状況にございます。将来、子供を育てる世

代となる若者への食育活動は大変重要でありま

すので、県では本年度より、宮崎大学や南九州

大学と連携をしまして、学生みずからが企画

し、朝食の摂取率を高める「朝モグKarada Good

プロジェクト」なるものを実施しているところ

でございます。具体的には、大手コンビニや大
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学学食等と連携した、若者受けする朝食の開発

・試験販売や、「健康と食のフェスタ」での、

学生による取り組み紹介などの活動に取り組ん

でいるところであります。

○井上紀代子議員 ぜひ、朝モグで起業してい

ただくような大学生が出ることを期待しており

ます。このまま進んでいきますと、高齢化が進

むと同時に、若者だけでなく、高齢者への食育

対策も必要になってしまうという状態です。増

大する社会保障費を抑制するためには、健康寿

命の延伸が不可欠であり、それを支えるのは食

だと考えますので、食育については、引き続き

の取り組みの強化をお願いしておきます。

先日、私は、宮崎市の潮見小学校で開催され

た「味覚の授業」に参加させていただきまし

た。ことしで３年目の取り組みとなる「味覚の

授業」は、プロのシェフがボランティアで、小

学生に味の基本である塩味、酸味、苦味、甘

味、うま味の５つの味を確認体験させ、その

後、一緒に調理するという授業です。この日

は、ニューヨークのマンハッタンと宮崎市にお

店を持たれているヒミ＊オカジマさんが講師

で、わかりやすく、しかも御自分の人生観も語

られ、非常に楽しく、ぜいたくな授業でした。

「こ食」という言葉をお聞きのことと思いま

すが、子供だけで食べる食事「子供食」、同じ

ものしか食べない「固定した食」、麺類しか食

べない「粉の食」、家族は一緒なのにそれぞれ

違うものを食べる「個人食」、そして寂しさを

感じる「孤独な食」等々、さまざまな「こ食」

が問題視されています。味覚は、生後３カ月か

ら10歳ごろまでに発達すると言われています。

他県では、この「味覚の授業」を、イベントと

してではなくカリキュラムの一環として取り入

れることで、好き嫌いや食べ残し、肥満の改善

に効果を上げている学校もあるようです。本県

においても、「味覚の授業」をカリキュラムと

して積極的に取り入れていくことはできないの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 「みやざきの食と農

を考える県民会議」が実施されました「味覚の

授業」は、子供たちに、味の基本となる味覚に

関する理解を促し、味わうことの楽しみに触れ

させる、大変貴重な機会であったと伺っている

ところであります。食に関する指導は、国が示

しました目標や内容に即して、学校ごとに作成

された全体計画や年間指導計画等のカリキュラ

ムに基づいて、授業や給食の時間など、学校の

教育活動全体を通して進められているところで

あります。お話にありました、子供たちにいろ

んな味覚を実感させる取り組みとして、例えば

食文化をテーマに、地域に昔から伝わる料理等

をつくって食べる授業を行うことなどが考えら

れるところであります。このような取り組み

は、子供たちの食育を推進する上でも大変意義

のあるものと認識をしております。県教育委員

会といたしましては、今後も、関係部局・団体

等と連携しながら、こうした取り組みを、市町

村教育委員会を通して各学校に紹介しながら、

食育のさらなる推進に努めてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 学校給食は、食育の現場そ

のものだと言えると思います。一人一人の先生

が、昼食を題材に、味覚の視点から児童と話し

合う場をつくることは、学校運営の円滑化にも

大きく寄与するものと考えます。手を挙げてく

ださる学校がふえることを願い、ぜひ前向きに

検討を、教育委員会としても進めていただきた

いと思っています。

次に、明星視覚支援学校の幼稚部設置の意義
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と今後の検討状況をお伺いしたいのですが、先

日―私の控え室にはよく子供さんとお母さん

たちが来られています。最初に彼女たちに、

「どういう幼稚部が欲しいんですか。どういう

イメージですか」ということをお聞きしたら、

「自分たちできちんと現場に行ってみようね」

ということで、他県に行かせていただいたんで

すが、子供さんも、他県の学校に着くなり、そ

の学校の先生になじんでいったという……。何

か違うものを感じるんでしょうか。明星支援学

校の幼稚部設置の意義というのは―先日、教

育長にも、それから室長の川越さんにもお会い

させていただきました。お父さん、お母さん、

きょうだいたちも一緒に会っていただきました

が、そのときに、どういうことを親たちが望

み、本人たちが望んでいるかということについ

ては、十分教育長もおわかりになったと思いま

すので、御答弁をお願いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 明星視覚支援学校の

幼稚部設置でございますが、幼稚部を設置する

ことによりまして、個別の教育支援計画の作成

など、個に応じた適切な指導・支援が行われる

ようになり、小学校に就学するまでに必要な知

識や技能の習得が一層進むものと考えておりま

す。また、視覚障がいの特性を踏まえた専門的

な指導を早い段階から積み重ねることで、視覚

障がいのある幼児のさらなる成長を促すことに

つながると期待をしております。このようなこ

とから、幼稚部を早期に設置することが必要と

考えておりまして、現在、学校や関係課・室

で、教育内容の整備、あるいは施設の改修等に

向けた協議を進めているところでございます。

この前お伺いいたしましたいろんなお話をもと

に、そういうこともできるだけ踏まえて、幼稚

部の開設というのを目指していきたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 私は、宮崎県の子供たち、

それから私たち一人一人なんですけれども、自

立するということが大変重要だと思っていま

す。ですから、障がいがある人にとってみれ

ば、何かサポートが必要であれば、そのサポー

トが十分にされるということが大事だと思って

います。障がいがある子供たちのいるおうちで

は、両親がまず自立すること、本人の自立、そ

してもう一つは、きょうだいたちの自立、これ

を求めていく必要というのはあると思います。

ぜひよろしくお願いしておきます。

最後に、特別支援学校の現状について、教育

長はどのように受けとめられているのか。そし

て、課題はどういうものがあるのかを、教育長

にお伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 特別支援学校につき

ましては、保護者の特別支援教育への理解や期

待が高まってきておりますことから、近年、児

童生徒数が増加をしてきております。このよう

な中、児童生徒の障がいの状態について、重度

と軽度の二極化が顕著になってきております。

このような現状から、特別支援学校におきまし

ては、教室不足等への対応はもとより、軽度か

ら最重度までの障がいの程度に応じた指導の充

実が欠かせないものであり、授業の工夫や改善

が課題であります。また、高等部卒業後の将来

を見据えた教育と、一人一人の実態に応じた支

援の充実というものが、従前にも増して強く求

められている状況にあると認識をしておりま

す。現在、個別の教育支援計画などを作成し、

指導の充実を図ってきておりますが、課題解決

に向け、今後とも関係機関等と密に連携を図

り、学校の状況を踏まえながら議論を重ねてま

いりたいと考えております。
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○井上紀代子議員 特別支援学校は膨張状態な

んですけど、その状態について、学校、例えば

校長先生を含めてですけど、そういう御意見が

上がってきたことは全くないのでしょうか。教

育長にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 特別支援学校には、

さまざまな障がいを抱えた児童生徒がいるわけ

でございます。その障がいの種別にもよるわけ

でございますけれども、特に発達障がいである

とかについては、非常に児童生徒がふえる傾向

にございまして、これに対する対策というのは

常に考えていかなければいけないと考えており

ます。

○井上紀代子議員 特別支援学校に、分けられ

ないぐらい、最重度の人、重度の人、中度の

人、軽度の人、それから学習障がいを初めとす

る発達支援の方たち、それが一緒くたになるよ

うな形で入ってきているという状態なんです

ね。以前は、それは親たちの考え方でもあった

でしょうが、何となくすみ分けができていたと

いうか、そういう形で、学校内で混乱するとい

うようなことはなかったと理解しています。で

すから、障がい児が減るという方向、なくなる

という方向にあれば別ですが、今後も、可能性

としては特別支援学校が必要な子供たちはふえ

ていく。だから、その学校のありようというの

は、もっと議論すべきではないのか、教育長に

お尋ねしておきたいと思います。

○教育長（四本 孝君） いろいろ工夫をして

―特別支援学校というのは、１クラスの人数

というのは非常に少ない。ということは、

ちょっと人数がふえると、直ちに教室が不足す

る、そういう状況になるわけでございます。そ

してまた、各年度、果たして何人希望される児

童生徒が来るかというのは、各学校によっても

なかなか事前の把握が難しいというようなこと

もございまして、教室不足の問題というのは非

常に頭の痛いところはあるわけでございます

が、今後とも工夫を重ね、また予算の獲得にも

頑張って、なるだけ解消していきたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 実は、高等部の３年間で、

文科省から出る金額と、成人施設に行く金額と

比べたときには、圧倒的に文科省から出る金額

のほうが高いんです。ですから、やはり３年間

はここにいて、ここで十分な教育が受けられる

ような状況をつくりたいというのが、私の願い

なんですけど、今後、特別支援学校につきまし

ては、そのあり方について検討していただくよ

うに要望したいと思います。

以上で私の質問を終わります。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49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の野﨑幸士です。11

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９月定例議会で、平成28年度の一般会

計を初め、４つの事業会計の決算が原案どおり

認定されました。一般会計の決算内容を見ます

と、歳入では、県税などの自主財源は歳入全体
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の40.2％で、残りの59.8％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あり、

非常に脆弱な財政基盤であると言えます。ま

た、歳出を見ると、歳出全体のうち、43.5％を

人件費などの義務的経費が占めており、経常収

支比率は92.2％と、財政の硬直化も見てとれま

す。これらの財政状況は、平年とほぼ同じ構図

になっておりまして、大変厳しい財政状況が続

いています。

こういった中、本県においては、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、

今後、多額の財政負担が見込まれていますが、

今後の財政運営について知事はどのように考え

ておられるのか、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。

本県の財政は、県税等の自主財源に乏しく、

地方交付税等に依存する脆弱な財政構造であり

ますが、これまでの財政改革の取り組み等によ

りまして、県債残高の減少など、改善が図られ

ている状況であります。しかしながら、今後、

社会保障関係費の増や公共施設の老朽化対策、

国体開催に伴う施設整備等、多額の財政需要が

見込まれ、引き続き厳しい状況が続く見込みで

あります。このような中にあっても、本県の抱

える課題に的確に対応しつつ、将来を見据えた

施策を積極的に推進していくためには、限りあ

る財源をいかに効果的に活用していくかが大変

重要であります。財政改革の取り組みを特別な

ものとしてではなく、不断の取り組みとして着

実に実行しながら、地方創生の推進を初めとし

た地域活性化の取り組みなど、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○野﨑幸士議員 本当に厳しい財政の中、限ら

れた財源のやりくりを決めるのは、大変な苦労

が多いのは理解できますので、答弁にもありま

したように、不断の取り組みとして財政改革を

進めていただきたいと思います。

次に、10月に公表されました平成30年度の当

初予算編成方針ですが、歳入については、大幅

な増となる有効な手段がない中、財源確保をど

う図られていくのか、また、歳出については、

見直しも含めどう取り組んでいかれるのか、お

伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 平成30年度当初予

算編成方針におきましては、３つの基本方針、

具体的には、重点施策の推進、役割分担を踏ま

えた施策の推進、そして、「不断の取組」とし

ての財政改革の実行を方針として掲げまして、

取り組むこととしております。歳入につきまし

ては、県税収入の確保や国庫支出金の積極的な

受け入れ、あるいは不用な遊休財産の売却によ

る収入確保など、小さな取り組みの一つ一つを

確実に実行し、歳入確保に努めてまいりますと

ともに、歳出におきましては、事務事業の見直

しにより捻出した財源を活用して新規事業を構

築することにより、重点施策に掲げております

「みやざきの更なる飛躍と新たな挑戦」をテー

マに、積極的に予算編成に努めてまいりたいと

考えております。

○野﨑幸士議員 歳入におきましては、このま

まではふえる要素が乏しいと思いますので、例

えば、インバウンド効果の大きい観光、また、

本県の農産物を初めとする物の県外・海外への

輸出等、外貨を稼ぐ施策に重きを置いてみるこ
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とも重要になると思います。予算編成におきま

しては、しっかりと全庁挙げて検討していただ

きたいと思います。

また、平成30年度の重点施策におきまして

は、先ほどの「みやざきの更なる飛躍と新たな

挑戦」をテーマに、「未来を支える人財育成・

確保と中山間地域対策の強化」を含め、３本の

柱が掲げてありますが、その「未来を支える人

財育成・確保と中山間地域対策の強化」の中に

「子育て支援と働き方改革の推進」とあり、女

性、高齢者、外国人等の多様な人財の活躍促進

とあるわけですが、この女性と高齢者の労働参

加をどのように進めていくのか、お伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 少子高齢

化が進行する中、女性や高齢者の労働参加を促

進していくことは、労働力を確保する上におき

ましても大変重要であると考えております。こ

のため県では、育児等で離職した女性を対象

に、セミナーや企業との面談会を開催するな

ど、潜在している女性の就労意欲を喚起し、再

就職につなげる取り組みを行っております。ま

た、高齢者につきましては、相談窓口を設置

し、就業相談や就業開拓コーディネーターが収

集した雇用情報の提供等を行っているほか、就

職面談会やシニア人材バンクによるマッチング

を行うなど、就労支援に取り組んでいるところ

であります。さらに、誰もが働きやすい職場環

境づくりも重要でありますので、その普及啓発

にも取り組んでおります。今後とも、労働局等

の関係機関と連携し、女性や高齢者のさらなる

就労促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○野﨑幸士議員 人口減少、少子高齢化に伴う

生産年齢人口の減少がもたらす労働における人

手不足問題を考えますと、経済に及ぼす影響が

心配される中で、女性や高齢者の労働参加が非

常に重要になると思いますし、まだまだ進んで

いないような感じも受けますので、しっかりと

取り組んでいただくことを要望いたします。

また、来年度、30年度は、県総合計画アク

ションプランの最終年度に当たりますので、総

合計画の総仕上げとしても、全力で全庁挙げて

取り組んでいただくことを要望いたします。

次に、介護人材不足について質問します。

この質問については、昨年の11月定例議会

で2025年問題全般を質問しましたが、今回は介

護人材不足に絞って質問していきたいと思いま

す。また、先ほどの女性や高齢者の労働参加に

もつながる問題だと思います。

先日、県は、10月１日現在の年齢人口を発表

しました。発表によると、65歳以上の老年人口

の割合（高齢化率）は、前年より0.7ポイント上

がって31％と過去最高となっています。御案内

のとおり、厚生労働省は、2025年度に介護職員

が全国で約38万人不足するという推計を発表し

ています。先ほどの県の高齢化率や2025年問題

における推計を見ても、もう既に介護人材不足

は始まっています。前回の質問で、「介護人材

不足の対策については、第６期介護保険事業計

画に基づき、市町村等と連携し、介護職員の育

成等を行う」と答弁をいただきましたが、本県

での2025年までの介護人材不足の状況の推計を

お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 2025年に見込

まれる介護サービス利用者数や離職者数、就職

者数等をもとに、平成26年度に行った需給推計

によりますと、4,000人を超える介護職員の不足

が見込まれております。

○野﨑幸士議員 国によりますと、65歳以上の
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高齢者数は、2025年には3,677万人となり、2042

年にはピークを迎え、3,935万人に上ることが予

測されています。また、少子化、人口減少も進

展する中、ますます介護人材不足は深刻な問題

となることが予測できるわけですが、介護人材

確保のための基本的な方向と取り組みについて

お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 2025年を見据

えて、介護サービスの基盤となる介護人材を確

保・育成することは、大変重要な課題であると

考えております。このため県では、関係機関等

と連携を図りながら、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いるところでござ

います。

具体的には、介護職への新たな参入を促すた

め、修学資金の貸し付けを初め、未経験者や離

職者への就業支援を行うとともに、介護に対す

るマイナスイメージを払拭するための介護の魅

力ややりがいを発信する取り組みを行っており

ます。また、職員の離職防止や定着促進を図る

ため、賃金改善や研修等の実施が要件とされる

「介護職員処遇改善加算制度」の推進や、介護

職員のキャリアパスの基本体系とされている介

護職員初任者研修や実務者研修の受講支援など

を行っております。さらに、限られた人材の中

で介護ニーズの高度化、多様化に対応するため

の職員の資質向上を図るため、介護職員等への

段階別研修の実施や小規模事業所に対する共同

研修の支援などに取り組んでおります。

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたが、ま

ず、介護人材確保には、介護に対するネガティ

ブイメージを変えることが第一に必要なことだ

と思います。それには、小中学生、また高校生

と、早い段階で子供たちに介護の仕事を正しく

理解していただくことが大事だと思いますが、

介護の仕事を正しく理解するための取り組みに

ついてお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県におきまし

ては、介護の仕事について理解や関心を深めて

もらうため、これまで、小中学生を対象とした

出前講座の開催や、施設においての介助作業体

験などに取り組んでいるところであります。さ

らに、今年度からは、小中高生やその保護者等

を対象に、介護に対する理解促進とイメージ

アップを図るテレビ番組を放送しているところ

であります。番組の内容としましては、介護福

祉士や介護支援専門員などがやりがいを持って

働いている姿や、介護の仕事を目指した動機な

どを紹介するとともに、福祉系高校や専門学校

の授業の様子を取り上げたものとなっておりま

す。また、放送された番組をホームページで配

信するほか、ＤＶＤに収録して県内の学校等へ

配布し、総合的な学習の時間の教材としても活

用してもらうこととしております。

○野﨑幸士議員 そのような取り組みがなされ

ているのは理解できましたが、社会全体が介護

の仕事に持っているネガティブイメージは相当

根が深いと感じておりますので、さらに現場の

声、また現場体験等、発信・体験する時間、頻

度をふやしていただくことを要望いたします。

次に、実際、介護の現場で働きたい人への支

援はどうなっているのか。そういった方への相

談や支援を行っている宮崎県福祉人材センター

での介護人材確保、また就職支援の状況をお伺

いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 宮崎県福祉人

材センターは、宮崎県社会福祉協議会に委託し

て運営しているところでございますが、福祉の

職場で働きたい方への無料職業紹介を行ってい
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るほか、学生や事業所等が一堂に会する就職面

接・相談会を開催するなど、福祉・介護人材の

確保及び就職支援に取り組んでいるところでご

ざいます。こうした取り組みにより、平成28年

度は193名が福祉の職場に就職しており、そのう

ち介護分野への就職者数は122名となっておりま

す。さらに、今年度からは、離職した介護福祉

士等の情報を届け出により把握し、随時、求人

や研修に関する情報を提供することにより、介

護現場への効果的な再就職支援にも取り組んで

いるところでございます。

○野﨑幸士議員 担当課よりいただきました資

料によりますと、平成28年度の宮崎県福祉人材

センターにおける福祉の職場に対する新規求人

は、2,439人であります。このうち全てが介護職

への求人ということではありませんが、この求

人数を見れば、まだまだ介護分野への人材が足

りていない現状は想像ができますので、さらに

介護現場の意見や思いを聞いていただき、介護

の仕事を正しく理解していただくために、ま

た、魅力ある、やりがいのある職種にしていた

だくために尽力していただくことを要望いたし

ます。

次に、専門職の人材確保について質問してい

きたいと思います。介護の現場では、職種に

よって仕事の内容が異なり、必要な資格の有無

もありますが、まず、介護を必要とする方が介

護保険サービスを受けられるように、ケアプラ

ンの作成やサービス事業者との調整を行う介護

支援専門員（ケアマネジャー）と、地域包括支

援センター等に配置される地域の介護支援専門

員（ケアマネ）のネットワークの構築や助言・

指導などを行い、社会福祉士や保健師等と連携

し、介護予防が必要な高齢者に対して相談や助

言を行う主任介護支援専門員（主任ケアマネ）

の登録者数の推移と人材確保、養成についてお

伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県における

介護支援専門員の登録者数は、平成29年３月31

日現在で6,516人、５年前から1,162人ふえてお

ります。また、介護支援専門員のうち、主任介

護支援専門員の登録者数は776人で、５年前か

ら324人ふえています。

次に、介護支援専門員等の確保・養成につき

ましては、県のほうでは、介護支援専門員の協

会の方や関係機関の方で構成する研修向上委員

会を設置し、実務研修や主任介護支援専門員研

修などの法定研修について、より現場の声を反

映した改善を行うなど、その充実を図るととも

に、医療と介護の連携に必要な医学的知識等を

習得する研修会の開催や、経験豊富な介護支援

専門員が各施設等の介護支援専門員に対して指

導・助言を行う取り組みへの支援などを行って

おります。今後は、医療、介護等の関係者が個

別のケアプランへのアドバイスを行い、課題の

抽出や対応策の検討を行う地域ケア会議などを

通じまして、介護支援専門員のさらなる資質の

向上を図ってまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 両者とも、５年前からすると

一見順調にふえているような感じを受けます

が、５年間でと思うと、その伸び率は、現在の

介護現場が求めているような数字には達してい

ません。調べたところ、全国において、ケアマ

ネジャーは、今から約20年前の1998年当時、介

護される高齢者の増加が見込まれて、将来性の

ある資格だと思われていまして、受験者数が20

万人を超える状況でしたが、2016年には12

万4,000人に受験者が大幅に減少し、合格者もわ

ずか１万6,000人で、合格率は13.1％と過去最低

を記録しています。その背景には、2016年か
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ら、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し

た後、実施される研修が、それまでの44時間か

ら87時間にふえたということ、また、この資格

を持っていても待遇に見合わない労働環境があ

るようです。このままケアマネの登録者数の伸

びが加速せず、ケアマネが減れば、既に現場で

活躍されているケアマネの方々への負担が大き

くふえると同時に、介護の質が低下してしまう

ことが懸念されます。また、既に各地域で取り

組まれている地域包括ケアシステムの構築にお

いても、地域包括支援センターに配置される主

任ケアマネの役割は本当に大きなものがありま

して、かなめだと思っていますので、答弁にあ

りましたように、現場の声を反映して、ケアマ

ネ、主任ケアマネの人材確保と質の向上、労働

環境の改善に努めていただくことを要望いたし

ます。

次に、社会福祉士、介護福祉士について質問

いたします。社会福祉士、介護福祉士は、両者

とも、社会福祉士及び介護福祉士法に基づいた

資格職です。まず、介護職を養成する介護職員

初任者研修・実務者研修について質問します。

厚生労働省が行ってきた資格制度の流れを見て

いきますと、平成21年３月いっぱいでホームヘ

ルパー３級が廃止になり、平成25年に、複雑

だった介護職の養成体系を整理して、キャリア

パスを簡素でわかりやすくするために、介護の

資格制度を一新し、ホームヘルパー２級、ホー

ムヘルパー１級、介護職員基礎研修を廃止し、

介護職員初任者研修・実務者研修をスタートさ

せました。要は、介護職のキャリアパスは、初

任者研修から実務者研修、そして介護福祉士の

流れが基本となるわけです。本県におきまして

も、平成24年度までは訪問介護員の養成を行っ

てきましたが、先ほどの資格制度の変更に伴

い、平成25年４月に介護職員初任者研修・実務

者研修へと移行されました。介護職員初任者研

修については、県指定の事業者によって実施さ

れているようですが、その現状をお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 介護職員初任

者研修でございますが、介護保険法に基づき、

知事が指定した事業所が行うとされておりまし

て、平成29年11月１日現在で、営利法人や学校

法人、社会福祉法人などの46事業者が指定を受

けております。研修の実施に当たっては、各事

業者はあらかじめ事業計画を提出することと

なっており、平成28年度では162件の事業計画の

提出があり、そのうち、受講者が集まらないな

どの理由で56件の研修が中止となりました

が、106件の研修が実施され、820人が修了して

おります。

○野﨑幸士議員 計画した約３分の１の研修が

中止になるぐらい受講者が集まらない。これは

本当に残念な数字だと思っております。なぜ受

講者が集まらないのか、周知徹底等、県が指定

している事業者としっかりその原因を調査・研

究していただくことを要望いたします。

また、高等学校卒業以上の離職者で再就職を

目指す方を対象に、介護福祉士の国家資格取得

を目的とする職業訓練を毎年行っているようで

すが、その内容と実績をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 介護福祉

士を養成する職業訓練は、高等学校卒業以上の

離職者等を対象に、県が委託する訓練機関にお

いて、介護福祉士の国家資格取得に必要な知識

や技能を、講義や介護現場での実習を通して、

２年間をかけて習得するものでありまして、今

年度は、定員50名に対し45名が入校いたしてお

ります。この職業訓練は平成21年度から実施し
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ておりまして、これまで309名の方が修了し、そ

のうち263名が介護関連施設に就労いたしており

ます。

○野﨑幸士議員 この職業訓練は、２年間の学

費（入学金・授業料等）約180万円が免除され、

さらに、雇用保険の受給対象者は雇用保険を延

長して受給できるなど、大変優遇された内容に

なっていますが、定員の50名に対して、若干で

すが定員に届いていない。昨年の職業訓練の募

集要項を見ますと、募集期間が年明けの１月後

半から３月になっているようですが、この事業

を周知する時間等を鑑みますと、募集時期も遅

く、募集期間も短いような感じを受けますが、

見解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） この職業

訓練は、国の委託訓練実施要領に基づいて実施

しているところでございますけれども、委託先

の要件や、訓練コースの設定基準などの実施要

領の内容が明らかになるのが例年12月ごろとい

うことになっておりまして、その後、事務手続

等の時間が必要でありますことから、募集開始

時期を１月下旬としているところでございま

す。募集期間につきましては、これまで、応募

状況に応じて延長したこともございますので、

今後、訓練委託先の御意見等も伺いながら、期

間設定のあり方について、労働局と協議してま

いりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 国からのこの事業の詳細が決

まるのが12月ごろということで、急いで手続の

準備をしても１月後半になると。納得はできま

すが、他県では募集期間が１カ月ぐらいという

ところもあるようです。しかし、大変条件のい

い事業ですから、委託先また労働局とも協議し

ていただき、改善していただくことを要望いた

します。

次に、社会福祉士、介護福祉士の養成所（専

門学校等）の状況について、県内に養成所は何

校あるのか、また、その入学、卒業の状況をお

伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県内の社会福

祉士の養成施設は１校であり、このほか、社会

福祉士の受験資格を取得できる学科を有する大

学が１校あります。また、介護福祉士の養成施

設は７校でございます。この養成施設への入学

の状況でございますが、平成29年度は、社会福

祉士では、定員120名に対し58名が入学、介護福

祉士では、定員277名に対し134名が入学してお

ります。また、卒業、それから県内への就職も

あわせて申し上げますが、平成28年度の実績で

は、社会福祉士では71名が卒業し、うち54名が

県内で福祉施設等に就職しており、介護福祉士

では127名が卒業し、うち99名が県内で福祉施設

等に就職しております。

○野﨑幸士議員 社会福祉士、介護福祉士にお

いても、定員の約半分しか入学していない状況

です。これは本当に深刻な問題だと思っており

ます。

今回、いろいろと関係者にも聞き取りを行っ

たんですけど、宮崎県の介護福祉士の専門学校

は、定員の約40％しか入学していない状況で、

先ほどの職業訓練の制度がなくなったり、ま

た、訓練生が集まらなかったりすると、定員に

対して20％以下の学生しかいなくなり、学校の

運営ができなくなるぐらいの事態に陥るという

ことも危惧されています。また、若者の県外流

出問題がいろいろ注視されていますけど、本県

のこういった専門学校等の卒業生は、そのほと

んどが県内に就職しています。こういった状況

を踏まえて、職業訓練制度の継続とさらなる広

報をお願いするとともに、現状改善のために
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しっかりと努めていただき、若い方々の介護人

材確保に尽力していただくことを要望いたしま

す。

介護人材不足についてるる質問させていただ

きましたが、質問をつくるに当たって感じたこ

とは、まずは介護のお仕事を正しく理解させ、

イメージを改善すること、そして、介護現場の

生の声を聞いて、働く方々の待遇を含め、環境

改善を進める必要があると強く感じました。そ

ういったことを念頭に置きまして、今後、この

問題解決に取り組んでいただくことを強く要望

いたします。

ここで、三重県がやっている取り組みを御紹

介しますが、三重県では、地域医療介護総合確

保基金を活用して、高齢者や女性、障がい者な

どを、清掃や配膳、ベッドメーキング等の介護

助手として育成し、介護の専門職（有資格者）

が本来の業務に専念できるような取り組みを実

施し、成果を上げています。本県を含め、幾つ

かの県がこの事業に取り組んでいたようです

が、三重県ほど成果が上がっていないのが現状

です。でも、違った形でも、このような取り組

みが介護人材不足問題の解決、また、冒頭に申

しました女性や高齢者の労働参加につながると

思いますので、しっかり調査・研究していただ

くことを要望いたします。

次に、国民体育大会に向けた競技力向上につ

いて質問します。

９月30日から10月10日をメーンに愛媛県で開

催されました第72回国民体育大会「えひめ国

体」では、正式競技37競技が行われましたが、

本県の結果を見ますと、男女総合の天皇杯の得

点は702点で、女子総合の皇后杯の得点は403点

と、天皇杯では、昨年の岩手国体より順位を５

つ落として全国で44位、皇后杯では、順位を１

つ落として45位でした。もちろん、選手の皆さ

ん、また関係者の方々が全力で戦った結果だと

思いますが、この結果をどう捉えておるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） えひめ国体では、前

年度の天皇杯順位39位でございましたので、30

位台前半というのを目標として、選手、監督、

関係者一丸となって、最後まで粘り強く頑張っ

ていただきました。しかしながら、今お話のあ

りましたように、天皇杯順位44位という大変厳

しい結果に終わったところでございます。た

だ、そのような中でも、ウエイトリフティング

競技成年男子の優勝を初め、バドミントン競技

少年男子が本県初の団体２位となるなど、健闘

した競技もございました。今大会を通して、団

体競技、特に女子種目につきましては、依然と

して他県との力の差があり、競技力強化が必要

であること、また、少年競技力が不安定である

ことなどの課題を改めて認識したところでござ

います。

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたが、今回

の「えひめ国体」の結果を成年、少年、また男

女別で見ますと、成年が190.5点、少年が111.5

点、男子が229点、女子が73点と、団体競技、少

年、女子の育成強化が課題に残る結果となりま

した。９年後の2026年に本県で開催される２巡

目国体では、もちろんさまざまな大会目的、意

義はあると思いますが、まずは大会で天皇杯を

獲得することが大きな目標であると思います。

それには、選手強化をどのように進めていくか

が大きな課題になるわけですが、私は、選手強

化のポイントは、小・中・高が連携した一貫指

導体制を構築することだと思います。教育長の

見解をお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 小・中・高が連携し

平成29年12月１日(金)



- 98 -

た一貫指導体制のもと、計画的・継続的に強化

を図っていくことは大変重要であると考えてお

ります。現在の競技力強化の取り組みといたし

ましては、小中学生県選抜チームの遠征などの

ほか、中高校生の選抜選手を集めた合同練習会

を実施しているところでございます。また、高

校の競技力強化推進校に近接する中学校を拠点

校として指定し、推進校で一緒に練習をするな

ど、中高連携強化に努めているところでござい

ます。２巡目国体に向けて、各競技団体と連携

を図りながら、これらの取り組みをさらに推進

してまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 ことしの国体開催県、愛媛県

の過去の成績を見てみますと、10年前の「おお

いた国体」では総合で42位、５年前の東京国体

では26位、そして、ことし地元開催の「えひめ

国体」では堂々の２位と、着実に成績を上げて

います。調べたところ、愛媛県は、地元開催県

にふさわしい成績を残すために、10年前の平

成19年１月に競技力向上対策基本計画を策定

し、総合的・計画的に競技力向上に取り組むた

めに、同年の12月に競技力向上対策本部を設置

し、さまざまな事業を中長期的に展開していま

す。その計画の中にも、ジュニア競技力の向上

を図るため、競技団体、小・中・高体育連盟等

が連携し、競技力の基礎となる子供の体力向上

や運動部活動の充実を図る必要があるとうたっ

てあるわけです。こういったことからも、私は

特に、中学生から各競技に分かれて始まる部活

動の取り組みが成果を生み出す大きな要因にな

ると思っていますが、教育活動の中での部活動

の重要性についての見解をお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 中学校における部活

動につきましては、技能の習得に加え、集団の

仲間意識や思いやりの心の醸成、それから、目

標達成に向けて努力する姿勢や自分の責任を果

たす態度の育成など、学校教育の大きな柱であ

ります「生きる力」を身につけさせる上で、大

変重要な教育的活動であると考えております。

また、国民体育大会におきまして、中学生が参

加可能な競技が40競技中20競技となっておりま

して、今後もこれは増加すると見込まれますこ

とから、競技力向上の観点からも、中学校期の

部活動は大切なものと考えております。

○野﨑幸士議員 部活動のあり方については、

学習とのかかわりや保護者の負担、教職員の労

働環境等、さまざま議論されている問題もあり

ますが、今回は競技力向上に絞って質問を進め

たいと思います。

私も中学時代、野球部のキャプテンとして毎

日部活に明け暮れていました。時には顧問の先

生や先輩に説教されたり、また励まされたり、

先輩後輩の上下関係、言葉遣い、礼儀、挨拶等

が身についたのも、部活をやっていたおかげだ

と感謝しています。あのころの仲間とは今でも

つき合っていますし、一生の仲間だと思ってお

ります。そういった人間形成を目的とした教育

としての部活動と、また成果が求められるス

ポーツとしての部活動、両者とも非常に大事だ

と思います。そうはいっても、どの部活動も、

いい成績を目標として日々活動しているのは共

通していますし、そのことが、国体においての

少年種別の競技力向上につながり、全体の成績

アップにつながると思います。そういった観点

からも、中学校部活動指導者は非常に重要にな

ると思いますし、その専門性についても重要に

なると考えますが、その見解をお伺いいたしま

す。

○教育長（四本 孝君） 中学校の運動部活動

におきまして、競技専門の指導者が指導するこ
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とが望ましいと認識しております。しかしなが

ら、現状では、専門外の教員が指導に当たって

いる状況も見られるところであります。県教育

委員会といたしましては、各学校において運動

部活動の意義が十分理解され、部活動の適正な

運営と基本的な技術指導の向上が図られるよ

う、引き続き研修会等を充実させまして、指導

者の資質向上に努めてまいりたいと考えており

ます。また、県中学校体育連盟では、外部指導

者制度を設けまして、本年度は380名が登録され

ております。こうした制度も活用しながら、生

徒が競技専門の指導者から指導を受けられるよ

う取り組んでまいります。

○野﨑幸士議員 中学校の部活動での専門指導

者の配置の現状をお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会が毎年

行っております「部活動運営状況等の調査」に

よりますと、本県公立中学校の運動部活動にお

いて、専門の顧問が指導している割合は、平

成25年度に35.7％であったものが、今年度

は41.3％となっており、少しずつではあります

が、年々増加している状況にございます。

○野﨑幸士議員 25年度からすると若干は増加

しているんですけど、それでも本年度は41.3

％、半分にも達していない状況です。こういっ

た現状を見ますと、教職員の人事と部活動顧問

の人事をできるだけ連携させることが重要だと

考えますが、教育長の見解をお伺いいたしま

す。

○教育長（四本 孝君） 教職員の人事異動

は、定期的な転任等により、学校の活性化を図

るために行うものでございます。その実施に当

たりましては、学力向上や生徒指導、部活動の

指導など、各学校が抱える課題に適切に対応で

きるよう、全県的な適正配置に努めておりま

す。部活動指導者の配置につきましては、担当

教科等との調整を図りながら、校長や市町村教

育委員会等の要望にできる限り対応していると

ころでございます。とりわけ、県立高校の競技

力強化推進校や中学校の中高一貫競技力向上拠

点校などの指導者配置につきましては、競技の

専門性を生かした人員配置に今後とも努めてま

いりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 答弁のように、学校ですか

ら、学力向上も生徒指導等も考慮して、職員の

配置を適正に考えることは当然だと思います

し、さらに部活動の指導者のことを考慮します

と、本当に苦悩されることはわかります。

先ほどの愛媛県の取り組みにおいても、継続

して取り組む事項に、教職員の適正配置とあり

まして、中・高校に勤務し、運動部活動にすぐ

れた指導力を有する教職員については、国体強

化指定校との関係を考慮しながら、県下の中学

校、高校に適正に配置することにより、運動部

活動の充実を図っていくこととなっておりまし

て、本県と同じように、全県的に適正に配置し

ているようです。こういったことからも、先ほ

どの外部指導者制度を活用して、専門的な指導

者の充実に努めていくことが大事になってくる

と思いますので、力を入れて取り組んでいただ

くことを要望いたします。

次に、えひめ国体では、正式競技として37競

技が行われましたが、国体の正式競技のうち、

本県の中学校部活にない競技はどの程度あるの

か、現状をお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 本県の中学校部活動

にない競技は、ウエイトリフティングやカヌー

など、37競技中、16競技となっております。

○野﨑幸士議員 37競技中、約半分近くの16競

技が中学校部活にないということですから、そ
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の競技の育成が懸念されますが、２巡目国体、

また今後に向けての、ない競技の強化対策につ

いてお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 中学校に部活動のな

い競技に取り組む生徒の強化は、競技団体や総

合型地域スポーツクラブ、あるいは民間スポー

ツクラブ等が担っている現状がございます。こ

のようなことから、県教育委員会といたしまし

ては、競技団体や各種クラブ等に対し、一定の

支援を行いながら強化を図っているところでご

ざいます。今後、２巡目国体に向けましては、

競技団体や各種クラブ等との連携をさらに強化

していく必要があると考えております。

○野﨑幸士議員 ない競技の競技力向上も、国

体の成績アップにつながる大きな要因の一つと

思いますので、各スポーツクラブや競技団体へ

のさらなる支援と連携強化に努めていただくこ

とを要望いたします。

次に、平成14年度から、小・中・高広域連携

による競技力向上、小・中・高と地域の連携に

加え、スポーツ少年団との連携による部活動の

活性化、総合型地域スポーツクラブの普及促進

による生涯スポーツの振興を図り、教育事務所

の枠にとらわれない広域的なスポーツ活動を推

進することを目的に、教育事務所に設置されて

いたスポーツ振興主事ですが、平成26年度いっ

ぱいでその配置がなくなりました。このスポー

ツ振興主事が担っていた業務は今どうなってい

るのか、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） スポーツ振興主事に

つきましては、平成14年度から教育事務所に配

置して、13年間にわたり、スポーツ振興に係る

専門的事項に従事し、本県のスポーツ活動を広

域的に推進してまいりました。平成27年度から

は、本県開催の国民体育大会九州ブロック大

会、高校総体南九州大会、さらには２巡目国民

体育大会を見据えまして、組織体制を強化し、

競技力の向上等を図るため、業務及び人員をス

ポーツ振興課に移管・配置したところでありま

す。なお、スポーツ振興主事の担っておりまし

た、地域におけるスポーツ振興業務につきまし

ては、スポーツ指導センターや教育事務所に配

置しております学校体育の指導主事と連携し、

これまでどおり取り組んでいるところでござい

ます。

○野﨑幸士議員 これからも、本県各地域の競

技また競技力の全体の把握と、小中学校、高校

を初めとする各団体との連携強化に努めていた

だくことを要望いたします。

今回、ことしの国体開催県の愛媛県の取り組

みを少し取り上げましたが、先ほど言いました

ように、10年前の全国42位の順位から、10年間

の中長期的な競技力向上対策基本計画を立て、

着実に実行したことで、ことしの地元開催では

全国２位まで飛躍しました。本県の競技力向上

対策推進本部組織と競技力向上対策年次計画

は、３年置きに見直しされ、ことしがその３年

目だと聞いておりますので、ぜひ、愛媛県のよ

うな成果を上げている取り組みを参考にしてい

ただいて、県・市町村の教育委員会、県、各地

域の体育協会、小・中・高体育連盟等、多くの

関係者が連携・協力して、全県を挙げた組織体

制の整備・強化をさらに推進し、競技力向上に

努めていただくことを要望いたします。

次に、東京オリンピック・パラリンピックに

向けた食材提供について質問いたします。

2020年に開催されます東京オリンピック・パ

ラリンピック、開催まで３年を切りました。日

本を訪れる外国人は年々増加していまして、昨

年度は2,400万人に達しています。オリンピック
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イヤーの2020年には3,700万人に達すると推計し

ているリサーチ会社もあります。オリンピック

選手村の選手・関係者への食材提供だけでも

約600トンが必要という概算データも発表されて

いますし、先ほどの訪日外国人3,700万人への直

接的なインバウンド需要だけでも相当の対策が

必要になると思います。また、日本を訪れた外

国の方々が来日中にＳＮＳ等で世界中に発信す

る情報量またその価値は、はかり知れないほど

大きいものがあると思います。そこで、2020年

東京オリンピック・パラリンピックの開催で発

生する膨大な食材需要への対応について、県の

見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 東京オリン

ピック・パラリンピックの食材需要につきまし

ては、大会組織委員会が、現時点での飲食提供

対象者としまして、選手や観客、スタッフ等を

含め約1,045万人と想定しているところでありま

す。本大会への県産食材の提供は、国内外への

魅力発信や新たなインバウンド需要の創出な

ど、非常にアピール効果が高いと考えられます

ので、県内の農林水産事業者や関係団体等と連

携しまして、県産食材の提供に向けた取り組み

を鋭意進めてまいります。

○野﨑幸士議員 開催まで３年を切っています

ので、この東京オリンピック・パラリンピック

に農作物の食材提供ができる最大のチャンスを

生かして、まずは本県の農産物を知ってもらう

こと、そして、そこから海外に発信・展開でき

るようにしっかりと取り組んでいただくことを

要望いたします。

また、東京オリンピック・パラリンピックが

近づくにつれて、訪日外国人もふえ、食を初め

日本のあらゆるものに関心が高まり、情報が世

界中に広がるのは必至です。日に日にその関心

度は増してくると思います。このことから

も、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催前、開催中、開催後も、本県の食の魅

力を世界に発信する絶好のチャンスだと考えま

すが、東京オリンピック・パラリンピックに向

けての本県食材のアピール、また、食材提供へ

の具体的な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） 本大会に本県

の食材を提供するためには、選手村等に食材を

供給する事業者との連携が重要でございます。

そこで、今年度は、過去のオリンピック等で食

材を供給した実績のある事業者からの情報収集

や意見交換に取り組んでいるところでありま

す。県としましては、本県から提供できる食材

をできるだけ早急に絞り込み、具体的な提供に

向けた産地づくりを進めますとともに、食材調

達の基準になっておりますＧＡＰ等の導入を積

極的に推進してまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたが、東京

オリンピック・パラリンピックでは、選手村な

どで提供される食材については、食の安全や環

境保全などを要件にした食材調達基準が定めら

れております。農作物については、農業生産工

程管理（ＧＡＰ）を取得した産地のみが提供で

きることとされているわけで、これを受け、本

県では、農林水産省の「ＧＡＰの共通基盤に関

するガイドライン」に準拠したひなたＧＡＰを

策定し、対応するとの報告もありました。その

ひなたＧＡＰの内容をお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） ひなたＧＡＰ

につきましては、ことしの７月に、農林水産省

のガイドラインに準拠しまして策定したところ

でございます。青果物、米、茶、柿、キノコ、

タケノコの６品目に対応しているものでありま
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す。なお、これ以外の畜産物につきましては、

ＪＧＡＰやＧＡＰ取得チャレンジシステム、水

産物につきましては、水産エコラベル認証品や

資源管理計画等により対応することにしており

ます。冒頭のひなたＧＡＰについて戻ります

が、ひなたＧＡＰの認証・審査につきまして

は、県の職員が実施しまして、その費用は無料

としております。さらに、ひなたＧＡＰにおけ

る審査の項目数は、青果物で63項目と、国際水

準ＧＡＰでありますグローバルＧＡＰの219項目

と比較して少なく、普及指導員やＪＡの営農指

導員等が現場で直接指導に当たることなどか

ら、生産者にとりましても、非常に取り組みや

すい制度としたところでございます。

○野﨑幸士議員 先ほどありましたが、ＧＡＰ

にはグローバルＧＡＰとＪＧＡＰ、また、今回

本県も制定しました各都道府県のＧＡＰ等があ

りますが、国内でのＧＡＰの取得状況を調べて

みますと、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とか面倒

くさそうという懸念の部分が大きく、また、農

家にとっては初めての取り組みで、ふだんの農

業生産活動を審査されるという不安があると思

います。こういったことからも、なかなか農家

の理解が得られず、取り組みが進まないのでは

ないかと危惧しております。また、東京オリン

ピック・パラリンピックは夏季大会のため、本

県の食材は冷凍の青果物が主体で対応していく

ことになると思います。夏に旬を迎える北の産

地よりも１年早く準備する必要があることから

も、大会まで３年を切った今にあっては、時間

の猶予もないと思いますが、ひなたＧＡＰの取

得促進の取り組みと現状についてお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県では、制度

の周知を図るため、８月に県内の５カ所で地区

別説明会を開催しますとともに、農家向けの研

修会やパンフレットの配布などを実施いたしま

した。また、９月１日には、県にひなたＧＡＰ

事務局を設置し、専任の職員を配置したところ

であります。さらに、ひなたＧＡＰの取得を現

場で促進する指導者を育成するため、６月よ

り、国際水準ＧＡＰにも対応した研修会を開催

しておりまして、普及指導員やＪＡ営農指導員

等122名が研修に参加し、そのうち第１期生36名

が全てのカリキュラムを修了し、それぞれの地

域で指導に取り組んでいるところであります。

なお、この研修の一環として、約30戸のモデル

農家を各地区に設置したところでありまして、

研修を受けた普及指導員等が重点的に指導する

ことで、今年度中の認証を目指しているところ

であります。

○野﨑幸士議員 私の周りでも、大分、ＧＡＰ

に対する認知度、関心度は高まってきていると

感じておりますので、引き続き多様な周知活

動、また、このたび育成された指導員を中心に

邁進していただきたいと思っております。

この都道府県ＧＡＰ、ひなたＧＡＰもそうで

すけど、国においては、東京オリンピック・パ

ラリンピック後は、都道府県ＧＡＰをなくして

国際基準に統一する方向で、また、日本が独自

につくったＪＧＡＰについても、2019年初めま

でには国際規格とすること、2030年には全国に

国際水準のＧＡＰを普及させることを目標にし

ているようですが、ひなたＧＡＰの今後の展望

についてお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 東京オリン

ピック・パラリンピック大会を契機としまし

て、輸出のみならず、国内外のさまざまな取引

において、グローバルＧＡＰ等の国際水準ＧＡ
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Ｐ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。そのため、国は、本大会以降、農

林水産省のガイドラインを国際水準レベルに改

訂し、推進していくこととしております。この

ため、県としましては、生産者が必要に応じて

国際水準ＧＡＰを取得できるよう、ひなたＧＡ

ＰをＧＡＰ導入のファーストステップとして推

進しまして、その後の対応へとつなげていきた

いと考えております。

○野﨑幸士議員 食品の安全確保、環境保全、

生産コストの削減、品質の向上、販路の拡大等

の利点が挙げられるこのＧＡＰ、答弁にもあり

ましたが、本県農業においても、今後、国際水

準に準ずるＧＡＰの取得を進め、国際的に大き

な信頼を得ることで、本県農業の国際的な発展

へとつながっていき、農業が抱えるさまざまな

問題解決につながっていくと思っています。Ｇ

ＡＰの普及は、農業が持続的に発展していくた

めにも重要だと思いますので、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。

以上で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 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） 2016年５月

７日、米国において、乗用車とトレーラート

ラックが衝突するという死亡事故が発生しまし

た。これは、オハイオ州に住んでいた運転者

が、フロリダ州のハイウエーをテスラ車で走行

中に、信号のない交差点を通過していたトレー

ラートラックに潜り込む形で衝突する事故で、

これはテスラ車の自動運転による米国初の死亡

事故となりました。

そして、ことし６月、その事故に関する調査

結果をアメリカ国家運輸安全委員会が発表しま

した。報告によると、衝突時の車はオートパイ

ロットモードになっており、運転者は長時間に

わたってハンドルに手を添えていなかったそう

です。運転者は、車載システムから、「ハンド

ルに手を添えるように」と何度も警告を発せら

れていたそうです。車は運転者に対し、「ハン

ドルに手を添えてください」という警告を７回

表示したそうです。しかし、運転者は、ハンド

ルに手を添えていなければならなかった37分間

の走行中、25秒間しかハンドルを握っていな

かったとのこと。この事故を受け、テスラは同

年９月、車内の安全警告に反応しなかった運転

者にはオートパイロット機能を使用できないよ

うにする最新アップデートを発表しました。

また、この衝突事故を個別に調査した米国幹

線道路交通安全局は、ことし１月、車には欠陥

の証拠が認められなかったと結論づけ、同局は

リコールを命じることはないと発表したそうで

す。

一方、日本国内では、この事故を受け、国土

交通省は昨年７月に、「現在実用化されている

自動運転機能は、運転者が責任を持って安全運

転を行うことを前提とした運転支援技術であ

り、運転者にかわって車が責任を持って安全運

転を行う完全な自動運転ではない」と発表しま

した。

このテスラ社製の自動車に搭載されたオート

パイロット機能は、通常の車と同様、運転者が

前方、周囲を監視しながら安全運転を行うこと

を前提に、車線維持支援、車線変更支援、自動

ブレーキ等を行う機能であると、「官民ＩＴＳ

構想・ロードマップ2016」において、自動運転

の分類でレベル２に相当するものとされており

ます。

このレベル分けですが、レベル１は単独型と

分類されており、加速・操舵・制動のいずれか
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の操作をシステムが行う状態としております。

レベル２では、システムの複合化と分類され、

前述の複数の操作を一度にシステムが行う状態

とされており、どちらも責任関係はドライバー

にあると規定しております。これがレベル３に

なりますと、システムの高度化、前述の操作を

全てシステムが行い、システムが要請したとき

のみドライバーが対応する状態とし、自動走行

モード中の責任は制御システム側にあると規定

しています。このため、自動化レベル３以上の

自動運転を実現するには、現在、安全運転支援

システムで実用化されているセンシング技術、

情報処理技術の性能、知能化及び信頼性におい

て大幅な技術革新が求められ、その実現を目指

した技術開発が進められているところでありま

す。

また、この実用化には、技術面以外にも法令

面や社会的受容性、国際標準化等、解決すべき

課題がさまざまあるわけですが、米国ネバダ州

議会やカリフォルニア州議会において自動運転

を可能とする法案が承認されるなど、自動運転

の実現に向けて世の中は大きく動き出しており

ます。

これらのハードルが解決された交通社会の未

来を、テスラ社のホームページより引用して考

えてみますと、「車に乗り込んで行き先を伝え

れば、後は何もする必要はなく、何も言わなけ

れば、カレンダーを確認して想定される目的地

へ向かい、何も予定がなければ自宅へ帰る。目

的地までの最適なルートを計算し、交通状況に

応じてスピードを調整し、車線を逸脱すること

なく走行し、ドライバーによる操作を必要とせ

ずに車線変更し、高速道路を乗り継ぎ、目的地

が近づくと高速道路をおり、到着してエントラ

ンスで車をおりると、自動で駐車スペースを見

つけ駐車し、スマートフォンのタップ一つで自

分のもとへ呼び戻したり車庫からの出し入れが

できる」、そのような社会はそう遠い話ではな

いと思われます。

今議会の冒頭、知事は、補正予算事業概要説

明において、長距離フェリー再生連携推進事業

について、農畜産物を初め、県産品の大消費地

への輸送手段、観光客移動手段として重要な役

割を担うとのお話でしたが、さきの自動運転技

術開発が進むことにより、車による無人定期輸

送も可能になり、そうした近未来社会は必ず到

来するものと考えられます。そこで、知事の見

解を伺いますが、このような自動運転技術の進

展により、交通社会がどのように変わっていく

だろうとお考えなのか、その展望を知事に伺い

ます。

後の質問は質問者席より行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

自動運転技術につきましては、国において内

閣府を中心に各省庁で横断的に検討されており

ます。2020年までにドライバー監視下での部分

運転自動化や、特定地域での無人自動運転移動

サービスの実現を目標とするなど、将来的な自

動運転システムの普及に向けた実証実験や研究

開発が行われております。また、自動運転シス

テムが実現した場合、交通事故の抑制や、過疎

地域における高齢者等のための移動サービスの

提供、トラックドライバー不足に対応できる効

率的な物流サービスの実現などが期待される一

方で、安全基準や交通ルールのあり方等の制度

整備のほか、普及に向けた社会受容性の確保な

どへの対応も求められますことから、現在、国

において、こうした課題解決に向けて検討が進
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められております。今後、自動運転技術の進展

により、交通・物流を取り巻く環境が大きく変

化し、地域の課題解決にも寄与することが想定

されますことから、県としては、国の研究開発

や制度整備などの状況やその成果を注視してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○二見康之議員 今の物流とかの現状を見れ

ば、その必要性については理解も示すことはで

きるんですけれども、これから先の大きく社会

が変化したときの需要の変化、またそういった

ものの将来像も視野に入れた検討をしっかり

行っていただきたいと思っております。

次に、ＪＲ吉都線の活用について伺います。

昨年10月にＪＲ九州が民営化され、ことし３

月からは一部特急でワンマン運転を開始、そし

て、７月には路線別・区間別の利用状況が初公

表されました。そして、10月には、マスコミか

らの取材に対し、青柳社長は、利用客が低迷す

る地方路線の維持へ最大限努力していく姿勢を

強調され、その上で、「自治体とよく話した上

で双方が納得できる案を進めたい」と述べられ

たそうです。高速で大量に輸送する鉄道本来の

機能をほとんど発揮できていないと危機感をあ

らわし、鉄道事業の効率化を進めていく考えの

ようであります。そういう状況ですから、一刻

も早く利用促進による路線維持、そのための具

体的施策の展開が求められており、生活交通手

段や観光交通手段として確保していただくこと

が重要となってまいります。そこで伺います

が、今後の対策を考えていくに当たり、県は吉

都線の利用者数の推移についてどのように分析

されているのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ＪＲ吉都線

は、地域の通勤・通学・通院などの生活交通手

段として重要な役割を果たしておりますが、利

用者はこの30年で約７割減少するとともに、Ｊ

Ｒ九州が本年７月に公表した、平成28年度の輸

送密度を示します「１日１キロメートル当たり

の平均通過人員」は466人でありまして、同社に

おける路線全体で２番目に低い値となっており

ます。また、減少の要因でございますが、主な

ものとして、吉都線の乗車人員の約８割を占め

ております地元での通学利用者数の減によるも

のと考えているところでございます。

○二見康之議員 通学利用者数の減少によるも

のが大きいということなんですが、先日、地元

の保護者の方と話をしましたら、その方のお子

さんが宮崎市内の私立中学校に通っていらっ

しゃるそうです。学校の送迎バスが朝６時半ご

ろに西都城駅を出発して、数カ所、生徒を乗せ

るポイントに寄って学校まで送ってくれる。帰

りは、部活動とかを終えた生徒たちは同じバス

に乗って帰ってきます。19時ごろに西都城駅に

戻るそうです。このような交通手段の変化や少

子化なども重なって、今の鉄道利用者の減少に

もなっているんじゃないかなと思います。であ

るならば、新たな需要をつくり出していくこと

が重要なのではないかと思います。

６月議会において知事に質問した折、知事か

ら、「外国人利用も増加している観光列車「海

幸山幸」の平日臨時運行の支援などを行ってい

る」という御答弁をいただきました。また、

「ななつ星」の例を考えてみましても、これか

らは観光に力を入れていくべきではないかと思

うわけなんです。

ここからは私見ですが、昨年見たテレビ番組

で、「日本国民がガチで投票！お菓子総選

挙2016」という番組がありました。これは、テ

レビ局が国民１万人にアンケートを行い、日本
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人に愛されるお菓子ベスト30を決めるもので、

その中で見事第３位に輝いたのが、ネスレ日本

の「キットカットミニ」であります。キット

カットは、ウエハースをチョコレートで包んだ

お菓子で、1935年にイギリスで誕生。日本で初

めて発売されたのは1973年で、世界と比較する

と、発売自体はそれほど早くなかったようで

す。しかし、現在、キットカットの本国・イギ

リスに次ぐ世界第２位の消費国となっていると

いうことで、日本で発売されたキットカットの

種類は100以上、世界に類を見ないスピードで

キットカットの開発は進んでいるとのことで

す。そして、皆さん御存じのとおり、赤と白の

パッケージは、一目でキットカットだとわかる

ものであります。

そこで、吉都線の車両をキットカットのパッ

ケージのようにラッピングして、ネスレ日本に

広告協賛をお願いできないものでしょうか。外

装だけでなく内装も手を入れることができれ

ば、快適な空間をつくることができ、さらにい

いと思います。全国のキットカットファンを呼

ぶ一つの手法にもならないでしょうか。

また、このキットカットが国民に支持される

のは、おいしいというだけでなく、ほかにも理

由があります。その一つに、「キットカットミ

ニ受験メッセージパック」というものがありま

す。「キット願い叶いますように」とか、「大

丈夫！心配ないよ！」とか、「キット、サクラ

サクよ。」など、全14種類のメッセージが個包

装パッケージに印字されているそうです。これ

は九州弁の「きっと勝つと」に似ていることか

ら、受験生応援の定番となり、人気があるよう

であります。

受験といえば合格祈願、吉都線沿線はさまざ

まな神話伝承を残している地でもあります。高

原町は神武伝承の地、小林・えびの市には景行

天皇、ヤマトタケル説話、都城市には島津発祥

の地など、さまざまです。都城駅近くの神柱

宮、東高崎駅近くには東（つま）霧島神社、日

向前田駅近くには霞神社、高原駅近くの狭野神

社や霧島東神社、小林駅近くの霧島岑（みね）

神社、えびの上江駅近くの香取神社、えびの駅

近くの白鳥神社など、ほかにもたくさんのパ

ワースポットがあります。これらを聖地巡礼の

地、参詣理想都（さんけいりぞーと）拠点とい

う観光資源として考えられないものかと思いま

す。

以上、私見を申し上げましたが、吉都線に新

たな需要を掘り起こすために、観光目的での活

用に取り組む考えはないのか、総合政策部長に

伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ＪＲ吉都線の

利用促進に関しましては、これまでもＪＲ九州

や沿線自治体と連携しながら、イベント列車の

運行あるいは駅周辺の環境美化活動の支援など

に取り組んでおります。また、本年度からは、

地元の小中学生が鉄道を団体利用して遠足等に

行く際の助成事業も開始されたところでありま

す。県としましては、これまでの地元での取り

組みに加え、沿線の人口減少により利用者が減

り続ける中でございますので、お話にありまし

たように、観光など他の地域からの利用も伸ば

していく必要があると考えているところでござ

います。したがいまして、食の魅力や、ラッピ

ングを生かした列車、沿線の神社など名所を回

る周遊ルートの提案等、他県での事例も参考に

しながら、官民一体となった新たな利用促進策

を展開するなど、取り組みの強化に向け、検討

してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 この件についてもう一つなん
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ですけれども、けさの西日本新聞ですが、吉都

線を３割減便するほか、宮崎―鹿児島中央間の

特急「きりしま」の一部でワンマン運転を始め

るとの報道がされておりましたが、これは事実

なのでしょうか。県のほうでどのように今、情

報をとっていらっしゃるのか、総合政策部長に

伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本日のマスコ

ミ報道の内容について、ＪＲ九州に確認しまし

たところ、さまざまな経営効率化の検討は行っ

ているが、現時点で決まっているものではない

という御回答でございました。県としまして

は、ＪＲ九州に対し、具体化の動きがあるので

あれば、速やかに情報提供するよう求めたとこ

ろでございまして、今後、沿線自治体などと危

機感を共有しながら、ＪＲ九州とはこれまで以

上に協議を重ね、必要な対応について適時適切

にとってまいりたいと考えております。

○二見康之議員 やはり民営化になってからの

改革のスピードというのは非常に早くなってき

ていると感じるわけなんですが、まだ決定はし

ていなくても議論の俎上にはのっているはずで

すので、この対策もスピード感を持ってやって

いかなければならないというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、人材育成・確保について伺います。

日本も、出生率の低下など、さまざまな要因

により人口減少社会に入り、本県も109万人を切

るという状況になりました。ここ数年、景気回

復の兆しとともに、県内企業においても人手不

足の感があります。これまでも、本県における

人口問題や就業状況、給与や初任給の状況な

ど、その現状、課題について調査してまいりま

した。これらの課題に対する本県の各種施策

も、さらにその効果・効率を上げていくため

に、もっと細かな現状分析が必要ではないかと

思います。そこで伺いますが、人口減少や産業

人財の育成・確保等への対応を進めていく上で

必要な、県外への転出者、県内への転入者数の

状況について、実際にどこへ人が流れていって

いるのかも含め、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 総務省統計局

の住民基本台帳人口移動報告年報によります

と、平成28年の県外への転出者数は２万1,692

人、県内への転入者は１万7,404人でございまし

て、差し引き4,288人の転出超過となっておりま

す。転出者の内訳を都道府県別で見ますと、転

出者は多い順に、福岡県へ4,123人、鹿児島県

へ3,034人、東京都へは2,401人でありまして、

逆に転入者のほうは、鹿児島県から2,847人、福

岡県から2,826人、東京都からは1,757人の順と

なっております。また、年齢別で見ますと、15

歳から19歳までの2,232人と、20歳から24歳まで

の2,020人が、特に大きな転出超過となっており

ます。

○二見康之議員 地域で見れば、上位３都県、

東京都、福岡、鹿児島にいずれも人口流出して

いる状況だとわかりましたが、その中でも特に

福岡県への流出が顕著だというのもわかりま

す。これからはひとつ、福岡に重点を置いて対

応していく必要もあるんじゃないかなと思うと

ころであります。年代でいくと、進学や就職時

における転出傾向が特に強いということはわ

かっておりますが、本県の取り組みとして、ふ

るさと就職説明会をしていると思いますが、そ

の参加者数や就職決定者数の推移について、今

の現状を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） ふるさと

就職説明会につきましては、県外在住の大学等

卒業予定者やＵＩＪターン希望の一般求職者と
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県内企業との出会いの場を提供するため、東

京、大阪、福岡の３会場で開催いたしておりま

す。参加者数と就職決定者数につきましては、

ここ３年間の推移を見てみますと、まず、参加

者数は、平成27年度が174名、28年度が170

名、29年度が157名と、雇用情勢の改善等もござ

いまして、年々減少している状況にあります。

また、参加企業への就職決定者数は、平成27年

度、28年度はともに14名、29年度は13名となっ

ております。

○二見康之議員 20歳から24歳の流出が差し引

き2,000人を超えている現状を考えると、10数名

の就職決定という結果ではいかがなものかなと

感じるわけなんですが、流出人口を減らす取り

組みというものもいろいろ進められていると思

います。ただ、流入人口の獲得にもっと本県は

力を入れていくべきなのかなと感じるところで

す。さらなる施策の充実強化をお願いしたいと

思います。

次に、移住について伺いますが、平成28年度

の移住の状況について、移住者の年代、移住前

の住居並びに移住先がどのようになっているの

か、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 移住の関係で

ございますが、県が移住施策等を通じて把握し

ております移住世帯数は、平成28年度は388世帯

と前年度比で約1.9倍となっております。移住世

帯の内訳でございますが、世帯代表者の年代別

では、30代が35.6％と最も多く、次いで20代

が30.7％と、単身や親子世帯などの若い世代が

６割を超える状況となっております。また、移

住前の居住地でございますが、関東が33.8％で

最も多く、次いで九州・沖縄が32.0％、逆に移

住先は、県央地域が47.9％と最も多く、次いで

県西地域が22.7％、県南地域が15.7％、県北地

域が13.4％となっております。

○二見康之議員 転出超過の現状や都市部にお

ける就職説明会の結果、また、移住者数の実

績、これらを踏まえても、今の人口減少に歯ど

めをかけるものとは考えにくいと感じておりま

す。今、県では、「産業人財育成・確保のため

の取組指針（案）」というものを作成している

ようですが、これらの現状、課題を正面から考

えた対策、もっと具体的な成果を上げるための

取り組みが必要であると考えます。今後どのよ

うに進めていくお考えなのか、知事に伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 喫緊の課題であります

人口減少問題に対応していくためには、企業の

成長の促進と地域や産業の振興が必要でありま

して、そのためには、御議論のありました将来

を担う産業人財の確保が極めて重要な課題であ

ると認識しております。このため、これまで以

上に実効性の高い取り組みを関係機関が一体と

なって推進していくための新たな指針につきま

して、現在、年内を目途に策定を進めていると

ころでありまして、今後、この指針に基づき、

必要な対策を講じていくこととしております。

具体的には、若者にとって魅力ある労働環境の

整備やインターンシップの充実、県内就職に対

する価値観の向上に向けた保護者等への働きか

けのほか、県外大学の学生等をターゲットに、

県内企業の情報や、宮崎で暮らし、働くことの

よさが直接届く仕組みづくりなど、これまでよ

り一歩踏み込んだ取り組みを含め、働きたい場

所に選ばれる宮崎づくりを目指した総合的な対

策を、産学金労官の密接な連携のもとに、ス

ピード感を持って取り組んでまいりたいと考え

ております。

○二見康之議員 来年度の新しい事業とかも
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今、検討されているところでしょうから、その

辺に非常に期待しているところであります。ど

うぞよろしくお願いいたします。

次に、中山間地域対策について伺います。

中山間地域に位置づけられている市町村内で

は、都市部と山間部があったりと、地域の置か

れている状況はさまざまで、それぞれの地域

ニーズに合った対応をしていかなければならな

いと思いますが、県はそれぞれの現状をどのよ

うに把握しているのか、総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 議員御指摘の

とおり、同一市町村の中においても、例えば山

間部にある地域と中心部にある地域とでは、人

口構成、生活環境など、その置かれている状況

が異なっているようでございます。このため、

西臼杵支庁及び農林振興局ごとに、県や市町

村、地域住民等で構成します中山間地域振興協

議会を設置しまして、県内各地域の集落の現状

や住民の意見等の把握に努めるとともに、いき

いき集落の掘り起こしやフォローアップなどで

直接現場に足を運びながら、地域の悩み、課題

等のお話も伺っているところであります。ま

た、今年度は、６月から８月にかけて全市町村

を回りまして、管内の実情や、住みなれた地域

に今後も安心して生活し続けられる仕組みづく

り等について、情報収集や意見交換を行ったと

ころでございます。

○二見康之議員 今後の中山間地域対策は、各

地域の実情を踏まえ、めり張りをつけて行って

いくべきだというふうに思います。このための

地域ごとの計画策定等を市町村に促していくべ

きではないかと思いますが、総合政策部長にお

考えを伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 人口減少や高

齢化が他の地域に比べて一層進行している中山

間地域においては、それぞれの実情に応じたき

め細かな対策が必要であると考えております。

このため、今年度は、先ほど答弁しました市町

村との意見交換の場におきまして、地域ごとの

課題分析や計画策定等の取り組みの重要性につ

いて説明を行うとともに、現在、住民の方々や

行政職員等を対象とした地域計画づくり等に関

する研修会を、高千穂町、日向市、小林市の３

カ所で開催しまして、地域計画策定等を促して

いるところであります。また、昨年度は、椎葉

村におきまして、10の行政区で、住民による話

し合いを通じた地区計画の策定に取り組まれま

したが、この一部をモデル地区としまして、そ

の計画の具体化に向けた取り組みを支援してお

ります。県としましては、このような取り組み

を通じながら、市町村において、地域の実態に

即した中山間地域対策がさらに図られるよう、

必要な支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 都城市も中山間地域になって

いるわけなんですが、私が住んでいる町部とい

いますか、そのあたりでは、空き地があるとす

ぐ家が建ったり、また、更地になるとすぐ買い

手がついたり、非常に今、不動産の動きもあっ

たりするんですけれども、やはり山間地域とか

になってくると、そういう民間の力というのは

なかなか動かないんですね。いろんなところの

中山間対策というか、人口減少対策とかの視察

にも行かせてもらいましたが、長野県下伊那郡

の下條村、全国トップクラスの出生率を誇ると

ころですけれども、格安の若者定住促進住宅の

建設等を行って、約4,000人の人口維持を続けて

おります。また、県内でも、三股町において

は、植木とか都城市に近いところは今、住宅が
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建ったりしているんですけれども、長田とか宮

村とか、ちょっと山のほうに近いところはなか

なか人がふえない、減っている状況だというこ

とで、その地域に若者向けの定住促進住宅や宅

地造成を行っているようです。また、昨年、12

名の社会増となった日之影町では、子育て支援

のＰＲや、延岡市内から車で約30分のところに

ある椛木町営住宅の整備を行って、24人の入居

者のうち19人を町外から転入者を得られたとい

うことでありました。これらの施策に共通する

ことは、実際に若者が住めるようにしていると

いうことなんだと思います。

都城の御池小学校は、平成29年４月からは３

年生４人だけになるという状況だったため、保

護者や地域住民が協議して、少人数では集団生

活で人間関係を学びにくいため、再開可能性を

残す形で教育委員会に休校を求める要望書を一

昨年12月に提出され、ことし３月に休校となり

ました。私も、何人か御池で仕事をされている

方から、御池の地区に家を建てられないかとの

相談を受けました。しかしながら、御池地域は

ほとんどが農振地域になっていて、家は建てら

れない。許可がおりませんでした。中山間地域

の振興に力を入れている行政が、その地域に住

み、地域の活力となる若者の定着を阻んでいる

こと、これを何とかしなければならないと思い

ます。さきに述べた下條村や三股町、日之影町

の取り組み例などもあります。これらを進めて

いくことが必要だと思います。中山間対策は、

この10年が正念場だと言われております。10年

先では手おくれだと。３期目を目指す知事にお

かれましては、何としてもこの課題解決のため

のマニフェスト策定を期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、宮崎牛のブランディングについて伺っ

ていきたいと思います。

本年９月に開催されました第11回全国和牛能

力共進会において、内閣総理大臣賞を３大会連

続で受賞することができたこと、宮崎牛の持つ

よさは間違いのない確かなものと認められたこ

とは、この上ない称賛に値するものと思いま

す。関係者の方々もこれを契機に、さらなる宮

崎牛ブランドの飛躍を期待しているところだと

思います。そこで、いま一度、宮崎牛のブラン

ディングについて考えてみたいと思いますが、

まず初めに、宮崎牛のよさを消費者に伝えるに

当たり、どのように取り組んでおられるのか、

農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 東京や大阪な

ど大都市圏における消費者の宮崎牛の認知度に

つきまして、本県で調査をしましたところ、過

去２回の全共、全国和牛能力共進会を経まし

て、この10年間で約50％から70％へと上昇して

いるところであります。そのような中、本年９

月の全共では、オレイン酸などのおいしさにつ

ながる脂肪の質が高い評価を受けて、肉牛日本

一を獲得いたしました。県としましては、この

肉牛日本一というアピールポイントを前面に押

し出しまして、国内外におけるＰＲ活動の中

で、消費者の皆さんにわかりやすく伝えなが

ら、さらなる認知度向上と消費拡大につなげて

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 宮崎牛の都市圏における認知

度は上がっているということですが、ブランド

というのは、ある財やサービスを、ほかの同じ

カテゴリーの財やサービスと区別するためのあ

らゆる概念ということで、他県の牛肉と何が違

うのか、宮崎牛の個性は何なのか、宮崎牛と聞

いたときに消費者はどのようなイメージを持た

れるのか、そのイメージをつくっていくこと、
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それがブランディングであります。そのために

は、まずは商品戦略を考えることです。全共で

肉牛日本一となりましたので、おいしさ、品質

は認められましたが、その生産においてコスト

はほかの牛肉と比べ高いのか低いのか。高いの

であれば、利益を出すために高価格での取引を

してもらわなければならない、そのように働き

かけていかなければなりません。では、その商

品と価格の設定は、顧客のそれに見合う、また

はそれ以上の期待を上回る価値となっているの

か、顧客満足につながっているのか。価値向上

のために何らかのトッピングをつけたり、宮崎

牛に合った新たなレシピを開発したり、価格戦

略も考えていかなければなりません。そして、

それらをどのようなチャネルを通して顧客に届

けるのか。百貨店などのデパ地下を狙うのか、

またはスーパーマーケットなどの一般消費者に

近いところを狙うのか。また、どのような飲食

店に扱ってもらうのか。どのような人にセール

スをしてもらうのか。チャネル戦略もしっかり

考えていかなければなりません。そのような宮

崎牛の販売戦略についてどのように取り組み、

ブランディングしていこうとお考えなのか、農

政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 宮崎牛の販売

戦略につきましては、「日本一おいしく、高品

質で安定した牛肉」をコンセプトにしまして、

最高級の牛肉としての高価格帯での取り扱いを

目標に、関係機関と連携して取り組んでいると

ころでございます。具体的な例を挙げますと、

１点目が、関東、関西、福岡などの大都市圏に

つきましては、宮崎牛指定店を核とした認知度

向上や販売力の強化、２点目としまして、米国

やアジア地域等の海外では、卸売業者等と連携

したＰＲ活動による輸出量の拡大、３点目、県

内では、地域に根差した食材として、地産地消

の推進や食育活動等による理解醸成など、それ

ぞれにターゲットを絞り、より効果的なプロ

モーション活動に努めております。今後は、全

共での３大会連続内閣総理大臣賞受賞による日

本一の称号を最大限に活用しまして、国内外に

向けて積極的なＰＲを展開しながら、宮崎牛の

さらなるブランド力強化に取り組んでまいりた

いと存じます。

○二見康之議員 それぞれのカテゴリーをしっ

かり持って取り組んでいらっしゃるということ

が、よくわかりました。また、３大会連続内閣

総理大臣賞受賞による日本一の称号を最大限に

活用する、肉牛日本一を前面に押し出していく

というということですが、この９月の全共の結

果が出た直後が最もその価値を生かす時期で

あったと思います。全共終了後からこれまでの

間に、特別な広報、プロモーションをしてきた

のか、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 全共終了後の

プロモーションにつきましては、「３大会連続

内閣総理大臣賞受賞の日本一宮崎牛」を旗印に

しまして、積極的に取り組んでいるところであ

ります。具体的には、１点目、海外につきまし

ては、畜産関係団体と連携した米国での営業活

動や、日本産牛肉第１号となる台湾への輸出、

２点目として、大都市圏につきましては、百貨

店等における各種プロモーション活動や、有名

銘柄牛産地が集う注目度の高いイベント等での

ＰＲ、３点目としまして、県庁ホームページや

テレビ、新聞等のマスメディア、ＳＮＳ等を活

用した情報発信など、県や畜産関係団体、消費

者代表等で構成する「より良き宮崎牛づくり対

策協議会」とも連携しながら、スピード感を

持って活動を展開しているところであります。
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県としましては、今後とも、安定した品質と量

の宮崎牛を供給するための取り組みを強化しま

すとともに、さらなるプロモーションに努めて

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 しっかりとした戦略を立てて

取り組んでいらっしゃるということですので、

後はやる気を持ってがんがん推し進めるだけで

すよね、郡司副知事。期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、後方支援拠点について伺います。

都城市では、大規模災害時における後方支援

活動を迅速かつ効果的に行うことを目的とし

て、「都城市大規模災害時後方支援計画」を昨

年７月に策定しました。南海トラフ巨大地震な

どの大規模災害が万が一起きたときには、内陸

に位置する都城市が、人的・物的な支援を行う

後方支援拠点都市としての役割を担うまちづく

りの取り組みを進めているところであります

が、県内、ほかの地域で同様の話を聞いていな

いような気がしております。南海トラフ地震な

ど沿岸市町が被災したときに備え、県北地域で

も都城市のような後方支援体制を構築すべきで

あると考えますが、県の考えを危機管理統括監

に伺います。

○危機管理統括監（田中保通君） 県南部の10

の市と町では、南海トラフ地震などの大規模災

害が発生した場合に備えまして、平成27年２月

に、「宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進

協議会」を設立しております。内陸部から沿岸

部に対する後方支援活動の実施体制や、活動計

画の策定並びに図上訓練などの取り組みを行っ

ているところでございます。議員御指摘のよう

に、南海トラフ地震が発生した場合には、県南

部だけではなくて、県北部の延岡市や日向市な

どの沿岸市町においても甚大な被害が想定され

ます。したがいまして、県南部と同様に、他の

地域におきましても、後方支援体制の構築が必

要であると考えております。このため、現在、

県と沿岸10市町で構成します「宮崎県津波対策

推進協議会」におきまして、県北部を中心とす

る市町村間の相互応援体制のあり方や後方支援

体制について、協議を進めているところであり

ます。

○二見康之議員 では、その広域支援が円滑に

行われるように、後方支援体制を構築した自治

体に対して、県は必要な支援を行っていくべき

だと思いますが、どのような取り組みを考えて

おられるのか、同じく危機管理統括監に伺いま

す。

○危機管理統括監（田中保通君） 県では、救

助活動や物資の供給などの広域支援が円滑に行

われますよう、昨年３月に、応急対策活動に関

する実施計画を策定しまして、市や町の運動公

園や民間団体の施設などを後方支援拠点や広域

物資輸送拠点として指定するとともに、エアテ

ントや照明機材等を配備しまして、機能強化を

行っているところであります。また、今年度か

ら、受援側の市町村が行います受け入れ拠点へ

の資機材配備についても支援を行い、受け入れ

体制の整備を図っております。さらに、先ほど

申し上げました「宮崎県南部地域大規模災害対

策連携推進協議会」に、県もオブザーバーとし

て参加しまして、後方支援活動について意見交

換を行うとともに、この協議会や県が実施しま

す防災訓練等へ相互に参加することで、連携を

深めているところであります。今後とも、市町

村と一体となって訓練や資機材の整備等を進め

まして、実効性のある後方支援体制の構築に努

めてまいりたいと考えております。

○二見康之議員 わかりました。よろしくお願
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いいたします。

それでは、向きをこちらに変えまして。

さて、本日からいよいよ12月に入りました。

年末の慌ただしさに、人の心もせわしく、ゆと

りがなくなる。そういうふうになりますと、交

通事故も多くなる傾向があります。大切な人を

一瞬にして失うこともあるのが交通事故です。

事故のない社会、さきにも質問いたしました

が、自動運転技術の発展もそれにつながる一つ

ではないかと思います。しかしながら、今は人

が運転する時代であります。県民一人一人の安

全運転意識向上が大切だと考えます。

先日いただきました資料で、昨年、ＪＡＦが

実施した「交通マナーに関するアンケート」と

いうものがあります。「あなたのお住まいの都

道府県の全般的な交通マナーについて、どう思

いますか」との設問に対し、「とても悪い」

「悪い」と回答した方が、全国では38.3％、最

も高かった県では80％となっております。本県

は29.1％、全国合計より約９ポイント低く、そ

の順位としましては33位。比較的マナーがよい

ほうなのかもしれません。ただ、「信号機のな

い横断歩道で歩行者が渡ろうとしているのに一

時停止しない車が多い」という設問において

は、全体の43.7％が「とても思う」と回答し、

本県でも42.5％が同じ回答をしております。

「やや思う」という回答は38.6％と、合わせて

約８割の人が、停止しない車が多いと回答して

おります。また、別の設問で、「信号機のない

交差点で、歩行者が横断歩道を渡ろうとしてい

る場合には、車は一時停止しなければなりませ

ん。そのことをあなたは知っていますか」とい

う問いに対し、約７割が「知っており、行動に

移している」と回答し、約３割が「知っている

が、たまにしか行動に移せていない」と回答、

そして、約１％が「知らない」―「まったく

行動に移していない」「忘れていた」というも

のを含みますが―と回答しております。ちょ

うどこの議会棟と福祉保健部との間にある横断

歩道、これがそういう信号機のない横断歩道に

当たるかと思います。渡ろうとしている歩行者

が立ちどまっているときに、７割の車がとまっ

てくれているとは余り思えないようなのが現状

かなと感じているところです。道路交通法で

は、横断歩道を渡ろうとしている歩行者または

横断中の歩行者がいるとき、車両は横断歩道の

手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないよ

うにしなければならないとしています。そのま

ま通過するのは横断歩行者等妨害等違反で、違

反点数が２点、反則金は普通車で9,000円となっ

ているそうです。

実は、私は先日まで１％の中に含まれており

まして、これが法律で決まっていたとは知りま

せんでした。ただ、横断しようとする歩行者が

いる場合にはとまってあげるのが、ドライバー

としてのマナーだと思って実行しておりまし

た。運転免許取得に当たって、もちろんそのこ

とは教習所に通っていたときに授業でも習った

と思うんですけれども、実際に運転免許の本試

験を受けて免許取得するには、90点以上で合格

となると思います。ということは、その10点分

―みんなが100点で通っていけばいいんでしょ

うけれども―何かを間違えても免許は取るこ

とができる。その10点でも、何か間違えたまま

社会に出ている可能性もあるわけなんです。こ

の現状についてちょっと考えていきたいんです

けれども、まず、本県における運転免許試験に

ついて伺います。平成28年中の本県における運

転免許試験の受験者数と合格者数についてどの

ようになっているのか、警察本部長に伺いま
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す。

○警察本部長（郷治知道君） ただいま二見議

員から御指摘のとおり、運転免許試験は、自動

車の運転に必要な適性、知識、技能を判定しま

して、学科試験は90点に、技能試験は免許の種

類ごとに定められた基準点に達した場合に合格

します。本県における昨年の運転免許試験の受

験者数は延べ約２万7,200人、合格者数は約１

万8,500人でした。合格率は約68％でありまし

て、全国平均の約76％と比較しますと、８ポイ

ント低い結果となっております。警察では、今

後とも適正に運転免許試験を実施してまいりま

す。

○二見康之議員 延べ人数ですので、なかなか

合格されない方もいらっしゃるというふうに伺

いましたが、どちらにしても、合格した方は必

ず90点以上は取っているわけですので、いいと

思うんですけれども、先ほども申し上げました

ように、10点分間違っているその間の部分をど

う考えていくのかなと。そこの部分について

は、免許を取得した後、社会で運転するわけな

んですけれども、実社会の中でどうやって教え

ていくか。道路交通の法規だけでなく、交通マ

ナーとかそういったものの向上を図っていくの

が重要になるかと思いますが、ドライバーの交

通マナーの向上のため、交通安全教育活動につ

いてどのように取り組んでおられるのか、警察

本部長に伺います。

○警察本部長（郷治知道君） 県警におきまし

ては、運転免許更新時講習や安全運転管理者等

講習のほか、警察官が事業所や公民館に出向い

て行う講習会など、年間約20万人のドライバー

に対しまして交通安全教育を実施しておりま

す。交通安全教育では、横断歩道を通過する際

の遵守事項やウインカーをつけるタイミングな

ど、交通マナーの向上についても指導しており

ます。また、今年度から、地元新聞社や協賛企

業とともに、「目指そうゴールド免許取得率日

本一・やさしい運転」普及キャンペーンに取り

組みまして、その一環として、毎月、交通安全

特集記事を新聞に掲載しまして、県民の皆様に

交通マナーの向上を呼びかけております。今後

とも、交通ルールの遵守と交通マナーの向上の

ために、運転者向けの交通安全教育の充実に努

めてまいります。

○二見康之議員 よく地元の方というか一般の

方から言われるんですけれども、取り締まり

じゃなくて、警備といいますか、例えば見えな

いところに隠れて違反者を捕まえる、これが取

り締まりになるんだとは思いますが、隠れてい

ないで出ていてくれれば違反はしなかったのに

なとか。そこら辺は結構わがままな話だなと思

うんですけれども、そういうところをもう

ちょっと交通マナーといいますか、一人一人の

意識向上につなげていただければなと思いま

す。これは別に聞きません。

最後の質問になります。運転免許を取得する

に当たりまして、まずはしっかりと交通法規を

学ぶことが重要であると思いますが、教習所の

方にちょっとお話を伺ったところ、皆さん御存

じのとおり、学生が年度末や長期休暇の時期に

集中して来る。その時期においては、生徒一人

一人の学習レベル、そういったものの把握な

ど、目の届かないところもあるというお話を伺

いました。県内の高校など各県立学校において

は、自動車学校への入校時期等を規制している

そうですが、その内容がどのようになっている

のか、また、どのような理由で規制しているの

か、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 各県立学校におきま
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しては、その教育目標を達成するため、生徒を

学業等に専念させることとしておりまして、自

動車運転免許の取得については、校則等で規制

しているところでございます。その中で、入校

の時期につきましては、就職や進学など個別の

進路に応じて、生徒の不利益にならないように

各学校で判断をしております。例えば職業系学

科を有する学校においては、生徒の就職状況な

どに配慮して、自動車学校への入校時期を最も

早いケースとしては10月から許可をしておりま

す。県教育委員会といたしましては、自動車運

転免許の取得につきまして、各学校が実情に応

じて、生徒の事故防止の観点を含め、ＰＴＡ等

とも協議を重ねながら、適切かつ弾力的に判断

するよう、各学校を指導してまいりたいと考え

ております。

○二見康之議員 わかりました。

最後に、先日の新聞広告に載っておりました

郷治県警本部長のインタビュー記事の中で、本

県ドライバーに向けてという欄で宮崎県の印象

を話されておりましたので、御紹介します。

「宮崎から小林までバスに乗ったとき、バス

をおりる皆さんが運転手さんにお礼を言ってい

て感動しました。宮崎の方は丁寧で優しいと感

じています。他方で、マイカー大国だなとも感

じています。細い道で結構なスピードを出して

いて、真っ暗でもライトをつけていない車も見

かけました。せっかく優しい心なのに、歩行

者、自転車、車、それぞれに意思の疎通が足り

ない面があるのではないでしょうか。車と歩行

者では時間の流れが違います。宮崎県で一緒に

暮らしているわけですから、ドライバーの方々

にはルールやマナーを守っていただき、心のゆ

とりを持って優しい運転をしていただきたいと

思います」。この郷治本部長の思いが広く県民

の心に届き、年末に悲しい交通事故が起こらな

いことを祈りまして、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）

○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、４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43分散会
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