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平 成 2 9 年 1 1 月 3 0 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（36名）
1番 武 田 浩 一 （自由 民 主 党 く し ま）

2番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

5番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

6番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

7番 後 藤 哲 朗 （宮崎県議会自由民主党）

8番 右 松 隆 央 （ 同 ）

9番 二 見 康 之 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 原 正 三 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （自由民主党 青の国）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 髙 橋 透 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 徳 重 忠 夫 （宮崎県議会自由民主党）

20番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

21番 中 野 一 則 （ 同 ）

22番 中 野 明 （ 同 ）

23番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 濵 砂 守 （ 同 ）

27番 井 上 紀代子 （県 民 の 声）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 太 田 清 海 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 井 本 英 雄 （ 同 ）

35番 山 下 博 三 （ 同 ）

37番 星 原 透 （ 同 ）

39番 横 田 照 夫 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

36番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

環 境 森 林 部 長 川 野 美奈子

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 大 坪 篤 史

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 谷 口 浩太郎

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 議案第30号から第32号まで追加上程

○ 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が、お手元

に配付のとおり、知事から議案第30号から第32

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 原正三議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議案第30号から第32号までの各号議案を一括

上程いたします。

◎ 知事提案理由説明

○ 原正三議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

今回、追加提案いたしました議案は、先般の

県人事委員会の勧告及び国の特別職の給与改定

の状況等を踏まえ、一般職及び特別職の給与改

定を行うための関係条例の一部改正案でありま

す。

まず、議案第30号及び第31号は、県職員及び

市町村立学校職員の給料及び勤勉手当等を改定

するため、関係条例の改正を行うものでありま

す。

次に、議案第32号は、特別職の期末手当の支

給月数を改定するため、関係条例の改正を行う

ものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○ 原正三議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○ 原正三議長 ただいまから一般質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。11月議会の一般質問の初日

のトップバッター、３年ぶりの質問でありま

す。知事初め関係部長、教育長には、明快で前

向きな答弁をお願いいたします。

それでは、通告に従い一般質問をいたしま

す。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

河野県政２期目の任期も、残すところあと１

年余りとなりました。これまでを簡単に振り

返ってみますと、河野知事は、平成22年12月に

行われた知事選挙において約29万票を集めて初

当選され、第53代知事として県政運営を担われ

ることとなりました。その年の春先に発生した

口蹄疫との戦い後の厳しい状況を乗り越えて、

「口蹄疫からの再生・復興」という、県政史上

類を見ない極めて重い課題を背負った年であり

ました。知事就任当日の平成23年１月21日に感

染が確認された高病原性鳥インフルエンザへの

対応、そして同月26日に新燃岳が300年ぶりにマ

グマ噴火するなど、まさに河野県政のスタート

は多難な船出となりました。そして知事は、平

成23年２月定例県議会の冒頭に、「今や宮崎県

は、私の第二のふるさととなりました。これか

平成29年11月30日(木)
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ら４年間、この愛する宮崎のために、全力で県

政運営に取り組むとともに、県民の皆様と一丸

となって、宮崎のさらなる飛躍に向け、誠心誠

意努力する覚悟である」と、声高らかに所信を

表明され、最優先課題である、口蹄疫からの再

生・復興や、疲弊した経済・雇用の回復、防災

・危機管理体制の強化、おくれた社会資本の整

備等に懸命に取り組んでこられた４年間でし

た。

再度、県民の負託を受けられた２期目には、

「復興から新たな成長へ」と、県独自の成長路

線に大きくかじを切られ、特にフードビジネス

を初めとする成長産業の育成や、将来の本県を

支える人材の育成に、官民挙げて取り組まれて

おります。活力にあふれ、国内外に開かれた

「みやざき新時代」を築くために、強い思いの

もと、さまざまな課題に積極的に取り組まれ、

その結果、東九州自動車道など交通インフラの

整備や、スポーツランドみやざき、グローバル

戦略の進展、さらには、２巡目国体、国民文化

祭の開催内定や、祖母・傾・大崩ユネスコエコ

パークの登録など、今後の県勢発展の礎となる

成果があらわれてきておることに対し、私も一

定の評価をいたしております。しかし、一方で

は、人口減少対策や医療・福祉対策、南海トラ

フ巨大地震対策や高速道路ネットワークの早期

完成など、今後の県勢発展や県民生活の安定に

向けて取り組むべき課題が山積しております。

こうした中、今月14日に、県内の主要10団体

でつくる県経済団体協議会から、河野知事に対

し次期知事選挙への出馬要請がなされました。

この要請に対し知事は、「真摯に受けとめ、早

急に結論を出し、県民の皆様に表明したい」と

発言され、その後、３期目を目指して立候補を

固めたとの報道がありました。「まだ任期を１

年余り残したこの時期に、次の選挙の話をする

にはまだ早いのではないか」という声があるの

も事実であります。しかし、私は、県政の安定

した継続を考えますと、可能な限り早く次期県

政への思いを県民の皆様に伝えるべきではない

かと思います。そこで、知事として、これまで

の７年間を振り返って、県政運営に対する自己

評価と次期知事選挙への出馬についてどのよう

に考えておられるのか、その思いを知事にお伺

いします。

以下の質問は質問者席からいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、知事就任以来２期７年にわたり、ひた

すらこの愛する宮崎の発展に向けて全身全霊を

傾けて県政運営に邁進をしてまいりました。こ

の間、県議会を初め市町村や関係機関、県民の

皆様からの御理解と御協力をいただきながら、

県政のかじ取りを担わせていただいていること

に対しまして、心から感謝の念を抱いていると

ころであります。

振り返りますと、１期目は、議員から御指摘

がございましたように、「口蹄疫からの再生・

復興」を掲げ知事に就任しまして、就任当日、

職員に対する訓辞の中で常在危機の意識を徹底

するよう呼びかけたところ、その当日に鳥イン

フルエンザが発生し、また、５日後には新燃岳

の噴火もございました。そして２カ月もたたな

いうちに東日本大震災と、本県を、また我が国

を、いまだ経験したことのない大変大きな災害

が見舞い、厳しい状況のスタートとなったとこ

ろであります。この難局から立ち上がり、一刻

も早く復興をなし遂げること、そして本格的な

人口減少時代を迎える中で、宮崎の豊かな未来

平成29年11月30日(木)



- 14 -

への道筋を開くことを、私の何よりも重要な使

命と考え、県民生活や県内経済の立て直しに全

力を尽くしてまいりました。

続く２期目には、「復興から新たな成長へ」

を県政の基軸に据えまして、フードビジネスや

グローバルな市場開拓、みやざきブランドづく

りなどの施策に取り組んでまいりました。その

結果、多くの皆様のお力添えをいただきなが

ら、東九州自動車道などの交通インフラの大き

な前進によるストック効果もあわせて、大型案

件も含む企業立地の進展も見られたところであ

ります。また、農業産出額や輸出額の大幅な増

加、さらには、世界農業遺産の認定やユネスコ

エコパークの登録、３大会連続となる宮崎牛の

内閣総理大臣賞受賞など、本県発展の礎となる

成果があらわれてきており、県政は、着実にか

つ力強く前へ進んでいるものと考えておりま

す。

一方で、少子高齢化、人口減少を迎える中

で、地方創生を初め中山間地域対策や医療・福

祉など、困難化・複雑化する課題への対応を初

め、引き続き、高速道路を初めとする交通イン

フラの整備、さらには２巡目国体や国民文化祭

へ向けた準備の本格化など、取り組むべき課題

はまだまだ山積をしております。

そのような中、今般、経済界を初めとする各

方面から、次期知事選への出馬要請をいただ

き、さらには、多くの県民の皆様から温かい応

援の声、また激励をいただきましたことは、身

に余る光栄と考えております。私としまして

は、県民の皆様の声を重く受けとめ、熟慮を重

ねました結果、次期県政におきましても、引き

続き私が三たび県政を担わせていただきたい、

この愛する宮崎の発展のためにさらに力を尽く

してまいりたいと、そのように強く決意し、出

馬を決断したところでございます。

今、宮崎にはよい風が吹いていると考えてお

ります。また、国、県、市町村、多くの関係団

体、県民が力を合わせて前に進む、そのような

体制を築き、県勢発展のさまざまな礎、これま

で築いてまいりました礎の上に立ち、さらに力

強くこの宮崎を前に進めてまいりたい、そのよ

うな決意でございます。引き続き、皆様には御

理解と御支援を賜りますよう、心よりお願い申

し上げます。以上であります。〔降壇〕

○星原 透議員 知事は、「引き続き先頭に

立って、県民の声を重く受けとめ、この愛する

宮崎をさらに発展させたい。力強く決意して３

期目を目指す」と言われましたが、知事の県政

に対する取り組みなどについての考え方を示

し、再度、県民の負託を受けなければなりませ

ん。そこで、３期目に向けてどのような県づく

りを進めていかれるつもりなのか、知事のその

思いを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 本格的な人口減少社会

を迎える中、県政には取り組むべき課題がさま

ざまあると認識しておりますが、整理をします

と、大きく４つの課題というものを受けとめて

おるところであります。まずは、将来の宮崎を

考える上で、喫緊の課題であります人口減少対

策であります。本県はこれまで、子供を産み育

てやすい環境の整備や若者の県内定着等の施策

に取り組んでまいりましたが、平成27年の国勢

調査では、予想よりも人口が減少するなどの厳

しい結果も出ているところであります。このた

め今後は、合計特殊出生率2.07の実現や、社会

減の解消に向けた戦略というものを改めて練り

直すとともに、中山間地域の維持、医療・福祉

サービスの確保など、県民が安心して暮らせる

仕組みづくりに向けた取り組みを強化してまい

平成29年11月30日(木)
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りたいと考えております。

次に、県民の暮らしを支える経済振興と産業

人財の育成・確保が重要な課題だというふうに

考えております。フードビジネスや輸出促進な

ど、今後の成長へとつながる結果が出てきてい

るところでありますが、一方で、ＴＰＰなど、

またさまざまな競争の激化など新たな動きも見

られているところであります。このため、農林

水産業や商工業の振興、中小企業の育成など、

全産業の振興に向けまして、引き続き、交通イ

ンフラを初めとする産業基盤の充実を図ります

とともに、キャリア教育の推進など、産業や地

域を担う人財の育成・確保に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

また、３つ目としましては、宮崎の魅力を高

めるための世界ブランドや文化、スポーツを生

かした観光地域戦略であります。我が国で

は、2019年のラグビーワールドカップや、2020

年の東京オリンピック・パラリンピックなどが

次々に開催され、本県においても国民文化祭や

国民体育大会などが予定されているところであ

ります。本県が大きく飛躍できるこの絶好の

チャンスを逃すことなく、観光交流の拡大や世

界ブランドを生かした地域づくりにつなげてま

いりたいと考えております。

最後に、危機事象への対応であります。南海

トラフ巨大地震等の危機事象への備えとしまし

て、避難施設の整備、公共施設の耐震化等の取

り組みや、市町村、九州各県、国等との連携体

制づくりは着実に進んでまいったところであり

ます。顔の見える関係を築いてまいりました。

引き続き、県民の命を守ることを最優先として

必要な施設整備を進めますとともに、県民の災

害に対する備えの意識をより高めていくことが

重要であると考えております。

以上述べましたように、宮崎の将来の発展を

図る上で、本県は今、非常に重要な局面を迎え

ていると考えております。県民の皆様には、次

期県政への御負託をいただければ、しっかりと

こうした将来への発展の礎の上に立って、結果

を出すということを強く意識して、これらの施

策を展開し、本県が将来に向けて発展していけ

るよう、私が先頭に立って全力で取り組んでま

いりたい、そのように決意しているところでご

ざいます。

○星原 透議員 今、知事は、４つの重要な政

策に取り組んでいくんだと、力強く述べられた

ところであります。

知事は、中央官僚としてのキャリアにピリオ

ドを打ち、退路を断って知事選挙に出馬され、

２期連続当選を果たし、県政運営の最高責任者

として重責を担ってきておられます。この間、

知事には、トップリーダーとして決断を求めら

れるさまざまな場面があったかと推察いたしま

す。一方で、県民の皆様から、「地元出身者

で、県知事にふさわしい元気のある人はいない

のですか」と時々聞かれます。私は、「１期の

知事が２期続いたので、特に問題はないので、

３期まではしていただきたいと考えています」

と答えております。しかし、県民の皆様や県議

会からも、知事の強いリーダーシップを問う声

も多く出されており、知事のリーダーシップの

考え方やトップリーダーとしての決断のあり方

については、私も同じ気持ちであります。ま

た、今回の経済団体協議会からの出馬要請の際

にも、知事に対して、より強力なリーダーシッ

プの姿勢が求められたと聞いております。そこ

で、県外出身の知事に対する県民の声やリー

ダーシップについて、知事自身はどのように受

けとめ、今後どのように応えていかれるのか、

平成29年11月30日(木)
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知事の強い思いをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 私は、知事という職に

ある者は、将来に向けたビジョンを県民に明確

に示し、その実現のために、みずからが先頭に

立って県民の力を結集していくことが求められ

ると考えております。私はこれまで、県民の皆

様との「対話と協働」を基軸としながら、例え

ば、直近におきましては、防災拠点庁舎の整

備、そして国体施設の整備方針など、必要な場

面においては、私なりのリーダーシップをもっ

て最善の判断をしてまいったと考えているとこ

ろであります。どのような組織であっても、ど

のような世界であっても、リーダーたる者は、

さまざまな意見、批判というものにさらされる

ものだというふうに考えておりますし、そのこ

とがリーダーを鍛え、また組織の維持・発展に

つながるものというふうに受けとめておりま

す。私の支援に対してさまざまな御意見や御指

摘の声があることについては真摯に受けとめ、

さらに精進を重ねてまいりたい、そのように考

えているところでございます。

これまで私は、宮崎で12年半暮らしてまいり

ました。この長きにわたる宮崎での暮らし、そ

して知事としての仕事に取り組む中で、県内各

地を回りまして、多くの方々と出会い、つなが

り、積み重ねてきたところでございます。確か

に本県出身ではないところでありますが、私

は、宮崎は自分の大切なふるさとであるという

ふうに考えておるところでございます。この宮

崎に対する思いというものは、決して地元出身

の方々にも負けるものではないと自負している

ところでございます。今後とも、知事として、

そして宮崎県民の一人として、この愛する宮崎

の発展のために全身全霊を傾けてまいりたい、

そのように考えているところであります。

○星原 透議員 知事の強い思い、そしてまた

愛する宮崎をさらに発展させたいとの気持ちが

伝わりました。しかし、今はまだ２期目の仕上

げの残りのあと１年があるわけでありますか

ら、このことに全力でしっかりと取り組んでい

ただきたいとお願いしておきます。そして、

「県外出身の知事」と言われないように頑張っ

ていただければと思います。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略につい

て伺います。

我が国においては、本格的な人口減少・少子

高齢化社会を迎え、国内市場は今後縮小してい

くことが見込まれる中で、経済成長が予想され

る東アジアの活力を取り込むことが、国におい

ても、本県にとっても大変重要な政策課題であ

ると思います。これまで取り組まれてきた「み

やざき県産品東アジア販路拡大戦略」として、

経済成長が著しい中国、香港、台湾、韓国、シ

ンガポール、タイを重点国・地域に定めて、農

畜水産物や木材、食品加工等の販路拡大、輸出

促進に努めてこられました。その経験を生かし

て、県では平成24年度から28年度の５年間を、

みやざき東アジア経済交流戦略の推進期間とし

て位置づけられ、「東アジアに開かれ、東アジ

アとともに成長するみやざき」を目指して、成

長する東アジアの活力を宮崎へ、宮崎の魅力を

東アジアへ、オール宮崎での横断的・多面的取

り組みを基本方針に掲げられて、県産品の輸出

促進や観光交流の推進、経済交流の基盤整備を

目標に、積極的に取り組んでこられたと伺って

おります。そこで、対象国・地域の中国、香

港、台湾、韓国、シンガポール、ＡＳＥＡＮ諸

国など、みやざき東アジア経済交流戦略におけ

る成果と課題について、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） みやざき東アジア経済
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交流戦略におきましては、急速に成長します東

アジアの国や地域を対象としまして、県産品の

輸出促進を初め観光交流の推進など、経済交流

の拡大に取り組んでまいりました。この結果、

東アジアにおける農水産物の輸出額は、この戦

略を立てましたときの基準年であります平成22

年度からの５年間の指標をとってみますと、約

７億円から約13億円に増加をしたところであり

ます。外国人宿泊者数も、同じく約４万人から

約11万人と大きく伸びたほか、平成27年には香

港との航空路線が新たに就航するなど、経済交

流の基盤整備も着実に進んだものと考えており

ます。一方で、経済のグローバル化が急速に進

展し、ＴＰＰ、ＦＴＡなど加速する経済連携の

動きの中で、東アジアのみならず、欧米を初め

さまざまな国や地域で事業を展開する県内企業

のニーズにもしっかりと対応していく必要性

や、海外での地域間競争が年々激化する中で、

ターゲットとなります国や取り組み内容を明確

にし、重点的かつ集中的に取り組むことなど

が、より重要になってきたものと考えておりま

す。

○星原 透議員 海外での地域間競争が年々激

化する中で、ターゲットとなる国や取り組み内

容を明確にし、重点的かつ集中的に取り組むと

いうことでありました。私もやはり、ある部

分、幅広くいろいろ取り組むよりは、ある程度

は国を絞ったり物を絞ったりして重点的に取り

組むほうが、宮崎にとって最良じゃないかな、

そのように思っております。今後いろいろ考え

てほしいと思います。

次に、平成28年度からスタートした「みやざ

きグローバル戦略」についてお伺いいたしま

す。

海外の成長市場の活力を取り込むために、経

済成長が著しく、富裕層や中間層が増大する東

アジアとの交流を中心に、世界に目を向けなが

ら、本県の経済・産業の活性化と文化、スポー

ツなど多様な分野での交流拡大を図っていくこ

とが求められる時代になってきていると思いま

す。そうした中、県では、平成28年度から30年

度の３年間を推進期間に、海外への展開促進と

して、県内生産品の輸出促進と海外進出の支援

や、海外からの誘致促進として、観光誘客の推

進とみやざきＭＩＣＥの確立、海外からの投資

呼び込みや経済交流の基盤整備として、航空

ネットワークと海上ネットワークの維持・充

実、そしてグローバル人材の育成・確保とし

て、企業や大学等と連携し、学校教育による人

材育成、海外との連携・多様な交流の促進を掲

げておられます。本県には、焼酎出荷量日本

一、杉の素材生産量日本一、全国和牛能力共進

会での肉牛日本一等、世界にＰＲできる大きな

財産があります。これらをグローバル戦略の柱

として生かしていくべきだと考えます。そこ

で、東アジアに軸足を置きながら、世界市場も

視野に入れた取り組みの推進にも力を入れてお

られるようでありますが、東南アジア諸国、ア

メリカ、ヨーロッパ等との経済交流、文化・ス

ポーツ交流など、みやざきグローバル戦略の目

指す方向性と現在の取り組み状況について、知

事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） みやざきグローバル戦

略におきましては、これまで取り組んでまいり

ました輸出促進、観光誘客、交流基盤の整備に

加え、海外からの投資呼び込みや海外との連携

・多様な交流の促進など、総合的に施策を展開

することによりまして、外貨の獲得やビジネス

チャンスの創出のほか、文化、スポーツなど多

様な分野での海外との交流拡大を目指しており
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ます。このため、香港、シンガポール、ドイ

ツ、アメリカなどの有望市場に輸出の専門家を

配置し、企業の海外展開を支援しますととも

に、県産品の販路拡大や観光誘客、人的ネット

ワークの構築等を図るため、海外でのトップ

セールスなどにも積極的に取り組んでおりま

す。来月には、議会や経済界の皆様とともに台

湾を訪問し、宮崎牛を初め県産品の売り込みを

行うこととしておるところであります。また、

経済のみならず幅広い交流を促進するため、海

外の自治体や文化団体との交流協定の締結も、

これは星原議員にも台湾との関係でお力添えを

賜りましたが、このような形での交流促進も

行っているところであります。今後とも、東ア

ジアに軸足を置きながら、欧米など新たな市場

も対象としつつ、市町村や民間団体等と連携を

して、経済・人的交流のさらなる拡大に取り組

んでまいります。

○星原 透議員 次に、東アジアの中でも、国

際定期便が就航している韓国、香港、台湾の３

カ国・地域は特に重要と考えますが、経済、文

化、スポーツその他の交流の取り組みと成果に

ついて、各関係部長と教育長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 総合政策部に

おきましては、経済を初めさまざまな交流を図

る上での基盤となります国際航空路線の維持・

充実のため、商工観光労働部とも連携いたしま

して、インバウンド、アウトバウンド双方にお

ける利用促進や、運航会社に対する要望などの

取り組みを行っているところであります。本年

度の成果といたしましては、ソウル線の冬期に

おける便数が、昨年度の週４便を上回る週５便

に増便されましたほか、台北線が来年３月より

週２便から週３便に増便されることが決定され

たところであります。

なお、この台湾線の増便につきましては、御

質問の星原議員を初め県議会の皆様からの働き

かけが大変大きかったものと理解しているとこ

ろであります。改めて御礼申し上げます。

○星原 透議員 私は、特に韓国は、便数がふ

えているのはゴルフ客が多いということだと思

います。ですから、ゴルフ客の部分において

は、これからゴルフ場なんかとお話をして、リ

ピーターとして宮崎に来てもらえるように。と

いいますのは、ことしの４月に韓国領事館に

行ったときに、領事から、「宮崎には、外国の

客は韓国から一番来ているんだ。だから、ぜひ

宮崎も、もう少しいろんな形で力を入れてほし

い」、そういうことを伺いました。やはり、イ

ンバウンド、アウトバウンド双方がうまく流れ

るような形にしていってほしいと思います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 環境森林部

では、林産物である木材と乾シイタケの輸出に

取り組んでいるところでございます。まず、木

材につきましては、韓国と台湾向けに原木と木

材製品を輸出しておりますが、県では、より付

加価値が高く、経済波及効果が大きい木材製品

について、プレカットした材料と建築技術を合

わせた材工一体の手法による輸出促進に努めて

いるところでございます。こうした取り組みの

結果、韓国への製品輸出額は、ここ３年で約２

倍に伸びているところでございます。また、台

湾につきましても、現在は原木主体の輸出であ

りますが、今後、韓国同様、製品輸出を拡大す

る取り組みを進めていくこととしております。

次に、乾シイタケの輸出は、取り組みを始め

た段階にあり、昨年度は、関係団体が台湾で行

う販売促進活動に対して支援を行ったところで

ございます。参加した事業者は取引を拡大した
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い意向でございまして、引き続き、こうした意

欲を引き出しながら、輸出拡大を図ることにし

ております。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 商工観光

労働部の取り組みといたしましては、まず、経

済関係では、焼酎を初めとする加工食品の海外

展開に向けて、国際見本市への出展や販路開拓

活動に対する経費の助成など、県内企業の支援

に取り組んでいるところであります。このよう

な取り組みによりまして、例えば焼酎の３つの

国・地域への輸出額は、県の貿易実態調査によ

りますと、平成27年には3,400万円となってお

り、増加傾向にあります。

次に、国際交流の取り組みといたしまして

は、韓国との間で、小・中・高校生がホームス

テイ等を通じた相互交流を行う事業に平成20年

度から取り組んでおりまして、これまでに242名

の児童生徒が参加しており、相互理解が深まっ

ているものと考えております。また、台湾で

は、民間団体に交流のきっかけを提供する事業

に平成20年度から取り組んでおりまして、延

べ66団体、1,739名の自主的な交流につながって

おります。

なお、姉妹都市につきましては、現在、宮崎

市、綾町、美郷町が、それぞれ韓国の自治体と

姉妹都市交流を行っているところでございま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農政水産部で

は、香港、台湾を中心に、牛肉やカンショ、養

殖ブリなどの農畜水産物の輸出拡大に取り組ん

でおります。具体的には、県内企業や生産者

が、現地で開催される展示会やフェアへ出展す

ることを支援するとともに、現地のバイヤーや

シェフを本県に招き、県内に配置した５名の輸

出サポーターを中心に、直接、産地や生産者を

知って理解していただく取り組みなどを進めて

いるところです。こうした中、平成28年度の３

カ国・地域への輸出実績は、前年度の２倍の17

億円余りと大きく伸びてまいりました。特に台

湾につきましては、全国に先駆けて宮崎牛の輸

出を行ったことで高い評価を受けており、来月

にも知事が訪問し、トップセールスを展開する

予定としております。

○教育長（四本 孝君） 学校における交流と

いたしましては、小中高それぞれにおきまし

て、韓国、台湾の学校との姉妹校提携や、韓

国、台湾からの教育旅行等の受け入れを実施

し、学校交流や文化交流等を行っております。

また、高等学校におきましては、台湾への修学

旅行や海外研修を実施し、生徒が現地の高校生

等と一緒に授業を受けたり、現地の家庭にホー

ムステイをしたりして、より深い交流を行って

おります。さらに、県立高校が台湾の高校生と

野球の交流戦を行ったり、市町村におきまして

少年野球チーム同士の交流を行ったりするな

ど、スポーツを通しての交流も行われていると

ころであります。次の時代を担う児童生徒に

とって、このように海外の児童生徒と交流する

ことは、多様な価値観に触れるということで、

視野を広げ、グローバル意識を高める機会と

なっております。県教育委員会といたしまして

は、今後も、国際交流や海外派遣の取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 それぞれ関係部長、教育長の

ほうから、取り組み、そして成果について報告

をいただきました。そういう中で感じますの

は、まだまだ宮崎は国際交流の面で努力すべき

じゃないかなということであります。というの

は、今、売り上げ、取引状況なんかを見ます

と、多分、数十億円程度かなと想定しておりま
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す。これを100億円台に持っていくような努力を

すべきじゃないかなと思っております。ぜひ力

を入れてほしいと要望しておきます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略からみ

やざきグローバル戦略などを含めた、県全体の

国際化関連予算について、過去５年間の推移

を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 過去５年

間の国際化関連予算の推移でございますけれど

も、当初予算ベースで申し上げますと、平成25

年度が約９億900万円、26年度が約９億5,800万

円、27年度が約12億8,200万円、28年度が約12

億9,100万円、29年度が約10億4,100万円で、お

おむね10億円前後で推移しているところでござ

います。

○星原 透議員 ありがとうございます。

次に、香港には平成25年に香港事務所を設置

しておられますが、事務所を設置したことによ

る具体的な成果とあわせて、香港と同じように

国際定期便が就航している韓国、台湾における

海外拠点の考え方と、あわせて事務所を設置す

る考えはないかを、商工観光労働部長にお伺い

します。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 香港は自

由貿易市場であり、東アジアにおける県産品輸

出や観光誘致を進める上での重要な地域であり

ますことから、平成25年６月に事務所を設置し

たところでございます。これによりまして、現

地商社や旅行会社などと緊密に連携できる体制

が構築され、現地活動が効率的・効果的に行え

るようになったほか、現地要人との人脈形成等

にもつながっております。この結果、平成28年

度の農畜水産物の輸出額は約14億8,000万円で、

事務所設置前と比較いたしますと３倍となって

おり、香港からの宿泊客数も、定期便が就航し

たこともありまして、約10倍となったところで

ございます。

また、海外拠点の考え方といたしましては、

事務所の設置や専門人材の活用などが考えられ

ますが、どのような形態とするかについては、

それぞれの市場動向や県内企業のニーズ、さら

には費用対効果等も踏まえながら判断している

ところでございまして、現在、韓国について

は、財団法人自治体国際化協会への職員派遣、

台湾については、専門人材の活用により、企業

等の支援を行っているところでございます。

○星原 透議員 次に、知事は、今月15日から

韓国のアシアナ航空などを訪問されており、そ

の際に韓国のパラダイスシティを視察されたと

のことでありますが、その目的と、施設等につ

いてどのように感じられたのか、知事にお伺い

します。

○知事（河野俊嗣君） 私は先般、国際定期便

の維持・充実のために韓国を訪問した機会を利

用しまして、現在、我が国においても大きな話

題となっておりますＩＲ、いわゆる統合リゾー

ト施設でありますパラダイスシティを、情報収

集の一環として視察したところであります。こ

の施設は、ことしの４月に第１期計画の部分が

―仁川（インチョン）国際空港の近くに立地

する施設でありますが―オープンしたもので

ありまして、全体計画の敷地面積は東京ドーム

の約７個分と大変大規模なものであります。当

日は、現地の日本人スタッフの案内によりまし

て、韓国最大級の外国人専用カジノやホテル、

コンベンション施設、また、家族で楽しめる

プールやキッズゾーンなどを見学したところで

あります。来年秋の第２期も含めたグランド

オープンに向けまして、現在、商業施設やスパ

など多様な施設が整備中だということを伺った
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ところであります。

私は、この施設を視察しまして、時代状況と

かスケールは違いますが、本県にシーガイアが

オープンしたときの高揚感、わくわく感という

ものはこういうものだろうかというふうに感じ

ましたし、こうして次々新しい施設ができるこ

とにより、国際的なＭＩＣＥ誘致という意味で

も、いろんなライバルが登場すると。いろんな

新しい魅力をつけ加えていく必要があるという

ことを感じるとともに、この時期の韓国は大変

寒い、朝など氷点下の気温でありましたが、先

ほど来、答弁にありますように、冬季の間、ゴ

ルフ客などを見込んで増便をされる。それは、

ゴルフなど、温暖な気候にある本県の強みとい

うことを改めて実感したところであります。シ

ンガポールのセントーサ島の施設を見たときも

感じたところでありますが、今回の視察におき

ましても、統合リゾート（ＩＲ）は、幅広い層

が楽しめる総合的なエンターテインメント施設

であるということを改めて実感したところであ

ります。

○星原 透議員 私は、本県にもローカルＩＲ

施設を設置したらどうかと考えておる一人であ

ります。知事には、施設の見学だけでなく、今

後、設置についての検討もお願いできればと思

います。

次に、県は台湾の新竹県や桃園市と交流協定

を結ばれており、国や市町村と職員の人事交流

をされておりますが、同じように、交流協定を

締結した都市との人事交流をすることにより、

親密な人間関係や信頼関係、お互いどういう分

野の交流ができるかなど、より正確な情報を知

ることで、本格的な交流に進展していくと考え

ますが、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） 議員のお

話にありますとおり、本県と新竹県、桃園市と

は、相互理解を深め、将来にわたって交流を促

進することを目的といたしまして、文化芸術、

観光、産業、教育、スポーツなどをテーマとす

る交流、民間団体の交流、行政関係者などによ

る相互訪問を推進する交流協定を、それぞれ本

年２月と10月に締結したところでございます。

御指摘のとおり、海外との交流を推進していく

上で、人と人とのつながりというのは非常に重

要でございますので、今後、相互交流を積み重

ねていくことが大変必要であるというふうに考

えております。

○星原 透議員 交流協定を結んだその効果を

出すには、私は、人事交流、要するに１年とか

２年とかじゃなくても、３カ月とか半年ぐら

い、お互いの職員同士が交流することによっ

て、相手の実情といいますか、どういうことを

今後つないでいけばいいか、交流していけばい

いかということが理解できるんじゃないかな、

そう思っておりますので、ぜひ検討をお願いし

ておきます。

次に、台北線についてですが、県民が宮崎空

港発着で台湾に行きたくても、団体で申し込む

と航空券がとれないことが多々あり、同じ目的

で行動するのに、別々に分かれていくことにな

りますと、余分な経費と時間を費やすことにな

ります。多分その原因は、台湾の旅行会社が多

くの航空券を先に押さえてしまうのではないか

と思います。そこで、航空会社と話し合いをす

るためには、増便や運航曜日、発着時間や機種

変更等について協議するときの材料の一つとし

て、県内の旅行会社に協力してもらい、県民が

台湾に行く際に、どれくらいの人がどこの空港

を利用しているのかを毎月報告してもらい、そ

の内容を把握した上で交渉する必要があると考
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えますが、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県におきまし

ては、御質問にありました、他の空港を利用し

て台湾を訪問する県民の実態を含め、現在の台

北線の利用状況につきまして、航空会社や県内

の旅行会社に確認したところでございます。そ

れによりますと、現状の宮崎―台北線において

は、インバウンドの割合が高いことから、お話

にありましたように、台湾の旅行会社が多くの

座席を確保している関係で団体予約がとりにく

い状況があるほか、昨年10月から月曜日の便が

減便となったことによりまして、ビジネスニー

ズに合わなくなり、ビジネス客が福岡―台北線

など他の路線を利用する傾向があるとのことで

ございました。県といたしましては、御指摘の

ありましたことを踏まえ、今後も可能な限り、

こうした利用実態の把握に努めながら、さらな

る増便などを目指して、要望活動を行ってまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 ぜひ要望活動を強く進めてい

ただきたいと思います。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略からグ

ローバル戦略へといろいろな取り組みを進めて

おられますが、外国との交流を重要な政策の柱

と考えるのであれば、今後は、これまで以上に

国際交流に官民挙げて本気で取り組むべきであ

り、現在のように各部が個別に対応していたの

では、思うような成果を上げにくいのではない

かと思っております。そこで、国際に関する施

策を一元的に扱う組織として、庁内の部の中に

国際局か国際課を新設して取り組む考えはない

か、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 急速に進

展するグローバル化への対応が求められる中

で、県におきましては、平成28年３月に策定し

ました「みやざきグローバル戦略」に基づき、

市町村や関係団体などと連携しながら、さまざ

まな取り組みを行っているところであります。

これら県の国際化施策の総合調整機能につきま

しては、現在、商工観光労働部オールみやざき

営業課が担っておりますが、具体的な事業につ

きましては、それぞれ所管している部局で行っ

ております。このため、それら関係部局との連

携をより一層図りながら、今後とも本県の国際

化の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 この一元化については、県庁

内だけじゃなくて、民間とか団体、あるいは個

人とか、いろんなことが、相談した場合に、そ

こに聞けばよくわかる、理解できる、あるいは

いろんな相談事ができる、そういう形の局か課

を設ける時期に来ているんじゃないかなと思っ

ておりますので、ぜひ検討していただければと

思います。

次に、スポーツ交流についてですが、県は台

湾の新竹県や桃園市と交流協定を結ばれており

ます。お互いに、野球、バレーボール、サッ

カー、テニス等、学校や企業・団体、行政など

に呼びかけて交流大会を開催する。例えば、県

知事杯の争奪戦ゴルフ大会を交互に開催するな

どして、交流を深めていくための企画は考えら

れないか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） スポーツ

を通じた交流は、幅広い世代で相互理解を深

め、将来にわたって交流を促進していく上で非

常に有効であると考えております。協定を締結

しました新竹県とは、現在、都城市や門川町が

野球やソフトボールなどのスポーツ交流を行っ

ておりますが、協定の中でも、スポーツをテー

マとした交流も進めていくこととしております
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ので、スポーツ少年団を初め、学校や民間団体

でのスポーツ交流について、今後、新竹県や桃

園市と協議してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 ぜひ、交流協定を結んでいる

新竹県、桃園市と、そういう企画をしていただ

ければと思っております。

次に、新竹県、桃園市と交流協定を結ばれて

いるわけですから、私は、お互いの地元紙やテ

レビ局と連携して、地域のイベントや行事、観

光地や企業の紹介など、マスコミの活用による

相互の情報発信対策を積極的に行うべきではな

いかと考えておりますが、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） 現在、県

におきましては、台湾との双方向の交流人口の

拡大を図るため、本県への誘客のための観光プ

ロモーションや、県民の台湾訪問を促進するた

めのＰＲ事業等を実施しております。そのよう

な中で、マスコミを活用した相互の情報発信の

取り組みといたしましては、平成27年度に、台

湾及び県内のテレビ局と連携し、観光とグルメ

を紹介する番組を、それぞれのテレビ局で放送

する取り組みを行ったところであります。今後

とも、このようなマスコミ同士の連携も促しな

がら、相互の情報発信に努め、桃園市や新竹県

を含めた台湾とのさらなる交流人口の増加を

図ってまいりたいと考えております。

○星原 透議員 ぜひマスコミの皆さんと協議

をしていただいて、お互いに情報を流し合うこ

とで、よりお互いの地域がわかるんじゃないか

なと思いますので、協議を進めていただきます

ように要望しておきます。

次に、人口減少が確実に進む中、県内ではあ

らゆる業種で人手不足が叫ばれている状況にあ

ります。今後は、外国人労働者を求めなけれ

ば、企業は成り立たない時期が来ることが予想

されます。そこで現在、本県の産業別外国人労

働者と外国人留学生について、過去５年間の推

移を商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内の外

国人労働者は、宮崎労働局によりますと、平

成28年10月末現在、全体で2,602人であり、平

成24年と比べますと約1.6倍となっております。

産業別では、製造業が1,213人で最も多く、次い

で農林業381人、教育・学習支援業243人、漁

業216人、卸・小売業165人の順となっており、

ほとんどの産業で平成24年に比べ増加している

状況にあります。

次に、県内の外国人留学生につきましては、

宮崎地域留学生交流推進協議会によりますと、

平成29年５月１日現在で463人であり、平成25年

と比べますと約2.6倍と、大きく増加しておりま

す。

○星原 透議員 最後になりますけれども、私

が台湾・新竹県と交流しております都城市のス

ポーツ少年団のことについて、少しお話をさせ

ていただきたいと思います。都城市のスポーツ

少年団では、平成23年度から台湾の新竹県の中

山小学校とスポーツ文化交流事業を実施し、こ

としで７年目を迎えたところであります。この

事業は、スポーツを通して子供たちが国際的な

視野に立ち、お互いが国の歴史、芸術文化や慣

習等に相互理解を深めることにより、青少年と

指導者の育成・充実を図ることを目的としてお

ります。この事業に対して、県や市にも御理解

と御指導をいただき、また、地元の協賛企業に

は多大な支援をいただいて成り立っておりま

す。

現在、子供たちを取り巻く状況は、国際化、

高度情報化、少子化等の進展に伴い、社会環境
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が急激に変化してきておりますが、次代を担う

青少年を健やかに心豊かに健全育成すること

が、私たち大人が果たすべき役割であると考え

ております。これまで、野球の試合において大

きな事故やけがもなく、楽しい交流試合ができ

たと思っておりますし、これが一番の喜びでも

あります。また、交流の中で、中山小学校の子

供たちと、野球以外での触れ合いサイン会や昼

食会での交流などを通して、楽しい思い出と貴

重な体験、経験を積んだことで、子供たちは精

神的にもたくましく成長し、指導いただいてい

る監督やコーチ、家族に対して感謝する心など

を学んでくれていると確信しております。

ここで、少し時間がありますので、この事業

に参加した団員たちの声を紹介してみたいと思

います。

「台湾の人たちとは、言葉は通じなかったけ

ど、野球というスポーツでつながることができ

るということがわかりました。これから自分自

身練習に励み、いろいろな人たちと交流して甲

子園を目指したいと思います。本当に、参加し

ていい経験をさせていただき、ありがとうござ

いました。」

「この３泊４日を通して、日本のすばらし

さ、仲間のすばらしさ、そして日本に生まれ

て、日本にいることの幸せを学びました。野球

はどこにいても楽しかったです。またいつかほ

かの国との交流をしたいです。最後に、僕たち

のために寄附をしてくださった各チームの

方々、企業・団体の皆様、ありがとうございま

した。」

「この年で外国に行けて、僕たちは本当に幸

せだ。このことを忘れずにこれからの生活を歩

んでいきたい。僕は、この台湾交流事業で、交

流の楽しさと御飯の味を学びました。御飯の味

は僕の口には合わなかったけど、台湾に行って

いろんな経験もし、行ってよかったです。お父

さん、お母さん、寄附をしてくださった方々、

ありがとうございました。」

「僕が台湾野球から学んだことを一言であら

わすと、気持ちです。僕は気持ちが弱くて、試

合で負けたり、諦めたりしたことがあり、この

台湾交流野球に参加しました。野球をする前

に、まずは礼儀からです。バスの運転手やホテ

ルのお世話になっている人などに、きちんとお

礼を言えたのでよかったです。」

「台湾の料理はおいしくありませんでした。

僕たちはこんないい環境に恵まれているのでよ

かったです。また、行きたいのに行けない人が

いるのに、僕たちは台湾に行かせてもらったの

で、親に感謝の気持ちを持ちたいと思いま

す。」

このように、子供たちは、３泊４日という短

い期間に、野球に対する心構えや礼儀作法、指

導者や親、大人社会に対する感謝の心、一緒に

行った仲間や行けなかった友達を思う心、食文

化の違いで日本のよさを知ることができたこ

と、言葉は通じなくても触れ合い交流ができる

ことなど、子供たちの声を聞いて、改めて台湾

交流事業を続けてよかったと思っております。

できれば、野球以外のスポーツをしている子供

たちにもこのような経験をしてほしいと願って

おります。そこで、子供たちの声を聞いて、人

間教育、人づくり教育は、学校だけではなく、

社会体験をさせることや国際交流などの機会を

与えることが大切ではないかと考えています。

国際交流による人づくり教育について、教育長

の考えをお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） スポーツを通した国

際交流は、学校生活では経験できない貴重な社
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会体験となりまして、スポーツを通して友好を

深めたり、お互いの国や地域の歴史や自然、文

化に触れたりするなど、国際的な視野を広げる

きっかけづくりになると考えております。お話

にありました都城市においては、台湾との野球

を通した交流事業が７年間継続されており、御

紹介いただきました作文にもありましたが、こ

うした国際交流を通して、子供たちが保護者に

対する感謝の念を抱いたり、あるいは日本のす

ばらしさや食の豊かさに改めて気づくことがで

きるといったような成果も出ております。その

教育的価値は大変高いものと考えております。

県教育委員会といたしましては、今後、スポー

ツのみならず、さまざまな形で国際交流の取り

組みを進めてまいりたいと思います。

○星原 透議長 以上で、私の一般質問を終わ

らせていただきます。（拍手）

○ 原正三議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 私は髙橋透

でございます。星原議員が会長で、私は副会長

を仰せつかっております。どうぞよろしくお願

いいたします。

京都の嵐山に二尊院があります。先日行く機

会がありました。釈迦と阿弥陀の２つの如来が

祭られている寺であります。応仁の乱で１度焼

けておりますので、500年ぐらいたっているで

しょうか。この寺に「人生五訓」が置いてあり

ました。「あせるな おこるな いばるな く

さるな おこたるな」の五訓であります。この

５つの言葉をどれだけ実行、実践しているのか

自問自答するきょうこのごろでありますが、県

勢の発展と県民福祉の向上、とりわけ県南地域

の活性化を願い、質問を行ってまいります。

「地方交付税の財源不足については、法定率

の引き上げ等持続可能な制度の確立により対応

すること」と、県は、国の施策・予算に対する

提案・要望をされています。とりわけ消費税に

ついては、平成31年10月１日に10％へ引き上げ

られます。しかし、これまで、消費税率が引き

上げられると、消費税の法定率は引き下げられ

ました。消費税率が５％のときに法定率は29.5

％でしたが、消費税率が８％に引き上げられる

と、法定率は22.3％に引き下げられたのです。

消費税率は５％から８％と1.6倍になったのに、

交付税分は1.2倍弱にしかなりませんでした。今

回、消費税率が８％から10％に引き上げられま

すが、法定率はさらに引き下げられ19.5％にな

る予定であります。消費税率は８％から1.25倍

の10％になるのに、交付税分は1.09倍にしかな

らないのです。ここで重要なことは、国の交付

税特別会計の平成29年度当初予算を見ますと、

本来、地方に配分すべき地方交付税の総額20

兆3,750億円に対し、交付税の財源となる５税に

法定率を掛けた額は15兆1,634億円となり、５

兆2,116億円が財源不足となります。財源不足に

ついては、臨時財政対策債４兆452億円などで補

塡しており、臨時財政対策債の平成29年度累積

残高は52兆9,112億円になると推計されていま

す。そこで、消費税の税率が引き上げられる際

には、法定率を引き下げず、むしろ引き上げる

よう要望すべきと思われます。知事の見解を伺

います。

後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。

地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均

衡を調整しまして、どの地域においても一定の

行政サービスを提供できるよう財源を保障する

ためのものであります。所得税、法人税、酒税

及び消費税の一定割合並びに地方法人税の全額
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がその財源とされております。ことし５月に行

いました「みやざきの提案・要望」活動におい

ては、地方交付税の財源不足につきまして、法

定率の引き上げなど持続可能な制度の確立によ

り対応することを、国に対して強く要望してお

り、全国知事会におきましても、臨時財政対策

債の廃止や法定率の引き上げを含めた抜本的改

革を行うことにより、安定的に交付税総額の確

保を図るべきであると提言をしているところで

あります。現在、地方財政対策、議論が展開し

ておりますが、今後とも、あらゆる機会を捉

え、国に対し強く要望してまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 消費税の法定率が19.5％に下

げられるということは、2012年の３党合意「社

会保障と税の一体改革」で決まっていたことな

んです。しかし、その後に消費税の税率は２度

先送りをされました。使い道も一部変更された

ところであります。よって、この19.5％に引き

下げられる法定率も変えてもらわなければなら

ないと強く思っています。ぜひ地方の知事と

タッグを組んで、消費税の法定率引き上げに頑

張っていただきたいと思っております。

先ほど３期目出馬に当たっての決意と大きく

４つの課題を伺ったところでありますが、県南

地域は、他地域と比べて交通インフラ等がおく

れております。３期目に向けて、県南地域の課

題と今後の振興の方策について、知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 平成27年国勢調査にお

きましては、65歳以上も減少に転じる市町村が

出る中、県南地区を見ましても、高齢化率や人

口減少率が県平均を上回っているところであり

ます。また、この地域のことを考えますと、災

害対応や救急医療を支える高速道路のミッシン

グリンクの解消、これは極めて大きな課題であ

ると考えております。その早期整備とともに、

日南海岸などの観光資源や、すぐれた農林水産

物などの地域資源を生かした観光やフードビジ

ネスの振興、交流促進を図っていくことが重要

であると考えております。このような中、日南

市では、地域の自治・交流の拠点であります

「道の駅酒谷」が、九州では唯一、全国モデル

として認定をされましたほか、ＩＴ関連企業の

立地も相次いでおります。また、串間市では、

農林水産物の輸出に挑戦する企業も出てくるな

ど、今後の成長につながる取り組みが展開され

ているところであります。今後とも、若者に選

ばれ、住み続けたいと思ってもらえるような地

域づくりを進め、県南地区の一層の活性化が図

られるよう、地元自治体とも連携をして取り組

んでまいります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

歴代の知事は、県土の均衡ある発展を申され

てきましたけれども、予算が伴う以上は、時間

差が生じるというのは仕方がないことであると

思いますが、もう日南は待てないんです。東九

州自動車道、御存じのように国道220号の防災対

策、そして油津港の整備等々たくさんありま

す。先ほど「愛する宮崎のために」とおっしゃ

いました。愛する日南のためにも、広島カー

プ、キャンプしておりますから、ぜひしっかり

取り組んでいただきたい。先ほど人生五訓を壇

上で申し上げましたが、知事、五訓ですから、

しっかりとのみ込んでいただいて、３期目へ突

き進んでいただきたいと思います。

次に、ひきこもりの方に関する実態調査がで

きないものか、お伺いしたいと思います。ひき

こもりの実態調査、21都府県が実施をしており

ます。茨城、山梨、島根、佐賀、長崎県で
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は、40歳以上が39歳以下を上回る結果となった

から、大変驚きました。調査方法は、地域の民

生委員や児童委員への聞き取りとか、保健所な

ど関係機関への相談件数をもとに算出をされて

おります。愛知県は、支援団体を通じて本人や

家族に質問票を渡し、毎日の過ごし方や困って

いることなどを尋ねています。本県では正確な

実態調査がなされていないようですが、現状に

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） ひきこもり状

態にある方は、国の調査によりますと、全国で

約54万人と推計されており、これを本県に換算

しますと約4,200人となります。ひきこもりの方

の実態を把握することは、相談の対応方法や施

策の方向を決定する上で必要であると考えてお

りますが、本人や家族からの情報発信が少な

く、また面接が難しいといった課題があると認

識しております。既に実施している都府県の調

査を見ますと、議員のお話にありましたとお

り、民生委員等が把握している方を対象とする

ものや、家族会、保健所等が把握している方を

対象にするものなど、調査方法はさまざまでご

ざいます。このため県としましては、他県の実

態調査を踏まえ、調査の方法、内容等につい

て、家族会や関係機関と協議しながら検討して

いきたいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひやっていただきたいと思

うんです。

少子高齢化は、見方を変えれば、総子供化、

総子化と位置づけられるというふうに言われま

す。2013年、博報堂生活総合研究所によれば、

親が存命中の人、8,700万人だそうです。総人口

の約７割。終戦後の子供の平均年齢は10代、今

は33歳、20年後には40歳に近づくというふうに

言われております。ここでもう一つ心配するの

は、ひきこもりではありませんが、フリーター

の方々なんです。親の年金が潤沢にあって、親

がかりで生活をしている。経済的に自立せずに

親依存の方々の将来であります。そこで、話題

をもとに戻しますけれども、ひきこもり地域セ

ンターというのがありますが、その活動状況に

ついて伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、今年

度より、ひきこもりの方への支援を強化するた

め、これまで２つに分かれていた相談機関をひ

きこもり地域支援センターに統合しまして、相

談から訪問支援まで一貫して対応できる体制を

整備したところであります。このセンターで

は、相談や研修会を実施しており、今年度の相

談件数は、10月末時点で444件、また、家族向け

の研修を９回実施しているところでございま

す。

○髙橋 透議員 相談件数が今、444件ですか

ら、先ほど推計で4,200人のひきこもりがいるよ

という答弁がありましたので、差し引き、ざっ

くり3,700～3,800人ですか、この方々の対応は

どうなっているんですか。

○福祉保健部長（畑山栄介君） ひきこもりの

方の状況は、さまざま幅広い年齢層に及んでお

り、また、就学・就労の困難、健康問題や貧困

などさまざまな課題があると考えられます。こ

のことから、ひきこもり地域支援センターに相

談ができない方でも、状況の変化によりいつで

も相談できるように、例えば、子ども・若者総

合相談センター「わかば」や、若年無業者、い

わゆるニートなどの就労を支援する「地域若者

サポートステーション」、生活困窮者のために

各福祉事務所に設置されている自立支援相談窓

口など、雇用、保健、教育等の幅広い分野の機

関と連携を図り、対応に努めているところでご
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ざいます。今後とも、１人でも多くの方の相談

につながるよう、支援機関のネットワークを強

化しながら、これらの相談窓口の周知徹底に努

めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 いわゆる地域支援センターに

枝葉があるわけですよね。だから、そのことに

よって3,700～3,800人の方々には何らかの支援

をされているということで理解をいたしまし

た。

この前、大分大学の衣笠一茂さん―私、存

じ上げなかったんですが―の講演を聞く機会

がございまして、その方の事例の中に、統合失

調症を持つひきこもりの60代の女性です。１度

ぼや騒ぎを起こしたことから、近隣住民から不

安と苦情が出ていたそうですが、同居している

姉が壁をつくっているわけです。家に入れな

い。そこから地域包括、民生委員の介入が始ま

りました。おせっかいをやかれる民生委員、こ

の方々が協力して姉を説得し、結果的に支援に

つながりました。いい意味でのおせっかいは大

事だなというふうに思ったわけですが、物事を

前に進めてくれた、このことを学んだところで

あります。９月議会でも質問しましたけれど

も、地域包括ケア強化法によって、高齢者、障

がい者だけでなく、ひきこもりの方も支援して

いく、この先例だということを学んだところで

あります。

また、10月に日南市の南郷町で開催されまし

た精神保健福祉大会、部長にもおいでいただき

ましたが、精神疾患の悩みを共有し合う団体の

活動報告を聞きました。この団体は、きのうの

宮日の日南・串間版にも紹介をされていたよう

ですが、会の中心となっている青年は、複雑な

家庭環境だったようです。学校もやめて、ひき

こもりも経験をされていますが、彼は、人との

出会いで励まされて、その後大検を受けている

んです。そして就労して、現在はしっかり生活

しています。私は、そこに加えて精神疾患を持

つ仲間を支えていることに、大変感動した次第

であります。ソーシャルワーカーの方々の御尽

力に感謝をする次第であります。まずは実態把

握だと思うんです。実態把握。そして当事者に

会うこと。そして先ほど言いました、おせっか

いをやくこと。ひきこもりは、今事例を見まし

たように年齢は関係ないと思います。今、地域

に社会福祉法人がいっぱいできていますから、

そこの出番です。そして、そこを社会福祉協議

会がコーディネートしていく、情報の共有と連

携だと思います。ただ、業務とかサービスには

限界があります。そこで足らざるところは公が

支援をしてくださるように申し上げておきたい

と思います。

次に移りたいと思います。観光立県と地域活

性化でありますが、ガストロノミーツーリズム

の取り組みについてどう考えるか、お尋ねして

まいります。

外国人が日本で旅行に期待するものとして上

位を占めるのが、日本食、自然、景勝地観光、

そして温泉入浴であります。そのような中で重

要な役割を担うと考えられているのが、ガスト

ロノミーツーリズムであります。欧米で普及し

ている旅のスタイルで、土地を歩きながら食を

楽しみ、歴史や文化を知る旅のことでありま

す。2020年のオリンピック・パラリンピックに

向けて、各地でその普及に力を入れているとお

聞きします。そこで、ガストロノミーツーリズ

ムについてどのように考えているのか、商工観

光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 観光庁の

平成28年訪日外国人消費動向調査によります

平成29年11月30日(木)



- 29 -

と、議員からお話がありましたとおり、日本食

を食べることへの期待が最も高くなっており、

食は、外国人観光客の誘致において大変重要な

コンテンツと考えております。県としまして

も、ガストロノミーツーリズムのような食を

テーマにした旅行は、すぐれた食材や豊かな食

文化を有する本県にとって、その強みを最も生

かせる観光の切り口であると考えておりまし

て、これまでも、市町村等と連携しながら、食

べ歩きや酒蔵めぐり、農業体験ツアーなどの情

報発信等に取り組んでいるところでございま

す。今後とも外国人観光客のニーズの把握に努

めながら、食を初めとする本県のすぐれた素材

を生かした誘客に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 私の地元ですけど、平成21年

から飫肥城下町で、「食べあるき・町あるき」

をされております。参加店舗数はおかげさまで

ふえているようです。これらを磨き上げるこ

と、また進化させることでガストロノミーツー

リズムへと発展していくと思われますが、再

度、商工観光労働部長のお考えをお聞きしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県南地域

におきましては、「カツオ炙り重」のような御

当地グルメや「美々鯵」などのブランドの開

発、今お話がございましたけれども、飫肥の

「食べあるき・町あるき」の仕組みづくりな

ど、すぐれた食材や豊かな食文化を生かした取

り組みが積極的に行われておりますことから、

食をテーマにした誘客が期待できる地域である

と考えております。今後、ラグビーワールド

カップやオリンピック・パラリンピックを機に

増加が見込まれる外国人観光客を呼び込むため

には、ニーズの把握・分析を行いながら、食の

コンテンツや食べ歩きの仕組み、宿泊につなが

る仕掛けづくりなど、さらなる魅力アップが必

要であると考えております。県としましても、

外国人観光客が２度、３度と訪れたくなるよ

う、地元の関係団体等とも知恵を絞ってまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。おか

げさまで、日南には焼酎蔵がたくさんあるんで

す。そして、しょうゆ蔵もあります。こういっ

たところをうまく磨き上げてミックスさせる。

そして、これに温泉をつなげる、ここが私は大

事だなと思っています。しっかり取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、農林水産省が主催をいたします料理人

顕彰制度「料理マスターズ」というのがありま

す。審査員の一人、辻調理師専門学校校長によ

りますと、「料理人と生産者の協働がやっと生

まれつつある。日本は、欧米に比べ料理人と生

産者の協働がおくれている。大きな理由は、歴

史的に料理人と生産者の距離が大きく、上下関

係があったこと。老舗料亭が、お金は出すから

いいものを持ってきてというのは当たり前。料

理人が生産者と一緒に食材の味を分析したり、

品種改良に取り組んだりする意識は薄かった」

と指摘されています。さらに、日本の料理人に

足りないものとして、「社会的責任への自覚」

を挙げられています。今、地球温暖化、海や土

壌の汚染、水産資源の減少と枯渇、ふえ続ける

廃棄食料と進行する飢餓など、食を取り巻く環

境は悪化しています。こうした状況に、世界の

トップシェフたちは、地産地消の徹底、絶滅危

惧種の不買、また、食の安全のための栽培・飼

育から製造・流通の過程が明確になったものし

か使わない、食は無駄にしないで使い切る、こ

ういったことの活動に取り組まれております。
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「技術、意識の高い料理人は、食文化を地球環

境問題として捉えているからです」と、辻氏は

語られています。

料理マスターズは今年度で８回目ですが、延

岡市北浦の吉田善兵衛さんが第６回大会で受賞

されています。農林水産省の料理マスターズの

ような宮崎県版の料理人顕彰制度を創設できな

いものか、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県での食育

や地産地消を進める上で、地域食材を上手に

使っていただく料理人の方々との連携は、大変

重要であると認識しております。そこで、例え

ば、「みやざきの食と農を考える県民会議」が

実施します、小学生を対象とした「味覚の授

業」の中で、11名の料理人の方にメーン講師と

して御協力をいただいているところでありま

す。今後とも、料理人の方々との連携を深める

ため、御提言のあった農林水産省の料理マス

ターズへの積極的な推薦や、県内での顕彰制度

の創設などを含めまして、その方策を幅広く検

討してまいりたいと存じます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。ぜひ

検討していただきたいと思っています。先日、

延岡で食の会議がありました。その感想といい

ますか、宮日の県北版の「さんしょの実」で見

ましたら、小野二郎さん、すきやばし次郎とい

うお店のオーナーで、すし職人ですけれども、

この方が物すごく食材を褒めていらっしゃいま

した。とにかく東京では食えない味、新鮮さに

本当に感動されていたようですが、これを創設

されていけば、外国人の観光客はもちろんです

が、それ以外の日本人観光客、そして間違いな

く地域の活性化になります。ぜひ検討いただき

たいと思います。

今の農政水産部長の答弁の中で、「味覚の授

業」のお話をされましたが、私は、先月の25

日、母校の酒谷小学校でこの授業がありました

から、参加をいたしました。もともとはこの

「味覚の授業」、フランスで取り組まれた味覚

の教育で、日本では2010年から、本県では３年

前から始まった授業でありますが、授業を見て

いて、子供たちは興味津々、楽しそうに授業を

受けていました。食への関心をさらに高めたも

のと感じ取ったところであります。この「味覚

の授業」をどう教育長は評価をして、今後取り

組んでいくのかお尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 「味覚の授業」につ

きましては、料理人や生産者等による講話、調

理実習等の出前授業を通しまして、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

しみに触れさせることを目的として、「みやざ

きの食と農を考える県民会議」が、県内の小学

校及び特別支援学校30校を対象として実施した

ところであります。学習後に、児童からは、

「味覚を通して食べ物に興味を持った」「食べ

物に感謝して食べたいと思った」などの感想が

寄せられております。この取り組みは、児童に

とって、食に対する関心を高めたり、感謝の気

持ちを実感したりする上で大変貴重な機会と

なっておりまして、学校における食育推進の観

点からも大きな意義があったと考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、今後も関

係部局・団体等と連携し、市町村教育委員会に

対して、こうした取り組みを紹介しながら、学

校における食育の推進に努めてまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 御存じのように、ファスト

フードとかレトルト食品が非常に普及しており

ます。子供たちが本物の味を知っているのか心

配であります。味覚を育むことは、子供たちの
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脳の発達や感性を磨くことになると言われま

す。舌の表面に味蕾という器官がありますが、

８歳で急速にふえて、12歳がピークだそうで

す。それからは減っていくらしいですね。だか

ら、小学５、６年生での「味覚の授業」は本当

に大事なんです。

少し角度を変えてお尋ねします。神奈川県の

大磯町、給食大量食べ残し問題が記憶にあると

思いますが、給食の食べ残しは全国平均6.9％

で、大磯町は何と26％です。ひどいときには、

日によって半分以上が食べ残し、そういった日

もあったようですが、本県の給食の食べ残しの

状況について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 毎年度、県で実施し

ております「学校給食栄養摂取状況調査」によ

りますと、平成27年度の本県の公立小中学校に

おける学校給食の主な残食状況は、主食の米飯

については1.4％、おかずについては1.6％、牛

乳については0.4％となっております。

○髙橋 透議員 極めて食べ残しがない宮崎県

の給食だということがよくわかりました。もと

もと宮崎県の給食というのはレベルが高くて、

おいしいという評判はあったんです、昔から。

そして県産の食材をよく使っていらっしゃる。

本当にありがたいことであります。

この大磯町、もう一つ問題があるんです。給

食製造販売会社に委託をしている給食なんです

けど、写真を見ましたら、トレーとおわん、お

皿が一体の盛りつけなんです。何が大変かわか

りますか。子供たちは犬食いになっちゃうわけ

です。もう今は解消されたそうですけど、実は

昔、ある大きな市の共同調理場の食器がこれ

だったんです。今、改善をされているようであ

ります。こういったところも非常に子供たちに

とってよくない食農教育だと、私は思っており

ます。

そこで、教育長、学校給食は今、ほとんどが

委託、共同調理場になりつつあることを非常に

私は危惧するわけですが、今申し上げました共

同調理場方式あるいは外部委託方式ではなく

て、元来の自校方式が、子供たちにとって、食

農教育の観点からすぐれていると思われます。

見解を求めたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 本県の学校給食調理

場につきましては、自校で給食をつくって提供

する単独調理場方式が26％、複数の学校の給食

をつくって提供する共同調理場方式が74％と

なっております。単独調理場方式では、児童生

徒が調理の様子を間近に見ることができること

や、つくりたてのものを食べることができるこ

となどのよさがあります。一方、共同調理場方

式におきましては、大量購入により食材を安価

に調達できることや、運営面のコストを抑制で

きることなどのよさがございます。学校給食調

理場を単独とするか共同とするかにつきまして

は、学校給食の実施主体であります市町村にお

いて、地域の諸事情を踏まえ判断し、実施をし

ているものと受けとめております。

○髙橋 透議員 教育長、今のは自身のお答え

じゃないです。給食を実施する、当然、市町村

立です。そこが実施主体ですから、そこが最終

的には決めるんです。私は、教育長のお考えを

聞いたわけであります。ちょっと残念でござい

ますが、時間がありませんから次に移ります。

大人への教育、親への食農教育であります。

料理研究家の土井善晴さんは、汁飯香、一汁一

菜が日本の食文化の原点だと、「一汁一菜でよ

いという提案」の中で言われております。日本

にはハレとケという概念があります。ハレは特

別な状態、祭り事です。ケは日常。日常の家庭
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料理は、いわばケの食事であります。両者の違

いは、神様につくる料理と人間のためにつくる

料理の区別です。手をかけるもの、手をかけな

いものという２つの価値観がありますが、今は

この価値観がごちゃごちゃになって混乱させて

いると、土井さんは指摘をされています。多く

の人がハレの価値観を家の食事に持ち込み、料

理とはテレビ番組等で紹介されているようなも

のでなければならぬというふうに思い込んでい

るそうであります。御飯とみそ汁は毎日食べて

も飽きません。元気で健康でいられる伝統的な

和食の型が一汁一菜だということであります。

和食は家庭で簡単につくれることを、土井さん

はおっしゃっています。心配するのは、料理を

しない家庭が今ふえていることです。とりわ

け、共働きで、しかも子育て世代は大変です。

加工食品を使って別の食材とまぜ合わせるのは

まだいいほうです。スーパーででき合いのもの

を買ってお皿に移して出している家庭も、

ひょっとしたらあるかもしれません。そこで、

大人、親への食農教育の取り組みはどうなって

いるのか、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（大坪篤史君） ライフスタイ

ルの多様化が進む中で、家庭での食育を進める

ためには、子育て世代である大人への食育が大

変重要でございます。そのため、「みやざきの

食と農を考える県民会議」では、県内119名い

らっしゃいます食育ティーチャーが中心となり

まして、親子での伝統料理講座や農業体験学習

等を各地域で実施しますとともに、「健康と食

のフェスタ」の開催による幅広い世代への食育

の啓発等を行っているところでございます。今

後とも、次世代を担う子供たちが、健全な食生

活を営み、成長できる環境を育めるよう、大人

への食育にも積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○髙橋 透議員 店は開いていらっしゃるんで

すよね。いろんな取り組みをされています。教

育現場でもそうです。ただ、肝心な方々がそこ

にお見えになっていないんです。これは仕事の

都合とかでいろいろあると思うんですが、いろ

いろな取り組みをしているわけですから、そこ

に対象となる方にぜひ来てもらいたい。例え

ば、参観日にそういった取り組みの一つをやる

とか、いろいろな工夫をやりながら、少しでも

食農教育が行き渡るように取り組んでいただき

たいと思います。私もよくみそ汁をつくるんで

すけど、具だくさんです。だから子供には嫌が

られました。土井さんの本を見ると、ピーマン

が丸ごと入っていたりとか、ブロッコリーの大

きなのが入っていたりとか、そういうみそ汁で

いいんですよ、簡単に。ぜひ普及させていただ

きたいと思っています。

次に移ります。日南の製材組合がことしの２

月に、地元の金融機関の仲介によって台湾へ市

場調査に行かれております。高温多湿の台湾で

はシロアリ被害に苦慮されています。現地の建

築業関係者は、飫肥杉がシロアリに強いとの特

徴にすごく興味を持たれたそうです。台湾はア

パート住まいが多く、市場はまだ小さいと伺っ

ていますが、飫肥杉の台湾輸出に向けた取り組

みについて、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、県

産材の販路拡大に向けて、東アジアを対象に輸

出促進に取り組んでいるところでございます

が、台湾も重要な輸出先として位置づけている

ところでございます。これまで台湾への輸出で

は、木材の市場調査を初め、展示会への出展、

現地の木材関係者や大学との意見交換などを実

施してきたところでございまして、来月にはセ
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ミナーを開催することにしております。現在、

台湾への輸出は、工事用型枠などの産業資材向

けが中心となっておりますが、今後は、住宅用

プレカット部材など、より付加価値の高い木材

製品の輸出強化を図ることが重要と考えており

ます。県産飫肥杉は、議員おっしゃいましたよ

うに、シロアリに対してすぐれた抵抗性を有し

ておりまして、台湾の風土に適した住宅部材で

あると考えておりますので、このような飫肥杉

の特徴や本県の高い木材加工技術を積極的にＰ

Ｒし、輸出拡大につなげてまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。来月

のセミナー、楽しみにしております。ＲＣづく

り、鉄筋コンクリートづくりでも、間仕切りに

必ず木材を使うんです。そして今、台湾では、

アパートのテラス、デッキに板材を使って外で

家族で食事ができるようにするのがはやってい

るらしいです。少なからず需要は拡大している

と思いますから、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。

そこで、油津港を利用した木材輸出の拡大に

向けて、現状では用地が不足すると考えられま

す。その用地確保についてどのように考えてい

るのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 油津港にお

ける木材輸出につきましては、限られた埠頭用

地の中で荷役作業を効率的に行うため、これま

で、県有地の利用調整や薫蒸用地の舗装などの

対応を行ってきたところであります。木材関係

者からは、油津港を利用した木材の輸出を今後

さらに拡大したいとの意向を伺っており、その

実現に向けては、木材の集積等を行う用地の確

保が必要であります。このため、未利用となっ

ている民間所有地の活用も含め、土地所有者と

意見交換を行うなど、今後とも官民で連携しな

がら、用地の確保に向けて調整を行ってまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 卵が先か鶏が先か、よく言わ

れるんでしょうけど、油津港は―これは私が

言ったんじゃないですからね―物流会社から

は「サービスが悪いんですわ」というふうに言

われているらしいんです。タグボートがない、

ガントリークレーンがない、水先案内人がいな

い。接岸料が高いかどうかわかりませんけど、

タグボートだけは志布志から持ってきますが、

回航費というのが要ります。これは使用料とは

別です。その分は県と市で助成してもらってい

ますが、それでも22万円ぐらい別に払っている

わけです。だから、そういったところの違い。

県土整備部長、間違いありませんか、答弁して

ください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 油津港にお

いては、タグボートが常駐していないというこ

とがありまして、今、志布志港から持ってきて

いる。それに対する回航費は荷主が負担すると

いうことになっておりまして、現在、県と日南

市においてその回航費の補助を行っているとい

うような状況になっております。

○髙橋 透議員 繰り返しますけど、卵が先か

鶏が先かの議論なんですけれども、物流が多く

なり活性化するまでは、何らかの配慮を、いわ

ゆる利用者負担の軽減をしていただくことが、

油津港が今から大きくなるための一つのやり方

だと思いますので、よろしくお願いしておきた

いと思います。

次に、日本農業遺産の取り組みについてお尋

ねしていきます。

日南カツオ一本釣り漁業と田野町大根やぐら

が申請の準備を行っていると伺っております。
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認定に向けたスケジュールと認定に当たっての

ポイントについて、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 日本農業遺産

は、農林水産省によりまして昨年度創設された

制度でございまして、現在、全国で８地域が認

定されております。次回の公募につきまして

は、来年早々にもなされると伺っており、前回

のスケジュールを参考にしますと、１次審査、

２次審査の後、平成30年度、来年度内には新た

な地域が認定されるものと考えています。審査

のポイントとしましては、伝統的な農林水産業

システムであること、全国的にも貴重な事例で

あり、現代的な意義を有することなどとされて

います。本県では現在、宮崎市の大根やぐらと

日南市のカツオ一本釣りの２地域で認定に向け

た取り組みが始まったところでありますので、

県としましても、積極的に支援してまいりたい

と考えています。

○髙橋 透議員 わかりました。県内には農業

遺産に登録すべき候補地、私はほかにも結構あ

るんじゃないかと思っているんです。どのよう

にアプローチをしていかれるのか、農政水産部

長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） この日本農業

遺産は、将来に受け継がれるべき伝統的な農林

水産業システムを広く発掘し、その価値を評価

・認定するものでございます。そういった点に

おきまして、県内には、世界農業遺産である高

千穂郷・椎葉山地域のほかに、古くから引き継

がれてきた伝統的な農林水産業など、日本農業

遺産にふさわしい地域がほかにもあると考えて

います。このため、県内の市町村等に対しまし

て、制度の意義や認定のメリット等を積極的に

周知し、候補となる地域の掘り起こしに努めて

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 残しておきたい大切なもの、

本当にあると思うんです。ただ、市町村では職

員の数とか専門性に限界があるんじゃないかと

思っているんです。ぜひ県で支援できるところ

は可能な限りやっていただいて、申請に運んで

いただきたいと思っております。

次に、国道220号の防災対策について伺ってま

いります。

10月29日の台風22号の豪雨で、国道220号はの

り面大規模崩壊によって２週間の全面通行どめ

になりました。６月20日ののり面崩壊よりも規

模が大きく、通行どめは１カ月以上になるだろ

うと言われてきました。ところが、国土交通省

を初めとする関係各位の昼夜を問わずの御尽力

で、何とか２週間で通行どめ解除となりまし

た。しかも、片側通行ではなくて２車線通行可

能ですから、大変喜んでいるところでありま

す。心から感謝申し上げます。

４カ月の間に２カ所ののり面大規模崩壊で

す。国道220号沿線の鵜戸地区住民を初め、観光

関係者、通勤者などへ、不便と心労をおかけし

ました。６月20日ののり面崩壊箇所はいまだに

片側通行であります。９月に引き続いての質問

になりますが、国道220号日南防災事業における

北区間と宮浦―風田間の状況について、県土整

備部長にお尋ねします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 国道220号日

南防災事業は、国において、宮崎市内海から日

南市富土間の延長2.6キロメートルを北区間とし

て、平成23年度より整備が進められておりま

す。ことし３月までに約54％の用地を取得し、

７月には伊比井から富土までの延長724メートル

のトンネル工事に着手されたところでありま

す。引き続き、残る事業を進めるために必要な

用地の取得や設計などを行っていると伺ってお
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ります。日南市宮浦―風田間につきましては、

現在、事業化がされていない状況となっており

ますが、国からは、「現時点では、北区間を優

先して整備を進めているところであり、この区

間については、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あります。

○髙橋 透議員 宮浦―風田間、仮称南区間と

私ども言っておりますけれども、今の答弁を聞

きますと、まだ白紙ですよね。「北区間を優先

して」だから、北区間の事業が終了しないと南

区間は事業化しません、予算はつきませんよと

いうことだと思うんです。私はそれでいいんで

しょうかと。もし仮に国交省にそういう手法、

既定方針があるのであれば、改めていただきた

い。南区間の防災事業着手を早期に発表してい

ただきたいと思っているんです。南区間の早期

整備について、国に強く求めるべきだと思いま

すが、国交省から着任されています鎌原副知事

に、ここは大きな声で答弁をいただきたいと思

います。

○副知事（鎌原宜文君） 国道220号は、観光振

興や地域の産業に寄与するとともに、沿線住民

の生活や救急医療を支える、まさに命の道であ

ると認識をしております。しかしながら、御指

摘の宮浦―風田間につきましては、ことしの６

月と、さらに、続いて10月にも大規模な斜面崩

壊による通行どめが発生し、沿線住民の方々の

生活等に大きな影響が生じたところでございま

す。幸い、今回の通行どめにつきましては、国

土交通省の尽力によりまして短期間での交通確

保がなされましたが、私自身、現場を訪れまし

て被災状況を目の当たりにし、改めて抜本的な

防災対策の必要性を感じたところでございま

す。このため、現在実施中の日南防災事業北区

間の早期完成はもちろんのこと、宮浦―風田間

の早期事業化につきましても、私自身、その

後、機会を捉えて国に訴えてまいりました。今

後とも、沿線自治体及び住民の皆様方と一体と

なって、引き続き国に対して強く訴えてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

私、素人ながら、南区間の事業着手するとき

の手法なんですけど、現道ののり面対策を行っ

ていけば、工期も短く、事業費も圧縮されるの

ではないかと思っているんです。そしてまた、

景観も担保されますよね。そういったところの

見解を県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 国道220号の

宮浦―風田間の防災事業につきましては、現在

事業化されていないということから、国からは

具体的な計画は示されていない状況でございま

す。当地域は地形が急峻で、地質も脆弱であ

り、県が行う工事の事例から考えますと、のり

面対策で整備を行う場合、長期的な安全性を確

保するには多額の費用が必要となる場合がある

こと、また、通過交通に対する施工時の安全対

策も必要となることなど、さまざまな課題があ

ると思われますことから、防災対策上、トンネ

ルによるバイパス整備が効果的な場合もあると

考えられます。いずれにいたしましても、国に

おいてさまざまな視点から検討がなされるもの

と考えており、県といたしましては、地域の実

情に即した災害に強い道路づくりを、国に対し

お願いしてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。地域の実情に

即した検討がなされるということですから、見

守っていきたいと思います。

最後になります。教育関係ですけど、教師力

をいかにつけていくか。本年度においても教職
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員の不祥事が後を絶たない状況にあって、教育

長を初め苦慮されていることとお察しいたしま

す。本県ではまだ大きな事件として取り上げら

れていませんが、他県では、生徒が教師に暴力

を振るう動画が映し出され、話題となったとこ

ろであります。教職員も人間ですから、さまざ

まな悩みを抱えられるときがあると思います。

そのときにいかに乗り越える力があるのかとい

うことだと思います。そこで、教師自身の人間

力を高める必要があると思いますが、教育長の

考えを伺います。

○教育長（四本 孝君） 私は、本県の教職員

一人一人が、子供に対する愛情と教育に対する

情熱、使命感を持って絶えず学び続けること

で、学習指導や生徒指導等に関する専門性を高

めることに加えまして、社会人としての幅広い

教養、あるいは高い倫理観、心豊かな人間性を

身につけることが欠かせないものと考えており

ます。お話にありました、教職員の人間力を高

めるためには、とりわけ社会の現実をより深く

理解することが必要であると認識をしておりま

す。現在、県教育委員会では、本年４月に改訂

をいたしました「教職員の資質向上実行プラ

ン」に基づきまして、福祉体験研修や民間企業

における社会体験研修のほか、地域ボランティ

アなどの地域人材を介して、学校と地域社会の

結びつきを強める取り組みを進めているところ

でございます。このことは、教職員自身の資質

を高めるのみならず、子供たちへのキャリア教

育の推進にも資することから、引き続き、地域

の御協力をいただきながら積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 今おっしゃいました、社会の

現実を理解する、私、ここが一つのポイントだ

というふうに思っています。評論家の佐高信さ

んという方がいらっしゃいますが、この方があ

る本の中で次のように言われています。「現実

社会とは、ばい菌の生息する社会である。そし

て始末の悪いことに、このばい菌には魅力ある

ものがある。ばい菌を毒あるいは悪人と言いか

えてもいいが、生きるということは、もともと

こうしたものと無縁ではあり得ないこと。とこ

ろが、隔離された清潔社会の学校では、ばい菌

の力も弱くなり、小悪人はいても、魅力ある悪

人など影も形も見えない。だから、ちょっとし

た悪にびっくりして、悪の魅力を知ることがで

きなくなってしまう。実際にそうした悪をやる

かどうかは別にして、教師がその魅力を知って

いるかどうかは、悪（わる）の生徒たちに対し

たとき、随分大きな違いを生むのではないだろ

うか」。もう既に亡くなっている方なんです

が、阪急電鉄の相談役であった清水雅さんは、

「悪いことができない人より、悪いことができ

て悪いことをしない人が成功する。実業界とい

うものはこうしたものです」と語られていま

す。佐高氏は、教師たちにこの言葉、この弁証

法をわかってほしいと言われています。薬学の

ことを昔は毒物学と言ったそうです。薬とは毒

であって、毒にもならない薬は、それこそ何の

役にも立たない。ただ、この毒の力、あるいは

悪の魅力を知るためには、佐高さんは、「教科

書をきっぱり捨てて、大衆小説、それも悪人が

描かれた池波正太郎の「鬼平犯科帳」や松本清

張、清水一行などの小説を読むことを強く薦め

たい。なぜなら、優等生の教師たちは、余りに

も悪あるいは悪人を知らな過ぎる。「悪を知ら

ない善はもろい」と言われるが、悪を知らずし

て善は教えられるだろうか」と語っておりま

す。

最後に、先日、私は、大阪の釜ヶ崎で38年に
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わたり活動を続けている、こどもの里を舞台に

したドキュメンタリー映画「さとにきたらええ

やん」を日南で見ました。社会の現実や裏側を

しっかり訴えていた映画でありました。教職員

を初め、ぜひごらんいただきたいと思います。

少なからず、力、エネルギーをもらえると思い

ます。どうか今後もさまざまな取り組みを行っ

ていただきたいと思います。

今回の質問では、食を中心に多く質問を取り

上げましたが、食の環境問題を初め教育との密

接な関係など、奥深いものを改めて学んだとこ

ろであります。子供たちが「味覚の授業」で興

味深く真剣に学ぶ姿に、これからの明るい未来

を感じ取ったところです。私たちも食の問題に

真剣に取り組んでいかなければならないことを

申し上げて、全て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53分休憩

午後１時０分開議

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従い一般

質問を行います。

まず、知事の政治姿勢について２点伺いま

す。

最初は、カジノを中核とするＩＲ（統合型リ

ゾート）についてです。知事は先日、セガサ

ミーホールディングスの視察要請に応えて、韓

国で４月にオープンしたＩＲ「パラダイスシ

ティ」を視察されたとのことですが、視察の目

的や内容、カジノに対する認識等をお聞かせく

ださい。

２点目は、核兵器禁止条約についてです。こ

とし７月７日、国連会議において、人類史上初

めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が、国

連加盟国の３分の２（122カ国）の賛成で採択さ

れました。核兵器禁止条約は、その前文に「ヒ

バクシャの苦難を心にとどめる」と盛り込み、

加盟国に、核兵器の開発、保有、実験、使用だ

けでなく、核兵器による威嚇行為も禁じている

画期的なもので、核保有国が条約に参加する道

もつくられています。事実上、核兵器に「悪の

烙印」が押されました。

９月20日からは、その批准に向けた各国の署

名が始まり、核兵器禁止条約は国際法としての

生命力を発揮するに至っています。唯一の被爆

国である日本で、核兵器の非人道性を身をもっ

て体験した被爆者の方々の「再びヒバクシャを

つくってはならない」という活動が世界を動か

したと評価されています。この国連で採択され

た核兵器禁止条約について、知事はもちろん賛

同されると思いますが、御所見を伺いたいと思

います。

後の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、パラダイスシティの視察についてであ

ります。今回の視察は、国際定期便の維持・充

実のため、韓国を訪問した、その機会を利用

し、統合型リゾート（ＩＲ）に関する情報収集

の一環として実施したものであります。現地の

日本人スタッフの案内によりまして、カジノや

ホテル、コンベンション施設、家族で楽しめる
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プールやキッズゾーンなどを見学させていただ

きました。

さらに、来年秋のグランドオープンに向け

て、商業施設やスパなどを整備中との話を伺

い、ＩＲというものが、えてしてカジノに注目

が集まりますが、幅広い層が楽しめる総合的な

エンターテインメント施設であるということを

改めて実感したところであり、観光地として、

またＭＩＣＥ開催地としての本県の魅力を今後

どのようにして高めていくのか、いわばそうい

う場所のライバルのあり方というものを視察

し、さまざまな地域のあり方について思いをめ

ぐらせたところであります。

次に、核兵器禁止条約についてであります。

本年７月に国連で採択されました核兵器禁止条

約につきましては、多くの国が我が国と同様に

「核兵器のない世界」を目指すという思いを共

有している点では、評価されるべきものと考え

ておりますが、「核軍縮を進展させるために

は、核兵器国と非核兵器国との協力による現実

的かつ実践的な取り組みを積み重ねていくこと

が重要である」という我が国の考え方とは、ア

プローチを異にしているものと受けとめており

ます。

北朝鮮の核実験や弾道ミサイルが、唯一の被

爆国である我が国の安全に対する大きな脅威と

なっている中で、「核兵器のない世界」の実現

のためには、核兵器国と非核兵器国との協力は

不可欠であります。私としても、子を持つ親と

して、「核兵器を廃絶し、戦争のない社会、平

和で安心して暮らせる社会」を子孫に引き継ぐ

ことが、今を生きる私たちに課せられた最大の

責務であると考えているところであります。以

上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 御答弁をいただきました

が、先に核兵器禁止条約について話を進めたい

と思います。御答弁いただきました核兵器禁止

条約については、唯一の被爆国である日本の政

府が、核兵器禁止条約の国際交渉に反対して、

この国連会議に出席しなかったことに、世界各

国から失望の念が示されたところです。

残念ながら、日本政府はこの核兵器禁止条約

への署名にも批准にも背を向けていますが、唯

一の被爆国としての責務を果たす上からも、一

日も早く署名・批准すること、また、それまで

の間はオブザーバーとして締約国会議及び検討

会議に参加することが求められていると思いま

す。そうした立場に立ってこそ、核兵器を持つ

国々と持たない国々の橋渡しを務めるとして

行った今回の賢人会議も、大きくその役割を果

たし得ることになるというふうに私は思いま

す。

現在、世界中で取り組まれております「ヒバ

クシャ国際署名」は、速やかな核兵器廃絶を願

い、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを

全ての国に求める内容のものですが、既に国内

では、13の県知事を含む全国700近くの自治体首

長が賛同署名をされております。ぜひ河野知事

にも、署名はもちろんですが、「核兵器廃絶・

世界の恒久平和を希求する宮崎県宣言」を決議

している県の知事として、平和行政を積極的に

進めていただくことを強く求めたいと思ってい

るところです。先ほど御答弁をいただきました

けれども、明確に核兵器禁止条約についての知

事のお考えを再度述べていただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁したとおり

であります。核兵器のない世界を目指していく

べきだという思いを大変強く持っております。

ことしの夏、広島に参りましたときも、リニ
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ューアルされた原爆資料館、私も視察してまい

りました。改めて、そのようなことが二度と

あってはならないという思いを強くしたところ

であります。

核兵器国と非核兵器国が連携する中で、しっ

かりとした、そういう核兵器のない世界を目指

していくということで、国においては、そうい

うアプローチが異なるということでの今回の対

応でありますが、しっかりと我が国としての方

針というものを世界に向けて発信していく、そ

して、多くの賛同する皆さんとともに核兵器の

ない世界を目指していく、その歩みというもの

をしっかりと進めていくことが重要であると考

えております。

○前屋敷恵美議員 繰り返しになりますが、唯

一の被爆国である日本が明確に核兵器禁止条約

に賛同するという立場に立ってこそ―今お話

にありました北朝鮮の核開発の問題、また、き

のうはミサイルを発射するという重大なことが

起きましたけれども、そういった北朝鮮に対し

てはっきり物が言えるというのは、日本の政府

が明確な立場を表明することで対話を深めてい

く、そういう立場で、知事としても、平和に向

けて、核廃絶に向けて、宮崎県の行政も含めて

進めていただきたい、このように強く要望する

ところでございます。よろしくお願いいたしま

す。

次に、カジノについて話を進めたいと思いま

す。韓国のＩＲ「パラダイスシティ」に視察に

行ったことについて、お答えもいただきまし

た。セガサミーホールディングスは、宮崎での

ＩＲの開業計画をもって知事に視察を要請され

たのでしょうか。知事はどのように受けとめて

視察に行かれたのか、その辺のところもお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） そのような計画をお持

ちかどうかは、承知しているところではござい

ません。先ほど答弁で申し上げましたが、ＩＲ

（統合型リゾート）と言うとき、カジノの有無

に注目が集まりがちでありますが、先ほど答弁

で申し上げましたようなパラダイスシティとい

うものも、今のシーガイアにしても、ホテルと

かコンベンション施設、またそれ以外のさまざ

まなエンターテインメント施設のある、まさに

総合的なリゾートの施設であろうと考えており

ます。そのあり方を、私としては視察したとこ

ろであり、またセガサミーの側としても、そう

いう韓国での事業展開というものを紹介すると

いうことでのお声がけをいただいたものと考え

ております。

○前屋敷恵美議員 ＩＲ（統合型リゾート）と

いうのは、その中核といいますか目玉は、やは

り知事が言われたようにカジノなんですね。そ

のほかのショッピングであるとか、宿泊である

とか、遊園地を含む、子供たちが楽しむ、そう

いう施設に問題があるわけではなくて、カジノ

を中心に据えたというところが大きな問題に

なっているわけでございます。

そういった意味で、ギャンブル依存症の問題

について少し伺いたいと思いますが、厚生労働

省が９月29日、全国疫学調査の中間まとめで、

ギャンブル依存症が疑われる状態を経験した成

人が3.6％と推定され、人口換算で320万人に上

るという調査結果を発表しました。諸外国は１

％前後ですから、日本の数は突出しており、被

害の深刻さが改めて示されたというふうに思い

ます。

最も費やしたギャンブルは、パチンコ・パチ

スロで78％を占めておりました。パチンコ・パ

チスロ台数の全国第１位が宮崎県です。ギャン
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ブル依存症が疑われる確率は極めて高いと推測

されますが、県はどの程度把握しておられるの

か、また、どのような対策を講じておられるの

か、福祉保健部長に答弁をお願いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 先ほども議員

からお話のありました、今年度に実施された国

の調査の中間報告によりますと、全国で、20歳

から74歳の約320万人の方が、パチンコや競馬な

どのギャンブル等依存症が疑われる状態になっ

たことがあると推計されており、これを本県に

換算すると約２万5,000人となります。

依存症対策として、県では、精神保健福祉セ

ンターや保健所等において、ギャンブルなどさ

まざまな依存症に関するパンフレットの配布や

精神科医師などによる相談を行うとともに、家

族への支援として、悩みを分かち合う「家族の

つどい」や、依存症を正しく理解するための家

族教室を開催しているところであります。今後

とも、依存症に対する正しい知識の普及啓発

や、本人や家族への支援に努めてまいりたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 今、部長がお答えいただき

ましたけれども、現在で推定される数が県内２

万5,000人ということでした。これはあくまでも

推定なんですけれども、社会的にも今、ギャン

ブル依存症対策が急がれているというときに、

新たに依存症になる人が生まれるようなカジノ

をつくることについて、知事はどのようにお考

えかお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ギャンブル依存症対策

は、大変重要な課題だというふうに考えており

ます。私は以前、総務省で宝くじの担当をして

おりましたが、そのときには、公営競技、いわ

ゆる競輪、競馬、競艇等の自治体側の窓口の業

務をしておりました。それは、売り上げが減少

する中で、いかにそれを公的にコントロールし

た中で存続を図っていくかという制度設計のと

ころに力が入っておりましたが、ギャンブル依

存症対策の議論というものが十分ではなかった

のかという、じくじたる思いもあるところであ

ります。

今回、ＩＲ法案等が議論される中で、改めて

ギャンブル依存症対策が議論されることは、非

常に意義あることだというふうに考えておると

ころでありまして、カジノの導入に当たりまし

ては、現在、国において検討されておりますＩ

Ｒ実施法等において、ギャンブル依存症などカ

ジノが抱える課題に対する制度上の措置が十分

になされる必要があるものと考えております。

○前屋敷恵美議員 カジノの誘致により、ギャ

ンブル依存症の拡大は避けられないというふう

に私は思います。精神保健福祉法が自治体に義

務づけております、ギャンブル依存症などの精

神障がい者発生予防義務というのがあります

が、私はこれに明らかに反することにもなるの

ではないかと思います。県民の暮らしや福祉の

増進に努めるという地方自治体の役割からも逸

脱するものではないかと思いますが、改めて知

事の考えをお示しいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＩＲにつきましては、

経済の活性化や観光浮揚につながる、そのよう

な効果というのを期待されているところであり

ますが、答弁申し上げましたように、ギャンブ

ル依存症などについて、必要な措置・対策が講

じられることがあくまでも大前提になるという

ふうに考えておるところでございます。現在、

国において検討されているＩＲ実施法案等にお

いて、こういった対策が十分になされるかどう

か注視してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、依存症対策がなされ
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れば、それで事足りるという問題ではないと

思っています。カジノが誘致されれば、ギャン

ブル依存症の拡大、反社会的勢力の介入、多重

債務問題の再燃、青少年への悪影響といった、

カジノが必然的に生み出す社会的害悪をなくす

ことはできないというふうに思います。今言わ

れたような「クリーンなカジノ」とか「依存症

対策を講じれば大丈夫」というようなことは成

り立たないと私は思います。

また、カジノから利益を得ようとする立場と

カジノの弊害を抑えようとする立場は、本来相

反するわけで、カジノ運営業者は依存症に苦し

む住民がふえるほどもうかる、こういう仕組み

になっていると私は思います。観光客の増加、

地域経済の活性化、雇用・税収増などで経済効

果がある、それが公益と、もし知事がお考えな

のであれば、県民の安全と利益を守る立場を逸

脱しているというふうに言わなければならない

と思います。賭博は、国民の公益を害するから

刑法で禁じられているのです。カジノ解禁推進

法が成立した後でも、マスコミの世論調査で

は、反対が約７割に及んでいます。

カジノの誘致は、住民の幸福追求を保障する

自治体の責務が投げ捨てられ、宮崎の文化的な

基盤さえ壊されることになりかねません。宮崎

にカジノを持ってこなくても、価値ある文化や

恵まれた自然、豊かな食材などを生かした観光

立県を目指すことができるはずです。これは、

先ほどの質問の中でも、こういうことがるる語

られたと思います。この方向こそ追求すべきこ

とではないかと思います。百害あって一利なし

のカジノの誘致は断念することを、強く申し上

げておきたいと思います。

次に移ります。種子法廃止による影響と対策

について伺います。

米や大豆、麦などの種子の安定供給を支えて

きた法律「種子法」、正式には「主要農作物種

子法」ですが、突如として廃止になりました。

ことしの２月に閣議決定され、４月に可決・成

立、来年４月１日に廃止されるという超スピー

ドです。廃止に至る理由を国はどのように言っ

ているのか伺いたいと思います。農政水産部

長、お願いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 主要農作物種

子法は、戦後、食糧増産が国家的課題であった

昭和27年に制定されたもので、稲、麦、大豆に

ついて、全ての都道府県に、優良な種子の生産

と普及を促進するための措置を義務づけるもの

でございます。

本法律の廃止の理由につきまして、農林水産

省からは、１点目、制度発足時と比べて種子の

品質が安定してきたこと、２点目、全ての都道

府県に対し、優良品種の決定や原種の生産など

を義務づける必要性は低下してきていること、

３点目、都道府県中心の制度であるため、民間

事業者が参入しにくい面があることとの説明を

受けているところでございます。

○前屋敷恵美議員 では、これまで県は、種子

法のもとでどのような役割を担ってきたのか、

伺いたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県におきま

しては、これまで、本法律に基づき、農業試験

場で育成されたヒノヒカリに代表されます優良

な種子の開発と普及に努めますとともに、農業

者が求める品質の高い種子を安定的に供給する

ことにより、農業経営の安定に貢献してきたと

ころでございます。

○前屋敷恵美議員 先日、宮崎日日新聞の投書

欄には、「種子法廃止で食の未来が心配」と県

民の方の危惧の声が寄せられていました。「主
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要種子を民間の自由競争に委ねてよいのか。既

に野菜などは、巨大な多国籍企業が次々と中小

の種苗会社を買収している」「手厚く守られて

きた公共種子が、多国籍企業の遺伝子組み換え

種子に置きかえられるかもしれない。遺伝子組

み換えの米は安全性も疑問だ」「企業は利益を

優先するから、今まで都道府県が安く供給して

きた種子が今後は入手困難になるかもしれな

い」「種子の値段が上がれば生産価格も上がる

だろう」「政府は、安易な規制緩和をやめて、

安全・安心な種を守るべきだ」と、投書はこの

ように種子法廃止による将来の不安を率直に述

べておられます。私も同感できるものです。

種子法の廃止には、「都道府県の種子生産に

予算を確保する」といった附帯決議がつけられ

ましたが、予算の根拠となっていた種子法がな

くなるわけですから、早晩、予算確保は難しく

なっていくのではないでしょうか。これまで本

県が育成してきた品種の種子は今後も安定的に

供給されるのか、伺いたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県といたし

ましては、本法律が廃止された後も、農業者へ

の影響がないよう、原種の生産や種子の開発を

継続しますとともに、宮崎県産米改良協会を中

心としました現在の種子供給体制を維持し、種

子の安定供給に努めてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 それぞれの地域に適した良

質な種子を奨励品種に指定・普及するために、

農業試験場などに国が支出をしてきたわけです

が、種子法の廃止で、事実上、国の予算確保の

担保を失うことになります。種子法の廃止は、

食料自給に対する公的責任を外すことにつなが

るというふうに思います。今でさえ食料自給率

が38％に低下するもとで、到底認められるもの

ではありません。今後、県が種子の安定供給に

責任を持つことは重要なことです。しかし、県

だけで担えるものではないと思います。国に予

算の確保をしっかり求めていくことが必要だと

思いますが、部長の御所見があれば伺いたいと

思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今回の種子法

の廃止に伴いまして、参議院のほうで附帯決議

がなされておりまして、財源措置は十分留意す

るということでございますので、そこら辺を踏

まえながら、本県としても、しっかり国に予算

措置について訴えてまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 よろしくお願いいたしま

す。

今後、多国籍企業、民間企業が種子を提供す

ることが主流になり、遺伝子組み換えの種子な

どが広く出回るようになった場合、種子価格の

高騰なども含めて、農家がつくりたい米がつく

れなくなるのではないかなど、農家に与える影

響をどのように考えておられるのか伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今回、民間企

業が参入しやすくなるということで、種子法の

廃止ということになったわけでございます。こ

の影響につきまして、現時点で将来を見通すこ

とは困難でございますけれども、先ほどから申

し上げているとおり、県としましては、現在の

種子供給体制を維持することで、農業者に極力

影響が出ないよう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。

また、遺伝子組み換え作物についての御指摘

もございましたが、現状でもその作付は可能な

んですが、依然として消費者の懸念が根強いと

ころでありまして、国内では、食用や飼料用の

商業栽培は行われていない状況でございます。
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今回の廃止によりまして、遺伝子組み換え作物

の種子が流通することは考えにくいというふう

に認識しているところでございます。

○前屋敷恵美議員 その点もお聞きしたかった

んですけど、消費者の立場から、遺伝子組み換

えの問題、食の安全、健康阻害の問題、そう

いったものがさまざまに危惧されるということ

なので、米を食する消費者の立場で、安全面と

ともに、米や食品の価格も高騰するのではない

かという懸念もあるわけで、そのところは今お

答えにもありましたけれども、再度、御答弁い

ただきたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今回の種子法

の廃止に伴って、直ちに食品価格が上昇すると

いうことは考えにくいかなと思います。一方、

遺伝子組み換え作物につきましての安全性につ

いては、内閣府に設置されている食品安全委員

会がリスク評価を行いまして、問題がないと判

断されたもののみ流通されている状況でござい

ますので、今後とも、安全性は十分に担保され

るものと認識しているところでございます。

○前屋敷恵美議員 これまでの御答弁で、県は

これまでと同様に、優良な種子の生産と普及を

行っていく、そういう責任ある立場を追求する

ということですので、ぜひ、その点、追求して

いただきたいと思います。

これまで県独自の開発による地域品種の種苗

が供給され続けてきたのは、公的な制度や予算

の基盤があったからにほかなりません。地域独

自の風土の中で育まれ、それぞれの食文化を支

えてきた多様性が損なわれる可能性が起こり得

る状況に今、直面しようとしております。

種子法の廃止の理由に、先ほど部長のほうか

ら言われましたが、民間の品種開発の意欲を阻

害している、民間活力の推進を図るなどの理由

が掲げられ、民間の種子ビジネスがこれから始

まろうとしているわけです。農家は、企業が売

りたい、つくらせたいという種子を購入せざる

を得なくなり、消費者も、食べたいものを選ぶ

権利、選択肢が極めて狭められることになろう

かと思います。何をつくるか、何を食べるかを

自分で決めるという権利―これは食料主権と

言われますが―が大きく損なわれることにな

るのではないかと大変危惧するところです。

多くの識者も、「長い目で見たとき、種子法

の廃止は、主要食糧を安定的に供給するために

これまで築き上げてきた制度、体制を弱め、

米、麦などの優良種子の供給が不安定になり、

必要なときに手に入らなくなってしまうおそれ

がある」と警鐘を鳴らしておられます。改め

て、公共で種子を守る法律をつくる必要性があ

るというふうに思います。県としても、その認

識を持っていただき、ともにその方向を追求し

ていただきたいと私は思っておりますが、再

度、部長の見解を述べていただきたいと思いま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、こ

れまで、主要農作物種子法に基づきまして、優

良な種子の生産と普及を通じ、農業者の経営の

安定や、高品質な農作物を求める消費者ニーズ

に対応してきたところでございます。今般、法

律による義務づけはなくなりますが、県としま

しては、引き続き、原種の生産や種子の開発を

継続し、現在の種子供給体制を維持してまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 日本・宮崎の農業、それと

住民・県民・国民の食の安全にかかわる問題で

すので、ぜひ県としての責任も十分果たしてい

ただきたいと思います。

次に、公営住宅入居における保証人要件につ
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いて伺います。

公営住宅入居の際に必要条件とされている保

証人要件で、２名の連帯保証人が必要となって

おりますが、とりわけ高齢者や生活保護を受給

しておられる方々が困難を抱えるといった状況

があります。この連帯保証人について、現在の

対応を伺いたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 公営住宅

は、低額所得者であって、住宅確保要配慮者を

含め、住宅に困窮している方々に対し、低廉な

家賃で住まいを提供する制度でありますが、家

賃の確実な納付について入居者とともに対応し

ていただくほか、住宅の適切な使用について御

協力をお願いするため、県では、原則２名の連

帯保証人を選定いただいているところでありま

す。ただし、高齢者や、生活保護受給者で家賃

の代理納付を受けている方など、困窮度が高く

連帯保証人の選定が困難な方については、必要

に応じて連帯保証人を１名とする要件の緩和を

行っているところであります。

○前屋敷恵美議員 1996年、当時は建設省でし

たけれども、「公営住宅管理標準条例につい

て」の通達を出して、保証人を免除することが

できることを例示しております。県は、この通

達を踏まえてどのように対応したのか、伺いた

いと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県の「宮崎

県営住宅の設置及び管理に関する条例」におき

ましても、1996年（平成８年）に、当時の建設

省から示されました「公営住宅管理標準条例に

ついて」の通達を参考に、知事が特別の事情が

あると認める場合には、連帯保証人を必要とし

ないこととすることができる条項を設けており

ます。なお、本県ではこれまで、この条項を適

用して、連帯保証人を免除した事例はございま

せん。

○前屋敷恵美議員 今お答えいただきました

が、県の条例で、「知事は、特別の事情がある

と認める者については、誓約書に連帯保証人の

連署を必要としないこととすることができる」

ということをうたっています。しかし、この

間、１件も特別の事情をもって免除の適用を受

けた人がいないということですが、連帯保証人

で困った人はいなかったということになりま

す。しかし、決してそういう状況ではないとい

うのが現実なんです。私もそういった方々から

御相談を受けてきたところです。

県としては、住宅家賃の滞納・未収が発生す

ることを心配する向きが多分にあるのではない

かと推察いたしますが、とりわけ生活保護を受

給しておられる方などの保証人は非常に困難

で、免除を速やかに適用することが必要だとい

うふうに思います。また、私はできると思いま

す。特に、保護費の中には、住宅扶助費も含ま

れておりますから、事前に家賃を納めることで

本人との約束を交わせば、未収は発生いたしま

せん。こうした柔軟な対応も含めて保証人の免

除の対応を行うことが必要だと思いますが、こ

うした相談対応などが全くこの間なされてこな

かったということで理解していいでしょうか。

○県土整備部長（東 憲之介君） 連帯保証人

に関する相談等は、毎年かなりの数、上がって

おります。その中で、先ほど冒頭お話にありま

したように、いろんな債務の履行の問題である

とか、そういうことがありますので、基本原則

２名あるいは１名ということをお話ししていま

す。そういう意味では、あるところでは、連帯

保証人が立てられなくて、御辞退される方もい

るのかなとは考えているところです。

○前屋敷恵美議員 公営住宅に入りたいという
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ことで住宅を求めておられる方が、そういう条

件が整わないために辞退されるというようなこ

とがあってはならないと私は思うところです。

公営住宅は、法でうたわれているとおり、住宅

に困窮する住民への住居の保障であり、その役

割を十分に果たすことが必要、求められている

というふうに思います。

県は、連帯保証人の取り扱いに関しての免除

取扱要綱をつくらずにこれまできていると聞い

ております。そしてまた、個別に対応しても該

当者は一人もいない、こういう状況ですから、

ぜひとも免除取扱要綱、具体的なものをつくる

必要があるというふうに思います。国からの通

知は、それでは全く生かされていないというこ

とになろうかと私は思います。全国では、免除

取扱要綱を策定して対応しているところが今、

ふえてきているんです。

時間も余りないんですけど、一つ事例を挙げ

たいと思います。これは公営住宅ですから、県

営住宅であり市町村営住宅、同じ精神で臨まな

ければならないところですが。これは佐賀市の

事例なんですけれども、連帯保証人の免除とい

うことで、ここは同じように、「「市長が特別

の事情があると認める者」とは、次の各号のい

ずれかに該当する者」だというふうに規定し

て、免除の要件を14項目にわたって詳細にう

たってあるんです。ですから、ここに該当する

方は免除の対象になるということで、公営住宅

法の精神がここでは生かされているのではない

かと私は思うところです。ですから、ぜひ県も

具体的な内容での免除規定要綱の策定が必要だ

と思いますが、部長の御答弁をいただきたいと

思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 先ほどから

質問の中にもありますように、公営住宅への入

居に当たりまして、仮に連帯保証人を求めない

こととした場合に、家賃の滞納が生じた際に、

債務の履行を請求できる相手方が入居者本人の

みに限られてしまうため、滞納の円滑な解消に

支障が生じるほか、例えば、単身入居者が体調

を崩した場合の緊急の対応に支障を来すなどの

さまざまな課題が想定されております。

このため県としましては、民法の改正がこと

し行われましたが、連帯保証人制度が変更され

ることに伴う国等の動向を注視するとともに、

先ほど御質問にありましたように、他県におい

ても連帯保証人を免除した事例もあるというこ

とでございますので、まずは、他県における取

扱事例の調査を行ってまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ先進自治体で進められ

ている事例を調査・研究して、県の要綱の策定

に生かしていただきたいと思います。

一つ、先ほどの連帯保証人の確保が困難であ

ると認められている方が、緊急連絡人の届け出

をすれば、連帯保証人は免除できるという制度

を設けているんですね。連帯保証人と緊急連絡

人との受けとめというのは大変差があるんです

よ。連帯保証人となりますと、全てにわたって

責任を負わされる。しかし、その方の身の振り

方であるとか、ひとり暮らしの方にいろんな問

題が起きたときに、その連絡を受けて面倒が見

れるというような連絡人制度というのは、ぜひ

とも要綱の中に明記して、公営住宅法の趣旨が

生かせるような形で整備を図っていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

これまでに、建設省の時代から、また国交省

や厚生労働省などからも、こうした国の通知が

たびたび行われて、困難を抱えている住民が入

居しやすい条件整備が求められてきました。人

平成29年11月30日(木)



- 46 -

が生きていく上で欠かせない衣食住の「住」を

確保するということですから、県としても、公

営住宅としての大きな責任があるというふうに

思うところです。ですから、ぜひ連帯保証人の

免除取扱要綱を策定していただき、公営住宅法

の精神にのっとって、本当に困っておられる県

民の立場に寄り添った対応を切に求めておきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

では、最後になりますが、宮崎市赤江の蠣原

川河川整備について伺いたいと思います。

私の地元でもあります赤江の蠣原川は、宮崎

空港の南に位置して、常に台風や大雨により農

地が冠水し、年に数回は被害が出るといった、

被害の常襲地域でもございます。農家の皆さん

の御苦労は尽きません。何とか改善が図れない

か、地元の長く強い要求でもございます。当河

川は、ほとんど勾配がないといった構造的な問

題を抱える地域でもあり、その対策には、県土

整備部を初め、農政サイドからの支援も受け

て、これまで事業が行われてきた経緯もござい

ます。そこで、現地の状況把握という点で、直

近の状況で、台風18号、22号の農業関係被害に

ついて農政水産部長に伺いたいと思います。。

○農政水産部長（大坪篤史君） ことしの台

風18号による農作物等の被害につきましては、

宮崎市や延岡市を初め県内全域で、普通期水稲

や飼料作物の倒伏や土砂流入、ハウスの浸水・

破損等が発生しまして、県全体で、被害面積は

約610ヘクタール、被害額は約１億円となってお

ります。

また、台風22号では、宮崎市や串間市、日南

市における野菜や花卉の浸水被害を初め、日南

市、宮崎市等でハウスの破損等が発生しまし

て、県全体で、被害面積は約160ヘクタール、被

害額は約５億円となっているところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 この赤江の地域は、これま

でにも、塩害で稲作の収量の半減や、国道220号

にまで水があふれて、この間、車に支障を来す

ということもあったと、伺ってまいりました。

また、近年は、今度の台風でも影響が出ており

ますが、ハウス農家もふえており、直近の台風

の直後、伺ったハウスでは、新規就農で農業を

始めた青年が、「キュウリの苗が全部流れてし

まってだめになった」と、新たな苗床をつくり

直しておられました。また、千切り大根用の畑

では、冠水被害で何度も種をまき直した農家も

あり、多大な費用と労力が費やされ、あわせて

収益の減少も懸念されておりました。

赤江地域の皆さん方は、河川改修促進協議会

というのを立ち上げ、地域を挙げて、現地調査

も行いながら、毎年、県に対策を求めて陳情さ

れ、一日も早い解決を願っておられます。年に

何回もの冠水被害は、特に農家にとっては死活

問題ということも言えるわけです。しゅんせつ

など応急的な対応はあるものの、抜本的な対策

には至っていないというのが現状です。蠣原川

の河川の拡幅なども含めて、県として今後の対

策をどのように考えておられるのか、お伺いし

たいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） この地区で

は、蠣原川が流れ込む本川の清武川において、

洪水による家屋などの浸水被害を軽減するた

め、堤防の整備が完了しているところであり、

今回のように、清武川の水位が上昇した際に

は、蠣原川の水が排出できずにあふれる、いわ

ゆる内水により、農地の浸水被害が発生してい

るところであります。

蠣原川の浸水対策につきましては、これまで

の検討で、現在の川幅を２倍程度に拡幅しても
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河川の勾配が非常に緩く、ほとんど流れがない

ため、内水による浸水被害の軽減に対して十分

な効果が期待できないとの結果となっており、

河川の拡幅では抜本的な内水対策につながらな

いと考えております。したがいまして、少しで

も浸水被害の軽減が図られるよう、農地保全を

目的に、現在、宮崎市が管理している蠣原排水

機場の機能を十分に発揮させるための既存施設

の改善や、スムーズな水の流れを確保するため

の堆積土砂の除去など、宮崎市と連携しながら

取り組んでいるところであります。

○前屋敷恵美議員 今、部長もお答えになりま

したけれども、この川は勾配がほとんどない河

川ということで、非常に悩ましい問題、課題な

んですね。まさに構造上の問題を抱える河川

で、これが一番大きなネックになっているんだ

というふうに思います。だからといって、この

ままで仕方がない、打つ手がないということ

で、このまま放っておくことはできないと私は

思うところです。ここ数十年来、こういう状況

が続いてきているというのが、この地域の状態

でもあります。

また、予算の問題もありますけれども、まず

は、今、市との協働で方策を考えるというお話

でありましたけれども、ぜひ方策を考えること

に努力していただきたい。そこは専門家の粋を

集めてできないものか。それは、今も言いまし

たが、予算を伴うことでもあり、抜本的な大が

かりな工事になることもあるかもしれません。

しかし、そこは、住民の皆さんの暮らしを守

り、そして農家の皆さんの経営を守り、農産物

を守っていくという点では、見過ごせない課題

だというふうに思っているところですので、ぜ

ひ、そういった意味では、努力をしていただき

たいと思います。

また今、ポンプのさらなる対策などのお話も

ありましたけれども、素人考えではありますけ

れども、新たな水路をつくって蠣原川に水が流

れるようにしていく。そして今、蠣原川のポン

プは３台ありますけれども、この間の台風22号

のときには、フル稼働しても追いつかないとい

う状況もありました。ふだんの雨、また一定の

大雨の前などには、ポンプのところにまで水が

なかなか流れてこないというような、これもま

た構造上の問題かもしれませんけれども。その

ためには、ポンプのところに水が十分に引いて

こられるような対策も必要かと思います。

ですから、また新たな水路の建設であると

か、さらにはポンプをふやして、水量に合わせ

てポンプの稼働を調整していくなどといったよ

うなことも検討に値しないのかと思っていると

ころです。ぜひ専門家の粋を集めて検討いただ

きたいと思いますが、再度、御答弁いただけま

せんでしょうか。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今回の台風22

号におきましては、１日の降水量が約400ミリの

豪雨であったことから、蠣原排水機場の排水ポ

ンプは稼働したものの、ハウス等への湛水被害

が発生したところでございます。当地域は、非

常に勾配の緩やかな地形でありますことから、

排水機場へ水が集まりにくい状況となっており

ます。したがいまして、今後、ポンプ設置等の

あり方も含めまして、施設管理者である宮崎市

と、さまざまな観点から新たな対策の可能性に

ついて意見交換してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 繰り返しになりますが、こ

の地域は、以前、湛水防除事業でポンプなどは

設置したところでありまして、湛水防除という

のは、たまった水をどう引くかということなの
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で、つからないための対策とはまたちょっと意

味合いが違うといいますか、つからない、そう

いった被害をなくすための対策とはまた異なる

状況でございまして、非常にここは難しい課題

が横たわっているというのも十分私も承知して

いるところです。しかしながら、このまま放置

することはできないということですので、ぜひ

今後の検討をお願いしたいと切に求めるもので

ございます。よろしくお願いいたします。

少し時間があるんですけれども、カジノにつ

いて、もう一度、繰り返しになりますが、知事

に御見解をいただきたいと思います。今、るる

カジノの問題についてもお話をしてまいりまし

たけれども、ＩＲの観光自体は、カジノがメー

ンになった施設を立ち上げるということで、家

族がみんなで楽しめるものをつくるということ

に反対するものではありませんけれども、その

中に、今、大きな課題を抱えるカジノそのもの

を据えるという点でいかがなものかと思うとこ

ろです。ぜひ、カジノが引き起こすさまざまな

害悪、そういったものも真剣に考慮していただ

きたい。そして、私は、自然の豊かな宮崎の

地、観光の地にカジノは必要ない、カジノの誘

致には反対という立場をこれからも表明してい

きたいと思いますので、しっかり受けとめてい

ただきたいと思います。以上で終わります。

（拍手）

○ 原正三議長 次は、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。自由民主党の後藤哲朗でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

県内にある２つの10万都市で、中心市街地の

活性化に向けた基盤整備が進んでいます。都城

市では、地元にあった老舗百貨店の跡地を含む

周辺エリアで、一体的な街の再生が取り組まれ

ています。一方、延岡市では、来春完成予定の

複合施設を中心に、新しい街の将来像を描いて

います。そのような中、この両市に、知事を初

め関係各位の御英断、御決断によりまして、ま

たとない追い風が吹きました。

それは、２巡目国体に向けた施設整備で、山

之口運動公園に陸上競技場を都城市と、延岡市

民体育館敷地に体育館を延岡市との共同整備方

針であります。スポーツランドみやざきの全県

展開に向けた拠点づくりを初め、地方創生の観

点からの人口のダム機能等、大きな効果が望め

ます。そこで知事に、都城市と延岡市に陸上競

技場と体育館を整備する方針を決定されました

が、今後、両市及びその周辺地域の活性化にど

のような効果を期待されているのか、お伺いい

たします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。本県人

口は、平成８年の117万人をピークに、20年間で

約８万人、6.9％減少しております。直近の国勢

調査の結果では、県総合戦略の想定を下回りま

した。子供を生み育てられる高い潜在力を有し

ている一方で、進学・就職時に若者の県外流出

が続いています。地域中核企業の育成やフード

ビジネス等、地方創生の取り組みに成果が出て

きていますが、さらに取り組みを推進するため

には、少なくとも10年先を見通せる安定的な財

源が必要であります。

ところで、平成30年度重点施策の推進では、

さまざまな課題への対応に加え、政策評価の結

果やインフラ整備によるストック効果の最大化

の視点も踏まえ、「みやざきの更なる飛躍と新

たな挑戦」をテーマに取り組むこととしていま

す。そこで、平成30年度重点施策はどのような

目的や観点で設定されたのか、知事の思いをお

伺いいたします。
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引き続き、知事にお尋ねいたします。東九州

軸推進機構は、東九州地域の関係機関・団体・

企業等が一体となって、地域連携軸としての東

九州軸（北九州―大分―宮崎―鹿児島）を構築

することにより、産業・経済を初めとした地域

社会の活性化を図り、魅力ある東九州経済圏の

形成に資することを目的として設立されていま

す。そこで、東九州地域のさらなる活性化のた

め、東九州軸推進機構の取り組みを強化してい

く必要があると思いますが、当機構の参与でも

あります知事のお考えをお伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。インバ

ウンドの市場が拡大する中、全国各地でＤＭＯ

（観光地域経営組織）の推進が目指されるな

ど、地域発で観光振興に取り組む動きが広がっ

ています。しかし、外国人及び日本人旅行者の

訪問先はゴールデンルートに偏っており、多く

の地域が集客や情報発信に課題を抱えていま

す。そのような中、地域が広く連携して進める

観光まちづくりの重要性が増してきています。

地域の観光振興に際した協力は、異なる県をま

たいだ広域連携や地域内に集中した連携など、

展開は多様であります。そこで、広域での観光

誘致についての知事の考え方についてお伺いい

たします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後の

質問は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、２巡目国体に向けた施設整備に関する

効果についてであります。今回の施設整備は、

将来への大きな投資となるものでありまして、

国体及び全国障害者スポーツ大会の開催だけで

なく、国体後を見据え、スポーツランドみやざ

きを掲げる本県にとりまして、全県的なスポー

ツの展開、さらには地域の振興につなげていき

たいという思いから、県としての方針を決めた

ところであります。

この施設整備によりまして、多数の参加者、

多数の観衆が見込めるスポーツイベントや大会

等の開催、誘致など、スポーツを地域資源とし

て活用することで、県央部のみならず、県北、

県西地域においても、交流人口の拡大や地域の

にぎわいづくりが進められ、地域の魅力向上や

観光振興など、周辺地域の活性化につながるも

のと期待しているところであります。

次に、平成30年度重点施策についてでありま

す。来年度は、アクションプランの総仕上げと

ともに、人口減少に対応した人財育成・確保の

取り組みなどの強化、さらにはこれまでの成果

を生かし、次の発展につなげていく取り組みも

求められているため、重点施策として、「みや

ざきの更なる飛躍と新たな挑戦」をテーマに３

つの柱を設定しております。

１つ目は、若者の県内定着や子育て支援、中

山間地域の暮らしの維持確保などの「未来を支

える人財育成・確保と中山間地域対策の強

化」、２つ目は、世界農業遺産やユネスコエコ

パークなどの活用、国民文化祭や２巡目国体等

の開催準備を契機とした「世界ブランドや文化

・スポーツを生かした地域づくり」、３つ目

は、成長産業の振興や中核企業の育成、多様な

業種連携による地域共生産業など、「地域経済

をけん引する産業づくり」であります。いずれ

も今、求められている重要な課題でありますの

で、しっかり成果を出していけるよう全力を尽

くしてまいりたいと考えております。

次に、東九州軸推進機構についてでありま

す。東九州軸推進機構は、関係４県の官民の組
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織で構成され、東九州地域が有する工業や観光

分野等におけるすぐれたポテンシャルを活用

し、産業・経済の活性化や、魅力ある広域経済

圏の形成に取り組んでいるところであります。

昨年４月に、最重要課題である東九州自動車道

が宮崎市から北九州市までつながったことによ

り、企業誘致や観光交流にも大きな効果が出て

きております。また、福岡、大分、宮崎の３県

が連携した「東九州神楽人の祭典」など、東九

州を軸とした文化交流などの動きも生まれてい

るところであります。

また、今回の全国和牛能力共進会の結果を見

ておりますと、本県、それから鹿児島、大分

と、東九州道沿線の県が華々しい大きな成果を

出しているところでありまして、東九州道を

「和牛街道」と名づけてアピールしてはどう

か、そんなことを鹿児島の知事に申したところ

でもありますが、こうしたさまざまな魅力、そ

して動きというものをさらに推進していくた

め、引き続き、未開通区間や九州中央自動車道

の整備促進にも全力を傾けるなど、当機構の取

り組みの充実に努めていく必要があると考えて

おります。

最後に、広域での観光誘致についてでありま

す。隣県等とタイアップした広域での観光誘致

につきましては、それぞれの地域が有する観光

資源を相互に結びつけることで、魅力の向上

や、より強い情報発信にもつながることから、

特に海外や首都圏からの誘客を進める上で非常

に重要であると考えております。

このため県としましては、九州各県と経済団

体が共同で設立しました九州観光推進機構を初

め、隣県と連携して設置しました南九州広域観

光ルート連絡協議会や東九州広域観光推進協議

会を通じ、国内外からの誘客促進に取り組んで

いるところであります。今後、ラグビーワール

ドカップや東京オリンピック・パラリンピック

などに向けて、増加が見込まれる外国人観光客

を呼び込むためにも、九州各県、隣県等とより

一層連携しながら、広域での観光誘致に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁ありがとう

ございました。

まず、延岡市民体育館敷地に県営体育館の整

備のところで、「追い風」という言葉を使わせ

ていただきました。まさしくフォローの風であ

ります。また、県北にとっての追い風は、九州

中央自動車道の建設促進であります。本路線に

は未事業化区間が残されており、全線開通に向

け、予断を許さない状況にあります。

そのような中、先ほどの東九州軸推進機構の

御答弁に、「九州中央自動車道の整備促進に全

力を傾ける」という発言がありました。また、

初めの質問の答弁には、「施設整備により、ス

ポーツを地域資源として活用することで、交流

人口の拡大や観光振興など、地域の活性化につ

ながるものと期待している」等々がありまし

た。これもまた、九州中央自動車道の整備促進

が必要不可欠であります。知事には、施設整備

の御英断がさらに大きな効果につながるよう

に、九州中央自動車道の整備促進を、先ほど表

明されました３期目に向けて、大きな政策課題

の柱として位置づけてほしいなと要望いたしま

す。

それでは次に、文化の振興についてお尋ねい

たします。

本県において、国民文化祭、全国障害者芸術

・文化祭を開催するに当たって、「神話の源流

みやざきの探究」「すべての県民が参画し、若
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い世代が輝く」などの基本方針が発表されまし

た。また、開催のＰＲなどに使われるキャッチ

フレーズは、「山の幸 海の幸 いざ神話の源

流へ」に設定されました。これまでの「神話の

ふるさと」から「神話の源流」へを新たなブラ

ンドイメージとしてのＰＲは、オリジナリ

ティー性とインパクトがあり、他県との差別化

が図れております。そこで、2020年に開催され

る国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の基本

構想にある「神話の源流みやざきの探究」とは

どのようなことなのかを、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） 2020年に本県

で開催される国民文化祭、全国障害者芸術・文

化祭の基本構想につきましては、先般、県実行

委員会において承認をいただいたところでござ

いますが、2020年は記紀編さん1300年記念事業

の集大成の年であることから、この基本構想に

おいて、お話にありましたとおり、大会の

キャッチフレーズを「山の幸 海の幸 いざ神

話の源流へ」とするとともに、基本方針の５本

柱の１つを「神話の源流みやざきの探究」とい

たしたところでございます。

この「神話の源流みやざきの探究」とは、県

内外の方々に宮崎が誇る神話・神楽をより広

く、深く知っていただくとともに、ゆかりの地

をめぐりつつ、継承、熟成された宮崎の宝を

じっくりと堪能していただくことを意図してお

ります。なお、具体的な取り組みにつきまして

は、今後、文化関係者等の意見などを踏まえな

がら検討してまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 よくわかりました。ありがと

うございました。

続きまして、顕彰事業についてお尋ねいたし

ます。本年の５月に、本県が生んだ歌人、若山

牧水が終えんの地となりました、静岡県の沼津

市の牧水記念館に行ってまいりました。この記

念館は、「幾山河」の歌碑で有名な千本浜公園

内にあります。この牧水歌碑祭では、全国から

牧水ファンが訪れるそうで、長年にわたって顕

彰事業が引き継がれているそうです。旅・酒・

自然をこよなく愛した日本を代表する歌人、若

山牧水は、我が県の重要かつ貴重な文化資源で

あります。そこで、来年、若山牧水の没後90周

年を迎えるに当たり、県としてどのように牧水

の顕彰事業に取り組んでいかれるのか、総合政

策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県では、若

山牧水の生誕110年を機に、若山牧水賞を創設い

たしまして、毎年、短歌文学の分野で傑出した

功績を上げた方に賞を贈ることで、我が国の短

歌文学の発展に寄与するとともに、県民の心豊

かな文化意識の高揚と本県のイメージアップを

図ってきたところであります。また、地元の延

岡市や日向市におきましても、牧水に関連した

さまざまなイベントを行っておりまして、人々

に牧水の魅力が再認識され、短歌などの創作活

動が広がりを見せているというような状況にご

ざいます。

県といたしましては、没後90周年の節目を迎

えるに当たり、これまで牧水や短歌に触れるこ

とのなかった方々へも牧水の魅力を伝え、国内

外に情報発信できるような新たな取り組みにつ

いて、今後、関係市・団体と連携しながら検討

してまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 今の御答弁、「没後90周年の

節目を迎えるに当たり、これまで牧水や短歌に

触れることのなかった人々へも牧水の魅力を伝

え、新たな取り組みについて」等々のお答えで

ありました。現在、牧水関係の書籍以外の媒体
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としては、牧水ゆかりの地の群馬県みなかみ町

の映画「牧水～あくがれのみなかみ～」、朗読

オペラ「若山牧水みなかみ紀行」とか、牧水の

短歌にメロディーをつけた歌曲等はあります。

ここで、ポップカルチャーについて触れてみ

ます。アニメや漫画を初めとする日本のポップ

カルチャーは、日本国内のみならず海外におい

ても、若い世代を中心に人気を集めています。

ポップカルチャーは、日本を代表する文化の一

つとして成長を続けております。

ところで、「高千穂郷・椎葉山地域 世界農

業遺産の秘密に迫る！」は、漫画で小中学生か

ら大人にもわかりやすく紹介され、すばらしい

作品になっております。そこで、牧水没後90周

年という節目に、わかりやすい漫画で、郷土が

生んだ歌人であり、貴重な文化資源の牧水を県

内外に情報発信してほしいと思いますので、関

係市・団体と連携しながら検討していただくよ

う要望いたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

地域福祉活動が活発に行われている地域を見

ますと、地域福祉の圏域の各段階で、地域福祉

にかかわる人のネットワークが形成され、地域

の生活課題の情報が共有されています。身近な

レベルの圏域においては、地域の要支援者を支

えるため、隣人、友人、高齢者クラブやボラン

ティア、民生委員などによる情報共有が行わ

れ、専門的対応が必要な事例については、より

広域的な圏域でのネットワークで共有され、公

的な福祉サービスにつなぐことが行われていま

す。そこで、地域福祉推進での高齢者クラブの

意義についてどのように考えておられるのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢者クラブ

でありますが、これは一般的には老人クラブと

呼ばれており、おおむね60歳以上の方が加入で

き、高齢者にとって、地域を基盤とする最も身

近な自主活動組織であります。具体的には、ひ

とり暮らし高齢者宅への訪問活動や子供の見守

り活動、社会奉仕活動などに取り組まれ、地域

社会を支える重要な担い手であるとともに、健

康づくりやスポーツ活動を通じて、健康寿命の

延伸にも寄与していただいていると考えており

ます。また、地域包括ケアシステムを推進する

上でも、高齢者を主体とする介護予防と相互の

生活支援という観点から、その活動や役割が今

後ますます期待されているところであります。

○後藤哲朗議員 引き続き、高齢者クラブにつ

いてお尋ねいたします。今の答弁にありました

ように、クラブが地域社会を支える重要な担い

手であるということと、健康寿命の延伸にも寄

与してもらっているということは、他の福祉事

業施策と比べた場合、費用対効果が特段に高い

ものがあると私は思います。少子高齢化と言わ

れる中、高齢者クラブの会員減少に歯どめがか

からないのが本県の現状であります。そこで、

高齢者クラブ会員をふやすために、県としてど

のような方策があると考えておられるのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢者クラブ

の現状として、新規会員の獲得が思うようにい

かず、結果、クラブが高齢化し、若手への事業

運営の移行が進まないため、役員が退任したの

を機に、クラブの継続が困難になるという状況

も見られるようであります。クラブが一定の活

動を続けるには、活動内容などを見直し、若手

高齢者の加入を促進させる取り組みが必要であ

ると考えております。このため県では、県老人

クラブ連合会と連携して若手委員会を設置し、
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若手高齢者の加入促進策や魅力ある高齢者クラ

ブ活動について検討を進めているところでござ

います。

○後藤哲朗議員 高齢者クラブ、老人クラブ、

さんさんクラブ、60歳からというのは、若手

が60歳代ですね。70歳以上も非常に加入率が低

い。あえて70歳以上を主にターゲットにして、

会員拡大に励んでほしいなと思いますので、今

後の課題ですが、どうかよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、林業の振興についてお尋ねいた

します。

本年７月に発生しました九州北部豪雨では、

真砂土等の脆弱な地質地帯、凹地形におい

て、24時間降水量が500ミリを超える記録的な豪

雨により、多くの山腹斜面がその上に生育して

いた立ち木とともに崩壊し、大量の流木が発生

した結果、下流に甚大な被害をもたらしまし

た。この災害は、森林の山地災害防止機能の限

界を超えて発生する山腹崩壊の発生リスクが全

国的に内在しているとの課題を提起するものと

なりました。

このような背景から、林野庁は本年７月12日

に「流木災害等に対する治山対策検討チーム」

を設置し、学識経験者等から意見を伺い、流木

災害を含む山地災害の実態把握や山腹崩壊の発

生メカニズムの分析・検証を行った上で、今後

の事前防災・減災に向けた効果的な治山対策の

あり方について検討し、今月の２日に中間取り

まとめを発表しました。そこで、九州北部豪雨

災害における国の中間取りまとめを受けて、県

として今後どのように対応していかれるのか、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県におきま

しては、今回の中間取りまとめに盛り込まれま

した、早急に流木対策が必要とされる危険箇所

等の点検を10月末までに全県的に実施したとこ

ろであります。その結果、流木をとめる効果の

高いスリット式ダムの設置が必要な箇所２カ

所、土砂流出を防止する機能などを有する保安

林の整備が必要な箇所21カ所を新たに選定した

ところでございます。

今後は、これらの箇所を中心に、スリット式

ダムの設置や保安林の機能強化のための間伐、

渓流沿いに堆積した流木や不安定な立ち木の伐

採・撤去などを進めるとともに、治山ダムの計

画的な整備に取り組むこととしております。引

き続き、国に対し予算確保の要望を行いなが

ら、県土整備部や市町村と一体となって、ハー

ド・ソフト両面から、事前防災・減災対策に取

り組んでまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 県土整備部、そして市町村と

の連携、特に市町村との連携をよろしくお願い

しておきます。

続きまして、林業労働災害防止対策について

お尋ねいたします。現在、林業・木材製造業労

働災害防止協会により、林災防宮崎県支部に林

業死亡労働災害多発警報が発令されています。

また、昨年の全国の労働災害の発生率、死傷千

人率産業間比較では、林業31.2、運輸業6.3、農

業5.1、建設業4.5、全産業の平均は2.2となって

おります。本県の死亡事故の発生状況は、平

成13年から平成28年の集計値で、伐倒作業時が

最も多く51％を占め、次いで機械集材作業が27

％となっています。林業県として、とうとい命

を第一に考え、死傷者数の削減に取り組まなけ

ればなりません。そこで、県の林業労働災害防

止対策について、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（川野美奈子君） 林業県であ
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ります本県におきまして、林業労働災害の発生

を防止し、安全・安心な職場としていくこと

は、大変大きな課題でございまして、林業に携

わる一人一人が高い安全意識を持って取り組む

ことが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、県内全域の林業

経営者や作業員が一堂に会する「林業労働災害

防止大会」を開催するとともに、県内２つの地

区において研修会を行うほか、農林振興局等を

単位として安全衛生指導員を配置し、作業現場

の巡回指導を実施しているところでございま

す。これに加え、安全指導が行き渡りにくい一

人親方に対する研修会、作業員の安全教育講習

への支援など、きめ細かな対策を講じていると

ころでございます。引き続き、あらゆる機会を

捉えて、安全意識の啓発に努めてまいりたいと

考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。今

答弁にありましたけど、まさしく、安全指導が

行き渡りにくい一人親方に対する研修会、指導

というのが非常に大事じゃないかなという気が

しておりますので、どうかきめ細かな指導をよ

ろしくお願いいたします。

続きまして、山間部における救急救助対策に

ついてお尋ねいたします。先ほどの質問でお示

ししましたように、林業県である本県は、チー

ム宮崎として、林業労働災害死傷者の削減に取

り組んでいかなければなりません。しかしなが

ら、山間部での救急救助活動は、事故現場の確

認作業や活動に要する時間の短縮など、多くの

課題を抱えていると考えております。そこで、

森林が多く林業が盛んな本県では、山間部にお

ける救急救助対策が重要と考えますが、県の取

り組みについて、危機管理統括監にお伺いいた

します。

○危機管理統括監（田中保通君） 林業労働災

害の現場では、傷病の程度が重篤である場合が

多いことから、速やかな医療機関への搬送が必

要ですが、急峻な地形や道路状況等により、救

急隊の到着に時間を要することが問題となって

おります。このため県では、防災救急ヘリコプ

ターを活用しまして、事故発生後、地元消防機

関の要請に応じて、迅速な救急救助活動を展開

しているところであります。特に緊急性の高い

傷病者に対しては、医師（ドクター）を防災救

急ヘリに乗せまして、現場で医師がヘリから降

下して救命活動を行う取り組みを行っておりま

して、これまでに、熱中症患者や倒木事故によ

る負傷者の救命措置を講じております。

また、市町村と防災救急ヘリの合同訓練の実

施や、林業従事者を対象とした研修会に航空隊

隊員が出向き、ＧＰＳ機能を活用した119番通報

の方法等について周知を図るなど、関係機関と

連携した取り組みも行っております。今後と

も、防災救急ヘリの効果的な活用により、山間

部での救急救助体制の強化に努めてまいりたい

と考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。答

弁にございましたけど、防災救急ヘリコプター

「あおぞら」等の出動は本当に心強いものがあ

りますし、感謝にたえません。効果的な活用に

御尽力いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

続きまして、森林施業の効率化・省力化につ

いてお尋ねいたします。本県では現在、伐採や

再造林の林業生産活動が拡大している一方で、

林業就業者は減少しております。このような状

況において、資源循環型林業を展開していくた

めには、一層の森林施業の効率化・省力化を図

ることが求められています。その一環として、
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近年、目覚ましい発展を遂げていますＩＣＴ等

の先端技術の林業への導入や省力化など、林業

先進県としてふさわしい実践的な取り組みが必

要であると考えます。そこで、森林施業におけ

る効率化・省力化に向けた取り組みについて、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 森林施業の

効率化・省力化は、林業の低コスト化や担い手

の確保を図り、資源循環型林業を推進する上で

重要な課題でございます。このため県では、伐

採と同時に造林を行う一貫作業システムの検証

を実施するとともに、システムが定着するよ

う、県内４カ所で現地研修会を開催していると

ころでございます。

また、林業技術センターでは、関係者と連携

のもとに、本県の気候条件に合った新たな杉品

種や早生樹の試験に着手しているところであり

まして、今年度新たに、夏場の下刈りの省力化

についても研究を行っているところでございま

す。今後は、ＩＣＴ技術の活用が重要であるこ

とから、低コスト化につながるドローンによる

森林調査等の研修や、企業との連携による先端

技術の実用化を図っていく必要があると考えて

いるところでございます。

○後藤哲朗議員 よろしくお願いいたします。

特に夏場の下刈りの省力化が非常に大事だと思

いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、林業における女性の活躍につい

てお尋ねいたします。少子高齢化による労働人

口の減少が進む中で、日本の強い経済を取り戻

すためには、女性の活躍推進が不可欠でありま

す。林業においても、女性の活躍が強く望まれ

ているところであり、女性の力で林業を盛り上

げる林業女子会が、全国25の都府県で結成され

ていると聞いております。本県でも昨年「ひな

たもりこ」が結成され、また、環境森林部長も

女性であり、とても心強く思うとともに、宮崎

ならではの活躍を期待しているところでもあり

ます。そこで、森林・林業女性の会「ひなたも

りこ」の活動について、環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 森林・林業

女性の会「ひなたもりこ」は、職種の垣根を越

えた幅広い女性のつながりによって昨年11月に

結成され、現在71名が加入しているところでご

ざいます。

現在までの主な活動としまして、会員相互の

交流を深めるため、県内各地区で意見交換会や

交流研修会を実施し、森林・林業に対する思い

の共有や、女性の視点から提案を行うととも

に、これまで女性の受講機会が少なかった

チェーンソーや刈り払い機の講習受講など、林

業の技能向上にも努めているところでございま

す。また、フェイスブックによる宮崎の森林・

林業に関する魅力の情報発信にも取り組んでい

るところでありまして、私もこのような活動に

共感しておりますし、大変心強く思っていると

ころでございます。

県としましては、女性の豊かな感性を生か

し、みずから考え行動する「ひなたもりこ」の

ネットワークがさらに広がり、林業のイメージ

アップとともに、新たな女性の視点が加わり活

動が促進されるよう、今後とも積極的に支援し

てまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。環

境森林部長、本県の発展戦略として、林業県で

ある本県にふさわしい先進的な取り組みに挑戦

していくということは、私は大変重要だと思い

ます。人材の確保・育成という観点から、調査

研究費、研究開発費等を確保して、職員の皆さ
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んにも投資をし続けなければいけないと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、広域観光の推進についてお尋ね

いたします。

平成25年度に、東九州自動車道の全線開通を

見据え、宮崎、大分両県とそれぞれの観光団体

が連携する東九州広域観光推進協議会が設立さ

れました。この協議会が設立されまして、４年

が経過いたしました。そこで、東九州広域観光

推進協議会の取り組みについて、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） 東九州広

域観光推進協議会につきましては、ただいま議

員が申されましたとおり、東九州自動車道北九

州―宮崎間の開通を見据えて、平成25年度に大

分県と共同で設置したものであり、東九州の広

域周遊ルートの確立に向けて、現在、積極的に

観光誘客に取り組んでいるところであります。

具体的には、ＮＥＸＣＯ西日本の高速道路の

周遊割引と連携し、北部九州や中国、四国地方

に向けて、共同での観光ＰＲを実施しますとと

もに、宮崎・大分を周遊する新たなバスツアー

への支援や、道の駅を活用したスタンプラリー

等を実施しているところであります。このよう

な取り組みによりまして、例えば、東九州自動

車道の昨年７月の休日交通量が前年に比べ約２

割増加するなど、誘客効果があらわれつつある

と考えております。

○後藤哲朗議員 次に、広域観光におけるイン

バウンドの取り組みについてお尋ねいたしま

す。昨年の北九州市へのインバウンド客は約34

万9,000人で、前年より９万7,000人ふえて38％

増となり、過去最高を記録し、本年度はさらに

増加することが見込まれているそうです。要因

は、北九州空港の国際定期便の復活だそうで

す。

ところで、大分県では、来年の５月に広瀬知

事が会長となられて、「おんせん県おおいた♨

世界温泉地サミット」が開催されます。ま

た、2019年のラグビーワールドカップの開催等

を契機として、インバウンドの取り組みを強化

しているそうです。そこで、広域観光における

インバウンドの取り組みについて、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） 外国人観

光客を本県に呼び込むためには、隣県や九州各

県と連携し、広域的なＰＲや誘客対策に取り組

むことが特に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、大分県や鹿児島県

などと連携し、韓国、香港、台湾における個人

旅行者をターゲットに、レンタカーやバス等を

利用した旅行商品の造成や情報発信等に取り組

んでおります。

また、2019年には、ラグビーワールドカップ

が九州の３つの県で開催される予定となってお

り、多くの外国人が九州を訪れると見込まれま

すことから、現在、九州観光推進機構が九州各

県と連携して、外国人観光客の周遊ルートの策

定を行っており、今後、海外に向けて情報発信

に取り組むことといたしております。

○後藤哲朗議員 御答弁にありました九州観光

推進機構についてであります。本県の推進機構

への負担金は、本年度予算額で3,583万6,000円

であります。また、本県から派遣された職員

が、海外誘致推進部部長としての任に当たられ

ています。費用対効果ではありませんが、しっ

かりと活用していただくよう要望いたします。

続きまして、世界農業遺産についてお尋ねい

たします。

ユネスコの世界遺産は、文化遺産であれ、自
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然遺産であれ、「ありのまま」の姿で残すこと

を目的としています。一方、世界農業遺産は、

変えてもよい遺産であり、場合によっては、む

しろ変えることが求められます。農業が本来的

に変化し続ける「生きているシステム」である

からと考えます。

ところで、世界農業遺産について、現在、我

が国では８つの地域が認定されており、本県で

も、平成27年に高千穂郷・椎葉山地域が世界農

業遺産に認定されたところであります。日本の

８つの地域のうち、九州では、熊本県の阿蘇地

域と大分県の国東半島宇佐地域とともに、３つ

の地域が認定され、隣同士で３カ所も認定を受

けているところはほかにありません。そこで、

九州の３つの世界農業遺産認定地域が隣接して

いるというメリットを生かして、どのような取

り組みを行っておられるのか、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） ３県で取り組

むメリットとしましては、相互の交流を通じ

て、さまざまな観点からの人材育成や新たな魅

力を発見するなどの効果が期待できることにあ

ると考えております。そのため、本年１月に、

３地域の中学生の代表が一堂に会し、地域の魅

力について発表や意見交換を行う「中学生サ

ミット」を大分県で開催し、また来年１月に

は、高千穂町でも開催する予定となっておりま

す。

また、それぞれで実施しております首都圏で

のフェアを合同で開催するなど、隣接している

メリットを生かしたＰＲ活動に取り組み、世界

農業遺産の認定効果を広域的な地域活性化にも

反映させていきたいと考えているところであり

ます。

○後藤哲朗議員 よろしくお願いいたします。

次に、世界農業遺産を活用した観光の振興に

ついてお尋ねいたします。先ほども申し述べま

したが、熊本県の阿蘇地域、大分県の国東半島

宇佐地域、そして本県の高千穂郷・椎葉山地域

と、隣接しているというメリットを生かして、

広域観光の振興を図ることが重要と考えます。

そこで、世界農業遺産の観光分野における本県

の取り組み状況と、隣県との広域連携の可能性

について、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） 世界農業

遺産を活用した観光振興を図っていくために

は、高千穂郷・椎葉山地域における農業や伝統

芸能、食などをできるだけ多くの方々に知って

もらい、交流人口の拡大につなげていくことが

重要であると考えております。このため県で

は、地元５町村と連携し、五ヶ瀬町の釜炒り茶

体験や日之影町の森林セラピーなど、旅行商品

化に向けたモニターツアーなどに取り組んでお

り、今年度中にも試験販売を行うこととしてお

ります。

また、熊本県、大分県との連携につきまして

は、お互いの特徴を生かした旅のストーリーづ

くりや、共同での情報発信などによるＰＲ効果

も考えられますので、今後、両県と意見交換を

しながら、どのような連携ができるか検討して

まいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 次に、総合地球環境学研究所

との今後の連携についてお尋ねいたします。世

界農業遺産に関連して、本年８月に、本県と総

合地球環境学研究所―略称で地球研と言われ

るそうですが―、地球研との間で交流協定を

締結したとのことであります。地球研は、地球

環境問題の解決に役立てる総合的研究を行うこ

とをミッションとする、2001年に京都市に設立
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された大学共同利用機関法人であり、都道府県

と協定を結ぶのは全国で初めてと伺っておりま

す。このような貴重な学術機関に御協力いただ

けるのは大変ありがたいことだと考えます。そ

こで、今後、本県と地球研との間でどのような

取り組みを行っていかれる予定なのか、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） 総合地球環境

学研究所、いわゆる地球研からは、世界農業遺

産の認定に際しまして、学術的な助言や戦略策

定などの御支援をいただいたところでありま

す。こうした縁を生かしまして、本年８月に交

流協定を締結したところであり、今後は、世界

農業遺産の海外への情報発信や、日本農業遺産

の認定等についても支援していただくこととし

ております。さらに、地球研が宮崎大学等と連

携して実施します伝統文化や農林水産業などの

研究活動に対しまして、県としても支援を行う

ことで、相互の交流・連携を深めていきたいと

考えております。

○後藤哲朗議員 地球研、私はすばらしい機関

だと思うんですよ。中山間地域の活性化等々に

も御助言をいただけるということですから、実

は、私、行きたかったんですけど、今回行けな

かったんですが、ぜひ行ってみて、いろいろと

勉強、学習したいなと。すばらしい機関だと思

いますので、御利用方よろしくお願いいたしま

す。

世界農業遺産は、世界的に重要な農林水産業

システムを認定することとなっていますが、国

内の他の認定地域を見ますと、棚田、茶、ア

ユ、梅など、実質単品での認定となっている地

域が多いと思います。その点、高千穂郷・椎葉

山地域は、棚田、シイタケ、神楽、釜炒り茶、

和牛生産を組み合わせました山間地農林業複合

システムとして認定を受けており、ＦＡＯ（国

連食糧農業機関）や地球研から、世界農業遺産

の本来の意義という点から見て、高千穂郷・椎

葉山地域はモデルとなる地域であると高い評価

を得ていると伺っております。神話の源流の高

千穂とこの世界農業遺産を組み合わせた地域力

は、私は本県の宝になっていくような思いがあ

りますので、ＰＲ等どうぞよろしくお願いいた

します。

続きまして、水産業の振興についてお尋ねい

たします。

まず、水産業の基盤であります漁港施設等の

防災対策についてであります。私は、先月末に

岩手県盛岡市で開催されました第68回全国漁港

漁場大会に参加してまいりました。出席者皆さ

んの水産業の振興にかける熱い思いと、本年度

からの新たな漁港漁場整備長期計画に位置づけ

られた、漁港・漁場・漁村や海岸の整備が着実

に実施されることの重要性かつ必要性を感じた

ところです。

さて、東日本大震災では、沿岸地域と漁業が

壊滅的な被害を受けましたが、地域のたゆまぬ

努力と全国からの支援により、復旧・復興が進

んでおります。近い将来、発生が予測される大

規模地震・津波や、頻発する台風等の巨大化が

懸念されています。大震災の教訓を生かして、

迅速に防災・減災対策の強化を図ることによ

り、地域の水産業と漁村を守り、発展させてい

かなければなりません。そこで、大規模な地震

・津波や台風の大型化に備えた漁港・海岸の強

靭化対策にどのように取り組んでおられるの

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） まず、漁港に

つきましては、県内23ある漁港のうち、流通、

生産及び防災の観点から、北浦漁港など10の漁
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港を拠点漁港と位置づけまして、重点的に整備

しているところであります。具体的には、防波

堤を、津波や台風の大きな波浪に対しても壊れ

にくい粘り強い構造に改良しますとともに、主

要な岸壁の耐震化等を行っております。

また、海岸につきましては、背後地に住む住

民の生命や財産を守るため、海岸線の防潮堤整

備などが必要になりますことから、被害が大き

いと想定される箇所から順次、地元説明会を

行っているところでありまして、合意形成がで

きた地域から事業に着手していきたいと考えて

おります。

○後藤哲朗議員 引き続き、水産業の振興につ

いてお尋ねいたします。漁業生産量がピーク時

の半分まで減少していることに加え、最近で

は、外国漁船の操業等により、適正な漁場利用

が妨げられています。また、地先漁場では、い

そ焼けも進行するなど、地球温暖化による漁場

環境の変化も生じています。このような変化に

適切に対応し、適正な資源管理の推進と漁場環

境の保全により、水産資源の回復を図る必要が

あると考えます。そこで、水産資源の回復や生

産力向上のための漁場整備について、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） 日向灘海域に

おける水産資源の回復や生産力向上を図るため

には、水産資源をふやすための増殖場や生産の

場である漁場の整備が必要でございます。この

ため、平成29年度から５カ年間の水産環境整備

事業基本計画を策定しまして、ヒラメやマダイ

などの稚魚を漁獲対象となる大きさまで保護・

育成するための藻場や増殖場の整備を行います

とともに、魚類を集める機能が低下した漁場へ

の魚礁の整備や浮き魚礁の設置を行っておりま

す。このような一体的な漁場整備によりまし

て、日向灘海域の生産性の向上を図ってまいり

ます。

○後藤哲朗議員 引き続き、水産業基盤施設の

老朽化についてお尋ねいたします。漁業地域に

おいては、漁業従事者の減少と高齢化、公共施

設の老朽化が進行する一方、新鮮な料理や美し

い景色を求めて漁村を訪れる来訪者は逆にふえ

ています。女性や高齢者も働きやすく、魅力の

ある漁港・漁村とするためには、それぞれの漁

港の機能や状態を再確認するとともに、施設の

長寿命化や有効活用を図ることが重要と考えま

す。そこで、漁港・海岸施設の長寿命化対策の

推進について、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） 漁港や海岸施

設につきましては、施設診断を行った上で長寿

命化計画を策定しておりまして、現在までに、

漁港で全23カ所中21カ所、海岸施設で全21カ所

中３カ所の計画策定が終了しているところであ

ります。計画を策定した後、岸壁の亀裂や沈下

が進行するなど、機能が低下している施設から

順次、補修工事を実施しておりまして、現在ま

でに漁港の13カ所で事業に着手しているところ

です。今後、計画的に事業を実施し、漁港や海

岸施設の長寿命化を図ってまいりたいと考えて

おります。

○後藤哲朗議員 今年度からの水産庁の新たな

漁港漁場整備長期計画では、重点課題ごとに事

業量の目安が示されています。例えば、重点課

題の「水産業の競争力強化と輸出促進」では、

事業量で、流通拠点漁港における整備漁港数、

おおむね90漁港という表現です。本県において

も、４つの漁港が流通拠点漁港と位置づけられ

ておりますので、国の予算獲得に向けて努力し

ていただくよう要望いたします。
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次に、台風18号で被災を受けました北川の防

災対策についてお尋ねいたします。

山から流れ込む水を北川に排水できずに、昨

年に続いて内水氾濫が発生しました延岡市北川

町曽立地区では、延岡市が新たに設置した仮設

排水ポンプが効果を発揮しませんでした。延岡

市では、「国、県とともに解析や対策を協議

し、方向性を出したい」としています。そこ

で、北川の曽立地区の内水対策について、県と

してどのように取り組んでいかれるのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 北川におき

ましては、ことしの台風18号での大雨により、

昨年の水位を上回る洪水が発生したところであ

ります。このような中、御質問にもありました

ように、曽立地区では、北川へ流れ込む曽立谷

川の水が排出できずにあふれる、いわゆる内水

により、２年続けて福祉施設等の浸水被害が発

生いたしました。県におきましては、昨年の浸

水被害の発生以降、北川本川の管理者として、

浸水メカニズムの解析や対策案の検討を行い、

曽立谷川の管理者である延岡市への技術的支援

を行ってきたところであり、年内には、延岡市

が曽立谷川の整備の方向性を示す予定と伺って

おります。

また、県では、曽立谷川の水の流れをよくす

るために効果がある北川本川の堆積土砂の除去

を約３万立方メートル行ったところであり、引

き続き、次期出水期までに同程度を除去する予

定としております。今後とも、延岡市と一緒に

なって、内水被害の軽減に取り組んでまいりた

いと考えております。

○後藤哲朗議員 よろしくお願いいたします。

引き続き、同じく延岡市の北川町の川坂地区

でのパイピングについてお尋ねいたします。パ

イピングは、川の水が堤防の下を通り、砂とと

もに地表に噴き出す現象で、同地区で以前から

発生しておりました。この現象を起こす水みち

を放置しますと、堤防決壊のおそれがあるため

に、県において、災害復旧工事を実施したとこ

ろです。しかしながら、今回の台風18号でもパ

イピング現象が発生しました。そこで、再びパ

イピングが発生した北川の川坂地区における今

後の対策について、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） 昨年の台

風16号により川坂地区で発生したパイピング現

象につきましては、鋼製の矢板を打ち込む対策

工事を、ことしの７月までに約500メートルの区

間で実施したところであります。

しかしながら、９月の台風18号により、再度

パイピング現象が発生したことから、国の専門

家と現地調査を行ったところであります。その

結果、噴出した砂の量が減少したこと、昨年パ

イピングが発生した水位では発生せず、その

後、60センチメートル高い水位となったときに

発生したことなど、対策工の一定の効果が確認

されたとの見解をいただいております。

県では、対策工の効果をさらに高めるため

に、上下流側に合計約300メートル延長する工事

に着手したところであり、今後とも、その効果

を専門家や国と確認しながら、堤防の安全性を

確保するため、必要な対策を進めてまいりたい

と考えております。

○後藤哲朗議員 この北川、当然御存じのよう

に、流量、川幅といい―つぶやきと思って聞

いていただきたいんですが―国の管理河川で

というつぶやきですが、またこれは後ほどした

いと思います。

最後に、学校図書館への新聞配備についてお
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尋ねいたします。

新学習指導要領では、子供たちが変化の激し

いこれからの社会を生きていくために必要な力

を育む上で、学校教育と社会のつながりを大切

にする必要があるとしています。児童生徒が身

近な地域を含めた社会とのつながりの中で学

び、みずからの人生や社会をよりよく変えてい

くことができるという実感を持つことが重要と

考えます。

また、18歳選挙権の導入により、主権者教育

の観点からも、児童生徒に社会参画意識を育む

ことが求められています。児童生徒の学びを教

室だけで完結させないことが必要であり、その

ために新聞や学校図書館は大きな力になると考

えます。

ちなみに、昨年度の国の調査による学校図書

館における現状での新聞配備率は、全国の小学

校の41.1％に対し、本県は33.9％、全国の中学

校は37.7％、本県は32.8％であります。そこ

で、小中学校の学校図書館に新聞を配備するこ

とについて今後どのように取り組んでいかれる

のか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 情報化やグローバル

化など、変化の激しいこれからの時代には、情

報活用力や読解力を身につけて、学んだことを

社会で活用する力の育成が重要であると考えて

おります。そのような力を身につけさせるため

に、新聞を学校図書館や教室に配備すること

で、子供たちがみずから手にとって読んだり、

授業等で積極的に活用したりしていくなど、新

聞に親しみ、触れることができる環境づくりを

行っていくことは、有効であると考えておりま

す。

県教育委員会におきましては、市町村の担当

者会におきまして、学校図書館への新聞配備に

ついて働きかけるとともに、校長会では、新聞

の積極的な活用や環境整備の依頼をしていると

ころでございます。今後とも、このような取り

組みを積極的に続けてまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 教育長、よろしくお願いいた

します。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○ 原正三議長 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、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

平成29年11月30日(木)


