
３月２日（金）
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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）37
（ ）1番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま
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（ ）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

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）39番 横 田 照 夫 同

地方自治法第 条による出席者121
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

監 査 事 務 局 長 奥 野 信 利

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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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

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、図師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 河野知事○図師博規議員

は、昨年12月10日に開催されました第31回青島

太平洋マラソンにおきまして、見事フルマラソ

ン42.195キロを完走されました。フルマラソン

を完走するというのは、並大抵のことではあり

ません。乗りや勢いで完走できるような距離で

はありません。トレーニングを継続し、何時間

も走り続ける体力と、苦しみや痛みに耐え得る

精神力、つまり心の持久力を養うことが必要で

す。知事は、公務、政務が激務な中、恐らく十

分なトレーニング時間が確保できないままスタ

ートラインに立たれ、その不安な気持ちを押し

殺しながらも、それでもみずからが走る姿で県

民を鼓舞されたタフな知事の姿、その覚悟には

敬意を表するものであります。その体を張って

宮崎を引っ張っていこうとする姿で、見事な精

神力と覚悟が答弁にも反映されますように願い

まして、質問に入らせていただきます。

通告しておりました質問項目に従って質問し

てまいりますが、順番のほうを若干入れかえて

おります。その内容を踏まえて御答弁いただけ

ればと思います。

まず、知事の政治姿勢に関して、人材育成・

確保策についてお伺いしてまいります。

平成30年度当初予算の３つの重点施策の１番

目に掲げられました「未来を支える人財育成・

確保と中山間地域対策の強化」についてであり

ますが、本県は、介護、看護、製造業、建設・

建築業、農業、運送業などなど、各分野での人

材の不足が顕著となっております。即効性のあ

る対策が喫緊の課題であるため、人材育成・確

保が知事の重点施策の筆頭に挙げられた理由だ

と思われます。では、どのような政策をもって

課題解決に取り組まれていくのかを伺います。

また、知事は、ことしの１月13日に開催され

た自衛隊宮崎地方協力本部63周年記念式典にお

きまして、「自衛隊の若年定年制や任期制で退

役された方が、地域における人材不足や危機対

応能力の強化、ひいては地域の活力に結びつく

可能性があることに着目し、その仕組みづくり

を強化する」と述べられております。知事は、

大海原に泳ぎ出したサケが大きく成長してふる

さとの川に戻ってくるイメージと、自衛官とし

て成長し、退職された後にふるさとに戻って地

域に貢献する姿を重ねて、「サケの川上り作

戦」とまでネーミングされて人材確保に取り組

まれる旨の発言をされております。では実際、

どのようなプランを知事はお考えなのか、あわ

せてお答えください。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

本格的な人口減少社会が到来する中で、地域

や本県産業の振興を図るためには、県内はもと

より県外からの人材の確保、これも重要である

と考えております。このため、産学金労官が連

携して進めていく取り組みを体系的に取りまと

めました「産業人財育成・確保のための取組指

平成30年３月２日(金)
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針」を策定し、県外人材の確保についても積極

的に展開していくこととしたところでありま

す。具体的には、引き続き、県外での企業説明

会の開催等を行うとともに、今議会に予算をお

願いしておりますが、新たな緊急対策等とし

て、県外人材の掘り起こしを行うコーディネー

ターの設置や、ＳＮＳ等の活用による効果的な

情報提供の仕組みづくりなどに取り組みたいと

考えております。

また、お話にありました「サケの川上り作

戦」でありますが、これは若年層の県外流出に

対する懸念というのが広がる中で、今御説明い

ただきました、本県の人材というものが外の環

境の中で武者修行し大きく育ってくる、そうい

う人材というものを積極活用するという発想が

あってもよいのではないか、特に自衛隊におい

ては、危機管理、防災対応ということでのさま

ざまな自治体、それから企業での採用というも

のが広がっております。そのようなことを捉え

て、そのような話をしたわけでございますが、

県外で活躍してきた方々のスキルを、改めて県

内さまざまな分野の振興に生かしていくこと

は、重要な視点であると考えております。宮崎

ひなた暮らしＵＩＪターンセンターや同窓会組

織等を活用しながら、県外人材のＵＩＪターン

の促進についてもしっかりと進めてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

続いて、同じく人材育成・確○図師博規議員

保策について、今度は福祉保健部長にお伺いい

たします。通告している質問の前に、基本的な

ところを押さえさせていただきたいんですが、

現在、県内の看護師は不足しており、確保策が

急務であるという認識をまずお持ちか否か、福

祉保健部長にお伺いします。

県内の医療機○福祉保健部長（畑山栄介君）

関等からは、夜勤可能な看護職員や育児休業等

の代替看護職員の確保が困難な状況もあると聞

いておりますので、看護職員の安定的な確保は

重要な課題であると認識しております。

部長と共通認識を持っておる○図師博規議員

という観点から、私も質問させていただきま

す。私は現在、公務の合間に児湯准看護学校で

精神保健学の非常勤講師をさせていただいてお

ります。その生徒たちから相談がありました。

内容は、現在、宮崎県には准看護学校を卒業後

に進学できる昼間の２年課程の看護学校がな

く、正看護師の資格を取得するには、夜間の３

年課程の看護学校に行くか、３年課程の全日制

の看護学校に再入学し一から学び直すか、県外

の昼間の看護学校に行くかの選択肢しかないそ

うです。

県内には６つの准看護学校があり、毎年250名

から300名の卒業生がいます。このうち、現在

は、社会人を経験し、転職のためやスキルアッ

プのために准看護学校に来たり、また来られる

際には、実は御家庭があったり、お子さんを育

てられている学生さんも多くいらっしゃいま

す。以前は、その方々が２年課程の昼間の看護

学校に行けていました。県立日南高等看護学校

や県立延岡高等看護学校には、全日制２年のコ

ースがあり、正看護師の資格が２年で取れたわ

けなんですが、現在は、その県立のコースがあ

りませんし、民間の看護学校にもそのコースは

ありません。

私は、児湯准看護学校だけではなく、ほかの

学校の教務主任の先生方からも意見を聞きまし

た。そうすると、昼間に通える２年の養成課程

があれば、現在の卒業生の半分くらいはその進

路を選択するだろう、また、特に延岡や日向の

看護学生は、２年、昼間学べるコースを求め
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て、福岡や熊本の県外の学校に行っているとい

う現実の声も寄せられました。

准看護学校の卒業生の多くは県内就職をして

くれていますが、やはり正看護師の資格を取り

収入をふやしたいし、１年でも早く正看が取れ

ることを望んでいます。看護師育成・確保のた

めにも、医師会等と連携し、全日制２年課程の

高等看護学校を県として再設置すべきだと考え

ますが、福祉保健部長、お考えをお聞かせくだ

さい。

県内の准看護○福祉保健部長（畑山栄介君）

師養成所を卒業し、准看護師免許を取得した方

々の多くは、県内の医療機関等に就職をしてい

ますことから、看護師免許の取得を希望する場

合は、昼間は働きながら、県内に３校ある医師

会立の夜間の養成所への進学や、あるいは通信

教育の受講により看護師を目指されているとい

うふうに伺っております。

県としましては、准看護師がより専門的な知

識・技術を持つ看護師を目指すことは望ましい

ことですが、お尋ねの昼間２年課程につきまし

ては、現状では、講師や実習施設の確保等の課

題もありますので、まずは、准看護師の進学ニ

ーズの現状等について、関係機関や養成所等と

の情報交換を行ってまいりたいと考えておりま

す。

ぜひその調査を行っていただ○図師博規議員

き、やはりお子さんを育てながら、家庭を守り

ながらの学生さんも多い、少しでも子供といる

時間、家庭で過ごす時間の確保のためにも、２

年課程の昼間のコースをぜひ再設置していただ

きたいと思います。

続きまして、障がい者の就労及び雇用実態に

ついて伺ってまいります。

全国的に、一般就労が難しい障がい者の方々

が働く就労継続支援Ａ型事業所で、突然の大量

解雇が相次いでいます。昨年、愛知県では、経

営に行き詰まった同系列２カ所の事業所が閉

鎖、69人の障がい者が解雇に、また岡山県で

は、Ａ型事業所７カ所が一斉に閉鎖、障がい

者283人と職員66人が解雇されるという事態が発

生しております。埼玉県でも53人、広島県で

も112人が解雇されるなど、本県でもこのような

経営困難に陥って突然解雇されるような事例が

出ないか気がかりであります。

そもそもＡ型事業所は、国の特定求職者雇用

開発助成金が１人当たり最大240万円支給され、

これをハード面の整備に充てたり、ほかにも国

から、また地方公共団体からも、１人当たり１

日につき5,840円が支給されることになっており

ます。そして、原則、それら給付金は事業所の

経費にしか充てられず、利用者の賃金には使え

ないのですが、経営困難などを理由に、給付金

の一部を賃金の支払いに回している事業所もあ

ります。

厚生労働省は省令を改正し、事業の収益か

ら、利用者、障がい者への賃金捻出の徹底を求

め、給付金からの賃金支払いを禁止しました。

この厳格化が事業所経営を圧迫していることも

事実でありますが、ゆえに行政指導のあり方が

問われているところでもあります。それではま

ず、県内の就労継続支援Ａ型事業所の数とその

主な業態、そして雇用者の推移が近年どうなっ

ておるのか、福祉保健部長にお伺いします。

利用者と雇用○福祉保健部長（畑山栄介君）

契約を結ぶことで、最低賃金以上が保障される

就労継続支援Ａ型事業所の数でございますが、

平成23年度末の11事業所から平成28年度末で52

事業所と、５年間で41事業所増加し、約4.7倍に

なっております。
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利用者数につきましても、平成23年度末の245

人から平成28年度末で802人と、５年間で557人

増加し、約3.3倍になっております。

また、Ａ型事業所が取り組んでいる主な業態

・業種でございますけれども、レストランやカ

フェの経営、弁当やケーキの販売などの飲食サ

ービスが最も多く、次いで、清掃、リネンの順

となっております。

事業所数や雇用者数がふえて○図師博規議員

いるのは喜ばしいことでありますが、それで

は、その経営実態であります。

次に、Ａ型事業所の経営がどうなっているの

か。先ほども申し述べましたが、国が厳格化を

求めた給付金を賃金に充当してはいけないの

に、している事業所がどれほどあるのか、また

相対的にＡ型事業所の経営状況がどうなってい

るのか把握されていますでしょうか、再度、福

祉保健部長にお伺いします。

利用者の賃金○福祉保健部長（畑山栄介君）

につきましては、原則として、各事業所での生

産活動等による収益によって支払われることに

なりますが、一部の事業所においては、この生

産活動等による収益では足りずに、事業所の運

営経費として支給される報酬の一部を賃金の原

資としているところが、議員からお話がありま

したとおり、全国的な課題となっているところ

であります。

このため、国からＡ型事業所の経営実態を把

握するよう指導がありまして、昨年、事業所を

所管する県及び宮崎市において調査を実施した

ところであります。調査の結果、報酬の一部を

賃金の原資としている事業所が、調査対象の49

事業所のうち、32事業所となっており、これら

の事業所には、経営改善計画の提出を求め、経

営の改善に向けた取り組みを指導しているとこ

ろであります。

調査対象49のうち、32が既に○図師博規議員

国からの厳格化の対象になってしまっておると

いう現状です。ただ、それが全てそのまま経営

困難であったり、事業所の閉鎖につながるとい

うことではないと思われますが、現場の声を聞

きながら適正な指導をお願いします。

それでは、続きまして、障がい者の雇用、特

にまた就労継続支援の事業に直結するであろう

障害者優先調達推進法、いわゆるハートフル法

についてお伺いいたします。このハートフル法

は、国及び地方公共団体が、障がい者がかかわ

る製品やサービスを優先的に購入するように義

務づけた法律で、毎年度、障がい者就労施設な

どからの物品購入などの調達方法を作成し、年

度ごとにその実績を公表することが義務づけら

れております。そこで、ハートフル法施行後、

県及び市町村の発注状況とその推移、そして主

な発注・調達内容をお答えください。福祉保健

部長。

県の障害者就○福祉保健部長（畑山栄介君）

労施設等への物品等の発注実績でございます

が、この障害者優先調達推進法が施行される前

年度の平成24年度では6,740万円となっており、

直近の平成28年度は１億191万円で51％の増額と

なっております。平成28年度実績の主なもので

ございますが、一般競争入札でのリネン関係の

業務発注が8,735万円、その他は随意契約による

もので、清掃関係の発注が524万円、印刷の発注

が470万円、その他物品購入が455万円などと

なっております。

市町村につきましては、平成28年度で5,036万

円となっており、主なものは、清掃関係の発注

が2,737万円、印刷の発注が553万円、その他物

品購入が936万円などとなっております。今後と
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も、障害者就労施設等に対する物品等の発注拡

大に向けて、県の関係機関並びに市町村に対し

て、協力を依頼してまいりたいと考えておりま

す。

確かに、ハートフル法施行○図師博規議員

後、県の発注額は伸びておりますが、答弁にも

ありましたとおり、一般入札での落札により受

注されているところもあります。これはハート

フル法にのっとっての受注なのかというのは、

非常に悩ましいところでもありますが、より積

極的に発注や購入を心がけていただきたいと思

います。各県の内容を見てみますと、大きな開

きがあります。宮崎はそれでも発注額としては

真ん中程度ではありますが、まだまだ工夫すれ

ば協働できるところがあろうかと思います。

次に、企業です。今度は企業側に一定の障が

い者雇用を義務づける障害者雇用促進法が改正

され、この４月から法定雇用率が２％から2.2％

に引き上げられます。そして、今までは、身体

障がい者、知的障がい者が法定雇用率の算定対

象であったんですが、これからは精神障がい者

がこれに加わります。

民間会社の調べによりますと、この法定雇用

率の引き上げを「知らない」と回答した企業は

約40％、さらに精神障がい者が追加されること

を「知らない」と回答した企業は約50％にも

上っています。そこで、本県では、障害者雇用

促進法の改正内容をどのように企業側に周知

し、その結果、精神障がい者の雇用がどのよう

な実態として推移しているのか、福祉保健部長

にお伺いします。

法定雇用率算○福祉保健部長（畑山栄介君）

定見直しの周知につきましては、国において

は、昨年５月の報道発表やホームページでの広

報に加え、今後、経済団体等を通じた企業等へ

の周知にも取り組むこととしております。県に

おきましては、昨年９月の障がい者雇用支援月

間を初め、障がい者雇用促進セミナーや障害者

就業・生活支援センターの活動等を通じて、そ

の周知に努めているところでございます。

また、精神障がい者の雇用につきましては、

平成28年度のハローワークを通じた就職件数

が508人、障がい種別の中で最も多くなってお

り、就業を継続している数も、平成23年度末

の478人が平成28年度末では1,276人となってお

り、５年間で約2.7倍になっております。主な就

職先としては、医療機関や介護施設などの福祉

関係施設への就職が半数を超え、次いで小売店

や飲食店が多くなっております。県では、今回

の法改正を好機と捉えて、関係機関とも連携を

図りながら、精神障がい者の雇用促進につなげ

ていきたいと考えております。

数字は伸びております。あと○図師博規議員

は、特に精神障がい者というのは、その障がい

者の特性を踏まえて、いかに継続していただく

かというところがポイントとなろうかと思いま

すので、ぜひ、きめ細やかな現場との連携をお

願いいたします。

続きまして、教育関係の質問に入らせていた

だきます。「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」の改正時に位置づけられました学校

運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スク

ール設置について伺います。

先日、高鍋町で開催されたコミュニティ・ス

クール合同研修会に、私の所属するライオンズ

クラブのメンバーと参加してまいりました。こ

のコミュニティ・スクールとは、学校と家庭・

地域との双方向の関係構築を目指すもので、学

校や地域が抱えるさまざまな課題に対して社会

総がかりで対応し、共有した目標に向かって、
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対等な立場でともに働く、そして汗を流すとい

うことを具体的にしていくものであります。言

葉での説明ではなかなかわかりにくい部分もあ

りますので、現在、県内で取り組まれているコ

ミュニティ・スクールの具体的な内容、そして

成果について、教育長に伺います。

コミュニティ・スク○教育長（四本 孝君）

ールは、保護者や地域住民等の意見を学校運営

に取り入れ、「地域とともにある学校づくり」

をより一層推進するための仕組みとして、制度

化されたものであります。本県の小中学校にお

きましては、92校でコミュニティ・スクールが

設置されております。これは県内全小中学校の

約25％に当たりまして、全国の小中学校等の設

置率約12％に比べ、高い状況にあります。一

方、高等学校や特別支援学校につきましては、

全国でも設置率は低く、本県においては、現

在、設置には至っておりません。

コミュニティ・スクール設置の成果としまし

ては、地域住民等が教育活動に積極的に参画し

たり、学校とともに課題の対応策を考えたりす

るなど、地域と一体となった学校運営を円滑に

行うことができるようになったとの声が寄せら

れているところでございます。

これまでは、今答弁にもあり○図師博規議員

ましたとおり、コミュニティ・スクールという

事業は、小学校、中学校が中心ではありまし

た。ただ、本年度から３カ年間は、高等学校や

特別支援学校への導入も進める計画が打ち出さ

れています。今後、このコミュニティ・スクー

ルをどう展開していくのか、また、特に高等学

校や特別支援学校とどのように連携を図ってい

くお考えであるのか、再度、教育長にお伺いし

ます。

コミュニティ・スク○教育長（四本 孝君）

ールの制度を定めております「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」の一部が昨年３月

に改正され、その設置が努力義務化されました

ことを受けて、現在、本県におきましても、小

中学校への設置を検討している市町村が広がり

つつあります。県としましては、全ての市町村

を対象に、コミュニティ・スクールの意義や仕

組み、運営の方法等についての研修会を開催し

たり、国からの情報を速やかに提供したりする

などの支援を行っているところであります。

一方、高等学校や特別支援学校につきまして

は、小中学校に比べて通学範囲が広域であるこ

となどから、コミュニティ・スクール設置につ

いては難しさがありますが、学校と地域とのつ

ながりの強化は重要でありますので、今後、地

域とのさらなる連携に努めてまいりたいと考え

ております。

このコミュニティ・スクール○図師博規議員

事業に取り組むことにより、授業数や部活動の

時間が減るのではないかという声も聞かれるこ

とがありますが、地域の中で子供たちが活動す

ることにより、地域の方々から褒められ、また

評価されることにより自信がつき、自己評価が

上がり、部活動でも地元代表であるという意識

が向上し、学力や部活動大会の成績もよくなっ

ているという先進地のデータが既にあります。

また、昨年、宮崎市と国富町、綾町の首長と

教育関係者でつくる本庄高校存続を求める「本

庄高校魅力化推進協議会」から出された要望書

の中には、学校の課題の解決や特色づくりを地

域一体で目指すコミュニティ・スクール事業に

取り組むということが織り込まれています。ぜ

ひ本庄高校と地元自治体を県が支援し、成果を

上げていただきたい。

そして、都農町では、既に平成21年から都農
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町ふるさと連携推進協議会が発足しており、小

・中・高校生が合同で行う町内クリーン大作戦

や、都農高校生を対象とした町内のインターン

シップ制度、また、ふるさとの花名所づくり植

樹活動など、町民と一体となった活動が起こっ

ております。これはまさにコミュニティ・スク

ール事業のモデルとなる活動でありますので、

本庄高校同様、都農高校への支援のほうも大い

に期待するところであります。

それでは、ここで再び知事の政治姿勢につい

て伺ってまいります。知事は、昨年12月２日午

後７時から開催された木城町比木神社の神事

に、御家族とともに参加していただきました。

プライベートの参拝にもかかわらず、祭典にも

参加していただき、せんぐまきまでも手伝って

いただいたことは、神社関係者だけではなく、

見学に来られていた方々も大変喜ばれていたと

ころです。そのとき奉納された勇壮な高鍋神楽

の舞を、知事は今も覚えていらっしゃると思い

ます。その途中で披露された木城魂龍太鼓や子

供神楽で、一生懸命にばちを振りおろし、また

緊張し震えながらも舞を踊り続ける子供たち、

小・中・高校生の姿を今も覚えていらっしゃる

と思います。

木城ではありませんが、今度は、新富町新田

神社でも２月17日に神事が行われ、ヤマタノオ

ロチ伝説に基づいた、太さ30センチのわら綱を

大蛇に見立てて真剣でばさっと切り落とす「蛇

切り」を含む新田神楽が奉納されました。ここ

でも新田神楽保存会の方々が中心となり、地元

の学校と連携し、学校の授業の中に神楽を取り

入れ、地域の歴史や伝統文化継承のとうとさを

子供たちに伝えています。

さらに、毎年８月１日に行われる都農の一の

宮神社夏祭りにおいては、都農高校が学校の行

事として取り組んでいるんですけれども、一の

宮神社から重い重いみこしや太鼓台を担いで街

を練り歩きます。高校生だけじゃないんです。

保護者の方も、学校の先生も一緒になって練り

歩くという大役を担っています。

このように、伝統文化を体当たりで学ぶこと

で、その地域に対する使命感や地域の中での存

在感が見出せるのです。もし地域に学校がなく

なれば、遠方まで通学を余儀なくされ、通学時

間が長くなればなるほど、地域で過ごす時間が

少なくなり、家族や文化と過ごす時間を奪うこ

とになります。特に高校は、人生の進路を決め

る大切な３年間です。その３年間の中で、勉学

はもちろんですが、地域の伝統や文化を体感

し、ふるさとへの愛着を持ってもらうことで、

卒業後、地元に残るか、また、たとえ県外での

生活を選んだとしても、いずれ地元に帰ってく

る揺るがない動機づけができると考えます。そ

こで、知事に伺います。地域における、小学

校、中学校、そして高校の役割をどのように認

識していらっしゃいますでしょうか。

学校は、子供たちの豊○知事（河野俊嗣君）

かな学びと成長を保障する場であります。ま

た、今お話にありました神楽や祭り、そういっ

たものを通じて、地域への愛着や誇りを育みな

がら、将来を担う子供たちを育成する、大変大

切な役割を果たしているものと考えておりま

す。また、学校は地域コミュニティーの拠点の

一つでもあります。地域振興を担う人材の育成

や、ふるさとの活性化等に貢献する、そういっ

た大変重要な役割を果たしているものと考えて

おります。

今の知事の御所見を踏まえた○図師博規議員

上で、次の質問に入ります。先日発表されまし

た、平成30年度県立高校の入試志願者数の状
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況、その内容について、主な傾向と全日制で倍

率が高かったところ、また低かったところ、そ

れらについて御説明を教育長に求めます。

平成30年度の県立高○教育長（四本 孝君）

等学校一般入学者選抜検査の志願状況につきま

しては、全日制の志願倍率が0.98倍、定時制の

志願倍率が0.31倍となっております。また、全

日制35校のうち、学校全体の志願倍率が１倍を

割り込んだ学校は18校、学科コースでは、全106

学科５コースのうち、45学科４コースでありま

す。

倍率が高かった学科は、順に、都城西高校フ

ロンティア科2.09倍、宮崎西高校理数科2.09

倍、宮崎大宮高校文科情報科1.98倍であり、低

かった学科は、福島高校普通科0.04倍、高千穂

高校生産流通科0.33倍、日南振徳高校商業

科0.49倍であります。なお、福島高校につきま

しては、先に連携型中高一貫校である串間中学

校を対象とした連携型入学者選抜を実施してい

るため、特に倍率が低くなっております。

それでは、一般入試後行われ○図師博規議員

る２次募集で、今言われた数字なり倍率は変動

することがもちろんあるわけですが、現時点で

県が示します１学年の学級数４～８学級、いわ

ゆる適正規模に満たない学校もしくは超えてし

まう学校がどれほどあるのか、教えてくださ

い。

現行の県立高等学校○教育長（四本 孝君）

教育整備計画では、国の基準であります１学

級40人を基本として、１学年の適正規模を４学

級から８学級としております。適正規模の下限

であります４学級において、１学年の適正規模

を満たすための人数だけを単純計算しますと、

数値上は、最終的には２次募集も含めまし

て、120人を超えることとなります。

現時点での県立高校入試の志願状況におい

て、推薦入試内定者と一般入試志願者の合計が

この120人を超えていない学校は、都農高校、宮

崎海洋高校、飯野高校、高城高校、福島高校、

高千穂高校、本庄高校、日南高校の８校となっ

ております。一方、適正規模の上限である８学

級を超える学校は、宮崎大宮高校、宮崎南高

校、宮崎西高校の３校となっております。

るる説明がございました。○図師博規議員

それでは、少し角度を変えます。次に、教育

長の諮問機関に宮崎県学校教育改革推進協議会

がありますが、まず、この協議会の役割や位置

づけ、そして本年度の協議内容において、少子

化等の対応について協議されたとも聞いており

ますが、その協議会の内容について御説明くだ

さい。

学校教育改革推進協○教育長（四本 孝君）

議会は、本県教育における中長期的な課題に対

して御意見をいただくために設置された、県教

育委員会の私的諮問機関であります。本協議会

は、学識経験者や行政関係者、教育関係者等か

ら構成されております。協議会本体のほか、地

区別協議会や専門部会を設置し、さまざまな分

野の皆様から幅広い御意見を聴取する体制を

とっております。

本年度は、「今後の高等学校教育改革」をテ

ーマに、「多様な生徒への対応」や「入学者選

抜制度の在り方」など、５つの柱について御協

議をいただきました。その柱の１つである「少

子化等に伴う生徒数減少への対応」につきまし

ては、「１学年の学級数の適正規模の在り

方」、それから「１学級の定員40人の在り方」

の２つの協議項目について御意見をいただいた

ところであります。

答弁にありましたが、協議さ○図師博規議員
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れた「少子化等に伴う生徒数減少への対応」に

ついての中の「１学年の学級数の適正規模（４

～８学級）の在り方について」の項目で出され

た主な意見を教えてください。教育長。

１学年の学級数の適○教育長（四本 孝君）

正規模につきましては、子供たちにとってより

よい教育環境を提供するために、現在の４学級

から８学級とする考え方は必要であるといった

御意見をいただいております。

また、適正規模未満の学校でも、ＩＣＴを

使った遠隔授業の研究を実施し、小規模化した

近隣の高校同士の連携などにより、教育の質を

確保することで、よい教育サービスが提供でき

れば、学校を維持できるのではないかといった

御意見や、地元の小規模な県立高校の存続のた

めに、地元市町村が財政的な支援を含めたバッ

クアップをすることなど、今後は県立高校も地

元市町村との連携や支援が欠かせないといった

御意見、学校間の格差が生じにくくなるような

施策とあわせて、適正規模のあり方を考える必

要があるといった御意見などをいただいており

ます。

私の手元にはそのときの報告○図師博規議員

書があります。それを全て読み上げるにはとて

も時間がありませんが、後ほどまたその答弁に

ついては言及したいと思います。

続きまして、同じく「１学級の定員40人の在

り方について」の項目ではどのような意見が出

されたのか、再度、教育長にお伺いします。

１学級の定員のあり○教育長（四本 孝君）

方につきましては、中学生の多様な進路の選択

肢を広く保つ意味で、１学級の定員を減らして

でも現在の学校・学科は維持してほしいといっ

た御意見をいただいております。これは主に、

１学科１学級が多い職業学科に対していただい

た御意見であります。また、県内の小中学校で

は、１学級40人未満で運営されているケースも

多いことから、高校の１学級40人という基準を

見直してはどうかといった御意見などをいただ

いております。

このような意見を踏まえ、１学級の定員のあ

り方につきましては、国の基準を踏まえなが

ら、地域における学びの保障に十分配慮し、可

能な限り柔軟な対応を検討することが求められ

るといった提言をいただいております。

これら協議会から出された答○図師博規議員

申を受けて これは教育長の私的な諮問機関―

であるとともに、教育委員会にも答申をする機

関であります。それでは、その報告書を受け、

今後、県教育委員会はどのように内容を生かし

ていくのか、再度、教育長にお伺いします。

今回、学校教育改革○教育長（四本 孝君）

推進協議会からいただきましたさまざまな御意

見を参考にしながら、現在、県立高等学校教育

整備計画の後期実施計画の策定を進めていると

ころであります。今後、県教育委員会といたし

ましては、後期実施計画の着実な推進に努めて

まいりたいと考えております。

協議会の意見を参考に、高等○図師博規議員

学校教育整備計画後期実施計画を進めていくと

いうことではありますが、学級数の適正規模に

関しましては、この報告書の中の８つの意見の

うち６つまでが、４クラスから８クラスの規模

を見直すべきという意見であります。また、１

学級40人のあり方についても、この報告書の６

つのうち５つの意見で、定員を見直すべきとの

意見が出されておりますので、これら多数意見

が反映される後期計画の推進となるか、しっか

りと注視していきたいと思います。

ここで、再確認をしておきたい内容がありま
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す。私は今まで、入学者数が募集定員を大きく

下回ると教職員数が減らされることになり、そ

の減らされた分を県単独で予算化しないと小規

模校の存続ができなくなると考えていました。

教育長に伺いますが、入学者が募集定員を大き

く下回った場合、国から交付税措置される内容

にどれほどの影響があるのでしょうか、御説明

ください。

普通交付税の基礎と○教育長（四本 孝君）

なります基準財政需要額のうち、高等学校に係

るものは、教職員数及び生徒数をもとに算定さ

れます。このうち、人件費など教職員数をもと

とするものは、各学年の入学時の募集定員を合

計した収容定員に応じて算出される教職員数を

用いて算定されますことから、入学者の数が募

集定員を下回ったとしても、教職員数をもとに

した普通交付税の算定には影響ありません。

つまり、実際の入学者数では○図師博規議員

なく、募集定員数を減らさない限り、国からの

財政措置は減額されることなく、県の持ち出し

も必要ないということです。それであれば、改

革協議会の提言にもあるように、１学級が40人

未満であっても、少子化を逆手にとり、少人数

できめ細やかな指導をし、小規模校ならではの

よさを生かした学校づくりを目指すべきです。

今回、都農高校の一般入試志願者数と推薦入

試を合わせた数は81人でした。そして、昨年は

２次募集の志願者数が15人で、ことしも同数く

らいの志願者数が見込まれることから、来年度

も100人程度の入学者は期待できます。都農高校

は一時期、61人まで入学者数が落ち込んだこと

もありましたが、そこから今の校長先生が赴任

され、総合学科の魅力を最大限に生かしつつ、

都農町が通学費や検定試験料などを支援するこ

となどの努力が実を結び、入学者数が今、Ｖ字

回復をしております。

校長先生は言われました。「私は学校政策課

から赴任した校長だったので、来たときには、

行政側からも地域からも「都農高校を整理する

ため、なくすために来たんだろう」と言われ

た。冷たい言葉だった。それでも私は、生徒の

ために、生徒が地域で生き抜く力をつけてもら

うためだけに力を注いだ。すると、次第に学校

の先生方や地域の住民の方々が呼応してくれ、

今の都農高校を築き上げてきたのだ」と。

私の手元に保護者からの手紙があります。都

農高校にお子さんを通わせている保護者のお手

紙です。途中省略しながら読ませていただきま

す。「図師議員の県政便りを拝見し、どうして

も気持ちを伝えたく、文章にしたためました。

今の都農高校は５年ほど前からすると大きく変

わりました。私だけではなく、地元のみんなが

感じていることだと思います。生徒からの元気

のいい挨拶があり、そして帰宅途中でしょう

か、駅に向かう途中にごみを拾いながら帰る姿

など、とてもすがすがしい生徒がたくさんいま

す。（中略）都農町から通学費などの支援をい

ただくのはありがたいと思いますが、それだけ

では絶対に受験する生徒はふえません。受験す

る生徒がふえた理由の一番は、一生懸命に頑

張っている先生方がおられ、それに影響を受け

た生徒みんなが心温まる学校をつくり、それを

親が感じ取り、子供たちや親の間で口コミで、

いい高校、いい学校だと広がっているから受験

生が多くなっている、それが本当の理由です。

学校がなくなると地元の元気がなくなるからと

いう理由だけではなく、子供たちを見守って育

ててくれるすばらしい学校がなくなる、これが

悲しいのです。どうかぜひ都農高校が残るよ

う、何とか頑張ってください」。
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このように痛いほどの都農高校への思いと先

生方への感謝が込められた手紙であります。こ

のような思いを抱かれている保護者の方々は、

都農町だけではなく、串間市にも、えびの市に

も、都城市高城町にも、国富町にもいらっしゃ

るはずです。

この４月に、教育長が言われました、高等学

校教育整備計画の後期計画が発表されます。こ

のままでは、その計画の中には、適正規模に満

たない高校の統廃合の計画が織り込まれるはず

です。もし織り込まれないにしても、都農高校

よりも小規模な高校が存続するとするならば、

今まで統廃合を進められた地域や高校のＯＢ、

そして県民からも、納得できないという声が上

がることは間違いありません。

先ほど教育長の答弁にもありましたが、入学

者数が定員を下回った場合でも、募集定員を維

持していれば、国はそれに見合った財源措置を

し、県単独での教員確保の予算は必要ありませ

ん。また、国の教育再生実行会議において、

「教育がエンジンとなって「地方創生」を」と

の具体的な目標を挙げ、学校の力で地域を動か

すことを目指しています。学校というエンジン

なくして宮崎が前進することはないと考えま

す。地方創生のリーダーである知事に、都農高

校を含む県内の小規模高等学校の存続に関して

の思いを伺います。

少子化に伴う生徒数の○知事（河野俊嗣君）

減少等によりまして、高等学校の小規模化が進

みますと、いかにして教育の質を確保していく

かが大きな課題になると認識をしております。

このような中、都農高校につきましては、現行

の高等学校教育整備計画の中期実施計画に基づ

き、昨年度、再編統合の方針が示され、現在、

その準備が進められているところであります。

今後とも、小規模校の存続につきましては、地

域の実態等を踏まえながら、本県高校生にとっ

て、よりよい教育環境をしっかり提供していく

という視点に立って判断されるべきものと考え

ております。

知事の御答弁は、小規模校へ○図師博規議員

光を、そして小規模校存続のために尽力いただ

くという思いが込められておったと理解をした

いところでありますが、何よりも、地元、そし

て現場で頑張っていらっしゃる先生方が諦めな

い限り、私もその代弁者として質問を続けてい

きたいと思っております。

以上で質問を終わります。（拍手）

次は、来住一人議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 通告に基づ○来住一人議員

いて一般質問を行います。

憲法９条改憲をめぐる動きは緊迫の度を高め

ております。自民党は、３月25日の党大会まで

に９条改憲の条文案を提起する構えで、ことし

じゅうの国会発議に向けて動きを強めておりま

す。憲法９条が改憲されることは、国の形その

ものが変わることを意味し、私たちは今、重大

な岐路に立っていると思います。自民党がどの

ような９条改憲の条文案を決定するかは予断を

もって論ずることはできませんが、一つ明らか

なことは、安倍首相が、第１項、第２項は残し

つつ、自衛隊を明文で書き入れることを言明し

ていることであります。

憲法９条は、日本軍国主義が引き起こしたア

ジア侵略戦争によって、日本国民とアジアを初

めとする諸国の人々に筆舌に尽くしがたい苦難

を与え、その深い深い反省の上に確立したもの

であります。戦後間もなく自衛隊が創設されま

したが、１人の戦死者もなく、また１人の外国

人も殺していないのが自衛隊であり、これは世
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界に例を見ない、本当に世界に誇れるものだと

私は思います。ここには憲法９条が生きてお

り、このことは誰もが否定できないことである

と思います。

第１項、第２項を残したまま、自衛隊を明文

で書き入れるなら、後でつくられた法が前の法

に優先する、これが法律の一般原則と言われて

おりますので、第２項は空文化、死文化するこ

とになりますが、知事の認識を伺いたいと思い

ます。

後の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

現在、憲法改正の議論におきまして、自衛隊

の存在を憲法に位置づけるのか否か、あるいは

位置づけるとすればどのように位置づけるかな

ど、さまざまな検討がなされているところであ

ります。今後、国会において議論が深められる

ものと考えておりますが、平和主義の根幹たる

９条の理念を踏まえつつ、我が国を取り巻く安

全保障環境の変化なども考慮に入れながら、慎

重かつ丁寧な国民的議論がなされるべきものと

考えております。以上であります。〔降壇〕

憲法９条を９条たらしめてい○来住一人議員

る、つまり９条の命と言うべきは、第２項にあ

ると思います。「陸海空軍その他の戦力は、こ

れを保持しない。国の交戦権は、これを認めな

い」。この第２項によって、歴代の政府は、集

団的自衛権は行使できないこととしてきまし

た。このことによって、先ほど申し上げました

ように、１人の外国人も殺さず、１人の戦死者

も出してこなかったと思います。第２項が集団

的自衛権を行使できない柱になっていると私は

思いますけれども、知事の所見を伺いたいと思

います。

憲法９条第２項は、戦○知事（河野俊嗣君）

力の不保持と交戦権の否認を定めておりまし

て、第１項の戦争の放棄とあわせて、憲法の基

本原理の一つであります平和主義を定めたもの

であります。憲法改正の議論におきましては、

この９条の根底にあります平和主義という理念

を大切にしながら、我が国を取り巻く安全保障

環境の変化も考慮し、国会や主権者たる国民の

間で、幅広い視点からの十分な議論がなされる

べきものと考えております。

高村副総裁は、「今度の憲法○来住一人議員

改正は、自衛隊は違憲ではない、合憲だという

ことに決着をつける」と、このように述べてい

るようでございますけれども、自衛隊が違憲か

合憲かが問われているのではないと思います。

自衛隊に海外で無制限の武力行使を許してよい

のかどうか、これが問われている。つまり、日

本の若者を海外で殺す・殺されるという関係に

追いやってよいのかというのが今問われている

と思います。

知事は一昨年９月議会で、「憲法９条は、戦

争の放棄、戦力の不保持と交戦権の否認を定

め、憲法の基本原理の一つである平和主義を定

めたものであります。憲法がまさに平和憲法と

呼ばれておりますように、（中略）９条の根底

にある平和主義という理念は、人類共通の財産

と言うべきものであり、今後とも守られるべき

ものと考えております」と語られました。憲法

９条に対する思いは現在も変わりないものと理

解をしてよろしいかと思いますけれども、知事

の所見を伺いたいと思います。

憲法９条であります。○知事（河野俊嗣君）

憲法の基本原理の一つである平和主義を定めた

ものであります。９条の根底にあります平和主
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義という理念につきましては、今後とも守られ

るべきものであるという私の思いは変わってお

りません。

さきの首相でありました福田○来住一人議員

康夫元首相や、古賀誠さん、亡くなっておられ

ますけれども、野中広務さん、加藤紘一さんな

ど、要職にあった多くの方々も９条は守るべき

と発言をされてまいりました。加藤紘一さんが

亡くなったときに、山崎拓さんだったと思いま

すけれども、テレビに出られて、加藤紘一さん

に「憲法９条を一切触ったらいけないのか」と

聞いたら「一切触ったらだめだ」と、こう言っ

たということがテレビで放映されていたのを記

憶しておりますけれども、私どもは、政治的立

場の違いを超えて、９条を守る一点で共同して

頑張っていきたいと、このように思います。

今、こうした団体・個人が９条を守る3,000万人

署名に取り組まれておりまして、私自身も全力

を尽くしてまいりたい、このように思います。

次に、平成27年４月に、日本学術会議が高レ

ベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言を

行っております。提言は、将来世代への責任あ

る行動や最終処分へ向けた立地候補地とリスク

評価など、12項目から成っております。

要旨を述べますけれども、提言７では、「原

発の再稼働に対する判断は、安全性の確保と地

元の了解だけでなく、発生する高レベル放射性

廃棄物の保管に関する計画作成を条件とすべき

である。計画をあいまいにしたままの稼働は、

将来世代に対する無責任を意味する」と警告

し、提言９では、「高レベル放射性廃棄物を地

下300メートル以下 「以深」と書いているん―

です。活字で見るとわかると思うんですけれど

も、言葉でわからないので、「300メートル以

下」と言わせてもらいますけれども での地―

層処分は、安全性をどのように評価するかが重

要な課題となる。しかし、我が国は、海洋プレ

ートが大陸プレートの下に沈み込む位置にある

ため、安全性に対する懸念が払拭できない」、

このように指摘をいたしております。さら

に、300メートル以下では活断層の調査は困難

で、また地震動が地下水の流れに影響すること

も最も大きな不安材料として残る、このように

述べております。

日本学術会議は、御承知のように、任意団体

ではなくて、法律によって組織された団体であ

り、日本で最も権威ある団体と言われておりま

す。全ての原発が稼働するなら、わずか６年で

全ての使用済み核燃料貯蔵プールは満杯となり

ます。プルサーマルも破綻しており、核のごみ

問題は深刻な事態であります。現在稼働してい

る原発は、新たにつくり上げられた安全神話の

上で稼働しており、許せないのでありますけれ

ども、使用済み核燃料の処分の道筋が全くない

まま稼働させることは、無責任きわまりないと

思いますけれども、知事の所見を伺いたいと思

います。

国は、使用済み燃料に○知事（河野俊嗣君）

つきまして、「使用済燃料対策に関するアク

ションプラン」を定め、貯蔵能力の拡大や、最

終処分に向けた取り組みを着実に進めていくこ

ととしております。こうした方針のもと、原子

力発電所の再稼働も行われているものと認識を

しております。原子力政策につきましては、廃

炉の工程における技術開発や人材の確保など、

引き続き対応すべき課題もありますので、安全

性の確保を大前提に、国は責任を持ってしっか

りと取り組んでいただきたいと考えておりま

す。

これまでこの問題も何回か議○来住一人議員
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論をしてまいりました。私も前屋敷議員もして

まいりました。知事のお考えは、原発の稼働に

ついてはやむを得ないという態度をとってこら

れてきたというふうに思います。今、私が申し

上げましたように、日本学術会議も「将来世代

に対する無責任を意味する」と、このように警

告をいたしておりまして、知事を初め県の皆さ

ん自身が、原発やそういうものに対する大変な

知見はお持ちだと思いますけれども、日本学術

会議以上の知見を持っているとは私は思ってお

りません。そういう日本学術会議自身がこう

やって警告をしているという点から見ても、知

事の今の御意見には、私は全く同意できないも

のです。

地下300メートル以下の最終処分場について

も、学術会議は重大な疑義を発しております。

知事は昨年９月の議会において、最終処分場受

け入れの是非について判断すべき状況にない

と、このように答えられております。原発の稼

働を容認する一方で受け入れを拒否すること

は、論理上できないんじゃないか、また県民自

身もそのように思っていると私は思いますけれ

ども、この点についての知事のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

私は、将来的には、可○知事（河野俊嗣君）

能な限り原発に依存しない社会を実現していく

ことが重要であると考えておりますが、一方

で、安定的な電力供給や地球温暖化への対応等

を考慮しますと、今すぐ原発をゼロにすること

は、現実的には難しいと考えております。

また、高レベル放射性廃棄物の最終処分につ

きましては、国は、対話活動等により理解の深

まった地域において、約20年をかけて処分地選

定調査を行うこととしており、その過程で、段

階に応じて自治体の意向を確認し、反対がある

場合は、それ以上調査を進めない、そのような

方針であります。現段階で、本県への調査の申

し入れ等はありませんが、仮にそのような必要

が生じた場合は、市町村や議会、県民の意見を

お聞きした上で、慎重に対応することになるも

のと考えております。

慎重に対応するのは当然のこ○来住一人議員

とだと、このように思います。

宮崎県は現在、九州電力の株を380万5,980株

保有されております。昨年６月28日に九電の株

主総会が開催をされておりまして、この総会

で、「原発事業は行わない」とする定款の変更

を求める議案が提出されましたが、県を代表し

て出席した方は、この議案に反対をいたしてい

るようです。原発事業の容認は、県民の総意で

はないと思います。さらに、保有している九電

株は、知事個人のものでもなく、我々県民のも

のです。こうした事実からも、県民を代表して

参加しているのでありますから、少なくともこ

の議案には、反対すべきではなくて棄権すべき

ではなかったのかなと、このように思いますけ

れども、改めて知事の答弁を求めたいと思いま

す。

原子力発電につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、国のエネルギー基本計画におきまして、

エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要な

電源としまして位置づけられております。この

ことを踏まえ、九州電力は、原子力規制委員会

が策定をしました新規制基準に基づく追加安全

対策はもとより、災害等に対応した特別点検な

ど、安全性の向上に努めていくこととしており

ます。

先ほども申し上げましたとおり、原子力の活

用は、安全性の確保を大前提に、国の責務とし

て取り組むべきものでありますし、電力の安定
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的な供給等を考慮しますと、直ちに九州電力が

原子力発電をやめるということは、現実的には

難しいものと考えております。このようなこと

から、この具体的な株主提案につきましては反

対をしたところでありますが、九州電力には、

引き続き徹底した安全性の確保に取り組んでい

ただきたいと考えております。

わかります。しかし、今、私○来住一人議員

が申し上げましたように、この議案に対して反

対をした、それ自身が法的にどうこうという問

題ではないと思います。ただ、道義上どうなの

か。つまり、県民の財産である株です。その県

民が持っている株の代表として参加された。そ

の県民は、原発稼働について賛成もいらっしゃ

る。いや困る、稼働させてはならないという人

もいらっしゃる。つまり、先ほど私が言いまし

たように、原発が稼働することについて、県民

の総意ではないと私は思います。

そういう点から見て、知事が原発の稼働につ

いてどのような御意見を持っていらっしゃって

も、私は、これについては、少なくとも態度を

保留する、つまり棄権する、それが賢明な立場

ではなかったかなと、改めてこのように思いま

す。ことしまた総会が行われると思いますけれ

ども、その点については、改めてしっかり議論

されて、対応していただきたいということをお

願いしておきたいと思います。

次に、森林の盗伐問題について質問をいたし

ます。この問題は、林野庁の政策とも深いかか

わりがあり、大変広く大きな問題であり、ま

た、被害に遭われた方々にとっては、本当に深

刻な問題であります。問題の大きさや重大さか

ら見るなら、私の調査や認識は、言うなら入り

口にも立っていないというものです。したがっ

て、物事の解決にはほど遠いものでありますけ

れども、解決の方向に少しでも近づけるなら

と、こういう思いを持って質問したいと思いま

す。

この問題は、既に新聞・テレビなどで報道さ

れておりますので、その概要については、知事

も御承知のことと思います。本県の林業の振興

や環境の保全、また治安を初め社会生活の安定

など、全般にかかわる問題であると思います。

まずは、この森林の盗伐問題に対する知事の姿

勢について伺っておきたいと思います。

森林の誤伐及び盗伐の○知事（河野俊嗣君）

被害に遭われた皆様に、まずは、心よりお見舞

いを申し上げます。誤伐・盗伐に対しまして

は、伐採届を偽造し、逮捕、起訴される悪質な

事案も発生しているところであり、まことに遺

憾であると考えております。

本県は、伐期を迎えた森林が多く、全国に先

駆けて伐採が進んでおります。森林・林業県と

して強い危機感を持って、これも全国に先駆け

まして、市町村や警察、関係団体と連携した体

制を構築し、伐採届の窓口での厳格なチェック

や、合同の伐採パトロールによる監視強化等の

対策に取り組んでいるところであります。

さらに、県内では、伐採事業者等で組織しま

すＮＰＯ法人が伐採及び搬出のガイドラインを

自主的に定め、適切な伐採への取り組みも進め

られております。これは林野庁も注目をしてい

る取り組みでありますが、県としても、これを

支援していきたいと考えております。今後と

も、被害者の皆様の声も真摯に受けとめ、森林

所有者への注意喚起や伐採事業者への指導強

化、森林境界の明確化など、的確な誤伐及び盗

伐対策に使命感を持って取り組んでまいりたい

と考えております。

それでは部長に、事務的にお○来住一人議員
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聞きいたします。盗伐が疑われる相談を受け付

けた年度ごとの件数、また受けた相談の処理、

措置はどのようにされているのか、部長の答弁

を求めます。

県及び市町○環境森林部長（川野美奈子君）

村が把握しております誤伐及び盗伐が疑われる

森林伐採についての相談件数でございますが、

平成26年度が２件、27年度が４件、28年度が19

件、29年度が１月末までに28件となるなど、急

増しているところでございまして、これまでに

計53件となっております。

県としましては、誤伐及び盗伐を重大な問題

と捉えまして、昨年８月から、県、市町村に相

談窓口を設置し、警察や森林組合等と連携強化

を図りながら、情報共有や現地確認を行うとと

もに、相談者に対して、被害届を提出する際に

必要となる書類等について助言するなど、きめ

細かな対応に努めているところでございます。

警察本部長に確認します。警○来住一人議員

察が受けた平成29年中、つまり平成29年１月１

日から12月31日までの森林窃盗、盗伐に関する

相談の内容、その内訳について、御報告をお願

いしたいと思います。

平成29年中49件○警察本部長（郷治知道君）

の森林窃盗に関する相談を受理しておりまし

て、その内訳は、２件が相談継続中です。それ

以外は、事件を受理して捜査中のものが６件、

民事上の示談が成立したものが15件、相談時に

既に時効が成立していたものが５件であり、さ

らに、匿名による相談、第三者からの森林窃盗

に関する情報提供、法的な手続に関する問い合

わせなどが計21件になります。

ありがとうございました。改○来住一人議員

めて確認しますと、相談件数49件、うち２件が

継続中、残り47件が警察の仕分けでは解決と

なった。その47件の内訳は、事件として受理し

たのが６件、示談成立が15件、時効成立が５

件、その他匿名による相談などが21件というこ

とであります。

被害者の方々の声で多いのが、「警察はすぐ

示談を勧める」、また「被害届を受理してくれ

ない」というものであります。被害者の実利を

考えて示談を勧めることもあるかもしれません

けれども、警察に対する信頼にかかわることで

あり、大変重要な問題であると私は思います。

受理してくれないとなると、被害者は行くとこ

ろがなくなり、不安は高まり、これに比例して

警察への信頼がなくなります。警察本部長にお

聞きしたいと思いますけれども、被害届を受理

する要件というのはどのようなものなのか、説

明をしていただきたいと思います。

森林窃盗罪につ○警察本部長（郷治知道君）

きましては、被害日時、境界線、被害樹木の大

まかな数量及び被害額の特定などを要件として

必要な捜査を行い、犯罪による被害であること

を明らかにした上で被害届を受理することとな

ります。

犯罪捜査規範というのをいた○来住一人議員

だきました。今、御答弁もありましたけれど

も、被害の年月日、金品及び時価などを聴取し

て、犯罪による被害であることを明らかにした

上で受理するということであります。

ただ、被害者には、犯罪による被害であるか

どうかを捜査する能力も権限も一般にはありま

せんので、警察で被害相談を受けて、これを捜

査して、明らかに犯罪であると確証したとき、

警察から被害者に連絡をとって、被害届を提出

してもらうという手順になるのではないかと、

このように思います。そうしますと、一定の時

間は要しますけれども、事件性がある・なしの
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連絡が被害の相談をされた方に行われるのだろ

うと思います。受け付けた相談を曖昧にすると

いうのが一番よくないことでありますから。

被害を受けた方にとっての最後の頼みは、行

政であり警察であります。被害者の皆さんに真

に寄り添っていただきたいと思います。盗伐・

窃盗が許され、曖昧にされたのでは、社会は腐

敗していきます。盗伐は絶対に許さないという

意志で業務に当たっておられると思いますけれ

ども、警察としての意志を改めてお聞きしてお

きたいと思います。

警察では、昨○警察本部長（郷治知道君）

年、２件３名の森林窃盗の被疑者を逮捕したと

ころでありますが、今後も犯罪があると思料す

るときは、法と証拠に基づいて、厳正に捜査し

てまいります。

部長にお尋ねします。伐採届○来住一人議員

の事務処理の段階で、盗伐・誤伐をチェックで

きる改善がどうしても必要であります。窓口は

市町村でありますが、このことについての県の

対応は、幾つか答弁されたんですけれども、改

めてお聞きしたいと思いますが、どのように対

応されているのでしょうか。御答弁よろしくお

願いします。

市町村によ○環境森林部長（川野美奈子君）

る伐採届け出の審査に当たりましては、これま

で、国が定めた事務処理マニュアルに基づき業

務を行ってきたところでございます。県では、

誤伐及び盗伐を防止するため、昨年８月に、国

のマニュアルを補完するものとして、登記簿謄

本や住民票による所有者の確認などを明記し

た、県独自の事務処理マニュアルを制定し、市

町村に対して周知・指導することによって、審

査業務の厳格化を図っているところでございま

す。各市町村においては、県のマニュアルを踏

まえ、より実態に即した審査となるよう改善を

図るために、事務処理要領の制定等に取り組ん

でいるところでございます。

被害を受けておられる方々に○来住一人議員

対する救済というのは、制度上は難しいと思う

んですけれども、その被害を受けておられる方

々に対する救済や対応はどのように考えておら

れるのでしょうか。部長、改めて答弁をお願い

します。

誤伐及び盗○環境森林部長（川野美奈子君）

伐の被害者に対しまして、救済として経済的な

補償を行うことは、困難であると考えておりま

すが、被害に遭った伐採跡地への植栽の要望が

あります場合には、現地の状況を十分に確認

し、植栽及び下刈り等の森林整備に対する補助

事業を活用してもらうなど、できる限りの支援

をしてまいりたいと考えております。

この問題の最後ですけれど○来住一人議員

も、被害者の皆さんは、被害者の会を結成され

て、知事に要望書を提出されております。要望

書に対する回答はされることになると思います

けれども、いかがされるでしょうか。部長の答

弁をよろしくお願いします。

県としまし○環境森林部長（川野美奈子君）

ては、宮崎県盗伐被害者の会からの要望につき

まして、その内容を真摯に受けとめ、適切な対

応に努めてまいりたいと考えております。現

在、提出された要望書にございます被害の実態

調査につきましては、各林業団体が実施してい

るところでございまして、県では、その調査の

進め方などについて、指導・助言を行っている

ところでございます。今後、その結果を踏ま

え、関係者との意見交換も行いながら対応を検

討し、３月中旬ごろをめどに文書で回答する予

定にしております。
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県のほうにも、また警察本部○来住一人議員

のほうにも改めてお願いしておきたいと思いま

すが、こうした問題に対して誠実に対応してい

ただきますように改めてお願いいたしまして、

この問題は終わりたいと思います。

次に、教育行政について質問をいたします。

まず、本県の公立小中学校、高等学校及び特

別支援学校のトイレの洋式化率の平成30年４月

１日の見込みについて報告を求めたいと思いま

す。

本県の公立学校のト○教育長（四本 孝君）

イレの洋式化率は、平成30年４月１日時点の見

込みで、小学校が37.4％、中学校が35.9％、高

等学校が28.4％、特別支援学校が83.1％であり

ます。

教育長、改めてまた、同じく○来住一人議員

今度は空調（冷房）の設置率の平成30年４月１

日の見込みについても報告をお願いします。

本県の公立学校の教○教育長（四本 孝君）

室における空調設置率は、平成30年４月１日時

点の見込みで、小学校が28.5％、中学校が34.2

％、高等学校が48.9％、特別支援学校が97.1％

であります。

トイレの洋式化と空調設置率○来住一人議員

が、全国的に見て宮崎県はどの位置にあるか、

これは教育長、知っていらっしゃるんですけれ

ども、改めて述べておきたいと思います。全国

で比較できるのは、平成28年４月１日現在であ

りますけれども、公立小中学校の洋式化は、全

国が43.3％、宮崎県は31.4％、全国42位であり

ます。ちなみに、１位は神奈川県で58.4％であ

ります。

空調のほうですけれども、平成29年４月１日

現在、普通教室、特別教室合計で、小中学校

は、全国が41.7％、宮崎県が30.3％、高等学校

は、全国は49.6％、宮崎県が48％、特別支援学

校は、全国が74.5％、宮崎県は92.1％でありま

して、高等学校と特別支援学校は、全国とほぼ

同じか、またそれ以上に進んでいる状況です。

北海道や北日本では冷房が必要でありません

ので、空調の設置率の順位を出すのは余り意味

はないというふうに思いますけれども、私が注

目したのは、小中学校の宮崎県の率が30.3％で

全国平均よりも11.4％も低い、さらに福島県

は54.4％であることです。近くの群馬県などで

最高気温を記録することはありますけれども、

福島県が宮崎県よりも平均気温が高いとは考え

られず、本県の設置率が余りにも低いと、この

ように言わなければならないと思います。

今回、２つの学校を見学させていただきまし

た。小学校と中学校です。２校とも普通教室の

空調はありませんでした。私の孫娘が通ってい

る中学校では、１年生の校舎、２年生の校舎の

トイレは、男女とも全て和式でした。３年生が

入っている校舎のトイレは、男女それぞれ１つ

ずつ洋式がありました。

学校の女性の先生からお話を聞きました。私

も初めて聞いたんですが、女の子は和式のトイ

レを利用するときに、スカートを汚す心配があ

るから、スカートを脱いでトイレに入るそうで

す。それは、小学校のときにスカートをはく機

会が少ないので、スカートを手繰り上げるとい

うことが余り上手にできないからだそうです。

そういう点からも、とにかく早く洋式化してほ

しいと、このようにお話をされました。

女の子ですから、私の孫娘に聞いてみた。

「脱いだスカートはどこに置くのか」と聞いた

んです。「置くところがあるのか」と聞いた

ら、トイレの入り口のドアをあけると、少し広

間、畳何畳かあって、その次に、今度はトイレ
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のほうに入っていくスリッパが置いてありま

す。そこに脱いで置くそうです。そういう点か

ら見れば、洋式に比べて和式は本当に不衛生で

ありますが、スカートを置くところもじかに置

くというのですから、大変驚いたというのが実

感でありました。

学校が災害時の避難所となることからも、ト

イレの洋式化が大きく進もうとしています。東

京都は、2020年までに、小中学校の８割のトイ

レを洋式化する目標を掲げております。奈良県

生駒市は、2018年度までに、小学校全12校、100

％洋式化するそうです。同じく奈良県橿原市で

は、2017年度以降、洋式化に加え、温水洗浄便

座（ウォシュレット）を150基以上設置するそう

でございます。

私の孫の学校の話に戻りますけれども、案内

していただいた先生によると、夏は、２階に教

室があるものですから、２階に上がる階段の途

中から、とにかく熱気でむっとしてくる、それ

で、風のないときには授業になりませんよとい

う訴えがありました。

学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準が

あります。平成21年４月１日から施行されてお

ります。これによると、教室の換気、保温など

が細かく規定されております。教室内温度は10

度以上30度以下が望ましいとなっております。

文科省は、この「学校環境衛生基準の施行につ

いて」という通知を県教委などに発しておりま

す。公立小中学校、県立高校、特別支援学校の

トイレの洋式化、空調設置の促進に関しての県

教委の考え方について述べていただきたいと思

います。

トイレの洋式化や空○教育長（四本 孝君）

調の設置など、児童生徒が学びやすい環境等を

整えますことは重要であると考えております。

県立学校につきましては、建物の老朽化対策や

長寿命化対策を優先して進めております。トイ

レの洋式化や空調の設置につきましても、これ

まで緊急性等を考慮して整備を進めてきたとこ

ろであり、今後とも、継続的な整備に努めてま

いりたいと考えております。

また、市町村立小中学校につきましては、市

町村において検討がなされるものではあります

が、県教育委員会といたしましては、国の補助

制度の周知や参考となる事例の紹介などを、研

修会や担当者会議などさまざまな機会を通じ

て、積極的に情報提供してまいりたいと考えて

おります。

比較するのはどうかと思いま○来住一人議員

すけれども、私たちは、こうやって快適なとこ

ろで会議を開いております。こうした快適な環

境を子供たちにこそ保障しなければならないの

ではないかと、このように私は思います。県、

市町村挙げて、ぜひ努力をしていただきたいと

いうことを改めてお願いしておきたいと思いま

す。

都城きりしま支援学校、日向ひまわり支援学

校の教室不足を解消する事業の進捗状況につい

て、教育長の報告を求めたいと思います。

都城きりしま支援学○教育長（四本 孝君）

校と日向ひまわり支援学校の教室不足の解消に

つきましては、両校とも軽量鉄骨構造の校舎増

築で対応することとしており、本年度は、その

基本設計と実施設計を行っております。来年度

は、建築工事に着手するため、平成30年度当初

予算案に工事請負費を計上しているところであ

ります。予定では、平成31年４月からの供用開

始を見込んでおります。

教室不足は本当に深刻であり○来住一人議員

ますから、関係者の皆さん、大変期待をされて
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いると思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

最後になりましたけれども、就学援助の新入

学児童生徒学用品費等の入学前支給を予定して

いる自治体が、宮崎県内、小学校で７自治体、

中学校で８自治体となっております。いよいよ

近く入学式があるわけですけれども、入学以前

に準備金が親御さんに渡って、ランドセルを

買ったり制服を買ったりすることになるわけで

す。まだ小学校で７自治体、中学校で８自治体

にとどまっているようですけれども、これを拡

大できないのか、教育長の所見を求めたいと思

います。

就学援助につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、学校教育法に基づき、市町村教育委員会

が主体的に実施をしているところでございま

す。国が平成29年度から、小学校に入学する前

の就学予定者に対して、新入学児童生徒学用品

費等を速やかに支給できるよう交付要綱を改正

しましたことから、県教育委員会では、市町村

教育委員会に対して、制度の趣旨を踏まえた対

応をお願いしてきたところでございます。

平成30年４月の入学前に支給を検討している

市町村教育委員会も複数出てきておりますの

で、県教育委員会といたしましては、今後と

も、新入学児童生徒学用品費等の早期支給の取

り組みが進むよう、引き続き周知を行いますと

ともに、就学援助の充実に向け、必要な情報の

提供や助言等に努めてまいりたいと考えており

ます。

私の記憶では、一番進んでい○来住一人議員

るのが岩手県だったんじゃないかと思います。

実際の窓口は、各市町村であったり、また学校

現場だったりすると思いますけれども、ぜひと

も、全ての市町村が事前に届くように努力をし

ていただきますように、改めてお願いいたしま

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）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時35分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○横田照夫副議長

きます。

次は、松村悟郎議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○松村悟郎議員

の松村悟郎でございます。今回も遠いところ傍

聴ありがとうございます。

早速質問に入ります。

先月、平昌オリンピックが終了し、今月９日

からはパラリンピックが行われます。そして、

２年後の2020年には、いよいよ東京オリンピッ

ク・パラリンピックが日本で開催されます。世

界中の国や地域から、多くの選手やスタッフ、

メディア関係者、観客などが訪れ、大変な量の

食事が消費されることになり、日本の食文化

が、そして地域の魅力が世界中に発信されるこ

とになります。本県農産物も絶好のアピール

チャンスでありますが、ただ、東京オリパラで

の農産物の提供にはＧＡＰ認証が必要となりま

す。また、昨年12月に農林水産省が、ＧＡＰ認

証を取得した農産物の年間出荷量について初め

て調査結果をまとめたところ、既に穀類と青果

物の合計26品目で10万トンにも上り、全国でＧ

ＡＰ認証の農産物の生産も始まっていると改め

て感じたところであります。このように、全国

の産地が食材提供に向けた準備を進めているよ

うでありますが、東京オリパラヘの本県食材の
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提供についてどのように考えておられるのか、

知事にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

への県産食材の提供は、国内外への魅力発信や

輸出の促進などにつなげる絶好の機会であると

考えております。また、大会の食材調達基準で

ありますＧＡＰ等の認証は、今後の国内外の取

引における標準になるものと見込まれておりま

す。県産食材の未来を見据えますと、この大会

を契機に、ＧＡＰ認証取得の取り組みを進めて

いく必要があると考えております。このため本

県では、昨年８月に「ひなたＧＡＰ」の認証制

度を創設し、先月、県内初の認証を行うなど、

生産者や品目の拡大に向けた取り組みを着実に

進めているところであります。また、大会で飲

食を提供する業者が来年度中に決定される見込

みでありますことから、本県とのつながりの強

い大手給食事業者や食品卸事業者との情報交換

や、本県食材のＰＲを行っているところであり

ます。今後とも、大会への食材提供の実現に向

け、県内関係者と一体となって取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございます。本県○松村悟郎議員

も、他産地におくれをとることなく、このチャ

ンスを生かして、農水産物のＰＲに努めていた

だきたいと思います。

答弁にありました「ひなたＧＡＰ」について

は、県が、県内各産地において「ひなたＧＡＰ

認証」の取得を推進しているところであります

が、本年２月７日には、私の地元である高鍋町

のキャベツ農家が、県内第１号となる「ひなた

ＧＡＰ認証」を取得いたしました。現在、高鍋

町では、農畜産品のブランディングを推進する

ため、「安心・美味しい農産品プロジェクト」

に取り組んでおり、その中で、ＧＡＰによる農

産品の品質管理を指導し、農産品の評価や付加

価値を高める計画を進めているところでありま

す。このたびの第１号認証は、町の計画を具現

化するための第一歩であり、今後の地域での普

及・拡大を後押しするものとして、関係者は大

いに喜んでおります。認証農家の方から、「認

証を契機に取引先の信頼が得られ、販路拡大や

経営改善につながることを期待している。チャ

ンスがあれば、オリンピックに提供できる作物

の生産にもぜひチャレンジしたい」と、実に頼

もしい御意見がありました。県には、今後と

も、ひなたＧＡＰ認証取得農家の育成に向け

て、より一層の指導・支援に取り組んでいただ

き、認証取得農家に由来する本県産の食材が幅

広く供給されることを大いに期待しております｡

次に、ひなたＧＡＰ認証制度を活用した有利

販売についてであります。東京オリパラを契機

に、今後は、国内・海外流通においてもＧＡＰ

認証を求める動きが加速してまいります。特

に、世界市場を見据えた販売を展開するために

は、ＧＡＰ認証は必須アイテムであるととも

に、新たな付加価値として産地間競争を勝ち抜

く重要な要素の一つとなるのではないかと考え

ます。農家がＧＡＰ認証を取得するためには、

多くの手間と苦労を伴うわけでありますが、私

は、ＧＡＰ認証の取得が、取引面で販売単価に

反映されるなどのメリットにつながれば、農家

のモチベーションも高まり、より一層の取り組

みが促進されると思うのですが、県は、ひなた

ＧＡＰ認証制度を活用した有利販売につながる
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戦略をどう考えているのか、農政水産部長にお

伺いします。

ＧＡＰは、安○農政水産部長（大坪篤史君）

全・安心な農産物の生産によりまして、消費者

の信頼を得ていく取り組みでありまして、今

後、量販店等は、ＧＡＰを前提とした取引を進

めていくものと考えられます。このため、県と

しましては、ひなたＧＡＰ認証制度につきまし

て、消費者への制度の周知や、認証マークを利

用した市場等へのＰＲ、さらには、産地が一体

となった団体認証取得による量販店等との取引

の推進など、有利販売につながる取り組みに努

めてまいります。また、海外への輸出につきま

しても、国際水準ＧＡＰの取得が求められてお

りますため、今後、そのレベルまでステップ

アップできるように取り組んでまいりたいと存

じます。

農家の努力に対する対価は、○松村悟郎議員

生産物の販売単価に反映されることだと思って

おりますので、ＧＡＰの実践による農家や産地

の体質強化に加え、ぜひとも有利販売につなげ

る仕組みを構築していただきますよう、よろし

くお願いいたします。

次に、露地野菜を中心とした加工・業務用野

菜の振興についてであります。近年、生活スタ

イルの変化により、食の外部化が進展し、加工

・業務用野菜の需要は着実に伸びており、今後

もその傾向は続くと予測されます。私は、今後

の産地においては、このような趨勢を意識し、

しっかり対応できる体制づくりに取り組む必要

があると思っています。しかしながら、現在の

西都・児湯地域では、一ツ瀬や尾鈴地区など、

畑地かんがい施設の整備・利用が進められてい

る畑作地帯を中心に、キャベツや白菜、ホウレ

ンソウ、大根等の露地野菜の作付が推進されて

いますが、その作付面積がほぼ横ばいの状況と

なっており、十分に対応できていない状況にあ

ります。そこで、今後の加工・業務用野菜の作

付拡大について、県の考えを農政水産部長にお

伺いいたします。

加工・業務用○農政水産部長（大坪篤史君）

野菜につきましては、消費ニーズが高く、安定

した収益が見込まれるところであります。一

方、作付の拡大を図る上では、露地栽培は天候

の影響を受けて生産が不安定であることや、種

まき、植えつけ、収穫などの作業労力がかかっ

て人手不足になりやすいこと、さらには、加工

事業者に一定の品質の野菜を安定的に供給する

必要があることなどの課題がございます。この

ため、県といたしましては、畑かん施設を有効

活用した安定生産技術の普及や、収穫等の省力

化を図る機械導入への支援を行いますととも

に、地元加工業者との契約栽培を推進し、加工

・業務用野菜の作付拡大を図ってまいりたいと

考えております。

私も、作付拡大に向けては、○松村悟郎議員

加工業者などへの原料が安定的に供給されるこ

とが重要であり、そのためには、契約栽培への

取り組みは有効と考えられますが、これまでの

契約栽培は、数量と単価のみの契約が中心で、

種子の確保から施肥・防除の栽培管理や収穫時

期の決定などについては、個々の生産者の判断

により実施される傾向にあったと思っていま

す。特に、加工業者などが求める定時・定量・

定質の原料供給に対して、個々の生産者では生

産規模が小さいことや、収穫用の機械が調達で

きないことなどから、契約取引に至らない事例

もあると聞いています。

このような中、西都・児湯管内の露地野菜の

一部において、新たな生産方式の仕組みとし
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て、農業版インテグレーションの取り組みが始

まっています。その取り組みはまだ日が浅いこ

とから、今後はその効果検証を十分に行う必要

があると思っておりますが、県は、農業版イン

テグレーションについてどのように取り組んで

いくのか、農政水産部長にお伺いします。

農業版インテ○農政水産部長（大坪篤史君）

グレーションとは、中心経営体と呼ばれる農業

法人や集落営農組織等が、マーケットニーズに

基づき、生産から流通、そして加工までを一体

的に管理していく取り組みでございます。現

在、県内では、児湯地区や西諸県地区の中心経

営体がこの農業版インテグレーションを構築し

まして、農家と加工事業者を結びながら、農家

所得の安定確保に貢献しているところでござい

ます。こういった取り組みを推進するため、県

では本年度から、意欲ある農業法人等を中心経

営体として位置づけまして、産地と加工事業者

のマッチングを行う地域戦略会議の開催や、省

力化機械の実証支援などを実施しているところ

であります。今後も、関係機関と連携して、農

業版インテグレーションを県内各地に広めてま

いりたいと考えております。

私は、露地野菜の振興を図る○松村悟郎議員

ためには、生産基盤の整備はもとより、生産物

の安定販売につなげる販売力の強化も極めて重

要と考えています。ＧＡＰ認証取得の取り組み

や、農業版インテグレーションの取り組みの拡

大も、その一つと考えております。県におきま

しても、今後とも、これらの取り組みの拡大に

向けて、御指導、御支援をお願いしたいと思い

ます｡

次に、農業大学校についてであります。

多くの産業で人材の育成・確保が課題になる

中、林業の分野では、2019年の林業大学校開講

を目指して準備が進んでいます。農業の分野で

は、本県の農業人材育成の中核施設である農業

大学校において、昭和９年の農民道場としての

開設以来、教育内容や施設の再編を行いながら

多くの人材を輩出してきました。一方で、農業

従事者の高齢化が進み、農業人材の育成・確保

は待ったなしの状況にあります。近年では、農

業が将来性のある「稼げる産業」「もうかる職

業」として再認識され、農業に魅力を感じる若

者もふえてきているのではないかと感じてお

り、農業大学校の入学生も増加しているとお聞

きしております。そこで、近年の農業大学校入

学者数と増加の理由について、農政水産部長に

お伺いします。

農業大学校の○農政水産部長（大坪篤史君）

入学者数は、定員の65名に対しまして、平成27

年度は54名、28年度は63名、29年度は69名と、

年々増加している状況にございます。その理由

としましては、まずは、職業としての農業に魅

力を感じる若者の増加が背景にあると考えられ

ます。さらには、農業大学校の職員が県内の高

校を訪問しまして、特に農業系高校では教職員

との情報交換を行い、学校の取り組み内容の紹

介や周知を丁寧に行ってきたこと、また、農業

高校の生徒や教職員等へのアンケートや聞き取

りを行いまして、よりわかりやすい学科へと再

編を行ったことなどによりまして、農業大学校

への理解が深まり、近年の増加につながったも

のと考えております。

先月の新聞等の報道で、本県○松村悟郎議員

の農業大学校の学生が、プロジェクト発表・意

見発表の九州大会において、全国大会出場枠５

枠のうち３枠を獲得したとの話題が紹介されま

した。このように、最近、テレビのニュースや

新聞などで、農業大学校の学生たちが頑張って
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いる姿を目に、耳にするようになりました。こ

のことは、農業大学校が若者に魅力ある新しい

チャレンジを続けているあらわれではないかと

感じております。定員を上回る入学者が確保で

きているとの答弁でしたが、この入学者数の増

加は、農業大学校における指導内容等が大きく

変わったことも要因ではないかと考えます。そ

の取り組みについて、農政水産部長にお伺いし

ます。

農業大学校で○農政水産部長（大坪篤史君）

は、これまでも、時代のニーズに対応し、随時

指導内容の見直しを行ってまいりましたが、最

近の事例を４つほど御紹介させていただきます

と、まず１点目が、農業経験の有無にかかわら

ず、わかりやすく学習できるように、１年生の

前期に総合学習を行いまして、後期から専攻ご

との学習に移行する体制としたこと。２点目

が、先進的な企業や農業法人などの経営者によ

る講義や演習など、農業をビジネスの視点で捉

えた教育を取り入れたこと。３点目が、農業関

連事業者と連携し、ＩＣＴや最先端の農業機械

を活用した農業生産など、農業の将来を見据え

た取り組みを行ったこと。そして４点目が、学

生による模擬会社の設立や、常設の販売スペー

スを活用した経営体験等に取り組んだことなど

がございます。より実践的な学習内容になるよ

うに、現在も努めているところでございます。

農業従事者の高齢化がますま○松村悟郎議員

す進む中でございます。新たな農業の担い手を

将来にわたり安定して育成していくことが重要

であり、農業大学校は、引き続きその中心的な

役割を担っていただく必要があります。農業に

夢を抱いて入学した学生たちは、農業大学校で

学び、育ち、卒業後には農業を担い支える人材

として県内各地域で活躍されていることと思い

ますが、卒業生の進路について農政水産部長に

お伺いします。

農業大学校の○農政水産部長（大坪篤史君）

卒業生は、年によって多少の変動はございます

が、８割以上が県内に就職している状況にござ

います。その進路につきましては、近年、農業

に従事する方が約６割と最も多く、そのうち、

即戦力の人材として求人の増加している農業法

人等に就農する方が７割程度を占めておりま

す。また、そのほかの方も、農業大学校での学

びを生かしまして、そのほとんどがＪＡ等の農

業関係団体や食品・農業資材関連産業に就職し

ております。なお、明日、卒業式を迎えます本

年度の卒業生につきましては、自営や法人就農

など農業に従事する方が、全体の61％に当た

る35名、それから、農業関係団体等へ就職する

方が、35％に当たる20名、さらに、４年制大学

への編入による進学をされる方が、４％に当た

る２名となっているところであります。

答弁にありましたような取り○松村悟郎議員

組みにより、農業大学校の魅力が増し、入学を

目指す若者がふえていくこと、これは本当に喜

ばしいことだと思います。ただ、農業大学校で

受け入れられる学生数には限りがあります。そ

の結果として、残念ながら、農業大学校への入

学がかなわない方もいらっしゃいます。中に

は、実家が農業を営んでおり、その後継者とし

て農業高校に進み、高校卒業後も引き続き農業

を学びたいという若者もおられると思います。

入学希望者がふえる中において、より多くの優

秀な人材を確保し、育てるためには、さらなる

教育内容の改善に加えて、入学定員の見直しに

ついても、将来に向けては検討する必要がある

のではないかと思います。農業大学校では、農

業の将来を担う若者の確保に向けてどのように
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取り組むのか、農政水産部長にお伺いします。

平成30年度の○農政水産部長（大坪篤史君）

入学試験につきましては、定員65名に対して95

名の方が受験されまして、そのうち合格者が71

名、不合格者が24名となったところでありま

す。担い手対策を進めております中で、こう

いった入学できない若者がいるということは、

大変もったいないことでございまして、農業大

学校では、定員を若干オーバーしてでも対応で

きる範囲内で合格者を出しているところでござ

います。入学定員の見直しにつきましては、施

設や受け入れ体制の問題もありますので、今後

の志願者の動向を踏まえながら、慎重に検討し

てまいりたいと考えております。

これだけ若い方が農業を目指○松村悟郎議員

していただく。こんなチャンスはないと思いま

す。このチャンスを生かして、引き続き大学校

を前に進めていただきたいと思います。児湯地

域には、農業大学校と高鍋農業高校がありま

す。本県の中心的な農業人材育成の拠点でもあ

ります。引き続き、大学校と高等学校、高大連

携を密にして、優秀な人材を可能な限り多く育

成していただきたいと思います。期待しており

ます。

次に、地域の核となる図書館づくりについて

であります。

私は、９月定例会の自民党代表質問におい

て、全国的に書店の廃業が進み、県内８つの自

治体で書店が全くないこと、そして、県立・市

町村立図書館の図書購入の実績と購入先の状況

について質問し、ともに図書購入等の資料費が

減少していること、市町村立図書館の図書購入

が県外業者と県内業者が半々になっていること

などを執行部から回答いただきました。地元の

書店から図書を購入することは、地元でできる

ことは地元でやるという地方創生の基本中の基

本であり、地域内経済循環に貢献することであ

ります。公立図書館運営の県外業者への業務委

託や指定管理は、地域に合った独自の図書館運

営や図書の選択、図書館業務のノウハウなどを

地域からなくしてしまう一因となります。読書

日本一を目指す宮崎県としては、街の書店の存

在意義と図書館の運営のあり方等について、

しっかり考慮していただきたいとお願いしたと

ころでありました。

そこで、前回の答弁からもっと具体的に、平

成28年度の市町村立図書館の図書購入状況と県

内書店から購入できない理由を、教育長にお伺

いいたします。

今回、図書館を設置○教育長（四本 孝君）

しております市町村に調査をいたしましたとこ

ろ、平成28年度に、市町村立図書館が書店等か

ら購入している図書の金額の合計は、約１

億3,000万円、冊数の合計は、約８万冊となって

おります。そのうち、県外の書店等から購入し

ている金額は約5,000万円、冊数は約３万冊で、

ともに約40％となっております。また、購入金

額から見ますと、図書のほとんどを県内の書店

等から購入している市町村は５割弱、図書のほ

とんどを県外の書店等から購入している市町村

は４割弱となっております。県内書店から購入

できない主な理由としましては、県外書店等の

ほうが在庫が豊富であることや、県外書店等で

購入すると、ラベルやカバーをつけるサービス

が受けられるといったことがございます。

県外の業者は、本の装備、つ○松村悟郎議員

まり図書にラベルやカバーをつけるなど、県内

の書店には提供が難しいサービスを行っている

ようです。また、地元の書店組合等から図書購

入している形をとりながらも、実際は東京の業
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者から購入しているという実態も一部あると聞

いております。全国的にも同じような状況にあ

るとのことでもあります。

そんな中、北海道の幕別町では、その仕組み

を、地元の書店から図書を購入する方式に変え

たそうです。幕別町はどのようにこの装備の問

題を解決したかといえば、地元の就労継続支援

Ｂ型事業所に装備を委託して、全てを地元で行

えるような仕組みを新たにつくったそうです。

この幕別モデルが、他県の図書館にも広がりつ

つあるとも聞いています。このことは、地域内

経済循環にも貢献するだけでなく、障がい者の

方々の就労の機会をふやし、就労継続支援事業

所の受託拡大につながることでもあると考えま

す。県が策定した「宮崎県障がい者工賃向上計

画」は、平成27年度から29年度までを対象とし

ており、最終年度である平成29年度には、就労

継続支援Ｂ型事業所の工賃額を、１人当たり月

額１万9,300円以上とする目標を掲げておりま

す。そこで、現時点での本県の障がい者工賃向

上計画の達成状況と、就労継続支援Ｂ型事業所

の数及び利用者数について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県では、障が○福祉保健部長（畑山栄介君）

い者の自立を支援するため、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

工賃水準の向上を目指し、工賃向上計画を策定

しているところでございます。その達成状況に

つきましては、直近である平成28年度の平均工

賃額が１万7,960円で、同年度、28年度の目標工

賃額１万8,000円に対して99.8％の達成率となっ

ております。また、県内のＢ型事業所の数でご

ざいますが、平成29年３月末時点で118事業所

で、利用者数は2,361人となっております。

県の月額工賃は、ほぼ計画ど○松村悟郎議員

おりの進捗でありましたが、その額は県全体の

平均であります。私の選挙区内にある町の平均

工賃額は１万1,000円ちょっとであり、残念なが

ら、平成28年度の県の目標工賃額１万8,000円に

もまだまだ到達しないような状況にあります。

そこで、県が発注機会の増加や販路の拡大に向

けて、福祉事業所が共同あるいは連携できやす

くなるような取り組みや、事業の展開に必要な

ノウハウ等を共有・蓄積できるようにするため

の研修など、就労継続支援Ｂ型事業所の受託事

業の受注拡大に向けて、県はどのように取り組

んでいるのか、福祉保健部長にお伺いします。

Ｂ型事業所に○福祉保健部長（畑山栄介君）

おける受託事業等の受注拡大につきましては、

中小企業診断士などで構成される支援チームを

Ｂ型事業所に派遣し、売り上げ向上や販路拡大

等に関する指導・助言を行うとともに、地域の

イベントや大型ショッピングモール等におい

て、複数の事業所が参加して物品等の共同販売

を行っております。また、県の関係機関及び市

町村に対しても、障害者優先調達推進法による

官公需の発注促進への協力を働きかけるなど、

さまざまな取り組みを行っているところであり

ます。さらに、今年度新たに、農業に関する知

識の習得及び技術向上等を支援する事業によ

り、農業分野との連携強化にも取り組んでいる

ところであります。今後とも、事業所が継続し

て取り組める図書の装備のような分野も含めて

受注拡大を図り、障がい者の工賃向上に努めて

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。県も○松村悟郎議員

目標達成のためにいろいろ取り組みをされてい

ることはよくわかりましたが、現実的には目標

が達成できていないことも事実であります。こ

れまで以上に大胆な発想での新たな取り組みも
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大事ではないかと考えます。この幕別モデルを

実施するためには、福祉事業所が図書の装備の

スキルを身につけることはもちろんのこと、複

数の福祉事業所の連携も必要になってくると思

います。県が、図書の装備についての知識・ス

キルの取得と維持向上のための研修や訓練の機

会を設けていただくよう、お願いしたいと思っ

ております。また、市町村とも連携して、それ

ができるよう指導力を発揮していただきたいと

思います。

他県では、県立特別支援学校のカリキュラム

の一つに、図書の装備を入れることを検討して

いる県もあると聞いています。これは、厚生労

働省より平成29年３月に出された、「指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準について」の一部改正に対応するも

のだと聞いております。この改正により、福祉

事業者には、きちんとしたスキルを有する人員

を有して、収益事業を計画的に行うことが求め

られており、具体的なスキルを身につけた障が

い者の人材育成と、継続性が担保された安定し

た収益事業の創出が必須となってまいります。

現に、宮崎市内にある就労継続支援事業所で

は、図書の装備の仕事があれば受けたいと希望

している事業所もあると聞いております。そこ

で、特別支援学校の高等部において、図書の装

備作業を職業訓練の一環として現場実習等に取

り入れることができないのか、教育長にお伺い

します。

特別支援学校の高等○教育長（四本 孝君）

部におきましては、職業訓練の一環としまし

て、働く意欲を培ったり、卒業後の自立に必要

な内容を学んだりする作業学習に加え、企業や

福祉事業所等での現場実習などを実施し、学校

や地域の特色、生徒が希望する就職先や企業の

ニーズ等を踏まえながら、将来の自立に向けた

取り組みを行っているところでございます。図

書の装備作業につきましては、障がい福祉サー

ビス事業における就労継続支援事業所の受託希

望や、装備に係る作業環境の条件が整えば、現

場実習等で取り組むことは可能ではないかと考

えます。

ありがとうございます。今、○松村悟郎議員

例に挙げました幕別町は、人口２万7,000人の町

で、パークゴルフの発祥の地としても有名であ

り、平昌オリンピック金メダルの高木姉妹の出

身地でもあります。その幕別町図書館の取り組

みは、地方創生時代のソーシャルイノベーショ

ンが、町や図書館でのこれまでにない大胆な発

想と、それにかかわる全ての人たちの努力と情

熱により実現できたという、全国で初めての大

変参考になるモデルではないかと考えます。知

事は「日本一の読書県」を提唱しておられます

が、図書館と福祉施設が連携した幕別町のよう

な取り組みについてどのように思われるか、お

伺いしたいと思います。

私は、読書というもの○知事（河野俊嗣君）

が、豊かな人生を生きていく上で欠くことので

きない大変重要なものであると考えまして、｢日

本一の読書県｣を提唱し、こうした高い目標を掲

げることで、さまざまな取り組みを進めている

ところであります。

これまで、県民の方が希望する図書を最寄り

の図書館に素早く配送するシステムを構築した

り、また、読書への機運を高めようということ

で、私も含む県庁幹部が「私のおすすめ本」を

紹介するという企画を行ったり、読書や図書館

に関する県民向けフォーラムを開催したりして

まいりました。また、昨年７月に東京で開催さ

れた全国的な図書館のシンポジウムに私もパネ
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リストとして登壇して、本県の取り組みなどに

ついてＰＲを行ったところであります。

議員からお伺いしました幕別町の取り組みに

つきましては、図書館を巻き込んで地域づくり

が行われているということ、また、図書館と福

祉施設が連携するという新しい視点の取り組み

であると、大変感心をしたところであります。

経費や環境整備等、さまざまな課題を乗り越え

てつくられた仕組みであろうと察したところで

ありますが、地域の福祉の充実、経済の好循環

にもつながるような、よい取り組みであると考

えております。今後ともアンテナを高くし、こ

うした先進的取り組みの情報収集にも努めなが

ら、「日本一の読書県」を掲げる本県としてで

きることは何かということをしっかりと考えな

がら、取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。幕別○松村悟郎議員

町においては、福祉部門と教育委員会の連携・

協力が大変うまくなされたということでありま

す。つまり、この事業の意義や効果など、双方

の考えや価値観を一致させたこと。それで当初

は、就労継続支援事業所への図書の装備委託費

は福祉部門で予算化され、その後、図書館の予

算として組み替えられたと聞いています。この

ように、行政が縦割りではなく部・担当を超え

て、同じ価値観のもと一緒に取り組むことに

よって、実現できることがあると考えられま

す。

また、市町村立図書館では、「県立図書館が

まずはモデルを示してほしい」という声も聞き

ます。県立図書館に比べて、市町村立図書館

は、その体制や予算において整っていないこと

もあり、まずは、県立図書館がリーダーシップ

を発揮して、市町村のモデルとしてこの方式を

採用して、それを市町村に示すことによって県

内の図書館を変えていく、地方創生のソーシャ

ルイノベーションを図書館から始めるというこ

とです。そこで、本県でもこのような取り組み

を県立図書館でモデル的にできないか、教育長

にお伺いします。

県では、県立図書館○教育長（四本 孝君）

職員が市町村立図書館を巡回して、情報の共有

や運営の助言を行うなど、「図書館の図書館」

として何ができるかを考えながら、市町村立図

書館の牽引役として努力をしているところであ

ります。これからも、公立図書館は地域の情報

拠点として、住民の方々に愛され、活用される

ことが大切であると思っております。今回、幕

別町の取り組みについて御紹介いただいたとこ

ろでありますが、図書館を巻き込んだ地域づく

りや福祉との連携など、これからの地方創生を

進める上で大切なことであると考えておりま

す。県立図書館において幕別町のような取り組

みをモデル的に導入しようとした場合、新たな

経費の発生や、福祉施設、地元書店等との協議

・調整など、克服すべき課題があると考えます

ので、総合的な観点から検討してまいりたいと

存じます。

よろしくお願いします。昨年○松村悟郎議員

９月の代表質問で、激減する街の書店と図書館

の運営のあり方について質問したことは、先ほ

ど述べたとおりであります。10月、長崎県での

議員交流会で長崎の県議から、「インターネッ

トで松村さんの質問を見ました。長崎でも図書

館のイノベーションを進めたい」との意見をい

ただき、驚いたところでありました。また、12

月には、東京にある公益財団法人文字・活字文

化推進機構の肥田美代子理事長から手紙をいた

だきました。この方は、もともと童話作家であ
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り、国会議員を15年務められ、読書推進の活動

を熱心に取り組まれた方でもあります。手紙の

内容をかいつまんで言いますと、「県議会議事

録を拝見して、とてもうれしくなりました。知

事さんも御熱心だと聞いています。読書日本一

の県になればどんなにいいでしょう。期待して

います」という内容でした。私もこれまでたく

さんの質問をしてきましたが、このような反応

があったのは初めてで驚いています。本県の図

書館のイノベーションは、全国から注目される

のではないでしょうか。

文部科学省では、現在、図書館や博物館など

の公立社会教育施設について、従来の社会教育

機能だけではなく、地域振興やまちづくりの拠

点として活用していくことを検討しているとこ

ろだと聞いています。人口減少、地方創生の時

代において、図書館の役割も変わってきている

と思います。福祉との融合など、図書館を核に

した新たな地域づくりの取り組みが始まりま

す。県におきましても、幕別町図書館のモデル

を含め、図書館のイノベーションをどうしたら

実現できるかを積極的に検討していただき、新

たな宮崎モデルと言われるような取り組みをお

願いしたいと思います。

次に、安全・安心なまちづくりについてであ

ります。

先月、尊敬する先輩保護司さんの藍綬褒章の

お祝いの会に出席しました。その先輩は、特に

暴力団関係者や薬物常習者など、難しい対象者

の更生保護に進んで取り組まれており、犯罪者

の社会復帰にたくさんの実績を上げるなど、長

年御苦労されており、身を削ってのボランティ

ア精神には頭の下がる思いでした。犯罪のない

安全で安心に暮らせる社会を実現するために、

私も保護司の一人として改めて身の引き締まる

思いを感じたところであります。

近年の犯罪被害の状況を全国的に見ると、刑

法犯の認知件数は、ピーク時に比べ約３分の１

に減少していますが、一方で、特異で凶悪な事

件は後を絶たず、特に、犯罪の約半数は再犯者

によって行われており、その再犯率も年々上昇

していることが大きな問題として指摘されてお

ります。現在、主に保護観察所と地域の保護司

などが協力して、犯罪者の更生保護、再犯防止

の取り組みがなされておりますが、それに加え

て、新たな効果的な取り組みが必要な時期に来

ていると思われます。そこでまず、昨年、宮崎

県警が検挙した刑法犯の検挙人数のうち、再犯

者が占める割合と近年の傾向について、警察本

部長にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 平成29年に県警

察が検挙した刑法犯被疑者は、少年も含めまし

て1,672人でありました。このうち、再犯者の数
※

は777人であり、全検挙者のうちに占める割合、

つまり再犯率は46.5％でありました。近年の再

犯率は、年によって増減はありますが、ここ５

年では、45％前後でおおむね横ばいで推移して

おります。

○松村悟郎議員 より安全・安心なまちづくり

のためには、犯罪や非行をした人たちが社会に

戻った後、再び罪を犯さないよう、指導・支援

する取り組みであります再犯防止対策が大変重

要と考えます。そこで、警察が実施している再

犯防止に向けた取り組みについて、警察本部長

にお伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察におきまし

ても、犯罪抑止のために再犯を防ぐことが重要

との認識のもとで、例えば、執拗なつきまとい

等を繰り返したストーカー行為者に対しまし

て、さらなる加害行為等を自制できるように、

※ 146ページに訂正発言あり

平成30年３月２日(金)
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医療機関での診察やカウンセリングを勧めた

り、希望者に対しては医療機関との橋渡しをし

たり、また、過去に非行を犯した少年に対しま

して、その居場所づくりや社会に溶け込もうと

する意欲の醸成を図るために、農業体験やスポ

ーツ活動等への参加を促す「少年に手を差し伸

べる立ち直り支援事業」を行うなど、多様な観

点から、再犯防止に向けた各種施策に取り組ん

でおります。

犯罪を犯した者の多くが、仕○松村悟郎議員

事や住居を確保できないため、社会復帰が困難

となって、また罪を犯してしまうという悪循環

が見られます。そこで、犯罪を犯した者の中に

は、高齢や障がいなどにより、出所後直ちに福

祉的支援が必要な方も多いと聞いております

が、こうした方に対する現在の取り組み状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。

高齢や障がい○福祉保健部長（畑山栄介君）

により福祉的な支援が必要な方が、刑務所など

の矯正施設から退所した後、地域の中で安定し

た社会生活を営むために、必要な福祉サービス

を円滑に利用できるよう支援することが大変重

要であると認識しております。このため県で

は、地域生活定着支援センターを設置しまし

て、保護観察所等と協働しながら、福祉的支援

を必要とする方に対して、矯正施設の入所中か

ら面談によるニーズの確認等を行うとともに、

福祉施設のあっせんや福祉サービスに係る利用

手続の支援を行うほか、退所後の家庭訪問など

のフォローアップにも取り組んでいるところで

ございます。

高齢者や障がい者などへは福○松村悟郎議員

祉サービスの支援があります。また、非行少年

であった者には、親や親戚の支援が受けられる

場合もあります。これら以外の者たちにも、本

来、円滑に社会復帰していただき、再び罪を犯

すことなく、しっかり働いて納税するなどして

社会に貢献してもらいたいところですが、実態

としては、支援の網から漏れており、高い再犯

率に反映されているのではないかと考えます。

このような中、国においては、犯罪を犯した

者たちに対する総合的な支援を推進するため、

平成28年12月に再犯防止推進法が制定されまし

た。再犯防止推進法では、地方公共団体におい

ても、新たに、国との役割分担を踏まえて、再

犯防止に向けた施策を推進する責務が規定され

ておりますが、今後どのように取り組んでいく

のか、福祉保健部長にお伺いします。

） 今般、成立・○福祉保健部長（畑山栄介君

施行された「再犯防止推進法」におきまして

は、再犯の防止に関する国と地方公共団体の責

務や基本的施策が新たに示され、地方公共団体

には、国や民間団体等との緊密な連携を図るこ

とや、住居や就業機会の確保、福祉サービスの

提供といった施策を地域の実情に応じて実施す

ることなど、その果たすべき役割として位置づ

けられたところでございます。このため、県と

しましては、法律の施行後、既に開始しており

ます矯正施設や保護観察所等との意見交換を今

後さらに重ねていくとともに、地域で更生保護

活動に取り組む民間団体等との関係づくりに努

めまして、国や民間団体等としっかり連携を図

りながら、再犯の防止に向けた体制整備や具体

的な施策展開について検討を進めてまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。○松村悟郎議員

「反省は一人でもできるが、更生は一人ではで

きない」と言われております。犯罪を犯した者

たちが、実刑となることで社会とのつながりを

失い、出所後、社会に戻っても居場所がない、
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さらに罪を重ねるという負の連鎖を断ち切るた

め、対象者に関する情報の取り扱いなど課題は

ありますが、司法と福祉がより連携できるよ

う、国と地方公共団体で十分意見交換していた

だくようお願いいたします。

次に、国道10号の整備についてであります。

国において整備が進められております国道10

号新富バイパスでは、12月27日に日向大橋の区

間１キロメートル、２月19日には田中地区0.8キ

ロメートルが４車線化され、供用開始となりま

した。整備の完了した区間を実際に走ってみる

と、交通の流れが非常にスムーズになったと感

じ、利便性や安全性の向上、地域間の交流促進

を図る上で、道路というインフラが重要であ

り、今後も整備を推進していく必要があると改

めて感じたところであります。そこで、国道10

号の新富バイパスの整備状況について、県土整

備部長にお伺いします。

国道10号の○県土整備部長（東 憲之介君）

新富バイパスにつきましては、交通混雑の緩和

や交通安全の確保を目的として、新富町日置か

ら宮崎市佐土原町下田島間の全体延長約4.8キロ

メートルを国により整備が進められておりま

す。このうち、今年度、日向大橋を含む約1.8キ

ロメートルが完成したことにより、新富町の三

納代交差点から宮崎市佐土原町の徳ヶ渕交差点

間の約4.1キロメートルが４車線で供用されてお

ります。残る三納代交差点から北側の約0.7キロ

メートルにつきましては、国において、交通の

状況等を見ながら、整備のあり方について検討

していくと伺っております。

新富バイパス、残り区間はも○松村悟郎議員

う少しでございますので、また引き続き、県の

ほうでも要望をよろしくお願いしたいと思いま

す。新富バイパスも大きく整備が進展したとこ

ろであります。新富バイパス以北の国道10号高

鍋大橋間の道路整備状況について、県土整備部

長にお伺いします。

） 新富バイパ○県土整備部長（東 憲之介君

スから高鍋大橋間の約７キロメートルにつきま

しては、２車線での整備が済んでいる状況であ

りますが、さらなる交通安全対策を進めるた

め、平成19年度から25年度にかけて、小丸川に

かかる高鍋大橋において、下流側の既設歩道に

加え、上流側に側道橋が新設されたところであ

ります。また、平成25年度から28年度にかけ

て、高鍋町の樋渡交差点から古港橋交差点まで

の約900メートル区間において、沿道の店舗など

に乗り入れる際の右折待ちをしている車に後続

車が追突する事故を防ぐため、車道の拡幅も行

われたところであります。なお、今後の道路整

備につきましては、国において、交通の状況等

を見ながら、必要に応じて検討すると伺ってお

ります。

先ほど私の答弁○警察本部長（郷治知道君）

の中で、平成29年中の県警の刑法犯被疑者の検

挙数を、少年も含め1,672人と誤って申し上げて

おりまして、正確には1,670人でございました。

失礼いたしました。

国道10号については、これま○松村悟郎議員

でも交通安全対策を図るため、国において整備

を進めていただいておりますことには感謝して

おります。一方で、高鍋町の南九州大学跡地に

はキヤノンの進出が決まっております。1,500名

の雇用が見込まれております。今後、国道10号

の交通量が増加することにより、混雑が予想さ

れます。今後もこの区間において、交通の状況

も踏まえ、４車線化も含め、渋滞対策や安全対

策に必要な整備が行われますよう国のほうにも

要望していただくよう、よろしくお願いいたし
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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）

次は、中野 明議員。○横田照夫副議長

〔登壇〕（拍手） オリンピッ○中野 明議員

クも終了いたしました。いろいろ感動する場面

もありました。あの感動場面を見ながら、私も

勇気をもらいました。今回の一般質問頑張ろう

という気持ちになりました。そして今となった

ら、「そだねー」のカーリング女性チームの拠

点地、北見市の常呂町の経済効果はどんなもの

かな。ＮＨＫのゴールデンタイム、それから11

時の報道番組、出っ放しです。あの効果は大き

いだろうなと思っております。それからもう一

つ、もぐもぐタイムで食べていたイチゴ、あれ

は、私は思うんですけど、多分、日本のイチゴ

農家が品種改良したイチゴの苗がひそかに持ち

去られて、韓国でかなりの生産量を上げてい

る。ああ、あのイチゴはひょっとしたら、もと

もとは日本のイチゴかな、そんな思いで見てい

たところであります。

観光みやざき未来創造基金についての質問に

移ります。

私は、新聞で「観光みやざき未来創造基

金」20億円の見出しを見て、一瞬はっと感動し

たんです。ところが、じっくり見ればがっかり

感です。恐らく観光業界の皆さんも同じ印象

じゃなかったかなということです。よくあの中

を見ますと、「未来」という言葉が使ってあ

る。「未来創造」とか。これは、企業にとっ

て、観光業界にとっても、今のこの競争社会で

「未来」という言葉はないんです。私にもあり

ません。最近感じることは、そういうタイト

ル。美しく、そして抽象的で、中身が直接一致

しない、そういう感じがするんです。その中

で、「何度行っても飽きないオンリーワンのお

もてなし」、これは何を考えればいいのか。こ

れは本当に難しい。その中で「美しい宮崎づく

り推進事業」というのが入っている。掘り下げ

て掘り下げないと、この基金と関連不明であり

ます。ましてやおもてなし。「おもてなし」と

いうのはいい言葉です。だけど、行政と民間の

役割を考えんといかん。おもてなしというの

は、観光業界が自分のところの営業を考えて取

り組むおもてなしなんです。じゃ、行政でおも

てなしというのは何か よくわかりません。―

私はやっぱり、全体を見て期待感を持てるよう

な表記、中身にすべきと思います。簡単に言え

ば、仕掛け花火を期待しておって、中身は線香

花火だったということです。

ということで、今、観光と言えば、私が一番

興味があるのは、政府の規制緩和の最たる結果

であります、訪日外国人数であります。これは

ビザ解禁です。訪日外国人数の経緯を見ます

と、平成23年が600万人、28年が2,400万人なん

です。そして、昨年の数字が概略出ました。29

年が2,900万人、約3,000万人と覚えている。６

年間で５倍の伸びになっているというのが現状

であります。そこで、知事に質問であります。

本県の観光振興において、訪日外国人をどのよ

うに認識しているのか。また、訪日外国人の現

状について、知事はどのように受けとめている

のかお伺いいたします。

以下、質問者席からやります。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

訪日外国人についてであります。滞在期間が

長く、消費単価が高い外国人旅行者を呼び込む

ことは、本県経済の活性化にとりまして非常に
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重要であると考えております。このような中、

本県の外国人延べ宿泊者数は年々増加してお

り、国の宿泊旅行統計調査の速報値では、平

成29年は31万人と、前年の24万5,000人と比

べ26.5％増となり、全国では26番目となってお

ります。しかしながら、九州の中では最下位と

いう状況にありますので、本県の魅力というも

のを考えますと、大きな伸び代がここにあると

考えております。さらに外国人観光客の誘致に

力を入れていく必要があるものと考えていると

ころであります。〔降壇〕

数字等は知事の答弁どおり○中野 明議員

だ。ただ私は、知事がいつごろから、今の答弁

のような興味を持たれたのかなと思うと、

ちょっと疑問がある。去年から持っておれば、

まだことしの予算はふえたはずです。そういう

ことで、平成30年度のインバウンド対策予算

は、対前年度比でどのようになっているか、商

工観光労働部長お願いします。

平成30年○商工観光労働部長（中田哲朗君）

度のインバウンド対策予算案としましては、新

たに、観光みやざき未来創造基金を活用する海

外市場誘客促進ＰＲ事業や、従来からの東アジ

ア等インバウンド推進事業など、合計で5,200万

円余を計上しておりまして、前年度と比較して

約1,000万円の増となっております。

よくわかりました。1,000万円○中野 明議員

は、この基金にのっている800万円を四捨五入す

れば大体1,000万円になる。新規事業でも、最近

「オリパラ」という文字が目立つ。それはそれ

でいいことです。ただ、訪日外国人数の約７割

を中国、香港、韓国、台湾が占めているんで

す。企業で言えば、今後どの分野を攻めればい

いのか。これは企業だと、間違えますと倒産し

ます。やっぱり、観光で今攻めるところはどこ

かということをしっかり考えてもらいたいと思

うんです。

さきのサッカーワールド大会の合宿誘致も、

キーパーソンを探して、シーガイアで隠密裏に

何回か食事したりとかね。そしてあのサミット

が決まりました。これなんかも、松形知事が、

いわゆる竹下総理の公邸、自宅まで押しかけて

いって陳情した結果が、ああいうことになっ

た。これを見てみますと、これだけ予算をとっ

てオープンにして やっぱり競争ですから―

ね。これはこれでいいとして、目の向け方とし

ては、もうちょっと訪日外国人に向けるべき

じゃないかな、私はそう思っています。

29年の速報値ですが、南九州で言いますと、

宮崎県が31万泊、対前年７万人ふえています。

確かにふえている。だけど、鹿児島県が72万

泊、対前年23万泊ふえているんです。それで熊

本県が79万泊、対前年27万泊ふえている、そう

いうことです。それと、消費額も１桁宮崎は違

うんです。ただ、鹿児島、熊本と比較します

と、新幹線とかそういう地理的条件はありま

す。それは私もわかっています。だからといっ

て、じゃ諦めるか、そういう話じゃなかろうと

思っているんです。しっかり頑張った結果がこ

れだったと言ってくれれば、みんな納得する話

だと思います。それで、訪日外国人の現状を考

えると、宮崎はこのまま行ったら取り残され

る。知事が先頭に立って、もっと重点的にイン

バウンド対策に取り組むべきと思うが、知事の

考え方をお願いします。

昨年は、県議会の御支○知事（河野俊嗣君）

援もいただきながら、台湾の新竹県、桃園市と

の交流協定を結んだところであります。そう

いったものもインバウンドに結びつけていく、

そういう取り組みの布石も打っておるところで
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ありますし、特に、滞在期間が長く、消費金額

が多い欧米豪というところにもさらに視野を広

げて、誘客に努めていく必要があります。その

観点から、ラグビーのワールドカップでありま

すとか東京オリンピック・パラリンピックなど

の一大イベントが開催されるこの数年間、欧米

豪も含めた多くの外国人観光客を呼び込むまた

とないチャンスであると。これを機に本県観光

を大きく飛躍させたいとの思いから、今回、新

たな基金を設置することとしたところでありま

す。今後５年間、この基金を活用し、市町村や

観光関係団体等ともしっかり連携をしながら、

また、ラグビーのワールドカップに関して申し

上げますと、九州３県で試合が開催されますの

で、お客様に九州全体を周遊していただこうと

いう九州全体での取り組みも進めております。

こういう各県との連携もさらに図りながら、効

果的な情報発信やプロモーション、さらには県

内の受け入れ環境の整備など、訪日外国人の誘

致に戦略的かつ集中的に取り組んでまいりたい

と考えております。

それも私はいいことだと思う○中野 明議員

んです。ただ、今のインバウンドの伸び代を見

ながら、じゃ、どこを一番狙ったほうがふえる

かという話にもなると思うんです。だから、観

光政策の最終結果は、外国人、日本人を含めて

観光客の宿泊数が何ぼ伸びたか、これが大事な

んです。欧州と東アジアと金額は変わらんわけ

です。やっぱり伸びるところをいかに伸ばすか

ということも大事だと思っています。それが究

極の結果。

私は大事なことをいつも思っておった。この

間、観議連で指宿に行った。その講義の中で、

５年先には延べ宿泊数が訪日外国人と日本人と

ほぼ同数になるということなんです。今までの

倍積み上がる。これで、地の利も含めて不利な

条件ですけれども、かなりの差がつく。今頑張

らないと、この差は埋め切れないと思っており

ます。ぜひ、知事先頭に頑張ってください。こ

の基金の中身については、また９月議会で頑張

りたいと思っています。

次に、都市計画に移りますけど、ことし防議

連で霧島市に行きました。以前、ここには京セ

ラを中心に団地ができていた。それを楽しみに

行ったんです。ところが、行ったら、団地じゃ

ない。京セラのホテルを中心に、田園の中に住

居もあれば、ソニーとかそういう会社が存在し

ておる。だから団地じゃない。そこを見れば、

霧島市は市街化調整区域じゃないよな、そんな

思いもしながらね。そして、霧島市はこれで大

分税収がふえたな、そんな思いです。今いろい

ろ質問があります。これはみんな金が要る話

じゃないですか。総務部長になると、いかに宮

崎県の県税を伸ばすかということが頭にない

と、下に金がないとできないんです。そういう

ことを見ながら霧島市を見て帰りました。

都市計画については、市街化調整区域を中心

に質問いたしますが、都市計画法の質問は地域

限定版。というのは、市街化調整区域があるの

は、宮崎市（佐土原町、高岡町、清武町）、国

富町、延岡市、日向市、門川町、ここに限定で

あります。以前、都城広域都市計画区域があり

ましたが、昭和63年に市街化調整区域をみんな

外した。これまで私は、調整区域については、

県議１年目からライフワークとして取り組んで

きました。平成23年に法34条11号条例が定めら

れ、それなりに前進しました。しかし、私の考

えている内容と随分乖離があるということで、

再度ライフワークを再開することになったわけ

です。
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そこで知事に、都市計画法調整区域の目的は

どのようなことかお尋ねします。

都市計画法におきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健

康的で文化的な都市生活及び機能的な都市活動

を確保すべきこと並びに、このためには適正な

制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべ

きことを、基本理念として定めているものであ

ります。この基本理念のもと、限られた土地を

有効に配分し、住宅や産業用地、緑地などを適

正に配置することによりまして、都市の健全な

発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡

ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを

目的としております。都市計画区域につきまし

ては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街

化を図るため、必要があるときは、市街化区域

と市街化調整区域との区分、いわゆる線引きを

定めることができるとされているところであり

ます。このうち、市街化調整区域につきまして

は、無秩序な市街化の抑制を目的としているも

のであります。

これは法の理念であります。○中野 明議員

その中に言っていることが、48年たった現在と

は全く違うということを、個々に質問したいと

思っております。まず、本県の都市計画区域に

おける調整区域の割合は、昭和62年が60％、全

国８番目に高かった。昭和63年に都城広域都市

計画区域の市街化調整区域を廃止した結果、そ

の割合は40％になり、全国16番目になったとい

うことであります。都城広域都市計画区域の線

引きを廃止した理由はどのようなことか、県土

整備部長お願いします。

都城広域都○県土整備部長（東 憲之介君）

市計画区域につきましては、昭和45年11月に線

引きを行いまして、昭和63年４月に線引きの廃

止を行っており、その当時、都市計画区域内の

人口に対します人口集中地区の人口割合が、全

国平均67％に対しまして37％となっておりまし

た。同時期の宮崎広域都市計画区域では60％、

日向延岡新産業都市計画区域では70％であり、

これらに比べても大変低いものでありました。

このようなことから、周辺部に対する開発圧力

も余り大きくない状況にございました。また、

農振農用地、いわゆる青地農地が市街地周辺の

相当部分を取り巻くように分布していることか

ら、無秩序な開発行為等が大規模に発生する状

況には至らないものと判断し、地元の市町の意

向も踏まえ、線引きを廃止したものです。

これは済んだことをとやかく○中野 明議員

言っても……。これは私は、言うならば最後は

政治力だと思います。今の用途区分があって、

そんな理屈は成り立たない、そう思っていま

す。これは部長と議論してもしようがない。ち

なみに鹿児島県、比率が11％です。それで全国

最下位。それだけ市街化区域、割合として入っ

ていないということ。これなんかもかなり影響

しておるんじゃないかなと思います。

それで、製造品出荷額、例えば都城市と延岡

市を比較してみました。昭和46年に、都城市

が311億の製造品出荷額、そして延岡市、同じ46

年に929億、延岡が３倍差をつけておるわけで

す。それを平成26年と比較しますと、都城市が

逆転しています、3,900億。延岡が3,100億ぐら

い。逆転している。全て調整区域とは言いませ

ん。えびの市―宮崎市、高速道路が開通したの

が昭和56年ですから、そういう関係もあるかと

思います。それから、議長のお膝元、三股町、

これは県内唯一の人口増加町です。三股町から

町外に出る通勤者は7,000人。要は、市街化調整

区域がなくなってベッドタウンになったのかな
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という感じがする。国富町の市街化調整区域が

なくなればベッドタウンになっているかな、そ

う思うんです。

次に、宮崎県に市街化調整区域が導入された

昭和45年と最近の産業構造はどのようなこと

か。まず商工観光労働部長、そして農政水産部

長お願いします。

本県の製○商工観光労働部長（中田哲朗君）

造業の事業所数、従業者数及び製造品出荷額等

について、国の調査が、昭和56年以降は全事業

所から従業者４人以上の事業所に変更されたと

いうこともあって、単純に比較はできませんけ

れども、まず、事業所数につきましては、昭

和45年が3,2 4 1事業所で、直近の平成28年

が1,532事業所となっております。また、従業者

数につきましては、昭和45年が５万8,229人と

なっており、その後増加しておりましたが、平

成３年の７万9,276人をピークに減少に転じ、直

近の状況としましては、平成28年が５万2,951人

となっております。また、製造品出荷額につき

ましては、昭和45年が2,104億円で、直近の平

成27年が１兆5,657億円となっております。

農政水産部関○農政水産部長（大坪篤史君）

係では、農業就業人口と農業産出額についてお

答えをさせていただきます。まず、農業就業人

口ですが、国の「農林業センサス」によります

と、昭和45年が約19万7,000人、平成27年が約４

万5,000人となっております。ただ、この数字

は、平成２年から調査対象が変更となりまし

て、従前は全ての農家が対象でしたが、それ以

降は、経営耕地面積が30アール以上、または農

産物販売金額が50万円以上の販売農家が対象と

なっておりますので、単純に比較することはで

きないかと考えております。

次に、農業産出額につきましては、「生産農

業所得統計」によりますと、昭和45年が809億

円、平成28年が3,562億円となっているところで

あります。

私、ここでおもしろいことに○中野 明議員

一つ気づきました。製造品出荷額を鹿児島と比

較しますと、昭和45年、ちょうど2,100億円、鹿

児島と宮崎同じなんです。ここから用意ドンが

始まった。その後かなり差がついている。それ

から製造業事業所数、3,200が、今1,500です。

これだけ減った中で製造品出荷額は上がってい

る。いかに地域の小さい事業所がなくなったか

ということなんです。それから農業も、昭和45

年ごろ20万人です。国富町はほとんど農家で

す。市街化区域、中にも含めてね。そういうこ

とで、平成27年が4.5万人、このうち２万人が70

歳以上なんです。この４万5,000人、20年前と比

べると、宮崎県の農家は年間2,000人ぐらい減っ

てきておる。どんどん高齢化率が上がっていま

す。今後は年間2,000人よりまだ多く減る。こう

いうことを考えると、国富町の10年先がどうな

るのか、よくわかりません。

それから、昭和45年ごろといいますと、「金

の卵」と言われた中学生の就職列車、私も１回

行きました。15歳で県外に行く、働く場所がな

いからです。また一方では新婚ブーム。新婚ブ

ームで、市内のタクシーがみんな日南海岸に

行って、宮崎にタクシーがないとクレームがき

よった時代です。それとまた、農業と言えば、

至るところ迫田、空き地があれば農産物を植え

て……。自給自足じゃありませんけど。そうし

たころが昭和45年ぐらいなんです。昭和45年と

いうと、まだ生まれていない人もいますけど、

それを比べてみたら、本当に大変だなと思いま

す。

次に、今、両部長の答弁があったように、本
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県の産業構造に大きな差が見られるが、都市計

画を所管する県土整備部長としては、このよう

な変化をどう捉えているか、お願いします。

先ほどの答○県土整備部長（東 憲之介君）

弁にございましたように、例えば農業就業人口

につきましては、昭和45年当時と比べて大幅に

減少しておりますが、このような就業人口や産

業構造の変化は、土地利用に密接に関連します

ことから、今後の都市計画を考えるに当たり、

大変重要な要素であると認識しております。し

たがいまして、このような状況の変化の把握に

努め、これを都市計画に反映していくことが大

事であると考えております。

まさしく「そだねー」という○中野 明議員

話。しっかり、現在どう生かされているかとい

うことを考えていただきたい。

次に、今、移住者の話が盛んに出ている。県

外からの移住者等が、市街化調整区域内で住宅

や土地を取得して住むことができるのか、県土

整備部長お願いします。

市街化調整○県土整備部長（東 憲之介君）

区域内においては、無秩序な市街化を抑制する

ため、土地利用に制限が設けられております。

ただし、昭和45年の線引き前に建てられた住宅

については、移住者等の一般の方が住宅を取得

して住むことができ、その後は建てかえること

もできます。また、線引き後に建てられた住宅

でも、建築後10年以上適正に使用されたこと等

の要件を満たす場合には、同様に住むことがで

きます。一方、土地を取得して住宅を建てるこ

とができますのは、昭和45年の線引きの前に既

に宅地であった土地が、市街化区域に隣接また

は近接し、敷地と敷地の距離がおおむね50メー

トル以内で、おおむね50以上の建築物が連なっ

ている集落の中にあることの要件を満たす場合

などであります。

なお、都市計画法第34条第11号に基づく条例

で指定した区域におきましては、移住者等の一

般の方でも、みずから居住するための一戸建て

住宅の建築が可能であります。

聞いているほうはなかなかわ○中野 明議員

からんと思いますので、通訳します。要は、昭

和45年より前に建てられた住宅は取得すること

ができるとなっていますけど、取得する前に建

て直したりとかは……。一回、とにかくその家

に住んでからでないと建てかえもできないとい

う条件があります。だから、長くたって雨が

漏っているようなところでも、一回住まないと

建てかえはできん。そんなところは家の中でテ

ント張って生活していたという話になるのか、

そんな議論もしました。要は、ぼろぼろになっ

た家でも、すぐに建てかえができないのは変え

られないということなんですよね。間違いない

ですね。

次に、昭和45年以降に建築された住宅が、

築10年以上適正に使用されたものであれば、一

般の人が取得できるという話であります。いろ

いろな事情があって５～６年で空き家になった

家、このような住宅はどうなるのか、お願いし

ます。

建築後５年○県土整備部長（東 憲之介君）

とか６年で空き家になったものにつきまして

は、原則として建築後３年間、許可の目的に

沿った利用がなされ、その後10年以上経過した

ものについては、同様に取り扱うこととしてお

ります。また、建築主の死亡や破産など、建築

時点では想定できなかったと認められる、真に

やむを得ない事情により継続して使用すること

が困難となった場合は、一般の方でも、許可を

得てその住宅を取得して住むことができます。
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これもなかなか理解……。要○中野 明議員

は、建てて５～６年でいろいろ事情があって空

き家になったという家は、３年から10年たたな

いと買えないということです。死亡とか破産以

外は。だから、中には、急に悪くなって息子の

ところに行く、空き家になる。これも結局は13

年ぐらいたたないと他人に譲ることができな

い。そして、まだ20年たたんとだめだという条

項もあるんです。これは時間をかけて議論した

い。そういうことで、11号条例で建った家も、

なかなか簡単には空き家は買えませんよという

ことです。

昭和45年以前の、敷地と敷地の距離が50メー

トル、おおむね50戸の集落であれば、その住宅

取得ができるとのことですが、例えば、集落

が20戸、30戸だった場合どうなるのか、お願い

します。

集落内の建○県土整備部長（東 憲之介君）

築物の数につきましては、平成12年以前の都市

計画法で、「おおむね50以上の建築物が連たん

している地域」と定められていましたが、平

成12年の改正によりこの規定が廃止され、都道

府県の許可制に移行しました。現在の県の許可

基準においても、この当時のおおむね50以上と

して取り扱っているところであり、お尋ねの20

～30の場合は基準を大きく下回っておりますこ

とから、線引き前からの宅地であっても、住宅

は建てられないことになります。

ですから、市街化調整区○中野 明議員

域、200戸の集落になれば何とかなる。それ以外

のところは、50メートル間隔でまとめて50戸あ

るところは何とかなりますよという話。50戸以

外のところ、集落というのは大体農家と山の間

にずっと並んでいる。そういうところは全然対

応できない。そのままほったらかしておくより

仕方がないということなんです。私はこんなの

を見て、何の意味でこんな規制が必要なのかな

と不思議でたまらん。

それで、距離がおおむね50メートルとか、お

おむね50戸以上とかいう基準の設定権限はどこ

にあるのか、県土整備部長。

お尋ねの基○県土整備部長（東 憲之介君）

準の設定につきましては、県が定めております

が、中核市である宮崎市においては、宮崎市が

定めております。

それで、私が不思議に思うの○中野 明議員

は、今、コンビニ、ファミレス等がはやってい

ますよね。コンビニ、ファミレスは線引きされ

た都市計画区域内、市街化調整区域内ですね。

では、どのような取り扱いになっているのか、

質問いたします。

線引きされ○県土整備部長（東 憲之介君）

た都市計画区域のうち市街化区域においては、

それぞれの用途地域の規制に応じて、コンビニ

エンスストアやレストランなどの店舗を建築す

ることができます。市街化調整区域において

は、これらの店舗の建築を許可できる場合は２

通りあります。１つは、小売店舗などの既存の

集落内の居住者の日常生活に必要な施設で、既

存の集落内またはこれに隣接する場所等にあ

り、店舗部分の床面積が200平方メートル以内、

敷地面積が原則として500平方メートル以内であ

ることが要件となります。もう１つは、長距離

の道路を運転するドライバー等の食事や休憩の

ための沿道サービス施設で、国道や主要地方道

に面し、相当の駐車場を有しており、店舗の部

分の面積が建物全体の50％以上を占めているこ

となどが要件となります。なお、その市街化調

整区域に居住する方が営む、延べ面積が50平方

メートル以内の店舗については、許可を得るこ
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となく建築できます。

私が言いたいのは、許可をと○中野 明議員

ればどこでもできるということ。最後の市街化

調整区域内に集落という区域がある。その中に

は、例えば200平米ならいいですよということ。

問題は、区域外の主要道、県道に面してつくる

場合、この要件は店舗面積が50％以上ですよと

いうことですね。ただ、私が言いたいのは、こ

れはあくまでも長距離ドライバー等の食事、休

憩所としての沿道サービス施設の範疇なんで

す。だから、ある程度大きいところはコンビ

ニ。コンビニは食事をとるところ、休憩所がな

いとおかしいんです。今、そういうところはは

やってきていますよね。そんなところはそのま

ま、法的に離れているんじゃないかなと思う。

それからファミマ、ファミリーで行くからファ

ミマと言うんです。これも本当は、長距離ドラ

イバーが食べるための施設なんです。長距離ド

ライバーなんか来ていません。みんな家族で行

く。駐車場を広くとりなさい、これも私は本当

におかしいなと思っています。そういうこと

で、今のコンビニも、多分違反コンビニがある

んじゃないかな、そう思っています。

次に、平成12年地方分権一括法が施行、それ

以降に、農地法、都市計画法において国から県

へ移譲された権限はどうなっているのか。農政

水産部長と県土整備部長にお願いします。

地方分権一括○農政水産部長（大坪篤史君）

法施行後に農地法について変更になったのは、

２点ございます。まず１点目ですが、２ヘクタ

ールを超えて４ヘクタール以下の農地転用許可

について、それ以前の平成10年の農地法改正で

は、許可権限が国から県に移管はされました

が、まだ国との協議が必要でございました。そ

れが、平成28年の改正で県の自治事務となり、

協議は不要となったところであります。それか

ら２点目ですが、４ヘクタールを超える大規模

な農地転用許可につきましては、従来は国が直

接判断していたものを、平成28年の改正で都道

府県の権限で許可できることとなりました。た

だし、これにつきましては法定受託事務とな

り、農地法の附則によりまして、国との協議が

必要とされているところであります。

平成12年４○県土整備部長（東 憲之介君）

月の地方分権一括法の施行による都市計画法の

改正においては、県の都市計画決定に必要であ

りました国の認可が、同意を要する協議で足り

ることとなるなど、国の関与についての見直し

はなされておりますが、国から県へ移譲された

権限はございません。

国から県に権限移譲した。中○中野 明議員

身を見ると協議と。これを言っておる限りは権

限移譲にはならんのです。そういうまやかしの

ところがあるんです、国の言い方もね。

次に、都市計画の決定において、県及び市町

の役割分担はどのようになっているか、県土整

備部長お願いします。

都市計画の○県土整備部長（東 憲之介君）

決定においては、市町が中心的な主体でありま

すが、市町の区域を超える広域的、根幹的な都

市計画についてのみ、県が決定することとされ

ております。具体的に申しますと、県は、都市

計画区域の指定や、市街化区域と市街化調整区

域を区分する、いわゆる線引きの指定、また、

自動車専用道路や重要港湾等の広域的・根幹的

都市施設について決定し、市町は、用途地域や

地区計画等の土地利用に関する計画、都市計画

道路や都市公園等の都市施設について決定する

こととされております。

なお、県が都市計画を決定する場合において
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は、地域の実情等を十分に踏まえ、市町と連携

・調整を図った上で決定していくこととしてお

ります。

市と連携して調整とか出てく○中野 明議員

る。町に言わせれば、いや、県がうんと言わ

ん。県は、町の意向だ。国も同じです。調整と

いうのも、実態は、町は県の言うことを聞かん

としようがない、そういうことです。

それから、都市計画法に基づく開発許可の権

限はどうなっているのか、県土整備部長。

開発許可に○県土整備部長（東 憲之介君）

つきましては、都市計画法に基づき、中核市で

ある宮崎市と県が許可権限を有しております。

ただし、都城市、延岡市及び日向市の３市につ

きましては、「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例」に基づき、それぞれの市が許可

権限を有しております。

宮崎市、宮崎県は独自に設定○中野 明議員

しているということですね。宮崎県、宮崎市は

権限を持っているけど、延岡市、日向市は権限

移譲をしている、そういうことです。

１問飛ばしますけれども、14問目、市街化調

整区域を廃止した他県の事例及び廃止手続はど

のようなことか、県土整備部長。

市街化調整○県土整備部長（東 憲之介君）

区域を廃止した他県の事例につきましては、14

道府県で16件の事例がございます。線引きを廃

止する際の手続としましては、まず、まちづく

りの主体となる市町が、地域の現状把握や廃止

後の影響等について検討した上で、県が、関係

市町や関係機関、関係部局との調整を行いなが

ら、都市計画の変更案を作成します。その後、

関係市町への意見照会や公告縦覧等を踏まえた

上で、最終案を県の都市計画審議会に諮り、国

土交通大臣の同意を得た上で、線引きの廃止を

決定することとなります。

可能だということです。かな○中野 明議員

りこれには政治力が必要だろうなと思います。

次、市街化調整区域の趣旨、目的は、昭和45

年の霞が関の机上論と、今議論している地方と

は大分変わっている。人口減少とか農業就業人

口減少、耕作放棄地の拡大、空き家の増大等を

考えると、相反する状況になっているというこ

とで、鎌原副知事のお考えをお聞きしますけ

ど、鎌原副知事は昭和45年というと１歳です

ね。一生懸命母乳をすわぶっていたころかなと

思います。そこの範囲をどうかというのは、私

もわからんのに、ちょっと矛盾がありますけ

ど、法律を理解してお願いします。

都市計画法が制定さ○副知事（鎌原宜文君）

れ、宮崎県において線引きがなされた昭和40年

代と現在とでは、社会経済情勢等が大きく変

わってきております。今後、人口減少がより本

格化する中、将来にわたり持続可能な都市を実

現するためには、都市機能を市街化区域内の中

心市街地等に集約するだけではなく、市街化調

整区域の既存集落におきましても、生活環境の

維持を図り、都市と田園地域等が共存・共生す

る、宮崎らしいまちづくりを目指していく必要

があると考えております。このようなことか

ら、市街化調整区域内の耕作放棄地や空き家、

空き地等の未利用地につきましては、大変大き

な課題であると認識をしておりまして、これま

でにも、農林漁業との調和を図りながら、土地

利用規制の緩和や見直しを行ってきたところで

あります。しかしながら、議員御指摘のとお

り、未利用地の活用が十分に進んでいない地域

も見られますことから、都市計画関係事務を

行っております市町や関係部局と連携をいたし

まして、未利用地の活用に関してさらにとり得

平成30年３月２日(金)
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る方策がないか、引き続き検討を進めることが

必要だというふうに考えております。

宮崎県に在任中に、ぜひ現場○中野 明議員

を副知事も見ていただきたい。私は東国原知事

に一つだけ感心したことがある。東国原知事の

ころ、こういう議論をした。そうしたら、国富

町の調整区域を見に来てくれたんです。そこで

知事が、「中野県議は何で来てないの」、都市

計画課を通じて言った。その後何もないんです

けど。私が見せたいところじゃなくて、都市計

画課は恐らく、何でもないようなところを知事

に見せたのかなと思っているんです。今度は私

が一緒に案内しますから。都市計画課が見せる

ところはだめだ。私は、違法建築物を建てて告

発、告訴されたらおもしろいだろうなと思うん

です。残念ながら、私、調整区域に土地がな

い。そんなことも考えています。今の手法は社

会主義よりか悪いです。社会主義はまだつくる

ところに建物をつくるから。この計画法でいく

と、何もせんところを縛って塩漬けにする話で

すから。

そういうことで、次に行きます。私は法律が

優先することは理解しているんです。48年前の

法規と現実の乖離を理解して、県の裁量で規制

している部分がある。さっき議論した中でも

ね。だから、そういう規制している部分をしっ

かり見直して、県と地域の活性化を念頭に置い

て業務を推進すべきと思うが、部長の前向きな

最後の答弁をお願いします。

県はこれま○県土整備部長（東 憲之介君）

でも、都市計画法施行条例の一部を改正し、市

街化調整区域において11号条例で指定された区

域においては、自己居住用の戸建て住宅の建築

を可能とするなど、規制の一部緩和を行ってき

たところであります。しかしながら、地域の活

性化を念頭に置きますと、人口減少の問題、産

業構造の変化、移住者等のニーズ、また高速道

路等のインフラ整備の進展など、社会経済状況

の変化を踏まえた対策を検討する必要があると

考えております。したがいまして、市街化調整

区域の土地利用につきましては、法の趣旨は踏

まえながら、未利用地の活用が図られるよう、

例えば、11号条例の適用区域における、いわゆ

る旗ざお敷地の敷地形状に関する規定など、県

の定めている基準の緩和について、各県の事例

の調査を進め、市町の意見を聞くなど、地域の

実情を十分踏まえた上で検討してまいります。

各県の事例を聞くのもいいで○中野 明議員

すけど、住んでいるところを聞いてください。

私は、県庁職員は大変優秀だと思うんです。

じゃ何をもって優秀かということです。私は、

行政の最終目標は、県とか地域がまずは元気に

なることだと思う。元気にするためには、法律

の範囲内で何とか現場主義に立ってできない

か、そういうスタンスに変わらない限り、なか

なか……。部長も今回、初めてこんな数値を

知ったでしょう、恐らく。そういう状況ですか

ら、現場主義に立って、今後頑張っていただき

たいと思います。

それから、大坪部長、東部長、いろいろ前向

きに、ありがとうございました。今回卒業です

よね。また頑張ってください。

次に、国民健康保険制度改革についてお伺い

します。

新年度から国民健康保険が県に移管されるそ

の目的、意義及び財政負担のあり方はどうなっ

ているのか、福祉保健部長お願いします。

国民健康保険○福祉保健部長（畑山栄介君）

は、他の医療保険と比べて年齢構成が高く、医

療費水準が高いとか、所得水準が低く、保険税
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の負担が重いといった構造的な課題を抱えてお

ります。そのため、今回の制度改革におきまし

ては、都道府県が財政運営の責任主体となると

ともに、公費を拡充して財政基盤の強化を図る

ことを目的としております。この公費拡充につ

きましては、平成30年度から、全額国費により

全国で1,700億円規模で実施されますが、本県へ

の配分額は約19億円と見込んでおります。

なお、県費につきましては、今年度まで市町

村に対して交付していた負担金等を引き続き負

担することになりますが、制度上新たな負担が

発生するというものではございません。

次に、これまで市町村単位○中野 明議員

だった国保財政が県単位化されることにより、

市町村の財政運営がどのように変わるのか、再

度お願いします。

今回の制度改○福祉保健部長（畑山栄介君）

革によりまして、県は、県全体の保険給付の財

源となる国保事業費納付金を市町村ごとに決定

して徴収するとともに、これまで各市町村が医

療機関等に支払っていた保険給付に要する費用

の全額を、市町村に交付金として交付するとい

うことになります。したがいまして、保険給付

費が見込みよりふえた場合でも、県が全額を市

町村に交付し、また、県が市町村から徴収する

納付金については、当初決定した額から増額す

るということはありませんので、市町村には年

度途中で新たな負担は発生せず、市町村の財政

運営は収支が均衡し、より安定するということ

になってまいります。

今回の算定の結果では、市町○中野 明議員

村ごとの納付金額に差が生じているが、その理

由はどういうことか。

納付金額の算○福祉保健部長（畑山栄介君）

定につきましては、市町村と協議を行い、県全

体の必要額を、医療費水準、所得水準、被保険

者数、世帯数に基づき県内統一のルールで案分

し、市町村ごとに納付金額を決定することとし

ております。その結果、医療費水準や所得水準

が高い市町村におきましては、１人当たりの納

付金額が高くなる傾向にあります。これによ

り、納付金をもとに算定される平成30年度の１

人当たりの年間保険税必要額ですが、最も高い

市町村では12万182円、最も低い市町村では７

万5,718円となっております。

私も今回これを勉強して、以○中野 明議員

前から国富町は保険税が高い高いと言われて

おったんですが、やっと理由がわかりました。

皆さん、今の回答を聞いてもなかなかわからん

と思います。私が要約します。「これまで国民

健康保険制度は、市町村がそれぞれ住民から徴

収した保険税と、国と県の公費等で医療費の支

払いをするのが原則であった。保険税が低い市

町村では、医療費の支払いにマイナスが発生す

るので、その不足した分は一般会計などから補

塡し、医療費の支払いをしている。今回は運営

主体が県になるが、県としては、一定のルール

で決定した納付金を市町村から新たに徴収し

て、その納付金と国、県の公費等で、全市町村

の医療費は県が直接支払うということになる。

そしてまた、医療費が納付金を上回った場合の

不足分は、３年間の状況を勘案しながら、次年

度以降の納付金を見直す」ということで理解し

てよろしいか。これで間違いないですね。

済みません。最後に、市町村ごとに異なる保

険税率を、将来、県内で統一することについて

はどのように考えているか、お願いします。

保険税率の統○福祉保健部長（畑山栄介君）

一化につきましては、平成30年度以降の県単位

化の状況や国の見解等も踏まえながら、引き続
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き検討を行うこととしておりまして、その検討

内容を、平成33年度からの次期の国保運営方針

に反映することとしております。

なお、全国では、将来的に保険税率の統一を

目指すとしている都道府県もありますが、平

成30年度から保険税率の統一を行うというとこ

ろはないと聞いております。

どうもありがとうございまし○中野 明議員

た。終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○横田照夫副議長

ました。

次の本会議は、５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44分散会


