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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、渡

辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎・立憲民主党の渡辺創

です。昨年10月３日に結党し、２月５日に宮崎

県連を立ち上げ、初めての議会質問となりま

す。県議会では１議席でのスタートですが、県

勢向上に資する政党として奮闘してまいります

ので、以後お見知りおきいただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

それではまず、知事の政治姿勢に関してお伺

いいたします。

我が立憲民主党は、その政党名からもわかる

ように、権力保持者の恣意によってではなく、

法に従って権力が行使されるべきという立憲主

義の重要性を大きな柱に掲げています。この政

治原則は、近代民主主義成立以降の極めて重要

な考え方ですが、昨今、その重要性の認識が十

分でない政治リーダーも見受けられ、この国の

先行きが危ぶまれるところです。立憲主義に関

する知事の基本認識をお伺いいたします。

知事にもう一問お伺いします。知事は、昨

年11月議会で３期目への挑戦を宣言されまし

た。その出馬表明は、星原議員の質問に対する

答弁の形でしたが、関連する３度の答弁の中

で、計９回「発展」という言葉を織り込む力強

いものでした。「人口減少対策」「経済振興と

産業人財の育成・確保」「観光戦略」「危機事

象への対応」を４つの課題と捉えて、全力を注

ぐとの趣旨だったと思います。宮崎県では、戦

後の公選制となり、８人が知事職を務めていま

す。その中で複数期にわたって知事の座にあっ

たのは、河野知事と黒木知事、松形知事の３名

です。河野知事の３期目が実現すれば、計12年

の知事任期が担保されるわけですので、いよい

よ知事の存在は県政史に大きな足跡を残すこと

になるでしょう。また一方で、３期目の知事と

いうのは当然、これまでの２期果たしてきた役

割に加えて、新しい役割を担ってこそ、県民の

本質的負託に応えられるものではないかと思う

ところです。明確な課題認識と将来イメージを

持ち、県政運営は手がたく、弁舌爽やかに県政

に当たるという河野知事のイメージに加え、３

期目を目指すに当たって、知事はどのような知

事像、トップリーダー像を掲げようとしている

のか、お伺いいたします。

壇上での質問はここまでとし、残余の質問は

自席から行いますので、答弁のほどよろしくお

願いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

まず、立憲主義についてであります。立憲主

義とは、主権者たる国民がその意思に基づき、

憲法に国家権力の行使のあり方について定め、

これにより国民の基本的人権を保障するとい

う、近代憲法の基本的な考え方である。大変重

要な考え方であると認識しております。

次に、トップリーダー像についてでありま

す。私が思い描いているリーダー像は、いかな

る厳しい状況下にありましても、夢や未来を語

り、そこへ県民を導いていくために明確なビ

ジョンと戦略を示し、それを断固実行するこ

と、事に当たっては迅速かつ的確に判断し、み

ずから先頭に立って力強く推進すること、そし

て、結果に対してはしっかりと責任を持つこ

平成30年３月５日(月)
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と。これが大事であると考えております。常に

県民に寄り添い、県民目線に立って事をなすこ

と、それがリーダーの姿であると考えておりま

す。これまでも、このような思いで県政を進め

てまいりましたが、３期目を目指すに当たりま

しては、リーダーとしてさらに精進を重ね、

「対話と協働」の基本姿勢のもと、県民の方

々、また、さまざまな立場の方々の声や思いを

しっかり受けとめながら、県民の皆様全てが豊

かな暮らしを実感できるよう、全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。今

の御答弁の中でも、県民の立場、県民の目線、

それから、さまざまな立場にという単語もあり

ましたけれども、一言だけ私見を述べさせてい

ただければと思いますが、私は、３期目を目指

される知事にぜひ望むことが一つあります。そ

れは、少数者や生きづらさを抱える人たち、ま

た、そういう存在への温かいまなざしを持って

いただきたいということです。先ほど壇上の発

言でも申しましたが、知事の３選出馬に関する

議会答弁では、「発展」という言葉が９回出て

まいりました。これは象徴的に申すんですが、

当然、宮崎県の発展というのは総体としての県

民生活の向上につながるわけですから、重要で

す。しかし、当然、発展には、取り残される人

も、そこに乗れない人たちも出てくる。そうい

う県の施策の方向性や社会のありようからこぼ

れ落ちているところにも目を向けて、大事にす

ることができる知事、トップリーダーであって

ほしいと願うところであります。

３期目を迎えられれば、知事は恐らく、知事

御自身が思っていらっしゃるよりもずっと大き

な政治的な存在になられるだろうと思います。

影響力も大きいはずです。先ほど例示で言いま

したが、黒木知事や松形知事の時代は、今のよ

うにＳＮＳがあったりするわけではありません

から、知事のメッセージが今ほど県民に簡単に

届くという状況ではありませんでした。今はこ

ういう時代ですので、知事も既にＳＮＳ等を活

用されておりますが、知事が、生きづらさを抱

えている皆様方に寄り添って、大切にするとい

うメッセージを発すれば、当事者の皆さんに

とっても大きな力になると思いますし、見落と

されがちな課題に目を向ければ、その重要性も

当然受け入れやすくなると思います。ぜひ、そ

んなトップリーダーであってほしいとお願いい

たしまして、次の質問に移ります。

昨年の９月議会でも取り上げましたが、ＬＧ

ＢＴなど性的マイノリティーに関する質問を行

います。

まず、県は、性的マイノリティーに関する相

談体制を持っているのか否か。また、ある場合

にはその現状はどうなっているのか。関係する

と思われます総合政策部、福祉保健部、教育委

員会、それぞれにお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 総合政策部関

係で申しますと、宮崎県人権啓発センターと宮

崎県男女共同参画センターに、県民の皆様から

の相談窓口を設けておりまして、その中で、性

的マイノリティーの方々からの相談についても

対応しているところであります。

まず、宮崎県人権啓発センターの関係です

が、さまざまな人権問題に関して相談を受けて

おりまして、平成28年度については全体で62件

の相談がありましたが、性的マイノリティー関

係の相談はございませんでした。

また、宮崎県男女共同参画センターでは、夫

婦・家族関係や心身面の不安などのさまざまな



- 164 -

平成30年３月５日(月)

悩みに対する相談を受けておりまして、平成28

年度については、全相談件数1,677件のうち、性

的マイノリティー関係の相談は２件でありまし

た。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉保健部で

は、現在、保健所等の出先機関を初め、各種の

相談窓口において、県民の身体や心の健康に関

するさまざまな悩みや心配事に対応していると

ころであり、性的マイノリティーの方からの相

談につきましても、この中で対応しておりま

す。しかしながら、性的な悩みの場合でも、そ

れが性的マイノリティーの方からのものである

か、判断が困難であることから、当事者からの

相談がどの程度あったかは、把握できておりま

せん

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

教育研修センター内に「ふれあいコール」を設

置いたしまして、ＬＧＢＴ等に係る内容も含

め、さまざまな悩みを抱える児童生徒や保護者

からの相談を受け付けております。平成29年度

におきましては、１月末現在で565件の電話相談

及び来訪相談を受け付けております。なお、特

に電話だけでのやりとり等では、相談者が性的

マイノリティーの方なのか判断が難しい状況に

ありますため、ＬＧＢＴ等に関する相談につい

ては、明確な件数としては把握しておりません

が、根底にＬＧＢＴ等に係る悩みを抱えている

と思われる場合は、相談者に寄り添った丁寧な

対応に努めているところであります。また、内

容によっては、県の男女共同参画センターや精

神保健福祉センター等を紹介することとしてお

ります。

○渡辺 創議員 続けて教育長にお伺いしま

す。平成26年に文部科学省が「学校における性

同一性障害に係る対策に関する状況調査」とい

うのを公表しています。全国で606件の報告が

あっているはずですが、この調査に関して、宮

崎県内での状況をどのように把握しているか、

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 平成26年度に文部科

学省が実施しました本調査につきましては、国

は、全国の状況のみを公表しており、県ごとの

公表は行っておりませんので、本県の具体的な

状況については把握していないところでありま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。こ

こまで４つの答弁をいただいて、よくわかって

きたのは、制度であったり統計の整理の区分と

いう課題等々あるのは事実ですけれども、現時

点として、性的マイノリティーの方々が抱える

生きづらさのようなものを、県としては的確に

把握するすべを持っていないということだと思

います。もちろん、内面に抱えていることです

ので、それをすべて外に表明できるということ

でもないかとは思いますけれども、この辺を考

えても、実態の把握というのがとても難しいこ

とがわかるかと思います。そういう特徴を持っ

ている課題だからこそ、共生社会を目指すため

にも、その声に耳を傾ける積極的な努力が行政

にも必要ではないかと思うところです。

続けて教育長にお伺いしますけれども、性的

マイノリティーの方々のお話や著作を読んだり

聞いたりしていると、共通するのは、学校の中

での生きづらさということを、皆さんそれぞれ

感じてきていたということです。先ほどは性同

一性障害の実態を聞きましたけれども、性同一

性障害に限らず、性的指向や性自認にかかわる

児童生徒の生きづらさを、学校現場ではどう把

握し、対処しているでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 性同一性障害等に係



- 165 -

平成30年３月５日(月)

る児童生徒の生きづらさにつきましては、自尊

感情が低下したり、いじめの被害者になったり

するなど、さまざまな問題に派生する場合があ

るものと認識をしております。そこで、学校で

は、一人一人の教職員が、日ごろから児童生徒

をきめ細かく観察しながら、このような悩みや

不安を抱える児童生徒のよき理解者となるよう

に努めるとともに、児童生徒が相談しやすい環

境づくりを進めております。また、このような

児童生徒に対して、みずからが認識している性

別の服装を認めたり、職員トイレを利用させた

りするなどの、生きづらさを解消するための支

援を行っております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。こ

としの１月から、地元紙・宮崎日日新聞で、

「自分らしく、生きる 宮崎から考えるＬＧＢ

Ｔ」という年間企画が始まっています。非常に

意欲的な企画だと高く評価するところですが、

このような動きや当事者の皆さんの取り組みも

あり、少しずつ性的マイノリティーの皆さんへ

の理解が―十分に広がったとはとても言えな

いかと思いますが―宮崎県においても広がり

始める一歩目を踏み出すことができたのではな

いかなと思っておるところです。正確に理解を

広げていくため、そしてまた、生きづらさを感

じている子供たちの課題を少しでも解決してい

くためには、学校での理解醸成は極めて重要で

はないかと考えていますが、性的マイノリティ

ーに関する研修や指導はどのように行われてい

るのか。教育委員会の把握する実施状況とその

傾向を、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） ＬＧＢＴ等の性的マ

イノリティーに関する教職員に対する研修の実

施状況でございますが、平成28年度は、422校

中102校で、率にしますと24.2％、平成29年度

は、415校中127校で、率にしますと30.6％でご

ざいます。前年度と比べ6.4ポイント上昇してお

ります。また、児童生徒への指導内容として取

り扱った学校は、平成28年度は、422校中33校、

率にしますと7.8％、平成29年度は、415校中45

校で、率にしますと10.8％でございます。こち

らも前年度と比べ３ポイント上昇しておりま

す。

これらの内容といたしましては、従来は視聴

覚教材の利用を中心としたものでありました

が、近年は、新聞等の最新の情報を活用した

り、外部講師のお話をお聞きしたりするものが

ふえております。また、保護者を対象とした家

庭教育学級の研修テーマとなるなど、ＬＧＢＴ

等の性的マイノリティーの方に対する人権意識

は着実に高まってきていると考えております。

○渡辺 創議員 性的マイノリティーの方々の

生きづらさの解消のためには、当然、知事部局

の取り組みも大切になると思います。県はどの

ような取り組みをされているのか、また、市町

村における取り組みをどのように把握している

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） 性的マイノリ

ティーの方々におかれては、性の区分や異性愛

を前提とした社会の中で、誤解や偏見によりい

じめや差別の対象とされたり、悩みや苦しみを

打ち明けられないなど、生きづらさを抱えて生

活されている方が多いものと理解しておりま

す。このような状況をなくすためには、周囲の

方々が性の多様性について理解を深めていくこ

とが何よりも重要であると考えております。県

といたしましては、このような認識のもと、宮

崎県人権教育・啓発推進方針の課題の一つに位

置づけ、各種の講演会や研修を実施するととも

に、人権情報誌への記事の掲載、啓発パンフ
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レットの配布など、さまざまな啓発活動を展開

しているところであります。また、市町村にお

いても、各種の研修や講演会を開催されている

ほか、例えば宮崎市では、関係課がレインボー

フラッグを掲示するとともに、職員がバッジを

身につけ、性的マイノリティーの支援者である

ことを表明するなど、さまざまな取り組みが行

われていると伺っております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。宮

崎市の職員さんがしているバッジというのは、

私もきょうつけていますが、これはレインボー

ですけれども、もう一つ、緑のバッジを持って

います。それには「ＡＬＬＹ(アライ)」という

ふうに書いてあります。「ＡＬＬＹ（アラ

イ）」というのは、同盟であったり支援という

ことを意味するところから来ていますが、当事

者ではないけれども、性的マイノリティーを理

解し、支援するということを表現しているわけ

です。

また、きょうの新聞にも載っておりました

が、例えば、私の地元ですけれども、宮崎市の

東大宮の地域事務所では、市民の皆さんが来ら

れるカウンターにレインボーフラッグを立て

て、「これは何ですか」という話から含めて理

解を醸成していく取り組みも、自発的なものと

して出てきている。非常に大事な動きではない

かなと思っているところです。

このテーマ、最後の質問にしたいと思います

が、先ほど御紹介した宮崎日日新聞の年間企画

の第１回目は、こう始まります。少し長いです

が、引用したいと思います。「高校時代に同性

を好きになったが誰にも相談できなかった男

性、心と体の性が一致せず男性と女性のどちら

で生きるべきか悩んだ人。そういった性的少数

者の県内当事者たちが表舞台で声を上げ始め

た。電通が約７万人を対象にした2015年の調査

では、ＬＧＢＴなどに該当する人は13人に１人

という結果もある。一方で教育や就労、医療、

社会保障など当事者が抱える問題は暮らしの隅

々に横たわっている。さらに自らの性に悩み、

偏見の中で生きる子どもは少なくない。彼らが

直面する現状や課題を宮崎から見つめ、これか

ら生まれる子どもも含め、すべての人が暮らし

やすい宮崎の現実を考える」、こういうふうに

始まっています。

ここで書かれていることに、私は全く同感だ

と思っています。大事なのは、性的マイノリ

ティーも生きやすい社会を目指すというのは、

決して彼らだけのことではなくて、誰もが生き

やすい多様性を認め合う社会につながっていく

ということだと思っています。ここが一番重要

なところだと思います。

昨年９月の一般質問でＬＧＢＴを取り上げた

際に、知事は、当事者の方と接したり、お話を

したのは、アメリカに留学している際に接点が

あったのが最後だという御答弁をされました。

今、宮崎県内では、知事がみずから先頭に立っ

て、当事者と言葉を交わし、理解をし、誰もが

生きやすい社会をつくっていくために協働す

る。これが大事なことではないかと思います。

知事として、積極的に対話の機会をつくってみ

てはいかがかと思いますけれども、知事のお考

えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今るるお話がございま

した性的指向の問題であれ、例えば国籍であ

れ、障がいのあるなしであれ、さまざまなそう

いう異なることであったり知らないことに伴う

誤解や偏見、差別というものがあってはならな

い。これは基本的人権、大変重要な課題であろ

うと思っております。いわゆるＬＧＢＴ、性的
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少数者とされる皆さんの問題、この議場でも太

田議員のお話がございました。宮崎日日新聞で

も今取り上げられている中で、改めて、さまざ

まな生きづらさを感じている方々がおられると

いう実態を目の当たりにしておるところでござ

います。県政を進めていく上で、さまざまな立

場の方々のお声をお聞きすることは大変重要で

あると。私も「対話と協働」を掲げておるとこ

ろでありまして、こうした性的少数者とされる

方々とお会いすることは、やぶさかではないと

ころであります。

一方で、注意すべきは、知事に対していろい

ろ物を言いたいという方はたくさんいらっしゃ

るわけであります。その中で、公平性も考えな

がら、また、単にお会いすることが目的とな

る、ポーズのため、例えばそれがアリバイづく

りのためというようなことになってはならない

と思っております。そういう真摯な思いで、こ

の問題に向き合う中でどのような対応をしたら

いいのか、しっかりと考えてまいりたいと考え

ております。

○渡辺 創議員 知事の今、御答弁であった中

で、本質的に大事なのは前段の部分だというふ

うに思います。そのアクションがあった上で、

今、御答弁の後段にあった、それが例えばポー

ズづくりではないかとか否かという御心配は、

まず知事が行動を起こされて、みずからお話を

聞かれて、そういう形で生きづらさを抱えてい

る方たちのことを認識しようとされることが、

まず最初の行動アクションであるべきだろうと

思っております。後段の部分が先に頭に立つか

ら、行動をする上でそれが足かせになるかもし

れないというのは、県の知事としてのお立場と

しては、私はいささかそこはちょっと残念な気

がしますので、そこについては、ぜひ前段のほ

うを大切にして取り組んでいただきたいと思う

ところです。御答弁あるようですので、どうぞ

お願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私は、前段のところを

答えとして申し上げたところでありますが、そ

こに注意すべきことはということで、後段につ

いてつけ加えさせていただきました。それを

もって全体が否定的なトーンに聞こえたのであ

れば、そこは御理解をいただきたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 物の発信というのはとても難

しい面があるかと思いまして、今あえて余計な

ことを申しましたのも、知事の本意は恐らく前

段にきちんと込められているのだろうと思いま

したので、重ねて確認をさせていただきまし

た。恐らく、当事者や深いかかわりを持ってい

る人たちが聞かれたら、知事の一言一言にとて

も大切な意味を持たれると思います。先ほど３

期目のお話もしましたが、政治的リーダーとし

て宮崎県を担うことの意義は、そこのところま

で背負うということだと思います。ぜひともそ

このところは改めて、きょうの御答弁を整理い

ただいて、本質的な思いのところを果たしてい

ただきたいと思います。

次に、テーマを変えまして、国体に向けた県

有体育施設整備と宮崎市のアリーナ構想につい

てお伺いいたします。

まず、宮崎市のアリーナ構想は、背景にはさ

まざまな経緯があるかもしれませんが、表層的

な見方をすれば、昨年９月議会で県が表明した

県有体育施設の分散整備方針を受けて、かなり

唐突な形でアリーナ整備という方針だけが示さ

れたという印象があります。しかも、構想の内

容が全く明確な状態ではないにもかかわらず、

１月に行われた宮崎市長選では、そのアリーナ
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の是非が争点化されるという少々不思議な状況

にあったような気もしています。岩切議員の代

表質問と多少重なるかもしれませんが、少し状

況を整理したいと思います。まず、市のアリー

ナ構想について県はどう把握しているのか、総

合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県といたしま

しては、宮崎市においてどのような構想が検討

されているのか、お尋ねしているところであり

ますが、具体的な内容については、今後、検討

されると伺っているところであります。

○渡辺 創議員 同じく総合政策部長にお伺い

しますが、宮崎市から具体的な協力要請はござ

いましたでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 具体的な内容

については、先ほど申し上げましたが、今後、

検討がなされると伺っておりますので、具体的

な協力要請は、これからになるのではないかと

考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。ここ

までの答弁を総括すると、現時点では、市のア

リーナ構想について、県には具体的な情報提供

や協力要請はないと理解しました。

それでは、基本的なことを確認したいと思い

ますが、県はこれから２巡目国体に向けて、市

町村とも協力して、国体の成功、円滑な運営に

向けて取り組まなければならないわけです。そ

の立場で考えたときに、県都宮崎市に一定規模

以上の競技施設があることはプラスだと思いま

すが、そもそも県は、宮崎市のアリーナ構想を

２巡目国体に資する施設整備と受けとめている

のでしょうか。これは教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 宮崎市のアリーナ構

想の具体化が､２巡目国体の開催５年前に間に合

えば、検討対象になるものと考えております。

○渡辺 創議員 ５年前ということは、平成38

年から７、６、５、４、３ですから、平成32年

から33年には施設概要が明確でないとというこ

とかと理解しました。宮崎市議会での戸敷市長

の答弁によると、これから２年の間には具体的

な構想をということのようでありますので、非

常に絶妙というか、微妙というか、資する可能

性も、間に合わない可能性もあるということか

と理解をいたしました。

ここで、知事にお伺いしたいと思いますが、

厳然とした事実として、県央部は室内体育施設

について、県体育館の延岡移転、そして、既に

完成から35年がたっている宮崎市総合体育館の

老朽化という、この２つの事実を抱えていま

す。これは、将来的には県央部の室内体育施設

の脆弱化につながることは間違いないと思って

いますが、その点を県はどう考えているのか。

また、その状況を考慮した際に、県として宮崎

市のアリーナ整備に期待感を持っているのか、

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 新たに整備する県立体

育館につきましては、全県的なスポーツの振

興、地域の振興を図るという観点から、延岡市

への整備を判断したものでありますが、利用者

等に配慮するため、現在の県体育館につきまし

ても、当面、存続させることとしているところ

であります。県といたしましては、宮崎市のア

リーナ構想が具体化していくこととなれば、県

央部における体育施設の充実にもつながるもの

と考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

同じく、県央部の施設の脆弱化という観点か

ら、現有の県体育館についてお伺いします。

今、知事の答弁にもありましたけれども、利用

者に配慮するため、現在の県体育館は当面存続
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というふうに県は姿勢を示しています。この

「当面」というのがなかなかくせ者かなと思う

んです。そもそも、県議会でもいろんな議論が

ありましたけれども、構想の段階では、県体育

館は、決まればといいますか、新しいのができ

上がればということだろうと思いますが、今の

用地を売却して建設費用に充てるというような

考え方もあったわけです。県体育館は昭和43年

の建設ですので、既に50年がたとうしていま

す。そういう面でもいろいろ限界はあるかと思

いますが、まず、この「当面」というのを、我

々県議会も、また県民も、特に県央部に暮らし

ていらっしゃる方はどのように受けとめればい

いのか、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在の県体育館は、建

設から50年が経過しております。施設の存続、

活用には維持管理などの検討課題もありますた

め、現時点ではまだ整理ができていない状況で

あります。今後、２巡目国体に向けました競技

会場の選定作業を行ってまいりますが、例え

ば、国体に向けた当面の練習会場として使用す

るなど、さまざまな選択肢を含めて、このあり

方については考えているところでありまして、

市の体育館をどう考えられるか、また、アリー

ナ構想がどのようなスケジュール感で具体化す

るか、そのような状況も踏まえる必要があろう

かと考えております。県の財政状況等も踏まえ

ながら、できるだけ早くその方向性について整

理をしたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。知

事の答弁にありましたように、まず、宮崎市の

アリーナがどうなるかという問題も大きく影響

すると思います。今、御答弁の中では、国体に

向けた当面の練習会場という考え方もできるか

なという話がありました。いずれにしても、国

体まで県体育館を残すのか、何らかの活用の方

法があって残すのか、その前に何らか次に向

かっていくことがあるのか、もしくはその後も

どうなるのかという問題、いろいろあります。

ここは、特に県央部の住民にとっては重要な課

題だと思っていますので、また機会を改めてい

ろいろと議論させていただければと思います。

次のテーマに移りたいと思います。若い世代

の皆さんの県内定着が県政の重要な課題となっ

ていますので、県内就職推進の基本的な考え方

について、少し状況の整理をさせていただきた

いと思います。

まず、県内高校生、さらに県内大学生、そし

て県外大学生の県内就職の状況について、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） 県内就職

の状況でございますが、まず、県内高校生につ

きましては、学校基本調査によりますと、昨年

３月卒業者の県内就職率は55.8％となっており

ます。次に、県内大学生等につきましては、県

が大学、短期大学及び高等専門学校を対象に実

施した調査によりますと、昨年３月卒業者の県

内就職率は44.3％となっております。なお、県

外大学生等につきましては、調査が非常に困難

ということもありまして、把握はできておりま

せん。

○渡辺 創議員 わかりました。高校生の県内

就職率の低さが指摘されて１年以上の時間がた

ちました。そもそも県内の企業の高校生向け、

または大学生等向けの求人がどの程度あるの

か、確認したいと思います。商工観光労働部

長、お願いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 新卒予定

者に対する県内企業の求人状況につきまして

は、宮崎労働局の本年１月末時点の調査により

平成30年３月５日(月)
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ますと、高校が、就職希望者2,520人に対し、求

人数は4,126人であり、求人倍率は1.64倍となっ

ております。また、大学等につきましては、就

職希望者2,083人に対し、求人数は5,168人であ

り、求人倍率は2.48倍となっております。

○渡辺 創議員 今、答弁で伺った話をもと

に、高校生の就職に限定して話を進めたいと思

います。県が策定した「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の中では、高校生の県内就職率の

目標を平成31年度65％と設定していますが、こ

の根拠は何でしょうか。商工観光労働部長にお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高校生の

県内就職率の目標値設定の考え方であります。

人口減少が大きな課題となる中、若者の県外流

出や企業の人手不足の問題が顕在化している状

況を踏まえまして、官民一体となって、高校生

の県内就職の促進にしっかりと取り組んでいく

必要があるとの考えから、県内就職率が最も高

かった平成15年度の63.9％を上回る65％を目標

としたところでございます。

○渡辺 創議員 全国最低だった平成26年度

（27年３月）の調査が、高校生54％ほど、昨年

が55.8％。もちろん景気の状況等に大きく影響

を受けると思いますので、先々のことは何とも

分析しづらいというのが本当のところかと思い

ますが、今掲げている目標が、容易に達成でき

る数値ではないというのは、この議場にいる皆

さん、同じ認識かと思うんですけれども。そも

そも県としては、高校生の県内就職率が低い要

因をどう捉えているのか。また、今年度、就職

内定者のアンケートを商工のほうで実施したと

伺っておりますが、県外就職が選ばれた主な理

由はその調査の中でどうなっているのか、調査

結果をお伺いしたいと思います。商工観光労働

部長にお願いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県の高

校生の県内就職率が低い要因といたしまして

は、希望する職種の有無や、県外企業との給与

の差などのほか、生徒や保護者、教職員等の県

内企業に対する認知度が低いことや、企業側の

アピール不足もあったのではないかと考えてい

るところでございます。

このような中、御質問にありましたように、

県では、先般、就職内定者を対象に、進路選択

に関するアンケート調査を行いましたが、回答

のあった県外内定者1,101名の県外を選んだ理由

を見てみますと、最大３つまでの複数回答での

結果でありますが、「希望する職種・業種であ

る」が421名で最も多く、次いで「親元を離れて

自立したい」が389名、「一度は都会で生活した

い」が284名、「給料が高い」が281名などと

なっております。

○渡辺 創議員 今のアンケートを伺っている

と、１番目の「希望する職種・業種である」と

いうのは、宮崎県内の産業の幅が広がればいろ

いろ手の打ちようもあるのかなという感じはし

ますが、２番目の「親元を離れて自立した

い」、３番目の「一度は都会で暮らしたい」、

これはなかなか県としても対処のしようがな

い、若者の思いというところかと思いますの

で、非常に難しい現実を突きつけられている気

分にもなるところであります。

このテーマでは、知事に最後にお伺いしたい

と思いますが、ここまで伺ってきた高校生の県

内就職率の向上にしても、さらに、ＵＩＪター

ンや産業人材の育成なども、いずれも将来的な

県内人口の減少に歯どめをかけるという目標に

向かっての取り組みだと思います。人口減を緩

やかにするためには、次の世代につながる可能
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性の高い若年層の社会減をどれだけ抑えるかと

いうのが最も有効というのも、よくわかるとこ

ろです。

ただ、2060年に80万県民のラインを維持する

という県の将来的な狙いのところについては、

現状の目標値の延長線をたどっていくだけでは

恐らく届かない数値になっているかと思うんで

す。もちろん長期的な人口推計の話ですので、

変動要因が多過ぎるのはよくわかりますけれど

も、2060年に人口80万人という宮崎県の姿を描

いていくためには、その姿が描けるときには宮

崎県の産業構造はどうなっていて、宮崎で生ま

れ育った高校生のどのくらいの子供たちが県内

に残る、または県外から宮崎という地を選んで

来る新たな方々もいる。そういう全体像をでき

るだけ具現化していって、少しずつでもそれを

県民に示していくことが重要ではないかと思っ

ております。その点について、知事のお考えを

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今お話がありましたよ

うに、本県の地方創生総合戦略におきまして

は、2060年に約80万人を維持することを目指し

ております。最大の課題は、これから親となり

ます若者世代の県内定着であります。この目標

を達成するためには、2030年度までに若年層に

おける社会減を30％、１年当たりでは900人程度

抑制する必要があります。これに合わせる形

で、計画期間の５年間の目標としまして、県内

の高校・大学における新規学卒者等の県内就職

率を設定しているところであります。これ

が2060年の目標に対して十分なものとなってい

るかどうかについては、随時検証を行い、ま

た、しっかりと情報をお示しすることが必要で

あろうかと考えております。昨年末には、若者

の県内就職やＵＩＪターンの促進に産学金労官

が一体となって取り組むための「産業人財育成

・確保のための取組指針｣を策定したところであ

ります。「働きたい場所として選ばれるみやざ

き」の実現を目指して、人材確保の取り組みを

積極的に展開してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。知

事のおっしゃるとおりだと思いますので、県議

会の立場からも、今後のそのお示しを期待して

いきたいと思います。

次に、首都圏での情報発信のあり方について

お伺いいたします。

県の物産館であります新宿みやざき館ＫＯＮ

ＮＥがリニューアルのために休館中でございま

す。その進捗状況と、リニューアルを機にどの

ような施設を目指していくのか、商工観光労働

部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 新宿みや

ざき館ＫＯＮＮＥにつきましては、４月28日の

リニューアルオープンに向けまして、現在、改

修工事や備品等の整備に加え、運営事業者と連

携し、展示商品や飲食メニュー食材の検討など

を行っているところであります。リニューアル

により、内装には県産材をふんだんに活用し、

温かみのある施設にすることとしております。

また、２階にはレストランを設け、本県の農産

物を使用した本格和食料理を提供するととも

に、デジタルサイネージや催事コーナーを設置

し、市町村や企業等とともに観光や物産等のＰ

Ｒに取り組みますとともに、食を初めとする本

県の総合的な魅力を発信することといたしてお

ります。これらの取り組みによりまして、宮崎

の認知度向上や県産品の販路拡大、観光誘客な

どにつながる、発信力や集客力のある拠点を目

指してまいりたいと考えております。
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○渡辺 創議員 ＫＯＮＮＥと同じく、首都圏

での宮崎県の情報発信に資するのが、神奈川県

川崎市との連携協定だと思います。協定締結

後、一定の時間がたちましたが、取り組みの状

況を総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 川崎市との協

定につきましては、相互の持つ資源や特色を生

かしながら、産業や人づくりなど、さまざまな

分野において連携を深めていこうとするもので

ありまして、民間企業や住民間での交流・連携

を促進していくことが重要であると考えており

ます。

このような考え方のもと、毎年、川崎市にお

いては、50万人以上の来場者があります「かわ

さき市民祭り」を初め、サッカーＪリーグの川

崎フロンターレのホームゲームや商業施設等で

宮崎フェアを開催し、本県の観光や物産のＰＲ

を行うとともに、県内企業にも出店していただ

き、多くの方々に来場いただいているところで

あります。また、本県においては、今年度、農

家民泊を取り入れた川崎市の定時制高校の修学

旅行を受け入れましたほか、双方の文化ホール

連携による交流コンサートを実施するなど、川

崎市民の皆さんが本県のよさを体感し、幅広い

層の交流の契機となるよう取り組んでいるとこ

ろであります。

○渡辺 創議員 県の情報発信が功を奏して県

外での宮崎県の認知度が高まることは、県民の

県政満足度も高まることだと私は考えていま

す。「日本のひなた宮崎県」キャンペーンも、

県内では一定の定着を見たと思いますので、今

後は、その認識がどれだけ県外に定着していく

かということだろうと思います。この機会に、

首都圏を初め、県外での宮崎情報の発信にいか

に取り組んでいくか、知事のお考えをお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 県外に向けまして宮崎

の魅力をアピールして認知度を高めることは、

物産振興や観光誘客など、本県経済の活性化の

ためにも、また、県民みずからがその魅力に対

して改めて気づくという点においても、極めて

重要な取り組みであると認識しております。特

にまた、この首都圏というものが、２年後の東

京オリンピック・パラリンピックに向けて、国

内外の大きな注目、さらににぎわいを増してい

るということ。さらには、今、全国的なメディ

アの状況からすると、首都圏発の情報が全国に

伝わっていく。全国にメッセージを届けようと

すれば、首都圏で認知をされることが非常に重

要であろうかと考えております。これまで、ひ

なたプロモーションを中心に、本県ゆかりの著

名人の方々の協力も得ながら、官民一体となっ

た宮崎のＰＲに取り組んでまいりましたが、今

後は、これまでの取り組みに加えまして、新宿

ＫＯＮＮＥのリニューアル、これで大きな拠点

ができるわけであります。そこを有効活用しな

がら、影響力のあるメディア等を活用した情報

発信の強化とあわせて、また、全国規模の企業

や川崎市、神戸市との連携した取り組みの活発

化もあろうかと思います。また、あとしばらく

して行われるアカデミー賞授賞式での宮崎牛や

焼酎のプロモーション、国外で認知されること

が、また国内でのプロモーションにもつながっ

ていく。そのようなさまざまなアイデアを凝ら

しながら、首都圏を初めとする県外に向けて、

「日本のひなた宮崎県」の魅力を発信してまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

の広報戦略、情報発信のあり方については、今

までも何度か質問させていただいております。
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きょうは一歩目として、今後の方向性は改めて

議論する機会をつくりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、警察本部長にお伺いしてまいります。

まず、警察署協議会についてお伺いします。

県内の各警察署には、管内の住民によって構

成される警察署協議会が設置されています。御

存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、

制度開始から17年目を迎えようとしているとこ

ろかと思います。この警察署協議会の概要につ

いて、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察署協議会

は、平成12年12月の警察法改正によりまして、

警察の職務の適正を確保し、警察署における事

務の処理に民意を反映させるため、警察署長の

諮問に応じ、警察署長に対して意見を述べる諮

問機関として設置されたものであります。現在

の警察署協議会委員数は、県内13警察署の規模

に応じまして、５名から12名の合計103名であり

ます。性別や所属組織、年齢等に偏りが生じな

いように配慮しつつ、各警察署から推薦を受け

た県公安委員会が委嘱しております。

○渡辺 創議員 御答弁にもありましたよう

に、平成12年の警察法改正で制度化されて、翌

平成13年６月１日に一斉にスタートした制度だ

と思います。郷治本部長は当時、兵庫県警刑事

部捜査二課長であられたかと思います。この設

置の時期を見て、ぴんと来られる方もあるかも

しれませんけれども、この制度は、一連の全国

的な警察不祥事が相次ぐ中で、国民からの信頼

を警察がどうやって回復するかということで、

警察刷新会議の提言を受けて、警察法改正に盛

り込まれたものだと認識しています。当時の田

中節夫警察庁長官は、「警察改革の柱」とまで

記者会見でおっしゃっていました。実は、私は

当時、一連の不祥事の大激震地の一つでありま

した神奈川県で、警察担当の新聞記者をしてお

りまして、この協議会もスタート時に期待を込

めて取材いたしました。この警察署協議会とい

うのは、例えば防犯協会とか交通安全協会のよ

うに、警察と一体になって施策の推進を図ると

いう住民組織とはちょっと趣が違って、警察側

は、住民にみずからのやっている取り組みをよ

く理解いただくために丁寧な説明をしている

し、委員の側は、あくまでも住民の目線で警察

行政のあり方に意見具申ができるという、非常

に貴重な制度だと思っています。宮崎県内で

は、それぞれの署にこの警察署協議会があるわ

けですが、協議会の意見が具体的に警察署の取

り組みにいい影響を与えたというケースがあり

ましたら、お示しいただきたいと思います。本

部長にお願いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 例えば、平成27

年の高鍋警察署協議会において、交通事故防止

のための効果的な施策について諮問したとこ

ろ、「バック不要の高齢運転者専用駐車枠の確

保を事業所等に働きかけてはどうか」との御意

見をいただきました。その後、同署では、前進

で駐車し、前進で発車できる高齢運転者専用の

駐車枠を来客駐車場に設置して、管内の事業所

にも働きかけて、同様の駐車枠を設置していた

だいた事例があります。また、平成29年の宮崎

南警察署協議会では、「うそ電話詐欺防止対策

として若者にも啓発活動をしてもらいたい」と

の御意見をいただき、管内の中学校、大学等で

講話などの特殊詐欺被害防止のための啓発活動

を強化した事例もございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。警察

署協議会の仕組みも、あと２～３年たつと20年

という節目を迎えるかと思います。どうか改め
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てその有用性を検証いただいて、今後の宮崎県

警察の取り組みにさらに生かしていただきたい

と考えておりますので、その辺の期待も込め

て、今後について警察本部長のお考えをお伺い

したいと思います。

○警察本部長（郷治知道君） 地域の安全・安

心を維持していくためには、住民の方々などの

御理解と御協力をいただくことが大変重要であ

り、地域を代表される警察署協議会委員の貴重

な御意見を警察署の事務に反映させていくこと

が、地域の安全・安心につながるものと考えて

おります。今後も、警察署長の諮問に対して、

各地域の実情に即した活発な御意見、御要望を

寄せていただくことを期待しております。

○渡辺 創議員 話題を変えたいと思います。

ここから、「みどりの少年団」についてお伺い

します。

まず、「みどりの少年団」とはいかなるもの

か、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 「みどりの

少年団」でございますが、次代を担う子供たち

が、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを

愛する心豊かな人間に育っていくことを目的と

した自主的な団体でございます。本県では、昭

和48年の全国植樹祭の本県開催を契機に、少年

団設立の機運が盛り上がりまして、昭和50年に

９つの少年団が結成されたところであります。

平成20年度から29年度の10年間の推移を見ます

と、学校の統廃合により、団数は63から44に減

少しておりますが、団員数につきましては、小

中学校の児童生徒数が約１万人減少しているに

もかかわらず、1,392人から1,506人に増加して

いるところでございます。主な活動としまして

は、「緑の募金」活動のほか、森林学習会や清

掃などの奉仕活動、林業体験等を行っていると

ころでございます。

○渡辺 創議員 少子化の中ですけれども、参

加する児童生徒の数は減っていないという御答

弁だったかと思います。この「みどりの少年

団」に対して、県はどのような支援をしている

のか。また、未来を見詰めたときに、今後、ど

のような期待をしているのかということを、環

境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、全

ての「みどりの少年団」に対し、緑化活動や森

林学習、奉仕作業などの活動費の助成を行って

いるところでございます。あわせて、公共施設

などの緑化を行う少年団には、必要な苗木代等

の助成も行っているところでございます。ま

た、宮崎県緑化推進機構と協働して、県内の各

少年団が一堂に集う活動発表や、キャンプなど

の野外活動により交流を深める「みどりの少年

団総合研修大会」を行っているところでござい

ます。今後とも、「みどりの少年団」には、緑

を愛し育てる活動を通じて、心豊かな人間へと

成長していただくことや、その活動を、学校か

ら地域、そして県全体に広げる牽引役となって

いただき、県民協働での緑化活動や森林（も

り）づくりが一層推進されることを期待してい

るところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。実

は、私の地元の宮崎市立東大宮小学校でも昭

和52年に結成されて、私が在学中にも「みどり

の少年団」はありましたし、今も活動が続いて

います。その活動は、特に緑化維持というだけ

ではなくて、街の美化や景観の保全にもかか

わっているという印象を持っているところで

す。県では今、「美しい宮崎づくり」に向けて

条例や基本計画を策定して、県民運動として取

り組もうとしているわけですが、その観点から
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も、「みどりの少年団」は重要な役割を担うの

ではないかなという気がしておりますけれど

も、県土整備部長にその辺のところのお考えを

お伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 美しい宮崎

づくりを進めるには、県民の皆様が力を合わせ

てつくり上げた美しい景観を、将来に引き継い

でいくための人材育成が大変重要であります。

御質問の「みどりの少年団」は、次世代を担う

子供たちが、緑を愛し、守り育てる活動を行っ

ていただいております。また、美しい宮崎づく

り活動団体として登録いただいております「山

崎川を清流にもどす有志の会」では、子供たち

とともに河川の美化活動にも取り組まれており

ます。このような活動は、まさしく将来の美し

い宮崎づくりにつながるものであります。県と

いたしましては、地域の皆様や企業、各種団

体、さらには、子供たちと一緒になって活動の

輪を広げ、大人から子供まで、多様な世代のつ

ながりによる美しい宮崎づくりに取り組んでま

いります。

○渡辺 創議員 両部長、ありがとうございま

した。

次に、投票率向上対策についてお伺いしま

す。

18歳選挙権の導入から２年となろうとしてお

ります。この間、２度の国政選挙を初め、各種

選挙が行われてまいりましたが、どのような取

り組みを行い、また、その結果をどう総括して

いるのか、選挙管理委員長にお伺いします。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会といたしましては、教育委員会や各学校、

市町村選挙管理委員会などと連携・協力いたし

まして、各種啓発事業や学校の出前授業、模擬

選挙実施の呼びかけなどに取り組んでまいった

ところでございます。18歳選挙権導入後に行わ

れました２つの国政選挙におきましては、18

歳、19歳の投票率が全体を下回ったことは非常

に残念ですが、18歳のうち高校３年生に相当す

る有権者の投票率は、全体を上回る高い水準で

あったなど、取り組みの一定の手応えが得られ

たものと考えておるところでございます。一方

で、高校既卒者に相当する有権者の投票率の低

さなどの課題も浮き彫りになっております。そ

の原因把握に努めながら、今後も教育委員会等

と連携・協力し、投票率の向上に取り組んでま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 同趣旨の質問ですが、教育委

員会のほうではどう総括されているでしょう

か。

○教育長（四本 孝君） 今回の18歳選挙権導

入に伴いまして、県教育委員会では、全ての県

立学校において、主権者教育の企画・立案を行

う職員を「主権者教育推進リーダー」に任命

し、年間指導計画の作成や指導の充実に向けた

研修会を行ってまいりました。また、各学校に

おいては、生徒による実際の選挙公報を用いた

討論会や県選挙管理委員会と連携した模擬選挙

など、具体的・実践的な取り組みも進められて

おります。これらの取り組みの結果、各学校で

は、主権者教育の位置づけや、そのあり方、進

め方が明確になるとともに、少しずつではあり

ますが、生徒みずからが主権者として社会に参

画しようとする意欲や態度の醸成がなされつつ

あると考えております。

○渡辺 創議員 少し幅を広げて、若年層全体

の投票率の低迷が社会問題化していることにつ

いてお伺いしたいんですが、その点について県

選管としてはどのように取り組んでいるのか。

投票率の低迷というのは、選挙管理委員会の責
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任ばかりとは思いませんけれども、なかなか御

苦労も多いことではないかと存じますが、委員

長の率直な御感想をお伺いしたいと思います。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会といたしましては、若年層の投票率向上に

向けまして、政治と生活のかかわりを考えるワ

ークショップの開催や、政治や選挙についての

意見を発表する「わけもんの主張」の開催など

に取り組んでおりまして、これらに参加してい

ただいた方々の政治や選挙に対する関心は確実

に高まっていると考えているところでございま

す。一方で、取り組みの中には、参加対象を少

人数とせざるを得ないものも多いことから、事

業効果を多くの方々に波及させることができ

ず、若年層の投票率が目に見えて向上している

状況には至っていないことなど、もどかしさも

感じておるところでございます。今後は、事業

効果をより多くの方に広げるような方策を工夫

するとともに、教育委員会等と連携・協力し、

主権者教育の拡充にも努めてまいりたいと考え

ているところでございます。

○渡辺 創議員 今、御答弁にありました、も

どかしさというところに、非常に心情がこもっ

ていらっしゃるような気がいたします。

そこで、若年層の投票率向上のためには、高

校だけではなく、小中学校も含めた学校教育の

中での主権者教育をどう推進していくのかとい

うことが、極めて重要な鍵になると思います。

教育長はどのようにお考えでしょうか。

○教育長（四本 孝君） 小・中・高等学校等

におきましては、発達段階に応じて取り組んで

いる憲法や選挙、政治参加に関するこれまでの

学習等に加えまして、国や社会の課題をみずか

らの問題として捉え、その解決に向けて主体的

に行動できる能力や積極的に参画する態度の育

成を図ることが、今後さらに必要になると考え

ております。そのため、これからの教育活動に

おきましては、例えば小中学校では、地域の課

題や身近な社会の問題をどのように解決すべき

か話し合いや討論をさせたり、高等学校等で

は、国や社会のあり方などについて多角的に考

え、そのためにみずから何をすべきかを発表さ

せたりするなど、日ごろから主権者としての資

質や態度を育むことを意識した学習を、小・中

・高等学校を通して継続的に進めてまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 18歳選挙権の導入時にもう一

つ緩和されたのが、期日前投票の商業施設等で

の実施であったかと思います。本県内での実施

状況の推移について、選挙管理委員長にお伺い

いたします。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 期日前投票

所につきましては、市町村選挙管理委員会が設

置主体であります。本県では、平成28年の参議

院議員通常選挙におきまして、初めて、宮崎

市、都城市、延岡市の商業施設にそれぞれ１カ

所ずつ、計３カ所設置され、合わせて１万6,639

人の有権者が投票されたところでございます。

昨年の衆議院議員総選挙におきましては、設

置された市町村と施設は同じでしたが、２つの

市で参院選より設置日数を長くしたほか、都城

市では、商業施設の営業時間に合わせまして、

期日前投票所の閉鎖時刻を１時間延長し、午後

９時とする対応もとられたところでございま

す。このときの投票者数は２万4,242人と、参議

院選の実績を大きく上回りました。このように

多くの利用実績があり、有権者にとって利便性

が高いことから、ほかの市町村選挙管理委員会

にも情報提供や助言等を行ってまいりたいと考

えております。
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○渡辺 創議員 ありがとうございました。

ちょっと時間がありますので、最後に一言だ

け話をさせていただきたいと思いますが、先

日、県立宮崎東高校の卒業式に、定時制昼間部

・夜間部、通信制とＮＨＫ、それぞれ出席をさ

せていただきました。「卒業式のしおり」とい

うのが配付されておりました。その中には、県

議会の 原議長や県定時制通信制教育振興会の

坂口博美会長の祝辞とともに、河野知事の祝辞

も掲載されておりました。聞くところでは、知

事の御挨拶は各高校ほぼ同じ内容であるという

ことのようですので、ほかの高校でも同趣旨の

祝辞があったのかと思いますが、その中に、平

安時代の僧侶・最澄の「一隅を照らす」という

言葉が紹介されておりました。あの有名な「一

隅を照らす、これすなわち国宝なり」と続く一

説の話でございます。皆さん御承知おきのこと

と思いますが、この一隅というのは、決して

「隅っこ」という意味ではありません。この言

葉は、「自分の居場所や立場で精一杯努力し、

光り輝くことが社会全体を照らすことなんだ」

という意味ですけれども、若人に向けて大変す

ばらしいはなむけのお話であったと思います。

この祝辞を読みながら、私は、11月議会で知

事がお示しになった３期目への出馬表明の言葉

に詰まっている思いは、まさにこの「一隅を照

らす」ということなのかなと、思いをめぐらせ

たところでありました。いずれにしても、知事

の一隅というのは大変広く、重要なものだと思

います。先ほど、ＬＧＢＴに関する質問の中で

幾つかのやりとりがありましたけれども、３期

目への出馬表明を11月議会でされている中で、

聞いていて、知事は、トップに立つ者としてそ

の責任から逃れることはない、批判を恐れずに

リーダーとしての役割を果たすというお話をさ

れたかと思います。先ほどのＬＧＢＴに関して

のところは、知事がおっしゃったことは、きち

んと本質を突いていらっしゃったんだと思いま

すけれども、まさに３期目を目指す政治リーダ

ーとして、その役割の広がりをぜひ明確に覚悟

して取り組んでいただきたいと思います。知事

の頑張りが社会全体を明るく照らすわけであり

ますので、どうか御奮闘いただきますように期

待を申し上げて、一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。プロ野球の春季キャンプ、県内の各

キャンプ地には全国から大勢のファンが駆けつ

け、大変なにぎわいとなったようであります。

日南におきましても、広島カープと西武ライオ

ンズの２球団がキャンプを行い、大きな経済効

果をもたらしました。また、平昌オリンピック

でのアスリートたちの活躍など、スポーツがも

たらす感動を改めて実感いたしました。富島高

校と延岡学園の春の選抜での健闘を心よりお祈

り申し上げます。

それでは、質問に移ります。まず、知事の政

治姿勢について伺います。

河野知事は、今の任期が始まった最初の議会

であります平成27年２月定例県議会の冒頭で、

「これまでの４年間で育ててきた新たな成長へ

の芽をさらに大きな成長へと結実させ、国内外

に開かれ、諸産業に活力があり、安定した雇用

が確保され、暮らしの質が豊かで、人々が生き

生きと躍動する、そのような宮崎を築き上げて

まいります。そして、その先に「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」の実現を目指し、これまで以

上に全身全霊を傾けながら取り組んでまいる所

存であります」と所信を表明されました。来年
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度予算につきましては、知事にとりまして２期

目最後の予算であります。注目をされる予算と

なるわけでありますが、予算編成に当たり、重

点施策として、「未来を支える人財育成・確保

と中山間地域対策の強化」、２つ目に「世界ブ

ランドや文化・スポーツを生かした地域づくり

－2020年に向けて－」、そして、「地域経済を

けん引する産業づくり」の３つを掲げておられ

ます。そこで、平成30年度の予算編成に当たり

まして、重点施策に込めた知事の思いをお伺い

いたします。

次に、ＪＲ九州のダイヤ改正について伺いま

す。ＪＲ九州は、今月、会社発足以来最大規模

の減便等から成るダイヤ改正をついに実施いた

します。完全民営化を果たした直後の特急のワ

ンマン化に続き、合理化策を打ち出してきた形

であります。ＪＲ側は、各便の利用状況を調査

し、利用者の少ない列車を減便などの対象とし

たとのことでありますけれども、まさに交通弱

者の切り捨てとなるものであります。また、今

回の改正は、減便等の対象となる便の選定につ

いて、事前の沿線各自治体との調整もない一方

的なものであり、利用者の声を反映したもので

もございません。特に、日南線や吉都線は学生

などの利用も多い上、もともとの便数も少な

く、利用者などに大きな負担を強いるものであ

ります。一方で、人口減少に伴い、日南線や吉

都線の利用者数の減少は今後も続くと考えられ

ます。路線の維持のためには、さらなる取り組

みも必要と思われます。そこで、県は今後、日

南線や吉都線の維持のためにどのように取り組

んでいかれるのかを、知事にお伺いいたしま

す。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、平成30年度重点施策についてでありま

す。平成30年度は、２期目の仕上げの年であ

り、また、アクションプランの最終年度となり

ますので、まずは目標達成に全力を尽くします

とともに、将来のさらなる飛躍につながる年に

したいと考えております。近年、人口減少のス

ピードが加速しており、産業や地域を担う人材

の確保が急務となっております。また、国民文

化祭等への準備を本格化させなければなりませ

ん。さらに、本県が手にすることができました

地域資源の世界ブランド化や全国和牛能力共進

会の結果等につきまして、次のステップとし

て、地域づくりや観光交流、輸出拡大などの具

体的な成果に結びつけていく攻めの姿勢が求め

られていると考えております。このような思い

から、今回の重点施策を打ち出したところであ

ります。本格的な少子高齢化・人口減少社会を

迎える中、中山間地域対策や医療・福祉など、

山積する困難な課題に腰を据えて対応しなが

ら、将来を見据えた新たな施策も積極的に展開

してまいりたいと考えております。

次に、日南線や吉都線を維持する県の取り組

みについてであります。日南線や吉都線は、通

勤・通学や通院など、地域住民の生活交通手段

として重要な役割を果たしておりますが、輸送

密度がＪＲ九州管内でワースト２位、３位にな

るなど、利用者が少なく、大変厳しい状況にあ

ります。このため、これまで沿線自治体ととも

に、地域内での利用をふやす取り組みを支援し

てまいりましたが、人口が減少している県内の

状況を踏まえますと、より一層強い危機感のも

とに、今後は、定住人口のみならず、交流人口

という観点から、地域外からの利用もふやして
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いく必要があると考えております。そこで、即

効性のある取り組みとしまして、レストラン列

車やクルーズ船の乗客向けのツアーの企画など

により、地域外からの需要喚起を図る取り組み

を新規事業として今議会にお願いしているとこ

ろであります。また、有識者や企業などから意

見を伺うなど、将来にわたってより効果的な利

用促進策や、その費用負担のあり方についても

検討を進めてまいります。今後とも、沿線自治

体やＪＲ九州と緊密に連携し、可能な限り輸送

密度の維持・増加を図ることによりまして、日

南線や吉都線の維持に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○外山 衛議員 沿線自治体並びにＪＲ九州と

の連携が非常に重要と考えますので、よろしく

お願いします。

次に、地域交通対策について伺います。

路線バスやコミュニティバス等によります中

山間地域の移動手段の確保については、高齢化

の進展に伴い、ますます重要となってきておる

と考えます。しかしながら、一方で、人口減少

により利用者の減少が続くと考えられます。路

線を運営する事業者の負担も増加し、特に、集

落から先の地域での路線の維持が困難となる懸

念がございます。このような路線を持続可能な

ものとしていくためにも、貨客混載を初めとし

て、事業者の収入の確保など、生産性向上の取

り組みは大変重要と考えております。そこで、

中山間地域の公共交通機関の維持・確保のた

め、貨客混載についてこれまでどう取り組んで

こられたのか、また、今後どのように進めてい

かれるのかを、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 路線バスの空

きスペースを利用して宅配便を輸送する貨客混

載につきましては、西日本で初めて、西都市と

西米良村を結ぶ路線バスで開始され、県や沿線

自治体との連携協定のもと、現在、県内３つの

路線で運用されております。このうち、西都市

と西米良村を結ぶ路線では、昨年１月に保冷専

用ボックスが搭載されまして、これを活用し

て、昨年９月からは、特産品であります西米良

サーモンの香港向け定期輸送が開始されました

ほか、ことし２月からは、全国で初めて、複数

の物流業者の荷物を路線バスで共同輸送する取

り組みも始まったところであります。

さらに、昨年９月の国の規制緩和を踏まえま

して、タクシーやコミュニティバスを活用した

貨客混載の実証実験などを来年度の新規事業と

して今議会にお願いしておりまして、幹線以外

の末端輸送を担う事業者の収益確保にも努めて

まいりたいと考えております。

県といたしましては、これまでの広域的なバ

ス路線への運行費の支援等に加え、こうした貨

客混載の取り組みを通じまして、中山間地域に

おける地域公共交通の維持・確保を図ってまい

りたいと考えております。

○外山 衛議員 現在、既に、宮交並びに運送

業と組んで一定の路線は始まっているんですけ

れども、地域をくまなくやるためにはいろんな

課題があると思いますので、実証実験を兼ねて

課題を解決してもらいたいと思います。

次の質問に移ります。

長期にわたる木材価格の低迷や生産者の高齢

化、担い手不足などから、伐採後に造林をしな

い、いわゆる植栽未栽地が増加しており、森林

資源の枯渇や森林の持つ公益的機能の低下が懸

念されるなど、再造林対策が喫緊の課題となっ

ております。昨年の２月議会におきまして、再

造林対策の質問をいたしましたが、その際、環

境森林部長から、「山村地域の持続的発展推進
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会議（通称「山会議」）を設置して、県と市町

村、林業関係者が一体となって協議し、再造林

対策にしっかりと取り組んでいく」との答弁が

ございました。そこで、昨年設置されました

「山村地域の持続的発展推進会議（通称「山会

議」）」のその後の取り組み状況について、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） 県では、県

内の森林・林業が抱えるさまざまな問題に的確

に対応するため、国や林業関係団体の長、本庁

の各課長などで構成する推進本部と、西臼杵支

庁、農林振興局を単位とする７つの地区協議会

から成る山会議を設置し、今年度から取り組み

を本格的にスタートさせたところでございま

す。推進本部では、「循環型林業の推進」「山

村地域の活性化」「山村地域の所得向上」の３

つの推進目標を設定し、これを受け、地区協議

会では、地域の実情に応じた対策について協議

しながら取り組みを進めるとともに、新たに必

要な施策についても検討を行ったところでござ

います。県といたしましては、山会議の検討状

況を踏まえ、平成30年度当初予算にその内容を

反映させたところでございます。

○外山 衛議員 また、本県は全国有数の森林

県でございますけれども、県北と県南ではその

森林・林業の事情は大きく異なっております。

例えば県南地域は、県北地域と比べますと、地

形は全体的に緩やかなところが多いのですが、

国有林の割合が高く、民有林における林家の森

林所有規模が大変小さい状況にございます。そ

のため、林家の林業に対する経営意欲が低く、

また集約化が難しいことから、再造林が進みに

くいといった問題があります。先ほどの答弁の

中で、山会議の中の県内７つの地区協議会で

は、地域の実情に応じた対策について協議し、

取り組んでいるとのことでありましたが、具体

的に地区協議会ではどのようなことに取り組ん

でおられるのかを、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（川野美奈子君） まず、循環

型林業の推進対策としまして、県北地域におい

ては、切ったらすぐ植える一貫作業システムに

ついて検討がなされ、その結果、来年度から実

施されることになっております。再造林率の低

い県南地域では、森林所有者への再造林の働き

かけを強化するとともに、伐採と造林双方の事

業体が協議会を設立し、一貫作業システムの導

入に向けて、現地研修会を実施しているところ

であります。また、山村地域の活性化・所得向

上対策としまして、県北地域では、道の駅を核

とした加工品の販売等の検討、県南地域では、

シイタケの有機ＪＡＳやひなたＧＡＰの取得に

向けた研修などに取り組んでおります。これら

に加えまして、全ての地区で、誤伐・盗伐対策

の強化として、警察との合同での一斉伐採パト

ロールを新たにスタートさせるとともに、地域

の実情に即した伐採届け出の運用方法などにつ

いて検討を進めているところでございます。

○外山 衛議員 木材価格も一時に比べると比

較的高値で推移している状況にはあるんです

が、森林の所有規模が小さく、経営意欲が低い

山主にとりましては、杉を切った後に投資して

再造林し、長年山を管理していこうと考えるに

は、まだまだ十分な状況にはないと考えていま

す。そこで、再造林を推進するためには、木材

価格の上昇に加えて、やはり、再造林にかかる

コストをいかに抑えていくかということもあわ

せて進めることが大変重要であると考えます。

そこで、再造林対策について、環境森林部長に

お伺いします。
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○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、再

造林におけるコスト削減の対策としまして、一

貫作業システムの導入や、成長の早い苗木を活

用し、植えつけ本数を減らした低密度植栽など

の取り組みを推進しているところでございま

す。また、森林所有者の負担軽減を図るため、

森林整備事業による植栽を初め、森林環境税な

どを活用した再造林へのかさ上げ補助を実施し

ているところでございます。さらに、来年度に

おきましては、労働力確保への取り組みとし

て、造林後の下刈り作業の負担軽減や、無人ヘ

リコプターを活用した薬剤散布による下草の抑

制など、省力化につながる実証試験のための予

算もお願いしているところでございます。今後

とも、山会議等において、関係者が一体となっ

た再造林対策の強化に努めてまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 次に移ります。次に、地域振

興の取り組みについて伺います。

日南市南郷町におきましては、マアジのブラ

ンド化を掲げ、昨年３月に「めいつ美々鯵」と

いうネーミングでブランドデビューを果たして

おります。この「めいつ美々鯵」のブランド化

に限らず、地域が一丸となって南郷の魚をＰＲ

し、地域を活性化していこうと、「魚の町なん

ごう活性化プロジェクト」として、県の支援も

いただきながら、さまざまな取り組み、活動を

行っていると伺っております。そこで、「魚の

町なんごう活性化プロジェクト」の取り組み状

況と県の支援内容について、農政水産部長に伺

います。

○農政水産部長（大坪篤史君） お尋ねのプロ

ジェクトは、「魚の町なんごう」を県内外に広

く発信し、地域経済の活性化を図るすばらしい

取り組みであります。そこで、県といたしまし

ても、地元の農林振興局を中心に、当初から企

画・運営に参画し、支援をしてまいりました。

具体的には、地元の定置網でとれるマアジを

「めいつ美々鯵」としてブランド化するための

サポートや、新たな料理フェア開催の提案など

を行ってきたところでございます。私自身も、

昨年５月に南郷に参りまして、「めいつ美々

鯵」のランチを食べてみましたけれども、港町

ならではの雰囲気の中、大変おいしくいただく

ことができました。食をきっかけに人を呼び込

み、観光や地域振興にも波及するというプロ

ジェクトでありますので、今後とも、地域に寄

り添ったきめ細やかな支援を行ってまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 引き続き、御支援等をよろし

くお願いしたいと思います。

この「魚の町なんごう活性化プロジェクト」

は、魚をメーンとしたものでありますが、本県

の各地域には、すばらしい農林水産物のほか、

自然や文化財など、多種多様な地域資源が多く

存在しております。しかし、これら地域資源の

多くが十分に活用されていないのが地域の現状

ではと考えております。地域に存在する資源を

いかに活用するのか。その資源を磨き上げ、そ

れを地域の１次産業だけではなくて、製造業や

飲食業、観光業や運送業などの関連産業間で連

携し合い、付加価値を高めることで地域にお金

が落ち、経済が循環する仕組みをつくり上げ、

最終的には地域内のＧＤＰを高めていくことが

重要ではないかと考えております。そこで、地

域資源を活用した地域活性化を推進すべきと考

えますが、県の考え方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） 人口減少社会

の到来、高齢化の進行など、地方を取り巻く環
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境が急速に変化する中で、持続可能な地域づく

りを推進していくためには、本県の特色であり

ます自然、歴史、文化、食などの地域資源を最

大限に生かして地域の活性化を図ることが大変

重要であると考えております。こうした中、県

ではこれまでに、地域特有の資源を生かしまし

て、先ほどお話のありました美々鯵など地元農

水産物の消費拡大や、ジビエを活用した新商品

の開発・普及活動など、市町村と地域が一体と

なった地域づくりの取り組みに対して支援を

行ってきたところであります。今後も、その地

域ならではの資源を生かした活性化策を支援す

ることにより、地域が自立した持続可能な仕組

みを構築しまして、全国に誇れる地域づくりに

寄与してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、農業遺産について伺い

ます。昨年９月に、「日南市かつお一本釣り漁

業遺産認定推進協議会」が設立され、「一本釣

り漁法」を次世代に引き継ぎ、漁師町ならでは

の食文化など、一連の産業・文化システムにつ

いて日本農業遺産に認定されるよう、さまざま

な取り組みが進められております。昨年の12

月14日には、日南市内の漁業関係者が農林水産

省を訪問し、齋藤大臣に要望されております。

また、ことし１月に、国際交流センター小村記

念館で開催されました「知事とのふれあいフォ

ーラム」に私も参加いたしましたが、その場で

地元商工会青年部から、日本農業遺産登録の申

請・認定に向けた県の協力や支援についての要

望等が出されるなど、地元では関係者の機運が

徐々に盛り上がってきておりまして、一般市民

を巻き込んだシンポジウムなども開催されてお

ります。日本農業遺産の公募が１月に始まった

ということでありますが、これまでの認定状況

及び県内の申請に向けた取り組みはどうなって

いるのかを、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） 日本農業遺産

につきましては、現在、県内では日南市と宮崎

市で、協議会の設立や機運醸成のためのシンポ

ジウムが開催されますなど、申請に向けた準備

が進んでいるところであります。前回の平成28

年度の公募では、全国で19件の応募の中から８

つの地域が認定されております。そして、現在

実施されている２回目の公募は、６月20日が締

め切りで、来年２月ごろに認定箇所が決定され

ると聞いております。認定に際しましては、地

域の伝統文化や生物多様性に関する学術的な根

拠などが必要とされておりますので、現在、日

南市と宮崎市では、地元大学等の協力を得なが

ら、こういった点についても説明できるよう努

力をされているところであります。県といたし

ましては、世界農業遺産の認定で得た知見も生

かしながら、申請に向けて両市を積極的に支援

してまいります。

○外山 衛議員 今回の公募につきましては、

６月20日が締め切りということでありますけれ

ども、今、答弁にありましたように、昨年の第

１回目の認定では、19件の応募に対し８件しか

登録されないなど、審査・認定もかなり厳しい

状況であると考えます。また、今回は、落選し

た地域を含め、昨年以上の申請がなされると、

さらに狭き門となるのではと危惧しておりま

す。また、日本農業遺産も、認定が目的ではな

くて、認定登録後の取り組みが大事で重要と思

いますが、世界農業遺産の認定を受けている高

千穂郷・椎葉山地域では認定がどのように生か

されているのかを、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 高千穂郷・椎

葉山地域では、世界農業遺産の認定を踏まえま
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して、ロゴマークを活用した商品開発や首都圏

でのフェアの開催など、認知度向上に向けたＰ

Ｒ活動に取り組んでいるところであります。さ

らに、宮崎大学等と連携し、中学生や高校生が

地元の魅力を学ぶ教育プログラムを実施するな

ど、郷土への誇りや愛着を醸成する取り組みも

進められているところであります。特に本年度

は、九州内で世界農業遺産に認定された３県、

熊本、大分、宮崎の中学生の代表が一堂に会す

る「中学生サミット」が、高千穂町で開催され

ました。私も参加しましたけれども、地元の魅

力や将来像について熱心に調査・発表する姿

は、実に頼もしく感じられたところでありま

す。世界農業遺産は、単に過去を評価するとい

うことだけではなく、未来に向かってどうつな

いでいくかということが大きなテーマですの

で、県としましては、今後とも、このような取

り組みを積極的に支援してまいりたいと存じま

す。

○外山 衛議員 ハードルは高いと思いますけ

れども、県の支援・協力が、地元にとりまして

は大きな願いでございますから、今後ともよろ

しくお願いいたしたいと思います。

次に、県外大学とのＵＩＪターン就職支援協

定の締結について伺います。近年、本県では、

高校を卒業後、就職する生徒は、その半数近く

が県外の企業に就職しております。また、大学

に進学する生徒も、同じくその多くが県外の大

学に進学している状況にあります。このような

若者の県外流出もあり、県内企業では人手不足

が深刻となっており、人材の確保が大きな課題

となっております。高校生の県内就職率向上の

ため、県ではさまざまな取り組みを進めている

ことは承知しておりますが、一方で、県外に出

ていった若者を宮崎へ呼び戻す対策も大変重要

であると考えます。現在、県が進めている県外

大学とのＵＩＪターン就職支援協定の締結につ

いて、これまでの取り組み状況を商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内企業

にとりまして、人材確保が大変重要な課題と

なっている中で、本県出身の学生などのＵＩＪ

ターン就職をさらに促進するため、県におきま

しては、今年度から、県外大学と相互に連携・

協力する協定の締結に取り組んでおりまして、

これまでに専修大学、福岡大学、西南学院大

学、そして久留米大学との間で協定を締結した

ところであります。この協定に基づきまして、

大学におきましては、県の就職説明会や県内企

業などの情報を学生に対して周知していただ

き、県におきましては、大学内で行われる就職

相談会や企業説明会に参加し、県内企業のＰＲ

を行うなど、ＵＩＪターンにつながるような就

職支援に取り組むことといたしております。

○外山 衛議員 この協定も、大学の全てと結

ぶことは現実的に不可能でもあると考えます。

今後、ＵＩＪターン就職支援協定を締結するに

当たりましては、より効率的・効果的に行って

いく必要があると考えますが、今後の進め方に

ついて、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） 協定の締

結につきましては、ＵＩＪターン就職支援の取

り組みをより効果的に進めるため、本県出身の

学生が多く在籍している大学を中心に行ってい

くこととしておりますが、今後、東京や福岡に

加え、関西地方の大学などにも順次広げていき

たいと考えております。また、協定を締結した

大学とは連携・協力を十分に図りながら、本県

出身の学生はもとより、他県出身の学生も含め

た多くの方々に県内企業へ就職していただける
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よう、県内企業の魅力や宮崎の暮らしやすさを

しっかり発信し、本県へのＵＩＪターンにつな

げてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 これからますます少子化も進

むわけでありますから、人口減少の中、今おっ

しゃったように、宮崎の魅力、県内企業の魅

力、宮崎の暮らしやすさをしっかり発信するこ

とが重要と考えますので、効果が出ることを期

待しております。

次に、何度も伺っておりますけれども、クル

ーズ船について伺います。県におかれまして

は、クルーズ船の誘致に積極的に取り組んでい

ただいており、また、旺盛なインバウンド需要

も後押しして、徐々にその成果があらわれつつ

あったところでありますが、残念ながら、こと

しは油津港への寄港回数が減りそうだと伺って

おります。そこで、クルーズ船の油津港への近

年の寄港実績とことしの寄港見通しについて、

商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 油津港へ

の近年のクルーズ船の寄港実績は、平成27年が

９回、平成28年が22回、平成29年が26回となっ

ており、このうち海外からのクルーズ船が、そ

れぞれ５回、17回、23回と大きく増加している

状況にあります。一方、ことしの寄港見通しで

ありますが、クルーズ船社から断続的に予約と

キャンセルが入っている状況にございまして、

今後、変動する可能性はございますが、現時点

の予約状況としては、国内、海外合わせて20回

となっており、昨年の26回よりも減少する見込

みと考えております。

○外山 衛議員 今回の寄港回数の減少につき

ましては、他県の港で施設整備が進んだことな

どの影響があると考えます。ことし、油津港へ

のクルーズ船の寄港が減少する見込みであると

いうことでありますが、今の時点で考えられる

その理由を、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） 寄港回数

が減少する理由といたしましては、まず、佐世

保港や鹿児島港などにおいて、本年から16万ト

ン級の大型クルーズ船の受け入れが開始される

予定となるなど、九州を初めとした国内の寄港

地間の競争がさらに激化していることが挙げら

れます。また、訪日クルーズの最大の市場であ

ります中国におきまして、４～５泊程度の短期

のクルーズ商品の需要が高まってきており、日

本への寄港が１カ所または２カ所の港に限られ

ることから、ファーストポートの要件を満たし

ていない油津港は、クルーズ船社から選択され

にくい状況もあるのではないかと考えていると

ころでございます。

○外山 衛議員 今お答えいただきましたよう

に、日南市の大きな要望でございますが、他県

の港との誘致競争が激化する中、油津港にクル

ーズ船を呼び戻すためには、やはりファースト

ポート化が大きな鍵を握ると思います。油津港

のファーストポート化に向けた取り組み状況に

ついて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ファーストポ

ート化についてでありますが、油津港がファー

ストポートとなるためには、検疫港として指定

される必要がありますが、厚生労働省が定める

基準を満たさないことから、これまで指定が困

難な状況にありました。その後、外航クルーズ

船に限った特例的な取り扱いとして、国にか

わって地域が検疫業務の一定の役割を担い、そ

の体制を整えることをファーストポート化の条

件とする方針が、国から示されたところであり

ます。この条件を満たすためには、感染症の疑
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いのある患者の搬送方法や、蚊やネズミの病原

体検査等を行う港湾衛生業務など、さまざまな

技術的課題がありますことから、現在、どのよ

うな解決方法が考えられるのか、検疫所や関係

機関と協議を重ね、将来的なファーストポート

の実現の可能性について検討しているところで

あります。

○外山 衛議員 このファーストポート化は、

いろんな条件があって大変難しいと聞いており

ましたが、今、答弁にありました、外航クルー

ズ船に限った特例的な取り扱い、この部分に期

待いたしたいと思います。なお、関係機関と連

携して、できるだけ早くファーストポート化の

実現が可能となるように御尽力をお願いしたい

と思います。

一度に多くの観光客を運んでくるクルーズ船

でありますが、一方で、陸上での宿泊を伴いま

せん。滞在時間も比較的短いため、観光消費額

にはおのずと限界があるのも事実であります。

このため、クルーズ船誘致のこれからの課題

は、観光消費額をいかに伸ばすか、リピーター

の獲得にいかにつなげるかだと思います。そこ

で、クルーズ船による経済効果をより大きなも

のにするため、今後どのように取り組んでいか

れるのかを、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） 議員御指

摘のとおり、クルーズ船による経済効果をいか

に高めるかは大きな課題でございます。こうし

た中、台湾からのクルーズ客を対象にしたサイ

クリングツアーが、ことし４月に日南市で初め

て実施される予定となっており、クルーズ観光

においても旅行者のニーズが変わりつつあると

感じているところでございます。このような体

験型の観光は、新たな消費を喚起するととも

に、本県の魅力をより深く知るきっかけにもな

り、リピーターの確保にもつながるものと考え

ております。このため、今後とも、地元市町や

民間事業者とも連携しながら、本県の強みを生

かした体験型メニューなどを組み込んだ企画の

実施について、旅行会社等に働きかけるととも

に、快適な受け入れ環境づくりにも努めなが

ら、経済効果がより大きくなるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。た

だ、一つ、最近問題となっております、スマホ

等のアプリを使った配車送迎サービス、いわゆ

る白タク行為、あるいは、乗船客を中国企業の

経営する量販店へ誘導するなど、ある意味、露

骨で、戦略的かつしたたかでございますので、

そのような現状も踏まえた取り組みをお願いし

たいと思います。

次に、中小企業融資制度について伺います。

首都圏などの景気回復ぶりは顕著であり、ま

た、先日発表されました日銀宮崎事務所の県内

金融経済概況でも、全体景気判断を「緩やかに

回復している」とされております。ただ、県内

の中小企業は、人手不足の深刻化、人件費の上

昇、後継者問題など、多くの課題を抱え、依然

として厳しい経営環境が続いているのが現状で

はないかと考えます。そこで、中小企業融資制

度の活用状況はどうなのか、過去と現在の活用

状況を踏まえ、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） 県融資制

度の活用状況としましては、平成28年度の新規

融資が1,086件の約122億円と、年々減少してい

る状況にございます。このため、平成28年度末

の融資残高は約375億円となっておりまして、ピ

ーク時であります平成21年度と比較し、ほぼ半
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減している状況にございます。

○外山 衛議員 新規融資につきましては、マ

イナス金利、異次元の金融緩和などによりまし

て、金融機関の間で低金利競争が進む中、保証

料が金利に上乗せされ、結果として割高になる

保証つきの融資ということも減少の一つの理由

かと思います。しかしながら、公的融資制度

は、市中銀行で厳しい査定等の中で、経営状況

の厳しい企業にとりましては、セーフティー

ネットの役割もあると考えます。世界的な株価

急落など予測不能であり、いつ何どき、経済状

況が大きく変化しないとも限りません。中小企

業者が必要なときに比較的借りやすくするのが

公的融資制度の務めだと考えますが、今後どの

ような取り組みを行っていかれるのかを、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） 県融資制

度は、中小企業者の経営安定や成長を促すた

め、金融機関に対する原資の預託や、保証料補

助などによりまして、長期、固定、低利の融資

を提供しているものでございます。これまで

も、経済情勢の変化や中小企業者が抱える課題

に対応するため、随時、見直しを行っておりま

すが、平成30年度に向けましては、事業承継対

策のための資金や、小規模企業者向けの資金に

ついて、限度額の引き上げや保証料率の優遇を

行うこととしております。県としましては、引

き続き、融資制度がセーフティーネットとして

機能するよう、十分な融資枠を確保するととも

に、中小企業者のニーズに対応した制度設計を

行い、資金繰りの円滑化に努めてまいりたいと

考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございます。今の

経済状況も、２年後、３年後、５年後は全く予

想がつかない。非常に見通しをつけづらい環境

下にあると思います。こういったものの充実は

大変重要かと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

先日、沖縄県のスポーツ関連産業振興戦略の

取り組みを調査してまいりました。沖縄県にお

きましては、スポーツ用品やスポーツ施設と

いった、スポーツに直接的にかかわる産業だけ

ではなくて、観光、健康づくり、リハビリテー

ション、物づくりなど、既存産業とスポーツの

連携のあり方を模索し、幅広い業種の事業者に

対して、スポーツを活用したビジネスへの促進

を図り、新規ビジネスの企画・開発やさまざま

な主体との連携について積極的に支援していく

としており、ひいては「スポーツアイランド沖

縄」の実現を目指し、スポーツの産業化を戦略

的に構築しようと取り組んでおられるようであ

ります。本県にとりましても、「スポーツラン

ドみやざき」の取り組みについては、これまで

の野球等のキャンプ・合宿誘致にとどまること

なく、今後はさらに一歩進めて、本県の経済・

雇用にプラス効果をもたらすよう、食品製造業

や物づくり産業などを、スポーツ関連産業とい

う視点も加えながら振興を図っていくべきと考

えますが、商工観光労働部長に考えをお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） スポーツ

関連産業の育成は、「スポーツランドみやざ

き」のさらなる推進を図る上で、重要な取り組

みであると考えております。このため県では、

みやざき産業振興戦略におきまして、今後成長

が期待される産業の一つとして、スポーツ・ヘ

ルスケア産業を位置づけ、現在、産学金官の関

係者によるワークショップを開催するととも

に、県内外の関連企業やスポーツチームなどの

調査を行っているところでございます。来年度
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は、今議会にお願いしております、「スポーツ

・ヘルスケア産業モデルビジネス支援事業」に

よりまして、まずは、本県の強みである食分野

を中心に、スポーツチームが求める商品づくり

のための勉強会やマッチング会などを開催し、

新商品の開発や販路開拓を支援してまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。宮崎

は、スポーツ関連が観光分野にも寄与する部分

が大きいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

続きまして、これは毎回でございますが、あ

えて伺います。東九州自動車道の日南北郷イン

ターチェンジと日南東郷インターチェンジ間、

９キロメートルの区間が、来る３月11日に開通

の運びとなりました。これは大きな前進であり

ます。が、今回開通する区間は一部でございま

して、北郷以北、つまり清武南―日南北郷間の

供用に至らなければ、ストック効果はさほど期

待できないのが実情であります。この区間で

は、工事が難航していた芳ノ元トンネルが昨

年11月に貫通し、整備が進んでいるようであり

ますが、まだ地すべり対策など、幾つかの課題

があると伺っております。そこで、国の事業で

ありますので、明確な答弁は難しいところもあ

ると思いますが、それを承知した上で、今回も

改めて、清武南―日南北郷間の進捗状況につい

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） 東九州自動

車道清武南―日南北郷間は、現在、国が事業を

進めており、事業費ベースで、平成28年度末の

進捗率は約76％であります。トンネル12カ所の

うち９カ所、橋梁14橋のうち12橋が完成してお

ります。その中で、地すべりが課題の芳ノ元ト

ンネルにつきましては、トンネル上部の土砂除

去などの地すべり対策工事を進めており、その

工事の一定の効果により、昨年11月に貫通した

ところでありますが、現在も残る大量の土砂除

去を行っているところであると、国から伺って

おります。また、九平トンネルにつきまして

も、脆弱な地質などの厳しい現場条件のもと

で、鋭意施工中であると伺っております。県と

しましても、国の事業が円滑に進み、一日も早

く開通するよう、地すべり対策工事などで発生

する土砂の受け入れ地の調整など、引き続き、

できる限りの協力をしてまいります。

○外山 衛議員 他県と比べましても、ややお

くれをとっている交通インフラ整備でございま

すから、力強く推進されますよう要望いたしま

す。

次に、県立日南病院について伺います。

まず、地域医療連携への取り組みについてで

あります。地域医療の中心となる全国約350の病

院のうち、少なくとも99の病院が、医師の残業

などについて労働基準監督署から是正勧告を受

けているとのことでありました。病院側は長時

間労働の理由を、医師不足や正当な理由がなく

診療を拒めない、いわゆる応招義務があるため

などと説明しているようでありますが、地方に

おける医師の確保が困難となる中で、医師の働

き方改革が喫緊の課題となってきており、中核

病院における医師の負担軽減が求められており

ます。また一方で、地域の医療機関では、開業

医の高齢化、後継者不足が進んできておりま

す。地域医療、特に地域包括ケアシステムにお

きましては、さまざまなサービス、多職種が関

係する中で、かかりつけ医となる開業医のリー

ダーシップは極めて重要となりますが、このま

まの状態が続きますと、今後、かかりつけ医の

不足も進んでいくのではと危惧しております。
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地方の医療を取り巻く環境が厳しさを増す中

で、地域医療の崩壊を招かぬよう、今後も地域

医療を維持していくためには、地域の中核病院

と各開業医との医療機能の分担と連携が重要に

なってくると思われます。

南那珂地域においても、同様に医師の問題が

進んできておるようであります。このような

中、地域の中核病院である県立日南病院が、

「地域医療支援病院」の承認に向けた取り組み

を進めていると伺っておりますが、どのような

ことを行っていくのか、病院局長にお伺いいた

します。

○病院局長（土持正弘君） 「地域医療支援病

院」は、患者に身近な地域で医療が提供される

ことが望ましいという観点から、かかりつけ医

等の地域の医療機関を支援する能力や構造設備

を有する施設について、都道府県知事が承認を

行うものであります。承認の要件につきまして

は、医療機関からの紹介率や病院からの逆紹介

率などについて一定の基準が求められておりま

すが、今般、県立日南病院において、その要件

を達成できる見込みとなりましたことから、近

く県への申請を行う予定としております。

現在、日南串間医療圏におきましては、「地

域医療支援病院」の承認を受けた病院がなく、

県立日南病院が承認を受けることで、これまで

以上に医療機関の機能分担と役割の明確化が図

られ、医療機関相互の連携体制の構築が進むも

のと考えております。また、受診される方にと

りましても、かかりつけ医を持つことで、より

スムーズに県立日南病院を受診することができ

ますことから、安心して近くの医療機関で受診

でき、受診者の負担軽減やコンビニ受診の抑制

による医師の負担軽減にもつながるものと考え

ております。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。

次に、院内保育施設についてお尋ねします。

現在、病院局では、育児短時間制度の導入であ

りますとか、院内保育施設の整備など、さまざ

まな取り組みを行い、育児と仕事の両立ができ

る働きやすい職場環境づくりに努めておられる

ようであります。その取り組みの一環として、

育児休業中の看護師等が復職しやすい環境整備

として、職員が乳児や児童を預けることができ

る院内保育施設を、宮崎病院、延岡病院に続

き、日南病院では昨年４月に開設されたところ

であります。そこで、県立日南病院の院内保育

施設の特徴、利用実績及び効果等について、病

院局長にお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 県立病院は、看護

師を初め、子育て世代の職員が多いことから、

育児と仕事の両立ができる就業環境を整えるこ

とは、人材の確保・定着はもとより、職員がそ

の能力を十分に発揮するためにも大変重要と考

えております。このため、日南病院におきまし

ては、ゼロ歳児から小学校３年生までの乳幼児

・児童を対象に、毎日子供を預かる通常保育及

び一時保育を行う院内保育施設を昨年４月に開

設したところであります。本年１月末現在、医

師や看護師など28名が登録しており、開設以

来10カ月間の利用実績は、通常保育４名、一時

保育延べ171名、病児保育延べ38名となっており

ます。また、施設開設後、育児休業からの復帰

者が以前より増加するなど、育児休業者の早期

復帰を促す効果も見られるところであり、今後

とも、質の高い医療サービスの提供ができるよ

う、医療スタッフが働きやすい魅力ある職場づ

くりに努め、若者の就労の場としての役割も果

たしてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 ますます充実をお願いしてお
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きます。

私は、平成29年２月の定例県議会の代表質問

におきまして、その年の３月に新たに策定され

ました「第３次みやざき男女共同参画プラン」

の特徴について質問いたしました。総合政策部

長は、「最も大きな特徴は、「あらゆる分野に

おける女性の活躍の推進」を基本目標のトップ

に掲げ、女性活躍推進法に基づく推進計画とし

て位置づけたところ」と答弁されました。この

参画プランの具体的施策の中には､「女性警察官

の職域拡大や中核ポスト等への登用を推進する

など、女性警察官の採用・登用拡大に努めま

す」とありますが、ことし１月23日付の西日本

新聞の記事によりますと、都道府県警察におけ

る女性警察官の割合について、本県は平成29年

４月現在で6.9％であり、福岡県と並んで全国最

下位にあるとされております。また、平成29年

版警察白書によりますと、平成29年４月１日現

在の都道府県警察の女性警察官数の割合は、8.9

％となっているようです。そこでまず、本県の

現状はどのようになっているのかを、警察本部

長にお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 県警察では、平

成２年から女性警察官の採用を行っており、現

在、その数は141人で、全警察官に占める割合

は6.9％であります。本年４月には、新規採用を

含めまして総数は152人となり、その割合が7.5

％になる見込みです。女性警察官の登用状況に

つきましては、警察本部各部及び全ての警察署

に配属されており、捜査部門や被害者支援等の

女性の被害者と接する業務等、多くの部門で活

躍しております。

○外山 衛議員 また、警察庁は、女性の採用

拡大、幹部登用に力を入れており、各都道府県

警も女性の活躍を後押ししているようですが、

本県では採用拡大に向けてどのような取り組み

を行っているのか、警察本部長にお伺いしま

す。

○警察本部長（郷治知道君） これまで、女性

警察官は年間10人程度を採用しておりました

が、今年度の採用から、警察庁の方針等を踏ま

えて、全警察官に占める女性警察官の割合が平

成34年までに10％以上となるように、より多く

の採用を進めております。また、女性用仮眠室

の整備や、仕事と育児等の両立を支援するため

の制度の整備を図るなどしておりまして、今後

も女性が活躍できる職場環境づくりに努めてま

いります。

○外山 衛議員 これで質問を終わるんです

が、一点だけ。この前、鹿児島中央駅で友人と

待ち合わせをしました。急用だから今から会お

うというわけで、私は日南から車を飛ばして向

かいまして、約３時間かかりました。行ってみ

ると、その友人は、私を待つ間に博多を往復し

ておりました。新幹線でもって博多へ行って、

しばらく過ごして用事を済ませて、鹿児島中央

駅に帰ってきて私と会うという、この状況の明

らかな違いを宮崎県は認識して、そういったハ

ンディキャップをどう補うか。残念ながらそう

いう差があるところをどう補うかというのも、

これから、県政あるいは施策の中で十分に認識

した上での取り組みが必要と考えられますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

以上で質問を終わります。（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59分休憩

午後１時０分開議
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○横田照夫副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党の河

野哲也です。通告に従い質問を進めます。

まずは、選挙啓発についてです。１月28日、

宮崎市、延岡市２つの市で首長選が行われまし

た。それぞれに特徴のある選挙戦でした。報道

機関も、宮崎市は「組織力」対「新手法」での

選挙、延岡市は「組織」対「草の根」選挙とし

て、動向を見守っているという状況でした。そ

れぞれに注目された選挙ですので、私は、もっ

と投票率は伸びるだろうと思っていましたが、

宮崎市長選は42.21％、延岡市長選は49.68％

で、２市とも、前回過去最低だった投票率をか

ろうじて上回りましたが、首長選にもかかわら

ず投票率は50％に満たないものでした。知事、

今後、御自分の選挙もございますが、宮崎市と

延岡市の市長選挙の投票率について、所感をお

伺いします。

壇上は以上で、以下、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。

今回の両市長選挙、御指摘がありましたよう

に、大変高い注目、関心を集めた選挙だったと

いうふうに思っておりますが、結果的に、前回

の投票率は上回ったものの、半数以上の有権者

が投票しなかったことについては、大変残念に

思っております。よく「政治離れ」とか「政治

に対する無関心」ということが言われるわけで

ありますが、選挙というものが、国民が政治に

参加をし、その意思を反映させることのできる

最も重要で基本的な機会でありますことから、

有権者の皆様には、貴重な一票に自分の思いを

託し、地域の振興や、よりよい暮らしにつなげ

ていただきたいと切に願っております。今後と

も、選挙管理委員会や教育委員会には、選挙啓

発や主権者教育にしっかり取り組んでいただく

とともに、私自身も、一政治家といたしまし

て、あらゆる機会を通じて、県民の方々の政治

への参加意識の向上に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 知事も、政治への関心の向上

に努めていくと答弁されました。２月17日に、

「第12回わけもんの主張」が県議会本会議場で

行われ、各地域で代表になった方々の意見発表

を聞きました。「私の生まれた町が好きだ」と

結んだ五ヶ瀬町の渡邊さんの主張が、すっと胸

に入りました。自分の生まれた町を少しでも誇

りに思えるようにまちづくりをする等々、自分

たちの感性で政治に関心を持ってくれていま

す。この若者たちが核になって啓発に動いてく

れれば、投票率も大きく変わると思いますが、

選挙管理委員長に、選挙啓発のこれまでの取り

組みと今後の展開についてお伺いしたいと思い

ます。お願いします。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 選挙管理委

員会におきましては、若者の政治や選挙に対す

る関心を高めるために、今、議員がおっしゃい

ました、意見発表会「わけもんの主張」やワー

クショップの開催、学校での選挙出前授業など

に取り組んでまいったところでございます。さ

らに、来年度から取り組む「わけもんが考える

未来」選挙啓発事業におきましては、年間を通

してワークショップを開催することとしており

ます。参加メンバーを固定し、毎回テーマや講

師を変えることで、政治と生活との結びつきを

より深く理解し、未来を考えることのできる

「わけもん」を育てていくもので、効果をより
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多くの人々に波及させるために、メディアを活

用した広報も行う予定としております。これら

の取り組みによって、若い世代を中心とした有

権者に、政治や選挙に関心を持ち、投票を通じ

て積極的に社会参加していただけるよう、つな

げてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 広報にはＳＮＳとかいろいろ

工夫をしていただいて、せっかくやったことを

発信するというのは大事だと思います。お願い

します。

続いて、ＵＩＪターン促進についてでござい

ます。東京有楽町のふるさと回帰支援センター

を訪問いたしました。道府県ごとにブースが設

けてあり、それぞれ移住相談スタッフが対応さ

れていました。各地方自治体の移住・交流に関

するパンフレット等の閲覧コーナーが設置さ

れ、また、週末を中心に地方自治体などによる

相談会やセミナーなどが開催されています。宮

崎は１月14日に、センターにおいて「ふるさと

宮崎ワーキングホリデー参加説明会＆体験談セ

ミナー」が開催されました。県では、「宮崎ひ

なた暮らしＵＩＪターンセンター」を東京と宮

崎に設置していますが、平成27、28年度の相談

件数と移住実績を、総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県では、平

成27年度に、東京と宮崎に「宮崎ひなた暮らし

ＵＩＪターンセンター」を開設し、住まいや仕

事等の一元的な情報発信や移住希望者への相談

対応などを行っているところであります。相談

件数につきましては、東京と宮崎のセンターの

合計で、平成27年度が837件、平成28年度

が1,180件となっております。また、移住実績に

つきましては、県が移住施策等を通じて把握し

ている移住世帯数となりますけれども、平成27

年度が202世帯、28年度が388世帯となっており

ます。

○河野哲也議員 センター長にお聞きしても、

「流れが出てきました。継続は力です。センタ

ーは本年で15年の節目を迎えます。宮崎県は、

移住先希望ランキング、平成27年に10位に返り

咲いていますよ」ということで、結果が出てい

ると。おかげさまで、先日、最新の情報とし

て、宮崎県は全国第９位に選ばれたということ

で報告をいただいています。２月14日に行われ

た政府移住会議「わくわく地方生活実現会議」

で、宮崎市在住の歌人・俵万智さんは、「地方

の豊かさは住んでみないと味わえない」と指

摘、「生きる力をつけさせるためには、自然の

中で過ごすことが大事なのではないか」と語ら

れていました。宮崎にとって、ＵＩＪターン促

進が若者定住の施策の中で重要であると考えま

す。ＵＩＪターン促進は重点施策の中に位置づ

けられていますが、知事の所見をお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本格的な人口減少社会

が到来する中で、都市部から地方へと人の流れ

をつくっていくということは、地域の活力の維

持・増進を図る上で大変重要なことであると考

えております。来年度の重点施策の取り組みの

一つとしても、このＵＩＪターンを掲げている

ところでありますが、これまで東京と宮崎に

「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」を

開設し、相談体制の充実を図り、また市町村と

一体となって、都市部でのＰＲや受け入れ環境

の整備に取り組んできたところであります。御

指摘がありました俵万智さんのことをお話しす

ることも、移住のＰＲにも結びつけております

し、さまざまな移住のフェアでは、私自身も移

住者であるというようなこともしっかりアピー
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ルをしているところであります。おかげさま

で、今、部長が答弁しましたようなさまざまな

実績、手応えが感じられているところでありま

す。移住ランキングの全国トップクラスという

ところでの御指摘もいただいたところでありま

して、今後さらに、県人会や同窓会などの本県

出身者とのネットワークを生かし、Ｕターンの

働きかけを強化しますとともに、県外大学との

ＵＩＪターン就職支援協定を活用するなど、効

果的な情報発信に努めることとしております。

今後とも、市町村や関係機関等と十分に連携を

図りながら、人口減少対策の大きな柱として、

ＵＩＪターンの促進に努めてまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 県外大学とのＵＩＪターン就

職支援協定など効果的だと考えます。ぜひよろ

しくお願いします。

食品ロス削減についてでございます。延岡市

図書館で開催された食品ロスパネル展に参加い

たしました。ゆっくり動き始めたなという感想

を持ちました。先週、党員さんたちとの会合

で、パネル展でも触れていた食品ロスの量は、

１人年間お茶わん何杯分に当たるか質問しまし

た。365杯分に当たるということです。残念なが

ら正解者はいませんでしたが、問題意識は持っ

ていらっしゃいました。これからです。そこ

で、本県における食品ロス削減の取り組みにつ

いて、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 食品ロスで

ございますが、今、議員のお話にございました

ように、国民１人当たり毎日、御飯１杯分に相

当する量が廃棄されていると言われておりまし

て、ごみの減量化や食育等の観点から、その削

減については、大変重要な課題であると認識し

ております。このため県としましては、先進事

例の発表や著名人による講演会を行った「食べ

きり宣言フォーラム」や、テレビＣＭの放送な

ど、さまざまな情報発信を行い、食品ロス削減

に向けた啓発事業に取り組んでいるところでご

ざいます。また、食料生産者や食品を扱う事業

者、消費者団体、福祉団体等で構成される「宮

崎県食品ロス削減対策協議会」を立ち上げ、現

状の情報共有や取り組みについて意見交換を

行ったところでございます。今後は、本協議会

を活用しまして、食品ロスの削減や、ロスにな

る前の食品の活用について、より具体的な取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ２つの事例を紹介いたしま

す。兵庫県西宮市です。市から委嘱を受けた556

人の「ごみ減量等推進委員」が、ごみ減量の活

動に加え、食品ロス削減について、自治会での

活発な啓発活動を行っています。市は、推進委

員に定期的に研修を行い、リーダー的な役割を

促しています。また、東京都は実証実験に入り

ました。24時間営業の小型スーパーで、スマー

トフォンの専用アプリを活用して、期限が近く

なった商品の購入を促す試みです。牛乳や食パ

ン、サラダなどが陳列されている食品棚に、商

品名や価格と一緒に、日付とポイント数が書き

込まれた棚札を掲示、その日付までに賞味期限

・消費期限切れを迎える商品を購入し、スマホ

に入れた専用アプリで申請すると、ポイントと

してためることができるというものです。ぜひ

できるものから始めたいと考えます。

子ども・子育て支援について、知事にお伺い

します。宮崎県は、「「子どもの育ち」と「子

育て」をみんなで支え、「子どもの最善の利

益」が実現できるみやざきづくり」を基本理念

として、平成27年度からスタートした新制度を

もとに支援を進めてきました。地域子ども・子
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育て支援事業として、放課後児童クラブ、乳児

家庭全戸訪問事業、地域子育て支援拠点事業、

妊婦健康診査、病児保育事業、養育支援訪問事

業、子育て短期支援事業、ファミリー・サポー

ト・センター事業等の13事業が法定事業として

位置づけられて、安定した子育て支援が行える

環境が整いました。地域子ども・子育て支援事

業は、市町村が実施主体となり、国及び県から

の交付金を受けて実施していますが、県は市町

村の事業費を十分確保しているのか、お伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 地域子ども・子育て支

援事業は、子供の健やかな成長や子育て家庭へ

の支援を行うことを目的としまして、市町村が

地域の実情に応じて、今御指摘がありました放

課後児童クラブや一時預かりなど、幅広い事業

を計画的に実施していくものであります。国及

び県は、市町村に対して予算の範囲内で支援を

行うこととなっております。県といたしまして

は、市町村の事業が円滑に実施されますよう、

国の交付基準に則した予算確保を図っていると

ころであります。

○河野哲也議員 これまで国の交付基準に則し

た予算の確保が図られているとのことですが、

子育て支援に関する地域のニーズが高まってい

る中、県として、より積極的な取り組みを求め

られているところでございます。平成30年度に

おける地域子ども・子育て支援事業について、

県の取り組む姿勢をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 平成30年度の予算編成

に当たりましては、「未来を支える人財育成・

確保」を重点施策として位置づけまして、本県

の喫緊の課題であります人口減少対策の充実強

化に、積極的に取り組むこととしたところであ

ります。中でも子供たちへの支援というもの

は、大切な未来への投資となる重要な取り組み

でありますので、御質問にありました地域子ど

も・子育て支援事業につきましては、市町村の

ニーズを踏まえ、今年度よりも約7,000万円多い

約13億円の予算をお願いしているところであり

ます。県としましては、今後とも、市町村や関

係団体等と十分連携を図りながら、安心して子

供を生み育てられる環境づくりを、さらに積極

的に進めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。

予算の確保もさることながら、教育・保育施

設等に従事する者についての量と質の確保方策

が大変重要で、特に次のものに取り組むべきだ

と考えます。保育士資格を有しながら、現在就

業していない保育士のうち、就業意欲のある者

を対象に、現在の教育・保育の現状や各種制度

に対する研修を実施するなど、職場復帰支援を

行うこと。児童館、放課後児童クラブ及び放課

後子供教室で児童を指導する者に対する研修の

実施により、資質向上等を図っていくことなど

です。より細やかな支援をお願いします。

次に、介護人材の確保についてでございま

す。景気回復、人口減少などを背景に、雇用情

勢の改善が着実に進んでいますが、それに伴い

人手不足も深刻化している状況にあります。厚

生労働省が発表した平成29年平均の有効求人倍

率は、前年比0.14ポイント上昇して1.50倍。過

去最高だった昭和48年の1.76倍に次ぐ、44年ぶ

りの高い水準になっています。仕事を探す求職

者１人に対し1.5件の有効求人がある計算で、職

種によって人手不足となっています。特に顕著

なのが警備員などの保安や建設業界ですが、高

齢化の進展で需要が拡大している介護サービス

も、有効求人倍率は増加の一途をたどり、平

成29年は3.57倍と高水準となっています。介護
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現場では、人手不足解消のため、外国人に活路

を見出そうとしています。本県においてはまだ

実績はありませんが、全国の介護現場では現

在、経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき、多くの

外国人が働いています。さらに、昨年11月に技

能実習適正化法が施行され、外国人が日本で働

きながら技術を学ぶ、いわゆる外国人技能実習

制度の対象職種に介護が加わりました。新制度

で実際に働き出すのはこの春以降となる見通し

ですが、団塊の世代が全て75歳以上になる2025

年には、介護職が全国で38万人不足する見込み

と言われている中、介護分野の人手不足の解消

は喫緊の課題であります。以上を踏まえ、福祉

保健部長に３点お伺いします。

初めに、金額的には少ないものの、その名称

から、介護人材を確保するために大事な取り組

みを行っていることがうかがわれる事業に、長

寿介護課の介護人材確保連携強化事業というの

がありますが、この事業ではどのようなことを

行っており、その成果をどのように認識してい

るかお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） この事業では

平成27年度から、事業者団体や専門職団体、教

育機関など22の関係団体で構成する「介護人材

確保推進協議会」を設置し、介護従事者の確保

・定着へ向けた施策を協議しております。協議

会ではこれまで、人材確保・育成に向けた取り

組み事例の情報共有を行うとともに、さまざま

な御意見や御提案をいただいており、この中

で、例えば、介護を職業として選択してもらう

には、小・中・高校生や保護者の介護への理解

促進が必要であるとの出席者の共通認識を受け

まして、今年度から県において、マスメディア

を活用して介護に対する理解促進とイメージ

アップを図る取り組みを行うなど、具体的な事

業化につながっているところであります。県と

しましては、引き続き、関係機関と連携を図り

ながら、介護分野への就業や定着促進を図る取

り組みを充実強化することにより、人材の確保

・育成に努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 平成27年度に協議会を設置し

たとのことです。来年度もこの事業は継続され

るようでありますが、関係団体からもさまざま

な提案がなされると思います。県としてもしっ

かり連携をとっていただきながら、介護人材の

確保に向けた取り組みを進めていただきたいと

思います。

２点目に、本県におけるＥＰＡに基づいた外

国人の受け入れ実績がない理由として、ＥＰＡ

では、日本語能力検定Ｎ５（基本的な日本語を

ある程度理解することができる）以上で入国

し、訪日後、研修を半年、就労を半年行ってか

ら配置基準に算定されることとなっており、指

導する職員の確保や研修に割く負担が大きいこ

ともあるのではないかと思います。一方、技能

実習制度における外国人の受け入れでは、介護

が日本語でのコミュニケーション能力が求めら

れる対人サービスであり、入国時に日本語能力

検定Ｎ４（基本的な日本語を理解することがで

きる）を備えていることが必要ですが、訪日

後、研修は２カ月、就労半年で、８カ月後から

は配置基準に算定されます。このことからも、

ＥＰＡと比べ、技能実習制度に基づく実習生の

受け入れが進んでくるのではないかと考えると

ころでございますが、県内の介護現場における

受け入れの動きはどのような状況か、お伺いし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 昨年11月から

外国人技能実習制度に介護が新たに加わりまし

たが、受け入れを検討している県内の事業所に
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おいては、言葉の問題を初め生活環境や文化が

異なる中、実習生が実際に介護の現場で順応で

きるかどうかなど、不安と感じられる点も多

く、手探りの状態にあります。このため県介護

福祉士会では、県内の事業所に対し、技能実習

制度の概要を初め、外国人に対する指導の方法

やコミュニケーションのとり方などを内容とす

る講習会を開催しております。また、県内の事

業所等によっては、ベトナムやインドネシアな

どの送り出す国を訪問しまして、現地教育機関

の現状を視察したり、関係者や技能実習生とし

て介護を希望する方に直接会って話を聞くな

ど、受け入れに向けた課題の把握などに努めて

いるところであります。

○河野哲也議員 送り出す国における教育現場

の状況を直接知ること、極めて重要です。県と

しては、現地視察を終えた方々としっかり意見

交換などやっていただければと思います。

３点目、最後になりますが、外国人技能実習

制度による実習生の受け入れの動きに関し、県

はどのように認識し、どうかかわっていくかお

伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 少子高齢化に

伴いまして生産年齢人口が減少する中、団塊の

世代が75歳以上となる2025年には、介護職員が

不足することが見込まれております。一方で、

外国人技能実習制度は、技能や技術等の移転に

よる国際協力の推進を目的としており、技能実

習生においては、日本の労働者と同様に、労働

関係法令等が適用されますので、法令を遵守

し、単なる労働力の需給の調整の手段とならな

いよう留意する必要があります。また、言葉の

問題や文化・習慣等が異なる技能実習生との接

し方など、解決しなければならない課題もある

と考えております。県としましては、このよう

なことを踏まえまして、関係団体等との情報共

有や意見交換などを通じ、本県における制度活

用の必要性について研究・検討に努めてまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 今の答弁にあったとおり、外

国人技能実習制度は、開発途上国における経済

発展、産業振興の担い手となる人材の育成を目

的に、一定期間国内に受け入れ、技能等を習得

してもらう制度。すなわち、人材育成を通して

国際貢献をすることであり、今回の介護職の追

加は、介護現場での人手不足を補うことが目的

ではありませんが、実習生に寄り添う形でしっ

かり取り組むことによって、開発途上国におけ

る本県の評価アップ、実習生受け入れの継続、

それがひいては介護人材の持続的な確保にもつ

ながっていくのではないかと考えます。県も積

極的にかかわっていかれるよう、要望いたしま

す。

中小企業対策について、商工観光労働部長に

お伺いします。全国で、昭和61年の87万をピー

クに、製造業事業所数は、当時と比べ、今や半

減しております。宮崎県でも例外ではありませ

ん。直近で平成28年の事業所数を産業別に平

成26年と比較すると、セメント業が12事業所

減、繊維業が11事業所減、食品が10事業所減な

ど、７産業が減少となっています。「日本の中

小企業」という本の著者である一橋大学名誉教

授・関満博氏は、「中小企業・地域産業には

「外から所得をもたらす機能」「人々に就労の

場を提供する機能」「人々の暮らしを支える機

能」の３つが求められる。成熟し、人口減少、

高齢化に向かう日本社会だが、中小企業・地域

産業の担うべき役割はいまだ大きい」と述べら

れています。事業所訪問をして感じることは、

事業承継に不安を感じている経営者が少なから

平成30年３月５日(月)



- 196 -

ずいらっしゃるということです。今後10年間

に70歳を迎える中小企業、小規模事業の経営者

は全国約245万人、うち127万人が、「後継者が

決まっていない」「黒字なのに後継者がいな

い。廃業してしまう」と言われています。これ

らの企業は、地域経済の活性化や雇用の確保な

どに大きく貢献してこられました。それが、相

続税の負担により事業が承継できないとなれ

ば、日本経済が揺らぐことになります。事業承

継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から

相続または贈与により取得した、非上場株式に

かかる相続・贈与税の一部を納税猶予する制度

です。今回の事業承継税制拡充は、全ての株式

を対象に、相続税の納税を100％猶予する思い

切った決断です。ところが、事業承継税制自体

を知らない経営者もいらっしゃいます。そこ

で、事業承継税制の拡充が図られる中、県にお

いても周知を行っていくべきだと考えますが、

県はどのように取り組んでいくのかお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 事業承継

が全国的に大きな課題となる中、国におきまし

ては、事業承継を強力に促進するため、お話が

ありましたように、相続税の猶予割合を８割か

ら10割とするなど、税制面からの大幅な拡充が

検討されているところでございます。県といた

しましても、円滑な事業承継の推進は、本県経

済の振興を図る上で非常に重要であると考えて

おりますので、「宮崎県事業引継ぎ支援センタ

ー」を初め、商工団体等の関係機関とも連携し

ながら、ホームページや広報紙、セミナーなど

あらゆる機会を通じて、事業承継税制の周知な

どに努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 県も積極的なかかわりを、ど

うかよろしくお願いします。

教育長に、学校における医療的ケアについて

伺います。先日、「医療的ケア児の小学校入学

に、看護師配置の支援は県でできないのか」と

の相談を受けました。厚生労働省の推計による

と、平成27年度で、19歳以下の医療的ケア児は

全国に約１万7,000人。この10年間で約1.8倍に

なっています。医療的ケア児は、24時間、目が

離せない場合が多く、家族に対するきめ細やか

な行政支援は急務の課題です。平成28年５月に

成立した改正児童福祉法で初めて法律上で規定

され、適切な支援を行うよう努力義務を自治体

に求めました。確かに、小中学校の医療的ケア

として、看護師配置は市町村が事業主体となり

ますが、宮崎県は看護師の配置されている特別

支援学校のほうへ誘導をしているのでしょう

か。宮崎県の小中学校での配置はゼロです。小

中学校における医療的ケアに対し、県としてど

のように支援を行っていくかお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 現在、本県におきま

しては、特別支援学校８校に49名の医療的ケア

の必要な児童生徒が在籍をしておりますことか

ら、これらの特別支援学校に計25名の看護師を

配置し、安全で安心な学校生活を送れるよう支

援するとともに、保護者の負担軽減を図ってい

るところであります。小中学校における医療的

ケアにつきましては、医療的ケアが必要な子供

の把握や看護師の配置等、早期からの体制整備

が重要でありますことから、所管する市町村教

育委員会に対し、医療的ケアの説明を行い、周

知を図ったところであります。県教育委員会と

いたしましては、今後とも児童生徒の状態に応

じた適切な対応が図られるよう、引き続き周知

を行い、情報提供や担当者等への説明会を開催

するなど、市町村教育委員会と連携を図りなが

ら支援に努めてまいりたいと考えております。

平成30年３月５日(月)



- 197 -

○河野哲也議員 看護師配置については、人材

不足なのか財源不足なのか理解ができません

が。政府は現在、支援制度の充実を急ぐた

め、18年度障害福祉サービス等報酬改定では、

放課後等デイサービスなどの施設がケア児を受

け入れるために看護職員を配置した場合に、報

酬を加算する制度の創設を予定しています。学

校への配置に県が支援に入れないのか、一度要

望として考えていただきたいと思います。ケア

児が安心して学び、生活できる学校での支援体

制の早期の充実を求めます。

警察本部長に、ストーカー規制についてお伺

いします。ストーカー規制が始まって間もな

く18年になります。ストーカー規制法は、いわ

ゆるつきまとい等のストーカー行為について、

必要な規制を行うとともに、その相手方に対す

る援助の措置等を定めることにより、個人の身

体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止

し、あわせて我々の生活の安全と平穏に資する

ことを目的としています。全国の警察が平成28

年に把握したストーカー事案の相談件数は２

万2,737件でした。４年連続で２万件を超え、高

どまりしているのが現状です。摘発は2,605件に

上りました。本県のストーカーの相談件数は増

加していると聞きます。昨年のストーカーの相

談件数についてお伺いします。

また、ストーカー行為者に対する各種措置件

数についてお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 平成29年中、ス

トーカー事案の相談件数は380件で、ストーカー

規制法が施行された平成12年以降最多となりま

した。これらの相談を受け、事実関係を適切に

踏まえて、ストーカー行為者に対する行政措置

として、口頭や文書による警告を276件、禁止命

令を14件実施しました。また、ストーカー規制

法・刑法等を適用した事件検挙が41件ございま

した。

○河野哲也議員 改正ストーカー規制法が始

まって間もなく１年たちます。凶悪な事件を受

け、公明党が推進したストーカー規制法は、平

成12年の施行後、平成25年と平成28年に改正さ

れました。28年の変更点は、一つは、ツイッタ

ーやＬＩＮＥなどのＳＮＳ上の嫌がらせを、つ

きまとい行為として規制の対象に加えたことで

す。また、迅速で効果的に対応するため、加害

者への警告なしで接近の禁止命令を出せるよう

にしました。罰則も強化しました。ストーカー

行為罪の罰則の上限が、懲役６カ月または罰

金50万円から、懲役１年または罰金100万円まで

に強化されました。さらに、ストーカー行為罪

は、被害者が告訴の意思を固めていない段階で

も起訴できる非親告罪になりました。平成28

年12月に改正されたストーカー規制法を受けて

の警察の対応について、お伺いします。

○警察本部長（郷治知道君） ただいま御指摘

のとおり、平成28年12月のストーカー規制法の

改正点は、反復すれば罰則対象となる行為とし

て、ＳＮＳで連続してメッセージを送信する行

為を追加、危険急迫の場合の緊急禁止命令の新

設、禁止命令違反等の罰則引き上げなどであ

り、いずれも現在までに施行されております。

ストーカー事案の中には、事態が急展開して重

大事件に発展するおそれが極めて大きいものが

あります。警察におきましては、今後も引き続

き、改正ストーカー規制法を適切に運用しなが

ら、被害者等の安全確保を最優先に、迅速かつ

的確な対応をとってまいります。

○河野哲也議員 非常に厳しい規制法に改正さ

れました。そこで要望なんですが、ストーカー

規制法の目的が、加害者のストーカー行為を未
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然に防止し、被害者を保護するためであると考

えます。被害者の心情にも配慮しながら、行為

者の対応はどうあるべきかについて、ストーカ

ー規制法違反事件に精通している専門的なチー

ムで連携をとれるようにしてください。ストー

カー事案は、その特異性から、事実関係をよく

究明していただき、両者に適正な法の運用をお

願いしたいと思います。

別件で、代表質問関連の質問に移ります。先

日、重松議員より我が会派の代表質問がありま

したが、関連の質問をいたします。

若者の県内定着の促進について質問がありま

した。先日、延岡市民体育館で、答弁にありま

した「高校生等企業ガイダンス」が開催されま

した。このように、確実に県内高校生の県内就

職活動を支援していますが、平成30年度は特に

どのような点に力を入れるのでしょうか、商工

観光労働部長、教育長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高校生の

県内就職を促進するため、来年度は特に、県内

企業の魅力を高校生や保護者、教員等に伝える

取り組みを強化してまいりたいと考えておりま

す。具体的には、まず、今お話がありましたけ

れども、高校２年生を対象とした「企業ガイダ

ンス」におきまして、生徒に対し、わかりやす

く、そして効果的に自社の魅力をＰＲできるよ

う、参加企業を対象に事前セミナーを実施する

こととしております。また、高校生の進路決定

に影響力のある保護者を対象とした就職セミナ

ーや企業見学会につきましては、実施回数をふ

やすことで、県内企業への理解をより深めてま

いりたいと考えております。さらには、今年度

新たに作成いたしました「県内企業ＰＲ動画」

を、学校における進路指導等で有効活用してい

ただくなど、県内企業の魅力をしっかりと伝え

てまいりたいと考えております。

○教育長（四本 孝君） 教育委員会の事業で

あります「県立高校と県内企業のネットワーク

強化事業」におきましては、高校と県内企業の

パイプ役である就職支援エリアコーディネータ

ーを、来年度から県内就職率の低い工業高校等

に配置し、工業高校と県内企業とのつながりを

強めてまいります。また、高校の進路指導担当

者や地元企業、行政等が県内就職に関する情報

交換を行うエリアネットワーク会議に、新たに

高校のＰＴＡ役員や３年生の保護者にも参加を

呼びかけ、保護者の県内企業の理解促進を図っ

てまいります。さらに、今年度2,000名以上の生

徒が参加しました県内企業の見学会につきまし

ては、来年度からは進学する生徒も参加できる

よう、クラス全員あるいは学年全体などで実施

してまいります。今後とも関係部局等との連携

を図りながら、生徒、保護者に県内企業の魅力

を伝える取り組みを積極的に推進してまいりた

いと考えております。

○河野哲也議員 よろしくお願いいたします。

２点目です。「美しい宮崎づくり」に向けて

県民、事業者との協働についての質問に、大変

重要だと答弁されました。私は、美しい宮崎の

道づくりを進めるためにも、企業や団体との連

携が大事だと考えます。モデル的なものとし

て、今、延岡は「花祭り」が始まっています。
※

五ヶ瀬川堤防沿いに、カワヅザクラ、菜の花が

咲き広がっています。「美しい宮崎の道」愛護

活動推進事業ではどのように取り組むのか、県

土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 「美しい宮

崎の道」愛護活動推進事業では、地域の方々が

行う美化活動に対するこれまでの支援に加え、

企業や団体の皆様に、新たな担い手として道路
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愛護活動に参加していただく「アダプト制度」

を導入することとしております。これは、県と

企業や団体が連携し、皆様に道路を気持ちよく

使っていただける環境づくりに取り組むもので

あります。具体的には、県と協定を締結し、例

えば、自分の会社の前などの道路の植栽帯につ

いて、みずからの手で花や木の種類やレイアウ

トをデザインし、植えつけやその管理を行って

いただきます。県は、その支援として、植栽帯

の整地を行うとともに、団体名やその活動を記

した看板、サインボードを設置いたします。今

後とも、地域の方々や企業、団体の皆様と連携

を図りながら、美しい宮崎の道づくりを推進し

てまいります。

○河野哲也議員 済みません。さっき「花祭

り」と言いましたけれども、「花物語」の間違

いです。

以上で質問を終わらせてもらいます。（拍

手）

○横田照夫副議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、順次お伺いしてまいります。

本年１月、議会新図書案内の中で、１冊の本

が目にとまりました。それは、昨年７月に出版

された、吉原祥子さんが書かれた「人口減少時

代の土地問題」であります。２回ほど読み返し

ましたが、今後のことを大変危惧する内容であ

ります。まず、この本で学んだことを中心に、

土地所有者不明問題や課題等についてお伺いを

してまいります。

国土交通省が平成28年度に、地籍調査を行っ

た地域、全国で558市区町村の約62万筆を対象に

調査した結果によりますと、不動産登記簿に

よって所有者の所在が確認できない土地がその

約20％を占め、最終的に2,000筆を超える土地の

所有者が不明になっているということでありま

す。

また、元総務大臣で、野村総合研究所顧問の

増田寛也氏が座長を務める民間の有識者研究会

「所有者不明土地問題研究会」は、平成28年度

時点の所有者不明の土地の総面積は、九州（368

万ヘクタール）を上回る410万ヘクタールに達す

るとの推計を公表し、2040年には、北海道の面

積に迫る720万ヘクタールにも増加し、経済的損

失は６兆円にも及ぶとの推計をいたしておりま

す。

もともとは平成20年、北海道を中心に、外国

資本が日本の森林や土地を買い占めているとい

う問題が発端であると言われております。北海

道庁などが実態解明を行う中で、いずれの行政

機関においても、土地の所有、利用が正確に把

握されていないことが判明したことから、道庁

は、森林を土地売買する際の事前の届け出を義

務づける条例を制定しております。しかし、そ

の周知を図るために土地所有者に通知したとこ

ろ、45％に当たる1,881名が宛先不明、いわゆる

所有者が不明の状態で返送されてきたというこ

とであります。

また、平成23年３月に発生した東日本大震災

の復興が進む中で、被災地からの集団移転や被

災住宅、施設の再整備を行う際に、登記簿上の

名義が明治時代から変更されていない事例や、

集落全体の共有名義になっており、その後の相

続登記がされていないなど、国においても、所

有者の所在把握が難しい土地への対応は喫緊の

課題となっております。

一方、農林水産省によると、相続未登記の農

地は約48万ヘクタール、未登記のおそれのある

農地が46万ヘクタールの合わせて94万ヘクター

ルと、全農地の約２割に及んでいると推計され
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ております。さらに、これらの農地は、今後、

農地の賃借や売買をする際に、法定相続人を探

して同意を取りつけなければならず、将来的に

農地の集積や集約の妨げとなってくると懸念を

されております。そこでまず、本県の所有者不

明の土地の状況はどのようになっているのか、

また、本県における相続未登記の農地及び未登

記のおそれのある農地の状況について、農政水

産部長にお伺いします。

この後は質問者席にて行ってまいります。

（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県の所有者不明の土地の状況についてであ

ります。平成28年度に、全国で地籍調査が実施

された土地を対象に、国が行った状況把握調査

によりますと、本県では、登記簿上の所有者の

所在が当初確認できなかった土地は、全体の

約13％に当たる2,838筆となっております。さら

に、それらの土地について追跡調査が行われた

結果、最終的に、所有者が所在不明とされた土

地は、全体の約1.5％に当たる329筆となってお

ります。

このように、所有者が判明しない土地が多く

存在すること、また、判明しても連絡がつかな

かったり、登記名義人が死亡しているなどによ

り、公共事業や民間開発等、さまざまな場面で

円滑で有効な土地利用が妨げられている実態が

ありまして、これは全国的にも深刻な問題だと

受けとめているところでございます。

次に、相続未登記農地等の状況についてであ

ります。平成28年度の農業委員会の調査により

ますと、本県の農地台帳上の農地面積８万2,233

ヘクタールのうち、登記名義人の死亡が確認さ

れた相続未登記農地が１万695ヘクタール、ま

た、登記名義人が市町村外に転出し、既に死亡

している可能性があるなど、相続未登記のおそ

れがある農地が9,638ヘクタール、合計します

と、２万334ヘクタールとなっておりまして、こ

れは全体の約４分の１を占める状況となってお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○山下博三議員 具体的な数値を示していただ

きましたが、所有者不明土地や正常な登記がな

されない可能性がある状況、極めて深刻であり

ます。

あわせて、森林についてもお伺いいたしま

す。近年、宮崎市周辺を中心に、森林の誤伐・

盗伐が大きな問題となっております。大きく取

り上げられ始めたのは、平成28年９月に、宮崎

市で森林所有者に無断で伐採届が提出され、所

有者の知らないうちに2,000平方メートルもの杉

林が伐採されていたという事件が発端だと記憶

いたしております。

伐採届は平成27年に提出されておりました

が、所有者の氏名押印はあったものの、そもそ

も本人は既に死亡しているため、伐採届を受理

した旨の通知書が所有者側に届かず、誤伐・盗

伐を許してしまったということでありました。

まさに土地や農地などと同様、森林において

も、相続未登記の問題は、今後、大きな問題と

なってくることは明らかであります。そこで、

森林における所有者や境界を明確化する取り組

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） 県では、境

界の不明瞭な森林において、市町村や森林組合

が間伐等の施業を実施する場合、森林経営計画

の作成や境界測量等に係る経費の助成などによ

り、支援を行っているところでございます。ま

た、平成28年度の森林法改正によりまして、市
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町村が地番ごとに所有者や森林境界の情報を記

載した林地台帳の整備を行うことになっており

ますが、県においてその原案を作成し、来年度

までに市町村へ提供することとしております。

さらに、国におきましては、所有者の確認が

困難な森林について、市町村による経営・管理

を可能とする新たな法律の検討がなされており

ます。このため、市町村が実施する、対象とな

る森林につきましての事前調査に対して助成を

行うこととしております。今後とも、森林の所

有者や境界の明確化に取り組む市町村を、積極

的に支援してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 大変な作業になると思うんで

すが、よろしくお願いいたします。

国土交通省においては、平成27年度から、法

務省や農林水産省などとともに、所有者不明の

土地を有効、円滑に利用するための方策につい

て検討会を開催してまいりました。昨年９月に

国土審議会土地政策分科会に特別部会を設置

し、所有者不明土地問題に関する制度の方向性

と人口減少社会における土地制度のあり方につ

いて検討を始め、12月には中間取りまとめが行

われ、一定の方向が示されたということであり

ます。国土審議会土地政策分科会特別部会の中

間取りまとめでは、どのような方向性が示され

たのか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 御質問の特別

部会の中間取りまとめでは、所有者不明土地問

題は、人口減少等に伴う土地利用ニーズの低下

や土地所有意識の希薄化といった社会状況の変

化に起因する複合的な問題であると捉え、提言

が行われております。

その中では、「所有者不明土地を円滑に利用

する仕組み」として、公共事業における収用手

続の合理化・円滑化や、収用制度の対象となら

ない公共的事業への利用権の設定が提言されて

おります。また、「所有者の探索を合理化する

仕組み」として、固定資産課税台帳や地籍調査

票等の公的情報を行政機関が調査に利用できる

制度などについても、提言されているところで

あります。

当部会では、このほか、不動産登記制度や土

地所有権のあり方等についても、さらなる検討

課題とされたところでありますので、県としま

しては、引き続き、国の動きを注視してまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 私自身、吉原祥子さんの「人

口減少時代の土地問題」を読み、住宅地だけの

話ではなくて、農地や森林など国土の大半に影

響を与えかねない問題の大きさに愕然としたと

ころであります。本県においても、早急な対応

をとらなければ、県土そのものが荒廃するので

はないかと、大変危惧をいたしております。対

策をよろしくお願いいたします。

これより農政水産部長に、18問になります

が、お伺いしてまいります。所有者不明農地の

実態を把握するためにも、地籍調査の促進が重

要でありますが、本県における地籍調査の進捗

状況はどうなっているのか、また、現在のペー

スで進捗した場合、地籍調査が完了するまでど

れほどかかるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 地籍調査は、

市町村等が土地の権利関係や境界を明確にする

調査ですが、現在までに三股町ほか８町村が完

了しまして、宮崎市ほか16市町村等で実施中で

あります。県全体の進捗率は、平成28年度末

で67％となっている状況であります。これまで

の進捗からしますと、今後、完了までに約30年

を要するものと試算されますが、市町村によっ

ては、進捗がおくれているところがありまし
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て、さらに長い期間を要するのではないかと懸

念しているところであります。

○山下博三議員 私の地元、北諸県農林振興局

には、用地調査員、登記事務嘱託員という非常

勤職員が配置されておりますが、どのような業

務をしているのか、また、県内各振興局等その

ような職員がどれほどおられるのか、お伺いい

たします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 用地調査員

は、農林振興局が実施する公共事業等に伴う用

地買収に関連する土地、建物、権利等の基礎調

査や補償額算定事務等に従事します。そして、

登記事務嘱託員は、取得した用地の登記事務に

従事しております。県全体の農政水産部所管の

職員としましては、用地調査員が15名、登記事

務嘱託員が16名の合計31名となっております。

○山下博三議員 これまで各振興局において、

土地改良事業などに関係して登記した農地など

の中で、未相続などの問題で相続権利者を探し

た事例はあったのか、また、最近５年の中で最

後に行われた登記が最も古かったのはいつだっ

たのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 事業用地とし

て買収する必要がある未相続の土地につきまし

ては、必ず相続権利者を探す調査を実施してい

るところであります。県が買収する土地は、調

査の上、移転登記をしなければなりませんが、

その調査の中で、最近５年間で所有者の変更手

続がされずに残っていたものは、明治30年のも

のが最も古いものでございます。

○山下博三議員 私の地域、都城市の状況を農

業委員会を通じて調べてみましたが、農地１

万3,931ヘクタールのうち、適切に相続されてい

ない農地が2,591ヘクタール、18.6％となってお

ります。また、農地の所有者が他市町村外に居

住している割合が12.3％の1,718ヘクタールと

なっております。

このような中で、本年１月25日付日本農業新

聞に、農林水産省が所有者不明農地に係る相続

人探索の簡素化を検討しており、関連法案の改

正を通常国会に提出するという記事が載ってお

りました。先ほど来、問題であると指摘してき

た所有者不明農地を解消するために、重要な改

正であると思います。そこで、農林水産省の検

討状況はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 現在、農林水

産省におきましては、担い手への農地の集積・

集約化の加速化に向けまして、所有者不明農地

の利活用を促進するために、農地の貸し付け手

続に必要となる相続権利者の調査を簡素化し、

公示の手続を経て農地中間管理機構への貸し付

けを可能にすること、さらには、貸し付けられ

る農地の利用権に係る上限期間を５年から20年

に長期化することなどを検討していると聞いて

おります。

なお、その実施に伴い必要となります農業経

営基盤強化促進法や農地法の改正法案を、今国

会に提出予定であると伺っております。

○山下博三議員 この取り組みが施行されます

と、実際に管理している相続人の要請を受け

て、戸籍などが公簿上で未登記のまま死亡した

もとの所有者の配偶者や子供を探し、当該地に

ついて貸し出し公示を行うことで農地バンクに

預けられるということであります。県でも基盤

整備を行う際に、非常勤職員を配置して、用地

の適切な管理を進めているということでありま

すが、今後ますます顕在化することが見込まれ

ておる未相続農地の問題について、県はどのよ

うに認識し、どのように進めていこうと考えて
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おられるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 未相続農地に

つきましては、農地の集積・集約化や基盤整備

の推進に大きな妨げとなっておりまして、その

影響は、今後ますます大きくなるものと危惧し

ているところでございます。このようなことか

ら、県では、相続により農地の権利を取得した

場合の農業委員会への届け出義務について、周

知に努めてきたところでございます。今後と

も、県農業会議や農業委員会と連携をしまし

て、農地の適切な相続手続のさらなる周知を図

りますとともに、現在検討されている新たな制

度に基づいた未相続農地の利活用の促進に努め

てまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。吉原

祥子さんの本の中で、群馬県前橋市の共有地に

関して、明治19年にさかのぼって共有名義者54

戸の相続権者を探し出したところ、380人以上に

及んでおり、さらに所在地も県外、国外など多

岐に及び、権利を整理するために、17年の歳月

と600万円の経費を要したということでありま

す。今後、基盤整備を推進する中で、大きな課

題となってくるものと思います。この件につき

ましては、この後の土地改良事業の中で改めて

お伺いしてまいります。

次に、本県の農業産出額についてお伺いして

まいります。

去る１月25日に行われた閉会中の環境農林水

産常任委員会において、執行部から平成28年の

農業産出額の報告がありました。説明による

と、本県の農業産出額は、昨年よりも138億円増

加し、第七次農業・農村振興長期計画の目標で

ある平成32年3,550億円を４年早く達成すること

ができたとのことでありました。

本県の農業産出額は、平成22年に発生した口

蹄疫の影響により、それまでの3,000億円台か

ら2,874億円まで落ち込み、回復するまでに多く

の時間を要すると懸念されておりました。しか

しながら、県ではこれまで、口蹄疫からの再生

・復興方針、畜産新生プラン、さらには人・牛

プランを策定し、オール宮崎県として復興・再

生に向けた取り組みを進め、現在は、畜産新生

推進プランに基づき、取り組みを進めてこられ

ました。

この取り組みの成果として真っ先に取り上げ

られるのは、昨年９月の第11回全国和牛能力共

進会、宮城全共での史上初の３大会連続内閣総

理大臣賞受賞の栄誉であり、高校生など次の世

代を担う若い後継者の躍進でありました。これ

までの取り組みが実を結び、長期計画の数値目

標の前倒し、達成が可能となったものであり、

関係者の努力に敬意を表するところでありま

す。そこで、本県農業産出額が増加し、長期計

画目標である3,550億円を達成した状況をどのよ

うに総括されておるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 議員おっしゃ

いましたように、平成28年の農業産出額は3,562

億円となり、平成32年の長期計画目標でありま

す3,550億円を早くも達成できましたことは、農

家を初め、関係機関や団体等の御尽力によるも

のと考えております。

しかしながら、部門別に見てみますと、畜産

部門では、肉用牛価格の上昇などにより、前年

に比べて大きく伸びておりますが、耕種部門で

は、大きなウエートを占める野菜が減少したこ

とから、わずかな伸びにとどまり、ここ数年を

見ましても、ほぼ横ばいで推移している状況に

ございます。耕種部門が伸びない要因としまし

ては、高齢化や担い手不足に伴う作付面積の減

少、生産基盤の整備のおくれなどが考えられま

平成30年３月５日(月)



- 204 -

すので、今後、そのような点も踏まえ、生産力

の強化や人材の育成に取り組んでまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 常任委員会の中でも私もお伺

いをしましたが、本県よりも産出額が多い道県

の前年からの伸び率は、北海道を除き、いずれ

も本県よりも大きく伸ばしております。例え

ば、産出額第５位の本県は、前年に比べ138億円

増の3,562億円で104％の増となっております

が、１位の北海道は１兆2,000億円ですので、こ

れは別といたしまして、第２位の茨城県は4,903

億円で107.8％、第３位の鹿児島県は4,736億円

で106.8％、第４位の千葉県は4,711億円で106.9

％となっております。

鹿児島県は本県と同様に大畜産県であります

から、近年の畜産物価格の上昇の恩恵を受けて

いるものと思いますが、茨城、千葉の伸び率の

高い理由が思い浮かびません。委員会では、本

県の状況について、野菜部門の伸び悩みやピー

マンの単価安、さらには、担い手や耕地面積の

減少などの課題が明らかにされましたが、ピー

マンの単価安や担い手などは全国的な課題であ

ります。

私も疑問が募り、調べてみますと、驚くよう

な生産構造が見えてまいりました。茨城県の農

業産出額は、先ほど述べたように107.8％、額に

して354億円増の4,903億円であります。内訳

は、畜産部門は33億円減少しているものの、野

菜、果実、花卉などの耕種部門は、111.8％

の378億円増加となっております。

また、千葉県も、産出額全体では、前年

比106.9％の306億円増加でありますが、畜産部

門は４億円増の100.3％の増となっており、耕種

部門は109.9％の302億円増となっております。

これまで本県と同様の畜産県と考えていた鹿

児島県に至っては、産出額全体は前年比106.8％

の301億円増でありますが、畜産部門は104.3％

で121億円の増、耕種部門は111.6％の174億円の

増加となっております。

本県は御存じのように、産出額の62％を占め

る畜産部門は、前年比105.3％で112億円の増で

ありますが、耕種部門は101.4％の18億円の微増

であります。この状況を見たとき、本県の農業

産出額はいかに畜産に依存しているか、肉用牛

を初めとする畜産物価格の高騰に支えられてい

た農業産出額の増加であることを痛感したとこ

ろであります。もし畜産物価格が一転下落に

陥ったときの本県農業への影響の大きさを考え

ると、産出額が3,500億を超えたと、もろ手を挙

げて歓迎という状況ではないのではないかと

思っております。

農業産出額上位県は、畜産部門の伸びより耕

種部門が大きく伸びております。そこで、耕種

部門が大きく伸びている３県、茨城、鹿児島、

千葉の状況をどのように分析されておるのか、

お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 各県の農業産

出額につきましては、現在のところ、上位10品

目しか公表されておりませんので、その中で伸

びているものを申し上げますと、まず茨城県で

は、米やカンショ、白菜などの野菜、それから

千葉県では、同じく米や大根、ニンジンなどの

野菜、鹿児島県では、カンショ、茶、サトウキ

ビが、それぞれ前年よりも大きく増加しており

ます。

これらの３県につきましては、露地品目のウ

エートの高い地域でありまして、推進品目の規

模拡大が進められていること、さらに、平成28

年は、全国的な天候不順により、露地野菜の市

場価格が高騰したことが、その要因であると考
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えております。

○山下博三議員 ただいま御答弁いただきまし

たが、高齢化、担い手不足、天候の問題という

のは、全国共通の課題であります。それより、

耕種農業の伸びない理由が別にあるような気が

してなりません。私の考える伸びない大きな理

由は、基盤整備の大きなおくれが一番大きな原

因であるように思えてなりません。

農林水産省農村振興局が１月にまとめた基盤

整備に関する資料の中で、先ほども述べました

が、本県よりも農業産出額の高い３つの県の水

田の30アール以上の平成28年３月時点での区画

整備率は、茨城県が78.8％、鹿児島県が55％、

千葉県が63.3％となっております。本県は全国

第37位の39.8％。50アール以上になると、茨城

５％、鹿児島7.6％、千葉7.9％であり、高い県

では、宮城県が27.4％、秋田県が22.6％となっ

ております。我が宮崎県においては、わずか１

％で、全国43位であります。いかに本県の基盤

整備がおくれている現状かを、御理解いただけ

たものと思います。この現状についてどのよう

に理解をされておるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 議員御指摘の

とおり、本県の基盤整備は、全国に比べて非常

におくれている状況にございます。その要因と

いたしましては、本県の農業が、畜産と施設園

芸を中心とした形態であること、また、中山間

地域が多く、事業要件に合う、まとまった団地

が少ないことなどが挙げられます。しかしなが

ら、今後、農家の生産性や収益の向上を図るた

めには、基盤整備を進め、耕種部門の生産力を

底上げする必要があると考えております。

○山下博三議員 先日、都城市の横市土地改良

区の理事長さんと意見交換をしておりました

ら、農地の有する多面的機能を維持発揮させる

ための共同活動を支援する「多面的機能支払交

付金」に取り組んでいる中で、農地が小面積で

権利が明確でないため、貸し借りがうまく進ま

ず、担い手への集約や集団化の弊害となってい

るという実情を伺いました。

また、米や露地野菜などを中心に法人経営を

展開されている、同じく都城市の「ベジエイ

ト」の重冨社長とも意見交換をいたしました。

先日、宮崎日日新聞の農業賞を受賞された方で

あります。その中で、「最近、国や県は、農業

生産の担い手として、自分たち法人を何かにつ

けもてはやし、規模拡大を促しているが、現状

はどの法人も、今以上の規模拡大は、人手不足

の中、困難である」と明言されました。

農業の高齢化が進む中で、農地中間管理事業

が推進され、意欲ある農業者は、規模拡大した

いと思えば必要なだけ農地が集約できると考え

ていた私は、なかなか理解できず、発言の趣旨

を再度確認いたしました。すると、重冨社長の

口からは、思いも寄らない実態が出てまいりま

した。具体的には、現在、ベジエイトでは、90

ヘクタールの農地で、水稲や露地野菜を中心に

経営をされておりますが、その筆数は400カ所に

及ぶということであります。農地１カ所当たり

の平均面積は、約20アールにしかならないのが

現状ということであります。

耕作範囲は、山田町、志和池地区が中心であ

り、農場間の移動に15分から20分程度かかると

いうことで、大規模経営を進める中で、多くの

人手の移動が経営を圧迫しているということで

あります。農地をいかに集約して効率的な営農

を展開するかが、今後の耕種部門の生産振興を

図る上で最も重要な課題であると言えます。関

係者が一丸となって振興を図るべきであり、特

に、加工・業務用野菜を初め、土地利用型農業
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の振興に傾注すべきと思いますが、どのように

進めていかれるのかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 土地利用型農

業の振興に向けましては、畑地かんがい用水の

積極的な利用と、経営規模の拡大や効率的な営

農を実現するための農地の集積を進めてまいり

たいと考えています。特に、需要が増加してお

ります加工・業務用野菜につきましては、意欲

ある農業法人や集落営農組織等を中心経営体と

して育成し、生産から加工までを一貫して行う

体制づくりに取り組んでまいります。

さらに、水田では、生産基盤の整備ととも

に、米政策の見直しに対応し、今議会に「水田

高度利用産地育成支援事業」の予算を御提案し

ているところであります。具体的には、地域に

適した露地野菜を含め、水田における作物のベ

ストミックスを検討しながら、それぞれの産地

に応じた農業生産の高収益化を進めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 今までの議論を前提に、今度

は、土地改良事業の課題についてお伺いしてま

いります。

去る２月16日、農林水産省農村振興局農地資

源課、川島課長補佐を講師にお招きして、私の

主宰します「第17回都城盆地農業を語る会」を

開催し、川島補佐からは、「水田整備の現状と

今後の展開方向について」と題して御講演をい

ただきました。農地中間管理機構関連農地整備

事業は、昨年９月議会代表質問の中で、都城市

祝吉地区の基盤整備の取り組みを例に、お伺い

いたしました。具体的には、進藤金日子参議院

議員や農林水産省農地整備課の担当官との意見

交換の中で判明した、農地中間管理機構に関連

した農地整備事業の概要と県の取り組みについ

ての質問でありました。本日の質問において

も、極めて重要なポイントでありますので、再

度、確認をさせていただきます。

まず、農地中間管理機構関連農地整備事業

は、中間管理機構の関連事業として中間管理権

が設定されていることなど、一定の要件のも

と、集落単位で１ヘクタール以上の一固まりの

農地が、大字単位に10ヘクタール以上、すなわ

ち10の集落がまとまれば基盤整備に取り組め、

農業者の負担分を国が上乗せして負担するもの

と理解してよいか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） この事業につ

きましては、担い手への農地の集積・集約化を

加速化することを目的に創設されたものでござ

いまして、次の要件を全て満たすことで、農業

者の負担なしで事業を実施することが可能でご

ざいます。

１点目、事業対象農地は農地中間管理権が設

定されていること、２点目、おおむね１ヘクタ

ール（中山間地域は0.5ヘクタール）以上のまと

まった団地であること、３点目、各団地の大字

単位程度での合計面積がおおむね10ヘクタール

（中山間地域は５ヘクタール）以上であるこ

と、４点目、担い手への集団化率が80％以上と

なること、そして５点目、収益性が20％以上向

上すること、以上５つの要件を満たせば、事業

費の12.5％に相当する農業者の負担分につい

て、国が負担する制度となっております。

○山下博三議員 12.5％の受益者負担分を国が

負担するということでありますので、基盤整備

が、大体10アール、今200万ぐらいかかるそうな

んです。そのうちの約25万を国が上乗せ負担す

るということでありますから、非常に期待する

事業であります。この事業を進める中で、農地

中間管理事業が大きなポイントということであ

りますので、何点かお伺いしてまいります。
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一般的には、遊休農地などの農地で所有者が

わからない場合は、農地の利用権を設定するこ

とはできません。しかしながら、中間管理事業

においては、遊休農地は公示を行った後に、知

事の裁定で中間管理機構が利用権を取得できる

こととなっているということでありますが、間

違いないかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） そのとおりで

間違いございません。具体的には、まず農業委

員会が、遊休農地の権利者を確認できない旨の

公示を６カ月間行った後に、農地中間管理機構

にその旨を通知いたします。そして、通知を受

けた機構は、知事に対し、遊休農地の利用権取

得を内容とした裁定を申請します。そして、申

請を受けた知事は、県農業会議の意見を聞いた

上で、最低２週間の公告の後、この遊休農地を

農業で利用することが必要かつ適当と認められ

るときに裁定を行いまして、その内容を機構等

に通知し、公告いたします。この公告により、

機構は、担い手に貸し付けることができるよう

になるものでございます。

○山下博三議員 遊休農地であっても、手続を

踏めば、中間管理機構が利用権を取得でき、一

定の要件を満たせば、昨年９月に施行された改

正土地改良法により、県は農業者の同意や負担

を求めずに基盤整備を実施できるとなったと理

解してよいのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） そのような理

解で結構でございます。遊休農地でありまして

も、農地中間管理機構が利用権を取得し、先ほ

ど申しました５つの要件を全て満たせば、農業

者の同意や負担を求めずに、基盤整備を実施で

きることになります。

○山下博三議員 引き続き、お伺いします。昨

年の土地改良法改正以降、県は、基盤整備と中

間管理事業の連携について、どのような取り組

みを進めてきたのかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、昨

年９月の改正土地改良法施行後、全国に先駆け

まして、県や関係機関・団体から成る協議会を

設立し、事業を推進する体制を整えたところで

ございます。さらに、県内各地域でも、市町村

やＪＡなどから成る事業推進チームを編成しま

して、機構関連農地整備事業内容の周知や、要

望地区の掘り起こし、地元での合意形成などに

取り組んでいるところであります。

○山下博三議員 都城市において、平成28年７

月の調査でありますが、市内の農地12万4,609筆

のうち、相続等の手続が行われ、権利が明確に

なっている筆は、10万1,016筆であります。それ

以外の農地については、農地の売買や機構を利

用して農地を集約しようとすると、相続人を探

し出し、権利を明らかにするために多くの手間

と経費がかかるため、中間管理事業等の活用も

滞っていると言われております。

当初お伺いした所有者不明農地の問題と関連

しますが、所有者不明農地については、国の制

度改正で相続人の探索が簡素化され、農地の貸

し出し公告を行うことで、不明な相続人の同意

を得たものとみなして、機構に預けることがで

きるということでありました。今回の国の所有

者不明農地に係る制度改正の内容をしっかりと

理解していただき、農業県として生産基盤の整

備に生かしていくのか、早急に方向性を出すこ

とが必要であります。そこで、中間管理機構が

所有者不明農地に関する新たな制度を活用して

預かった農地については、改正土地改良法に基

づき、農業者の同意や負担を求めずに基盤整備

ができると考えてよいのか、お伺いいたしま

す。
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○農政水産部長（大坪篤史君） 国におきまし

ては、所有者不明農地に関しましても、農業者

の負担や同意を求めずに基盤整備ができるよ

う、農業経営基盤強化促進法と農地法の改正が

今国会で審議される予定と聞いております。具

体的な制度設計等を含め、今後どのようになる

のか、注視しているところでございます。

○山下博三議員 先ほど、農業産出額のところ

でも触れましたが、耕種部門の産出額の伸びが

他の上位県に比べて低いのは、基盤整備率が低

いことに起因しているのではないかと推察され

ます。そこで、基盤整備がおくれている本県に

おいて、耕種部門の生産力向上を進めるために

も、中間管理機構関連農地整備事業に積極的に

取り組むことが重要と考えますが、県の考え方

をお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 先ほども申し

上げましたとおり、本県の農業産出額のさらな

る向上を図るためには、耕種部門の生産力向上

が重要であると考えております。そのために

は、経営規模の拡大や高収益作物への転換が可

能となるよう、区画の整理、拡大などを行う基

盤整備を進めていく必要がございます。中で

も、今回創設された事業は、小さな団地であっ

ても、一定の要件を満たせば、農業者の負担は

ゼロで実施できるなど、中山間地域の多い本県

にとって非常に有効な事業でありますことか

ら、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 次に、基盤整備を進めるに当

たっての取り組み目標であります。本県の水田

の整備率は、平均で40.9％であります。これ

は、県内の水田面積３万6,883ヘクタールのう

ち、20アール程度以上の区画整備が済んでいる

面積の割合でありますが、今後、基盤整備を進

めるに当たって、どれぐらいの区画を目標に基

盤整備を進めようとしていくのか、また、基盤

整備や再整備が必要な面積はどれくらいと把握

されているのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 整備区画につ

きましては、標準区画の30アールを目標に整備

を進めているところであります。しかしなが

ら、将来の大型機械化や自動化を考えますと、

大規模な土地利用型農業に対応するために

は、50アールや１ヘクタールといった大区画の

整備も必要になると考えております。

次に、整備が必要な面積ですが、農振農用地

内にある未整備の水田が約１万7,600ヘクタール

残されております。現在、その中で真に整備す

べき面積を把握するための調査を、地元の意向

も確認しながら進めているところであります。

できるだけ早く作業を進め、整備すべき地域を

定めた上で、計画的に整備を進めてまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 よろしくお願いいたします。

東北地方の水田地帯においては、基盤整備

率64.6％となっております。１筆当たりの平均

面積は50アールであります。ちなみに、１ヘク

タール以上の基盤整備率は12.4％となってお

り、今後、１筆５ヘクタール以上の大区画化を

進めようとしております。

県は、第七次農業・農村振興長期計画におい

ても、儲かる農業を実現するために、担い手へ

の農地の集積・集約化や農地の区画拡大を進め

ていくこととされております。また、常任委員

会においても、野菜等を効率的に生産するため

の基盤を広げるために、土地改良法の改正を踏

まえ、積極的に基盤整備を進めると言われてお

りました。積極的に基盤整備を進めると言われ

る以上、将来、限られた土地利用型農業者で、
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どの程度農地を活用して、どのような高収益作

物をつくりたいのか、担い手の意向も把握しな

がら整備計画を進めるべきと思いますが、見解

をお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 基盤整備につ

きましては、農地を利用する担い手を中心に、

関係する機関が連携することが重要でありま

す。そこで、例えば、確実な収益が期待できる

ホウレンソウなどの加工・業務用野菜に水稲を

組み合わせた輪作体系の確立を目指すなど、

しっかりとした営農計画を作成した上で、整備

を進めることとしております。そのため、先ほ

ど申し上げました事業推進チームが一体となっ

て、担い手の意向を踏まえた整備が図られ、収

益の向上が実現できるように進めてまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 基盤整備事業を実施するに

は、もう一つの大きな課題があります。基盤整

備を推進する意欲を持つ担い手の問題でありま

す。御存じのように、基盤整備事業を実施しよ

うとする地域では、地域内農地の所有者などの

意見を取りまとめ、整備及び換地を行うことへ

の同意を集めながら、事業に取り組む計画を策

定することから始まります。

前回の質問で紹介した祝吉地区の整備事業に

関しては、全体で約14ヘクタールの農地で表土

の改良や畦畔の除去など、農地区画の拡大を図

ろうと地域の有志が中心となって、さまざまな

課題に取り組み、整備前は130筆あった10アール

の区画の水田が、30アール区画を中心に61筆に

拡大され、２メートルの農道も５メートルに拡

幅されるなど、効率的で集約的な農業経営が行

える地域となりました。

このように、所有者が分散している農地を整

備して大区画や集積を図るためには、農地所有

者の理解をいただくために、意欲を持つ担い手

の大変な苦労が要ります。今後、５年、10年先

になると、ますます土地持ち非農家がふえ、地

域をまとめるということがかなり厳しくなると

心配をいたしております。今後、基盤整備を担

う意欲ある担い手の確保も待ったなしの状況で

ありますが、どのように理解し、進めていかれ

るのかお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 基盤整備を計

画的にしっかり進めていくには、事業計画や営

農、換地などを担当する人材のほか、事業全体

を理解し、地域をまとめられる人材が不可欠で

あります。このため、現在、土地改良区役職員

を対象に、さまざまな研修を実施し、スキル

アップを図っているところです。さらに、今後

は、機構関連事業を推進する中で、事業構想段

階から事業完了後のフォローに至るまで、事業

推進チームによる支援を通じまして、地域の核

となる人材の育成を図ってまいります。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、知

事にお伺いいたします。農業生産を拡大するた

めには、効率的に農業経営を営まなければなり

ません。その課題として、私なりに３点につい

てまとめてみました。まず、担い手となる

「人」をいかに確保していくかという課題、生

産を行う「基盤」、すなわち農地や畜舎、園芸

ハウスなどの施設整備をいかに図るかという課

題、３点目に、限られた担い手の中で、本県農

業を支えてもらうための農地の基盤整備、集積

を早期に図らなければならないという３点の課

題であります。本県の農地中間管理事業の農地

の集積の実績については、目標8,400ヘクタール

に対して3,334ヘクタールで、40％しか達成して

おりません。本日の議論をしっかりと捉まえて

進めていただくことを希望しておきます。
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ここ数年で日本農業も大きくさま変わりして

まいります。５年後には、ＡＩ（人工知能）、

ＩＴ技術を駆使した無人化トラクターやドロー

ン等が飛躍的に伸び、いよいよ実用化の時代、

まさしく「生産革命」が起きてくると思いま

す。私は今回、特に基盤整備についてお伺いし

てまいりました。それは、本県農業がこの生産

革命に対応していくためには、大きくおくれて

いる基盤整備に特に力を入れるべきだと考えた

からであります。ただ、大区画化に向けた基盤

整備を全国平均に近づけようとすると、莫大な

予算獲得が必要となってまいります。最後にな

りましたが、決意のほどをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 農業の国際化や産地間

競争が激化する中で、意欲ある農業者が積極的

に経営に取り組むことができますよう、今御指

摘がありましたような本県の農業の発展に向け

た施策を、今後とも展開する必要があると認識

しております。

本県は、基盤整備率が全国に比べて低い状況

にありますが、逆に捉えると、まだまだ高い潜

在能力を有しているというふうに考えることも

できようかと思います。農業経営の効率化や生

産性の向上などを可能とする農地の基盤整備の

推進は、大変重要であると考えております。こ

のため、基盤整備予算の獲得につきましては、

私みずから国に対して必要性や効果等を説明

し、予算の拡充や本県への配分について強く要

望してきたところであります。

県議会を初め、各方面の御尽力によりまし

て、国の農業農村整備事業関係予算は順調に回

復をしているところであります。引き続き、予

算の確保と整備の推進に努めながら、本県農業

の振興にしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

○山下博三議員 かたい決意を語っていただき

ました。よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

今回、農政水産部長は、最後の議会になるだ

ろうと思うんですが、最後に20問質問させてい

ただきました。また温かく見守ってください。

農業の生産を振興するに当たって、基盤整備

と人づくりは、深くかかわりのある課題であり

ます。本県農業を支えていただいている家族経

営体、法人経営体の皆さんが、力強く営農展開

できる施策の推進をお願い申し上げ、質問を終

了いたします。ありがとうございました。（拍

手）

○横田照夫副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時34分散会
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