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平 成 3 0 年 1 1 月 2 1 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）１番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 後 藤 哲 朗 同

（ ）８番 二 見 康 之 同

（ ）９番 日 高 博 之 同

（ ）10番 野 﨑 幸 士 同

（ ）11番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）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 横 田 照 夫 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 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 右 松 隆 央 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 濵 砂 守 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 外 山 衛 同

欠 席 議 員（１名）

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。今月５日、宮崎県防衛議員連盟連絡

協議会主催によります大会等を、陸上自衛隊霧

島演習場と京町温泉で開催いたしました。県か

らも、郡司副知事、田中危機管理統括監初め、

出席いただきました。まことにありがとうござ

いました。

いつもこの壇上からは、えびの市を紹介いた

しておりますが、えびのはいろんな顔があるん

ですけれども、その一つに、自衛隊の町という

顔というか、状況がありますので、もう御存じ

ではありましょうけれども、改めて、その姿を

御紹介しておきたいと思います。

えびのには、自衛隊の関係の施設、基地が３

カ所あります。まず、陸上自衛隊えびの駐屯

地、ここには第24普通科連隊を初め、その他の

自衛隊が所属いたしておりますが、敷地面積

が46ヘクタールあります。ここに昭和56年、北

海道から移駐してえびの駐屯地として発足した

ところであります。自衛隊のコア化ということ

で、現在は約560名が駐屯しているということで

あります。我々としては、これを元のフルの普

通科連隊に戻してくれという運動をしていると

ころでございます。

２番目が、陸上自衛隊霧島演習場。５日に研

修した場所でありますが、ここは面積が1,100ヘ

クタール、全体の70％が宮崎県、30％が鹿児島

県の湧水町であります。今は普通は立入禁止で

入れませんけれども、以前は我々が消防団のこ

ろ、昭和40年代50年代、野焼きがありまして、

自衛隊と共同で野焼きをしました。あるいは、

牧草の堆肥ということで、草刈りも自由にでき

ました。また、ワラビ取り等もできたり、ハン

ググライダーの人が遊んだりするところでもあ

りましたが、現在は、基地の中ですから、非常

に危険性があるということで、立ち入りができ

なくなっております。ここには、えびの駐屯地

業務隊の管理科から６名が常駐いたしておりま

す。そのほか、民間人２人も働いている。これ

が霧島演習場であります。

それともう一カ所、今度は海上自衛隊になり

ますが、中央システム通信隊えびの送信所。Ｖ

ＬＦと言います超長波の電波を、東京から発信

したものをこの送信所から流すと。送信だけ、

受信はしない。送信して受信をすると、位置が

わかるんだそうです。それで、送信だけして、

いろいろ自衛隊の任務をするという施設でござ

います。ここは面積が244ヘクタール、隊員が５

名。あとはメンテナンスをするために民間の会

社が30名、体制でやっております。鉄塔が８基

立っているんです。一番高いのが272メートル、

一番低いのが167メートルです。ここの山のもと

の高さが約750メートルですので、その高さから

すると、約900メートル以上のところから電波を

発信しているという状況でございます。

それらがえびの市にある３つの自衛隊の基地

であります。それでえびの市は、「自衛隊の町

えびの」ということで、いろいろ協力しながら

やっているところでございます。

それで、質問に入りますが、まずは自衛隊絡

みで質問していきたいと思います。新田原基地

米軍受け入れ施設整備のことについて質問しま
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す。知事に質問いたしますが、もう既に、きの

うは２人の方から質問がありました。知事は相

変わらず、安全保障政策の一環であるから、外

交防衛は国の専管事項であるという認識である

と、そういう立場で、政治家である知事はその

賛否を含めて、そういう面での答弁を明確にさ

れません。できたら、賛成か反対かを含めて、

立場をはっきりした答弁を求めたいと思いま

す。

あとは質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

をした「再編実施のための日米のロードマッ

プ」に基づくものであり、平成19年には、国と

地元２市３町の間で緊急時使用の対応を含め協

定が締結されておりますことから、大枠では地

元の合意が得られているものと考えておりま

す。

しかしながら、具体的な施設の整備内容や規

模等については今回初めて示されたものであり

ますので、まずは国が、詳細な情報提供や丁寧

な説明を行い、地元の不安を解消することが必

要であると考えております。

外交・防衛に係る問題は、国の専管事項であ

り、今回の施設整備につきましても、安全保障

体制の確保や沖縄県の基地負担軽減など大局的

な観点から、国の責任においてなされるものと

考えておりますが、私としましては、地元自治

体の意向等も踏まえ、その思いを大切にしなが

ら、県民の安全・安心を確保することを最優先

に、対応してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○中野一則議員 日ごろの答弁の繰り返しであ

りますが、沖縄の負担軽減をするということ

で、再編実施のための日米ロードマップに従っ

た、今回は自衛隊の施設整備であるわけです

が、やはり、安全・安心を求めていろいろと説

明するということは当然のことですから、それ

は先頭に立ってやっていただきたい。ただ、そ

れにしても、地元の市町村はきちんと態度を鮮

明にしているわけですから、地元はちゃんと理

解をするとなっているわけですから、理解をす

るということは、実質こういう状況だと認め

て、いろいろと安全・安心のためにやってい

る。知事は専管事項であると、ただ認識してい

るというだけの話ですから、やはりそこは踏み

込んでやっていただきたいなと、こう思うんで

す。賛否を明確にできない理由は何でしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 地元におかれては、国

の今回示された具体的な方針につきまして、説

明を受けているという合意を形成するプロセス

であると考えております。日々、この基地によ

る騒音でありますとか、さまざまなリスクに直

面をしながら共存を図っている、その地元の意

向を大切にしていくべきであるというのが、知

事としての私の考えであります。

○中野一則議員 実質的にはいろんな役をされ

ている立場もあられますから、認識というとこ

ろには、黙認ということも含めて、我々は理解

しているんです。ただ、黙認ということは、い

ろいろと暗黙のうちに認めることにもなります

が、見逃すということにも理解できますから

ね。だから、そういうこともあって、やはりこ

のあたりはきちんと自分の態度を示していただ

きたいなと、こういう気持ちであります。それ

で、地元への丁寧な説明を求めるということ

で、さきの知事のコメントには、市町村と連携
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をして丁寧な説明を求めてまいりたいというこ

とで、この安全・安心については、ただ地元だ

けじゃなくて、県も積極的に入ってやりますよ

というふうにも、このコメントは聞こえるんで

すが、そのとおりの理解でいいんですか。ま

た、そうであれば、県はどういうことをされる

のかを教えていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、日米の共同訓練等

の受け入れを、地元の理解を得ながら進めてお

りますが、県としましては、そのような訓練が

行われる際に、安全の徹底ということを国に申

し入れているところでありますし、現場に参り

まして、その運用等を確認したりしておるとこ

ろであります。

今回のこの新田原施設整備につきましても、

しっかりと丁寧な説明をしていただきたいと申

し上げているところでありますし、地元におい

ても、国に対してそのような要望を出しておら

れると理解をしているところであります。

○中野一則議員 賛成の立場で臨んでおられる

と理解して、次に進みたいと思います。

知事の三選に向けて、いろいろと政策提案が

されておりますが、その中に、知事の県民への

姿勢ということで、対話と協働ということをさ

れております。それが知事の政治姿勢だという

ことで、これは前回も一緒でしたよね。対話と

協働ということは、知事としてどういうことか

を、まずお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 知事の立場で県政を進

めていくに当たりましては、さまざまな立場の

県民の皆様の声を伺う、これが対話でありま

す。私が直接伺う、さらには職員が組織として

その有用な意見を吸い上げる、そのような姿勢

を大事にしながら、協働と申しますのは、県だ

けで仕事ができるわけではない、国、市町村さ

まざまな団体、県民の皆様と連携を進めてい

く、そのような必要があるという思いのもと

で、対話と協働というものを政治姿勢として掲

げているところであります。

○中野一則議員 知事のこの説明の中には、県

民と同じ目線で、現場主義で、市町村重視の姿

勢でということで、対話と協働を説明しておら

れます。ただ今説明されたのも異口同音だと、

このように思います。それで、県民と接する機

会が知事は非常に多いと思いますし、我々もい

ろんな形で知事と接触しますし、また、要望活

動なりいろんなことをしておりますが、この要

望活動について、ちょっと苦言を申し上げたい

なと思っているんです。

我々も知事室に来て何回か接触いたします

が、どうも知事は要望を余り受けたがらないよ

うな態度なんですよね。私だけかもしれません

が、一部議員からもそういう声もあります。何

か迷惑そうな顔をされたり、対応しても、単な

る義務的なやりとりが多いような気がいたしま

す。我々にも要望がいろんなところから上がっ

てきますが、なかなか日程調整がつかないんで

すよね。この前私が経験したのでは、９月にお

願いしたのに、もう来年の１月か２月だと、担

当からそういう声が。それはどういうことです

かと言ったら、何とか要望に入れたんです。で

すから、知事が余り接触されたくないのか、そ

れとも職員が余り接触させないようにしている

のかどうかわかりませんが、その要望活動に対

する対応ということで、お尋ねしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 議員もたびたび知事会

議室での要望活動に御参加をいただいていると

思いますが、私は必ず、いらっしゃった皆様に

は心より敬意を表しながら、その具体的な提案
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についてしっかり県として受けとめますと、冒

頭申し上げているところであります。そして、

要望内容に対して、県の考え方を丁寧に説明し

ているつもりであります。どのような理由を

もって、受けたがらないというふうな知事の姿

勢が感じられるのか、具体的に御指摘をいただ

ければ、今後、改めたいと考えておりますが、

私自身はそのような姿勢で受けとめて、しっか

りと県政に反映をさせていきたい、そのような

姿勢で今後とも取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中野一則議員 よくわかりました。そういう

態度で臨まれていることはよくわかりました

が、我々議員を一べつもしていないようなとき

もありますよ。その辺は、今、にこっとされた

ような態度でやってほしいなと、こう思うんで

す。これは知事を取り巻く職員の皆さん方が、

うがった考え方ですが、知事になかなか接触さ

せないようなことをしているのかなという気が

いたします。過去もいろいろありましたが、そ

ういうことで余り知事と会わせないというよう

なことになると、いろんな弊害もあろうと、こ

う思っております。私が経験した中では、なか

なか調整がつかずに、やっと知事と面会という

か、要望ができると。それで、私も要望のつも

りで同席しました。まず部長に要望活動をし

た。それで知事室に行きました。行った翌日の

宮日の知事の動きの欄を見ると、我々は要望で

行ったつもりなのに、「表敬」と書いてありま

した。あることで表敬をしたと、要望が表敬と

書いてある。あの宮日への動きの欄は全部職員

がペーパーを出すのでしょうが、そんな受け方

をされているんですよ。ちゃんと確認してくだ

さいよ。知事はさっきいろんな姿勢を言われま

したが、今度は３期目ともなればいろいろと経

験も積まれて、いろんな形でやると思うんです

よ。まさか知事室が伏魔殿になるようなことが

ないように、積極的に要望活動も受けていただ

いて、そしてまた、県民との接触も積極的にし

てほしいということを、要望申し上げておきた

いと思います。

次に、人口減少対策について質問していきた

いと思うんですが、これも知事の政策提案の第

１番目、４つある中の一番トップに人口減少問

題に徹底して取り組むということで、それを取

り組まれるようであります。長期ビジョンで

は、100万人以上は何とかキープするんだという

ことでしたが、今度はそれを少し見直され

て、100万人程度ということになっているようで

あります。しかし、どうもこの長期ビジョン

が、知事の政策提案と執行部との調整がなかな

か難しいのか、それに合わせるのか知りません

が、見通しは、あくまでも100万人以下になるん

ですよ。100万人以下になるということを想定し

た政策転換を、長期ビジョンを立てた方が、僕

はいいと思うんです。それはあくまで100万人に

頼ると、やはり政策が非常に画餅とは言いませ

んけれども、余りうまくいかない、成就してい

かないと思います。ですから、その100万を見通

すということについて、知事はやはり固守され

るのかどうかをお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現行計画では、平成で

言いますと42年、2030年に100万人以上とする目

標を定めておりますが、想定以上に人口減少が

進行しております。最新の国勢調査等をベース

にした新たな人口推計では、人口動態上一定の

改善が図られる場合でも、御指摘のとおり100万

人をやや下回る推計となっているところであり

ます。

このため、今回の見直しでは、現在、素案の

平成30年11月21日(水)

- 71 -



段階ではありますが、100万人程度を目標とする

ことで検討を進めているところであります。

人口推計というのは、かなり厳しい、現実的

になかなか歯どめをかけることが難しいところ

でありますが、高い目標を掲げて、できる限り

の努力をしていきたい、そういう思いでござい

ます。この目標達成のためには、2030年代まで

には社会減の解消と合計特出生率2.07の実現が

必要となることから、具体的な取り組みについ

てはアクションプランで検討してまいります

が、市町村とも連携しながら、官民一体となっ

て実効ある施策を推進することで、100万人に近

づけられるよう取り組んでまいりたい、そのよ

うに考えております。

○中野一則議員 それで合計特殊出生率を見て

も、現在が1.73、これを任期中に1.8台に持って

いく。今言われた平成42年には1.9に持っていっ

て、22年後には2.07にする、それを目指すとい

う計画なんですよね。ところが、合計特殊出生

率でとなれば、女性の年齢層、15歳から49歳で

すよね。この年齢層だけを見ても、現在20万そ

こそこあるのが、その2.07を目指す平成52年に

は―22年後ですよ―もう13万弱なんです

よ。そのことだけを見ても、今の現人口からそ

れだけ引いても100万以下になるんですよね。そ

んな厳しい現実があるから、現実を見据えた長

期ビジョンの方がいいんじゃないかなと思うん

ですが、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、まさ

にこの人口推計、我々が持っておりました見通

しよりも、特に若い女性の層というものが県外

流出が進んでいる、それが実態であります。そ

のことを踏まえ、今年度は、その女性層にター

ゲットを置いたＵＩＪターンの取り組みであり

ますとか、そういう層に向けた動画の作成など

をやり、そこに力点を置いて、人口維持対策に

取り組んでいるところでありまして、今後、長

期計画、総合計画を見直す際にも、そういうポ

イントを絞りながら、より効果的な政策という

ものに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 今、この政策の中身をちょっ

と言われました。長期ビジョンを立てるという

ことも、政策の中に書いてありますし、知事の

政策提案の中にも書いてある。ところが、これ

はどこも似たようなことをやっている政策なん

です。それだけじゃ、2.07の回復は難しい、ま

してや人口100万をキープするということは、大

変難しいと思うんですよ。もしそれを目指すの

であれば、思い切った政策をしてほしいと。100

万は守るとすれば、それを必ず守る政策をして

ほしい。時間もありませんから、私から言え

ば、子供をふやさないかんわけですから、出産

手当を第１子は300万はやる、２子目は500万ぐ

らいやる、３子以上は1,000万ぐらいやる。

ひょっとすると2.07では人口はふえんのです

よ。それより上にしないと、産む人の数が少な

いんですから、ふえない。それぐらいの政策を

やってほしいということを、これはもう提案と

しておきたいと思います。よろしく取り組んで

ください。

次に、外国人就労問題についてお尋ねしま

す。

今、国で一生懸命、国会で審議中であります

が、これは国の人手不足で、出入国管理法いわ

ゆる入管法を改正して、外国人の働き手をふや

す環境をつくるということであります。それ

で、宮崎県はどうなのかということをお尋ねし

たいと思うんですが、国は平成31年に人手不足

が58万人、５年後は145万人にもなると。だから
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入管法を改正するんだと言うんですが、これに

当てはまる宮崎県は、人手不足というのは何人

になるかを、商工観光労働部長にお尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本県の人

手不足の状況についてでありますが、本年９月

時点の有効求人数から有効求職者数を差し引い

た、いわゆる未充足求人数は約9,000人となって

おりまして、現時点でも相当数の人手不足が生

じているものと考えております。

５年後の見込み数につきましては、推計はあ

りませんけれども、県の総合計画見直しに係る

将来推計では、現状のまま人口減少が推移する

と、2030年における就業人口は、2015年と比較

して約10万人減少すると見込まれております。

これに対応するため、県といたしましては、

若者の県内定着やＵＩＪターンの促進、女性・

高齢者等の潜在労働力の掘り起こし、外国人材

の活用、ＡＩやロボットなど技術革新による生

産性の向上により、今後生じる人手不足をでき

る限り埋めていくことが重要であると考えてお

ります。

○中野一則議員 ５年後の明確な数字は出ませ

んでしたが、入管法の改正ですから、外国人労

働者の受け入れ見込み、これは国全体では31年

が５万人、５年後は34万人を見込んでおりま

す。では、宮崎県は31年、５年後どうなります

か、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎労働

局によりますと、本県における外国人労働者数

は、平成29年10月末現在で3,490人であります。

現在、国で検討されております外国人労働者

の受け入れ人数については、その計算方法が明

示されておりませんので、これに連動した本県

の人数を示すことはできませんけれども、新た

な在留資格は、従来の技能実習と比較して、就

労に必要な日本語能力や技能水準が緩和されて

おり、長期間、日本で働き続けることが可能と

なります。

今回の制度改正の対象となる産業分野の中に

は、本県における人手不足分野が含まれており

ますことから、外国人の受け入れ実績のある

「食料品製造業」「農業・林業」「漁業」など

を中心に、さらに外国人労働者が増加するもの

と考えております。

○中野一則議員 増加するという話でしたが、

次は具体的に農政水産部長にお尋ねします。現

在の農業への外国人の就労者数は何人なのか、

そして５年後の見通しがあれば教えてくださ

い。

○農政水産部長（中田哲朗君） 宮崎労働局に

よりますと、本県の農林業における外国人労働

者は、昨年10月末時点で517人となっておりま

す。

なお、お尋ねの農業分野のみでの外国人労働

者の数につきましては、公表されている数字は

ございませんが、聞くところによりますと、林

業分野での外国人労働者というのはほとんどい

ないというようなことも聞いておりますので、

先ほど申し上げた数字の大部分が、農業分野で

の外国人労働者というふうな認識をしていると

ころでございます。

また、５年後の労働者につきましては、先ほ

どお話がありましたけれども、国で試算してい

る数字というのが、現時点でその方法が明らか

になっておりませんので、現時点ではその数字

につきましては、本県は持ち合わせていないと

ころでございます。以上でございます。

○中野一則議員 では、就労者数のうちの農業

外国人技能実習生は何名かをお尋ねします。

平成30年11月21日(水)

- 73 -



○農政水産部長（中田哲朗君） 本県の農林業

における外国人技能実習生は、昨年10月末時点

で487人となっております。

これにつきましても、そのほとんどの数字は

農業分野の数字というふうな認識をいたしてい

るところでございます。以上でございます。

○中野一則議員 ５年後は。

○農政水産部長（中田哲朗君） ５年後につき

ましては、その数字を推計しておりませんの

で、現在数字については持ち合わせていない状

況でございます。

○中野一則議員 外国人技能実習生、これは農

業分野ですが、例えばえびのも６事業者で39

名、今、外国から来ております。中国、インド

ネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、

この５カ国から来ております。そしてまた来年

早々には、もう１カ所やる。今やっている６事

業者もまだふやしたいと。ほかの人も外国人を

雇わざるを得ないという方もたくさんおられま

す。ですから、将来的にはふえるんだろうな

と、国が見通しているとおりだろうなと思いま

す。それで、さっきは農業への就労者はという

ことで質問したんですが、農林業と。林業はい

ないということだから、ほとんど農業だろうと

いうことでしたが、これは県が把握する必要は

ないわけですけれども、やはり雇用とか、農業

であれば農業就業者のいろんな推移もあるわけ

ですから、管理もせないかん、農業者も高齢化

した、あるいは後継者が少ないということもあ

りますので、やはりこのことも含めて、国に先

んじて把握をしていただきたいな、こう思いま

す。よろしくお願いしておきます。

次に、硫黄山の噴火に伴う対策についてお尋

ねいたします。

まず、農業への対策ということでお尋ねした

いと思うんですが、水田が来年からは一部回復

するということですけれども、現状とその回復

の見通しを、まずは農政水産部長にお尋ねしま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 主食用米、Ｗ

ＣＳ用稲及び飼料用米等の昨年の作付は約340ヘ

クタールでございましたけれども、本年は、153

ヘクタールにとどまったところであります。

来年は、現在行っております既設用水路の改

修工事等により、約51ヘクタールの作付増加を

見込んでいるところでございます。また、中・

長期的対策として、来年度以降実施予定の、ほ

かの河川や湧水池などの代替水源からの用水確

保につきましては、できるだけ早期の利用拡大

に向け、地元のえびの市と一緒になって、鋭意

努力してまいりたいと考えておりますけれど

も、一定の期間を要するものと考えているとこ

ろでございます。

なお、現在、川内川の水質が改善していると

いう状況から、堂本頭首工からの取水を来年か

ら再開可能とするため、水質を監視し、悪化し

た場合に取水を緊急的に停止するシステム工事

に係る関係予算を、今議会にお願いしていると

ころでございます。

今後とも、関係機関と連携し、農業用水の早

期確保に全力で取り組んでまいりたいと考えて

いるところであります。

○中野一則議員 ぜひ回復が多くなるように、

よろしくお願いいたします。

なお、県を含めて、関係団体で営農説明会を

されているようでございますが、農家からもい

ろんな質問、要望があったと聞くんですが、集

約して、どういうことであったかを農政水産部

長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） えびの市の営
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農対策説明会が、10月15日から11月２日にかけ

て、延べ17カ所で開催され、来年に向けた用水

の確保状況や代替品目の導入について説明がな

されたところでございます。

参加された農家の皆様からは、高齢などによ

り、米以外の品目はつくれない、水はけが悪

く、圃場条件の改善が必要など、さまざまな御

意見が出されておりますけれども、いずれの地

域でも共通して、米がつくりたいとの要望が強

く出されたと伺っているところであります。

○中野一則議員 米をつくりたいということで

あるようですが、やはりどうしても回復は長期

になると説明されました。この際、営農形態を

変えたり、水田作にかわる代替作物の奨励も必

要だと思うんです。その辺の指導をすべきだと

思うんですが、県はどのような対応をとられる

んですか。

○農政水産部長（中田哲朗君） 用水確保が困

難な地域におきましても、農地がしっかりと維

持され、地域全体で営農が継続されることが非

常に重要であると考えているところでありま

す。

このため、このたびの営農対策説明会での意

見等を踏まえまして、キャベツ、タマネギ、麦

などの代替品目の導入に当たりましては、作業

受委託体制の構築といった、農家が取り組みや

すく、安定的に所得が確保できる仕組みを整え

るとともに、水田の汎用化などの基盤整備に向

けた話し合い活動の促進が重要であると考えて

おります。

県といたしましては、えびの市を初め関係機

関・団体と引き続き検討を重ね、農家への具体

的な提案などの対応を進めてまいりたいと考え

ているところであります。

○中野一則議員 本年度は水稲が作付できな

かった分については、水稲共済金が出ました。

ところが来年度は、この水稲共済の対象外だと

いうことであります。私に言わせれば言語道断

だと思うんですけれども、何とか出る方法はな

いのか、またほかに支援する方法はないのか

を、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） お話がありま

したとおり、来年度の水稲共済の引き受けにつ

きましては、加入申し込み時に、農業用水を利

用できないことが明らかな場合は、共済引き受

けは行えないとの見解を国が示しているところ

であります。

このため、県としましては、農家の所得確保

に向けて、産地交付金の対象となる飼料作物な

どへの転作や、野菜などの収益が期待できる品

目への転換を推進していく必要があると考えて

おります。

今後とも、えびの市や関係団体と連携し、農

家の皆様に十分寄り添いながら、営農継続に向

けた取り組みを支援してまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 米をつくれない人には、やは

り何かの制度をやっていただきたいなと。その

ことの要望活動もよろしくお願いいたします。

なお、今回の噴火・白濁で水田圃場整備をし

たいという方、地域もあらわれてきました。突

発的なことでなったわけですから、圃場整備を

優先して、何とか新しい方法でできないものか

を、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 影響を受けた

地域の将来の営農を考えた場合、担い手への農

地集積や高収益作物の導入などが図られる圃場

整備は、有効な手段であると考えております。

先般、えびの市で開催された中間報告会や、

地域ごとの営農対策説明会において、地元農業
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者より、これを機会に基盤整備を行っていきた

い旨の要望が出された地域もあったと伺ってお

ります。

県としましては、圃場整備を行うためには、

農家の方々の合意が必要でありますので、地元

の意向を十分に確認しながら、えびの市や土地

改良区などの関係機関と連携し、事業化に向け

て、積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 今回の噴火等で、水田農業に

打撃を受けたんですが、関連する業種、いろん

なところにその影響が出ました。例えばもみす

り業者。１俵ももみすりができなかったという

業者もおるわけです。そのあたりへの支援策と

いうものはないものでしょうか。農政水産部長

にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 議員御指摘の

とおり、水稲作付の断念により、乾燥・調製の

作業がほとんどなくなる地域がある一方で、６

月補正で措置した「えびの市水田農業緊急支援

事業」により、ほかの地域での米の作付拡大を

支援し、地域によっては乾燥・調製作業の増加

が見込まれたところでございます。

このため、もみすり業者間の作業の融通につ

いて、その調整を提案いたしましたけれども、

結果的には、要望はなかったところでございま

す。

えびの米は、引き続き、需要に応じた作付拡

大が期待され、一定の乾燥・調製の需要がある

と思われることから、こういった需要を背景

に、もみすり業者間での話し合いを促すととも

に、乾燥・調製作業が必要な麦についても代替

品目として提案しておりますことから、こう

いった品目を通した受託作業の拡大についても

検討してまいりたいと考えているところであり

ます。

○中野一則議員 次に、観光という面でお伺い

していきたいと思うんですが、えびの高原の回

復状況ですけれども、観光者数は４月から10月

の前年対比ですが50.9％、国民宿舎の宿泊

も56.1％であります。そういうことで、半分ま

でという状況ですが、これはやはり噴火に影響

するものと理解すればいいのでしょうか。商工

観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 現時点で

の状況でございますけれども、予約サイトにお

ける８月から10月末までの周辺自治体の宿泊状

況は、対前年比約30％増となっております。

また、えびの高原の観光入り込み客数も、10

月は約３万2,000人ほどまで戻ってきたところで

ありますけれども、噴火の影響のなかった平

成28年と比べますと、54.7％であり、依然とし

て厳しい状況にあると考えております。これ

は、噴火の影響が色濃く出ているものと考えて

おります。

○中野一則議員 こういうのを「風評被害」と

言うんですかね。どうですか。

○商工観光労働部長（井手義哉君） いろいろ

な情報発信に取り組んでいるところであります

けれども、観光入り込み客数が戻ってこないと

いう部分につきましては、一つは交通が途絶し

ている部分があるというのも大きな原因かと思

いますけれども、風評被害の一因もあるという

ふうに考えております。

○中野一則議員 非常に懸念しているんです

が、実はあさっては、えびの高原アイススケー

ト場が開くんですよね。それで、これへの影響

もあるんじゃなかろうかなと思うんです。何か

影響がないような対策はないでしょうか。商工

観光労働部長。
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○商工観光労働部長（井手義哉君） 県といた

しましては、急激に落ち込んでおります霧島山

周辺の観光需要を早期に回復させるために、夏

休み前から、えびの市など周辺自治体と連携し

て、集中的に誘客対策に取り組んできたところ

であります。

引き続き、周辺自治体と連携して誘客対策に

取り組むとともに、議員がおっしゃいまし

た、11月23日にオープンするスケート場のＰＲ

を行うことによりまして、えびの高原の魅力を

さらに発信してまいり、観光入り込み客の増に

つなげてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、噴火とは直接関係ない

んですが、えびの高原の飲料水対策についてお

尋ねします。

えびの高原では、２つの水源で水道を管理い

たしておりますが、その１つ、宮交が関係して

いるのが今も断水中であります。宮交の足湯の

駅えびの高原、ここの２階のレストランも休

業、それからソフトクリームをつくるカフェも

休業、一時足湯も休業でした。トイレも使えま

せん。こういう必要な水は、麓から従業員がく

んできて対応いたしております。これを県の管

理しているものから提供できなかったのかを、

環境森林部長、お願いします。

○環境森林部長（甲斐正文君） えびの高原の

利用者の飲料水は、国立公園整備事業で整備さ

れた白紫池・六観音御池給水施設、及び民間事

業者が、今議員のお話にありました宮崎交通が

整備しました、旧えびの高原ホテル給水施設か

ら供給されているところであります。

しかしながら、近年、これらの給水施設が老

朽化していることから、断水や漏水といったふ

ぐあいが報告されているほか、硫黄山噴火に伴

う立ち入り規制区域に近い場所に浄水施設があ

るため、管理等に支障が出ているところであり

ます。

このため県としましては、現在、環境省など

と協議を進めており、抜本的な施設改修計画を

検討しているところであります。

今後、関係者等の意向をしっかり把握した上

で、施設改修計画を策定し、事業化につなげて

まいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、早めに抜本的に改修を

していただくようにお願いいたします。

次に、福祉行政についてお尋ねします。

戦没者追悼式、これを市町村あるいは地域ご

とに遺族会等が中心になったり、市町村が開催

しているんですが、県レベルの開催は、宮崎県

はしておりません。九州沖縄でしていないのは

佐賀県と宮崎県だけです。これを県主催で開催

できないものかどうかを、知事にお尋ねいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 終戦から73年が経過を

しています。ともすれば戦争の記憶が薄れつつ

ある中で、今日の平和と繁栄の礎となられた数

多くの戦没者の方々を追悼し、平和の誓いを新

たにすることは、大変重要な取り組みであると

考えております。

戦没者追悼式につきましては、これまで市町

村や遺族会などの団体によりまして、毎年、県

内各地で開催され、定着していることもありま

して、県が主催したものとしましては、終戦50

周年に当たる平成７年に記念事業として開催し

たところであります。

県主催の戦没者追悼式を行うかどうかにつき

ましては、これまでもさまざまな御意見を伺っ

てまいりましたが、これまでの取り組みが定着

をしているという意見が多数であったというと

ころであります。平和のとうとさを次の世代に
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しっかりと引き継いでいくことができるよう、

引き続き、県内各地における開催状況を考慮し

ながら、戦没者の御遺族の皆様を初め、関係す

る団体などから幅広く意見を聞いていく必要が

あるものと考えております。

○中野一則議員 遺族会も高齢化等で会員も減

少しております。大変開催しにくい状況にあり

ますが、例えば鹿児島県は、戊辰戦争から大東

亜戦争までの戦没者をずっと追悼しておりま

す。そういうことも参考にしながら、ぜひ開催

をお願いしたいと思います。

次に、社会福祉法人宮崎県福祉事業団につい

てお尋ねします。この事業団、自立化事業とい

うことでやっているわけですけれども、純資産

もかなり改善されておりますし、人件費率、経

費率等も、もう31年の目標もクリアしているん

です。ぜひこれを、当初の目的どおり自立化を

進めてほしいと、こう思うんです。その達成状

況が、私が言ったとおりなのかどうかを、福祉

保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 宮崎県社会

福祉事業団につきましては、平成16年３月策定

の「公社等改革指針」以降、県の人的支援や財

政支出の見直しを進め、その自立化を図ってき

たところでございます。

現在、事業団では、経営計画に基づくさまざ

まな経営改善努力の積み重ねによりまして、安

定した経営が行われておりますが、県退職者が

常勤役職員に就任している状況等がありますこ

とから、県関与のあり方につきまして、さら

に、事業団との協議を重ね、公社等改革指針の

所期の目的である「法人経営の自立化」を促進

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 知事にお尋ねしますが、ちょ

うど来年度で、自立化を進めて15年という大き

な節目なんです。それで、遅くとも32年度から

完全な自立化を知事が判断してほしいなと、こ

う思うんです。今ＯＢ職員が役員職員で派遣さ

れております。これもする必要はないし、議会

の経営報告義務も解除してもいいと思うんです

よ。ぜひ知事の御判断を願いたいと思います

が、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） これまでの経緯のある

取り組みであります、この社会福祉事業団が、

しっかりとその役割を果たしていく、そのこと

が大変重要でありまして、それに対して、県と

してどのようにかかわっていくのか、しっかり

自立化を図っていくのかというところでありま

す。この社会福祉事業団におきましても、本年

度からの５年間を計画期間とします第４次経営

計画において、「法人経営の完全民営化」を進

めることとしておるところでありまして、県と

しても事業団との協議を重ね、適切に判断をし

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ実現するようにお願いい

たします。

次に、教育行政について。

いじめ認知のことについてお尋ねします。こ

れはきのうも質問がありましたから、具体的な

ことは申し上げませんが、ただ佐賀県と余りに

も乖離が大きい。佐賀県の13倍ということです

から、これは宮崎県が調査したほうが正しいの

か、佐賀県が正しいのか、そのあたりを教育長

にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 本県といたしまして

は、これまで、いじめの早期発見・早期対応の

重要性の啓発を図っておりまして、本県のいじ

めの認知件数が高かったということは、各学校

がいじめを積極的に認知してきた結果であると

捉えております。各学校では、アンケート調査
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や教育相談、日常的観察など行いまして、さま

ざまな観点から、いじめを発見することに努め

ている状況であります。

○中野一則議員 宮崎県の立場はそういうこと

でしょうから、佐賀がおかしかったのかなとい

う気もいたします。いずれにしても、文科省は

公表方法を見直したい。公表方法を見直して、

調査方法じゃないんですよね。ですから、その

辺のことをどのように理解されているんです

か、教育長。

○教育長（四本 孝君） いじめに関します公

表方法につきましては、文部科学省に確認をい

たしましたところ、今後は、データに説明を加

えるなどして、認知件数が多いことが悪いと

いった誤解を与えないようにすると伺っている

ところであります。

県教育委員会としましては、今後とも、いじ

めの積極的な認知について、学校を指導してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 いずれまた調査方法等指導が

あるでしょうから、的確な調査ができるように

お願いしておきます。

次に、飯野高校が全国枠募集ということで来

年度されるわけですが、えびの市も一生懸命そ

れに対応する取り組みをされつつありますが、

県の支援策というものはないものかどうかをお

尋ねします。教育長どうぞ、お願いします。

○教育長（四本 孝君） 県立高校初の「全国

枠」の導入に当たりまして、まずは、県内外へ

制度の浸透を図ることが重要であると考えてお

ります。

そこで、県外向けに、チラシやホームページ

で、飯野高校の特色や魅力、地元えびの市から

の学校支援などを積極的にＰＲしております。

また、本県の移住相談会において説明をいたし

ますとともに、連携協定先である神戸市や川崎

市を訪問いたしまして、直接、周知について協

力の依頼をしているところであります。

一方、県内向けには、テレビやラジオの県政

番組を活用した周知を行うなど、さまざまな情

報発信に力を入れているところであります。

現在、飯野高校は、地元自治体や企業と連携

した地域活動が全国でも高い評価を受けたり、

最先端のＩＣＴ機器を使用した遠隔学習も行っ

たりしておりまして、これらをより一層充実さ

せるための取り組みを進めているところであり

ます。

県といたしましては、このような飯野高校の

よさを伸ばし、地域に密着した教育活動やＩＣ

Ｔ教育のモデルとなるよう、学校の魅力づくり

を支援してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ募集が実現するように、

市とも連携して取り組んでほしいと思います。

それから、農業政策についてお尋ねします。

まず家畜防疫対策ですが、岐阜県で豚コレラ

の２例目が発生しました。２例目は岐阜市の公

設の畜産センターで発生しました。また、イノ

シシへの感染は52例目が出ました。またアフリ

カ豚コレラが、中国のギョーザで検出された

り、その前は豚肉ソーセージで検出されたりす

る、そういうこともあるし、また、鳥インフル

エンザに対して、県も対策会議を開いて、おと

としのようなことがないようにとされておりま

す。口蹄疫も忘れてはならないことでありま

す。そのあたりの対策は万全なのかを、農政水

産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） お話がありま

したとおり、現在、中国において、有効なワク

チンがなく、病原性の強いアフリカ豚コレラが

感染拡大しており、また岐阜県では、豚コレラ
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に感染した野生イノシシ等が継続して確認され

ておりますことから、非常に危機感を持って防

疫対策の強化に取り組んでいるところでありま

す。

具体的には、養豚農家や関係機関に対し、防

災メールや文書等による情報発信や注意喚起を

行うとともに、緊急防疫会議等を開催して、農

場防疫の徹底を指導したところであります。

また、水際防疫につきましては、国内空港に

おいて、旅行者の携帯品からアフリカ豚コレラ

ウイルスを確認した事例も発生したことから、

動物検疫所と連携した宮崎空港での啓発キャン

ペーンや、検疫探知犬による検疫活動等も実施

したところであります。

県といたしましては、今後とも、ウイルスを

絶対に侵入させない、豚コレラ等を発生させな

いという強い意識で、防疫体制の強化にしっか

りと取り組んでまいります。

○中野一則議員 部長もそういう決意をされま

した。万が一にも発生させないように、念には

念を入れて対策をしていただくように要望して

おきます。

次に、畜産加工場の稼働対策についてお尋ね

しますが、株式会社ミヤチクの都農工場が、来

年３月に完成して、４月稼働するという見通し

のようであります。これは畜産物輸出拡大施設

整備事業で、いわゆるＥＵにも輸出できる輸出

拠点施設をつくるということで、県も５億円補

助してつくっているわけですが、これの処理能

力もうんとアップしたわけですが、これの計画

では、100％以上を２年後には達成したいという

計画があります。それにしても、処理能力に対

しては牛が89.3％、豚が92.3％なんですよね。

これもやっぱり100％に持っていかないかんと思

うんですが、そのあたりの対策はいかがなんで

しょうか。農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 現在整備が進

められておりますミヤチク都農工場につきまし

ては、全国トップクラスの衛生水準を誇る施設

でありまして、その整備は、安全・安心といっ

た本県畜産物の付加価値やブランド力のさらな

る向上につながるものと認識しているところで

あります。

県におきましては、現在、畜産クラスター事

業等を活用しながら、地域畜産の中心的な担い

手が行う畜舎整備による経営規模の拡大や、Ｉ

ＣＴによる生産性向上などを推進し、生産基盤

の強化を図っているところでございますけれど

も、このような取り組みが、新工場における処

理頭数の確保につながるものと考えているとこ

ろでございます。

今後も、将来を担う畜産農家の育成に努め、

県内で生産された家畜を安定的に処理すること

により、畜産農家の収益性向上と畜産物の付加

価値向上に取り組んでまいりたいと考えている

ところであります。

○中野一則議員 次に、宮崎くみあいチキン

フーズ川南食品工場のことについて質問したい

と思うんですが、これも来年の６月完成、７月

稼働ということで、これは実に536万羽に処理能

力がアップするとのことです。それを３年後に

は100％処理したいと、こういう計画であります

が、これの実現性についても、農政水産部長に

お尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県といたしま

しては、今後とも処理羽数の増加に向け、畜産

クラスター事業を活用し、養鶏農家が行う経営

規模の拡大などの取り組みをしっかりと支援し

てまいりたいと考えております。

また必要に応じ、生産者、関係機関と一体と
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なって処理羽数の増加に向けた検討も行ってま

いりたいと考えているところでございます。

このように、クラスター事業による規模拡大

等の取り組みに加え、出荷羽数の増加に向けた

使用方法の改善により、目標とする出荷羽数を

達成するものと考えているところでございま

す。

○中野一則議員 このミヤチクもくみあいフー

ズも、これは系統の施設なんですけれども、ミ

ヤチクのほうも牛、豚、かなりの増頭をしない

といけない。鶏のほうもかなり増羽せんないか

んという計画なんですよね。せっかくつくった

施設が、宝の持ち腐れというか、赤字経営で

は、その負担がまた農家に行くわけですから、

計画した処理は100％やっていかないかんと思う

んです。

先ほど、畜産クラスターを利用して農家を育

成すると説明されましたが、具体的に、その農

家を育成するということを県がしなければ、

今、懸念したようなことになるだろうと、こう

思うんです。具体的な農家育成の支援策とか事

業はないんでしょうか、部長。

○農政水産部長（中田哲朗君） 今回の輸出拠

点整備事業につきましては、ＴＰＰなど農業の

国際化を促まえた攻めの対策であるというふう

に考えております。今後、国内の食肉消費量減

少が予想される中で、国際基準に対応した工場

で食肉処理を行うことによりまして、安全・安

心な畜産物の輸出の拡大や、本県畜産物のブラ

ンド力が高まると見込まれております。

このように、付加価値の高い本県の畜産物の

販売力が強化されることにより、生産者の所得

向上や規模拡大といった安定した畜産経営が図

られるとともに、食肉関連産業における高付加

価値化等による地域経済の活性化につながるも

のと考えているところであります。

○中野一則議員 これは、実は漏れ聞いている

んですが、なかなか処理を100％するのは大変だ

ということも聞いているんです。かなり腰を入

れて、牛の増頭なり、豚の増頭なり、その農家

の確保というのをしなければ、稼働率を上げら

れないと思うんですよ。

チキンフーズについても、以前にも質問しま

したが、536万羽ふやさないかんのですよ。そこ

ら辺を系統ともうまく話し合いをして、すばら

しい、力強い政策を打ち出して取り組まない

と、稼働が大変になると、経営が難しくなる

と、そのツケが農家に回るということになりま

すから、そのあたりのことをよろしく御要望申

し上げて、質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 敬愛いたし

ますえびのの西郷どんの後は、酒谷の山里を守

り、ふるさとに生きる髙橋透でございます。

「苦境にあっても天を恨まず、運命に耐え、

助け合って生きていくことが、これからの私た

ちの使命です」。７年８カ月前、東日本大震災

が起こった直後の2011年３月、気仙沼市の中学

校の卒業式で男子生徒が読み上げた答辞でござ

います。家族を失い、友人を失い、行方不明者

もまた多数いたはずです。悲痛の中にあっても

しっかり前を向いて進んでいく決意が込められ

ています。人口減少時代に入り、さまざまな課

題に、我が国、そして本県も直面しています。

苦境にあっても天を恨まず、運命に耐え、助け

合って生きていく、支え合う社会をつくってい

いくことが大事なことを学ばされた答辞であり

ます。

それでは、質問をしてまいります。

団塊世代が全て後期高齢者になる2025年問題
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があります。その団塊ジュニアと言われる1971

年から1974年ごろに生まれた方が65歳以上にな

る2040年問題があります。団塊ジュニアは約200

万人いますが、その子供は100万人です。近年の

出生数は100万人にも満たず、2040年にはこの世

代が20歳代になります。急速な人口減少と高齢

化により、公共私それぞれの暮らしを支える機

能が低下します。迫りくる我が国の内政上の危

機を明らかにした上で、今後の自治体行政のあ

り方を展望し、早急に取り組むべき対応策を検

討することを目的として、総務大臣主催の研究

会が開催されました。そこで、総務省の研究会

「自治体戦略2040構想研究会」がことし７月、

複数の市町村で構成する「圏域」を行政主体と

して法制化することを提言しておりますが、知

事は、この提言をどのように考えておられるの

か伺います。

あとは質問者席で行います（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

総務省の「自治体戦略2040構想研究会」の報

告では、人口減少や高齢化が深刻となる2040年

ごろを見据え、複数の市町村による圏域単位で

の行政のスタンダード化や、圏域連携の困難な

市町村に対する県の補完・支援など、新たな自

治体行政の基本的考え方が示されたところであ

ります。

県としましても、急激な人口減少社会が現実

となる中で、県と市町村、あるいは市町村同士

が、地域の実情を踏まえながら、さまざまな分

野において広域的に連携することは、住民に適

切な行政サービスを将来にわたり提供していく

上で、大変重要であると認識をしております。

現在、国の地方制度調査会において、総務省

研究会の報告内容を踏まえた議論がなされてお

りますので、こうした国の動きを見きわめつ

つ、県と市町村、あるいは市町村間の連携のあ

り方につきまして、市町村としっかり議論を行

いながら、検討してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 歴代知事は、本県の均衡ある

発展を目指してこられました。ただ、宮崎市一

極集中が進んで県内格差が広がっていること

は、現実としてあると思います。しかし、自治

体の行政サービスは、どこに住んでいても同水

準のものを提供するのがこれまでの常識であり

ました。しかし、この平等なサービス・予算の

投入については、右肩上がりの時代なら可能で

すが、人口減少時代を迎え、同様のことを続け

るのは無駄が多過ぎないかとの指摘もありま

す。2040年を見据えて、これから宮崎をどう発

展させていくのか、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少が進む中にあ

りまして、本県のさらなる発展を図るために

は、都市機能が集積した地域と周辺市町村と

が、それぞれの地域の強みを生かすとともに、

必要な機能を相互に補完し合いながら、産業の

活性化や個性と魅力にあふれる地域づくりを進

めることが大変重要であると考えております。

このため、東九州自動車道を初めとします交

通網の整備促進を基盤に、地域や産業を支える

人材の育成・確保を進めながら、フードビジネ

ス等の成長産業の育成、スポーツ・文化など地

域の魅力を生かした観光・交流人口の拡大等に

取り組んでいく必要があると考えております。

一方で、特に中山間地域では、暮らしに必要

なサービスの維持が困難になりつつありますこ

とから、集落をネットワーク化することなどに

よります「宮崎ひなた生活圏づくり」に取り組

みまして、医療・介護の連携や人材確保など、
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安心な暮らしの確保に努めてまいりたいと考え

ております。

○髙橋 透議員 交通網の整備、本当に県内に

とって大事であります。交流人口の増加、大事

なことであります。

基礎自治体は、中心地とそれ以外のところで

は役割が違うと思います。役割に応じた補助と

か支援というのが大事ではないかという主張も

あります。本県26市町村ありますが、それぞれ

置かれた立場が違うと思われます。一様にはい

かないと思いますが、答弁にありました、集落

のネットワーク化による「宮崎ひなた生活圏づ

くり」に、しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

次に、福祉・保健・医療対策、１問だけお尋

ねします。産後うつ対策というのがあるんです

が、厚労省は昨年度、産後うつや新生児への虐

待を予防するために、産後２週間及び産後１カ

月に体の回復や精神状態を診る産婦健診を実施

する自治体に対し、費用の半分を補助する制度

を新設いたしました。制度開始に至るまでに

は、生々しい現状などがあると聞いております

が、その背景においての県の認識を、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 心身の不調

を来しやすい産後の初期は、産婦の自殺や新生

児の虐待などの原因となる産後うつを発症しや

すいため、これを早期に発見し予防することが

課題となっております。また、この時期は、産

前に行われる妊婦健診と産後３カ月以降に行わ

れる乳幼児健診とのはざまとなる時期でござい

まして、行政側から支援が必要な産婦を把握す

ることが難しい時期であることが指摘されてお

ります。

これらを背景として、先ほど議員からお話が

ありましたように、国は、産後２週間から１カ

月までの時期に産婦健診を実施することが重要

であるという認識のもと、市町村が行う産婦健

診に対して、その費用の一部を助成しておりま

す。

県としましても、産婦健診は、安心して子供

を生み、育てられる社会の実現を目指すために

大変重要な取り組みであると考えております。

○髙橋 透議員 大事な検診なんですけれど

も、昨年度の実施状況を見てみますと、全国の

市町村の４％しか補助を申請していないんです

よね。県内では宮崎市と綾町だけでありまし

て、今年度は４市町が申請をしているようです

が、いまだ申請に至っていない自治体は、ござ

いますように２分の１の自治体負担が重荷に

なっていると思われます。この国の産婦健康診

査事業に取り組んでいない市町村に対して、県

はどのように働きかけていかれるのか、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 国の産婦健

康診査事業に取り組むためには、心身のケアや

育児のサポート等、きめ細やかな支援を提供す

る産後ケア事業もあわせて実施することが要件

となっております。

この産後ケア事業を実施するためには、産婦

に対する心理的ケア、カウンセリング等を実施

する保健師や助産師等の専門的な人材の確保が

必要となります。

このため、県では、保健師や助産師等の専門

性を高めるための研修会を実施するとともに、

市町村が産科医療機関等と広域で連携し、限ら

れた人材を有効活用するなど、効率的に産後ケ

ア事業を実施できる体制の構築に向けて、関係

者との意見交換を行っているところでありま

す。
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このような取り組みを進めまして、市町村の

本事業実施に向けて努めてまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 日南市に聞いてみましたら、

今年度も要望したらしいんですけど、財政サイ

ドで認められなかったという話なんです。ざっ

くり400万円の負担らしいです。おっしゃったよ

うに、体制の構築とか意見交換をじっくりやら

れるんでしょうけど、県の４分の１負担なんか

を呼び水にして、この制度にしっかり26市町村

が取り組めるように、ぜひ努力してほしいと思

います。

次に移りたいと思います。観光立県について

であります。

サイクルツーリズム、９月県議会で我が会派

の満行議員が質問をしておりますが、このサイ

クルツーリズムの推進、インバウンド観光戦略

として全国各地で今、本当に盛り上がりを見せ

ているところであります。本県においても、受

け入れ環境の整備とか情報発信など、取り組み

を強化されています。日南海岸におけるさらな

るサイクルツーリズムの推進に向けて、ブルー

ラインや標識などを含めたハード整備について

どのように取り組むのか、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 日南海岸地

域におきましては、サイクルツーリズムによる

にぎわいの創出を目的として、国や県、関係市

等から成る「日南海岸サイクルツーリズム協議

会」が、平成27年に設立されたところでありま

す。

協議会では、これまでに、安全で快適な自転

車走行をサポートするための標識や路面標示等

を設置する試行区間を決定するとともに、その

設置方法について検討しているところでありま

す。

試行区間となっております、県道内海加江田

線を含む箇所につきましては、関係する道路管

理者等とともに、来年度以降整備を進めていく

こととしております。

県としましては、自転車活用の推進を図るた

めの基本計画となる「自転車活用推進計画」

を、来年８月をめどに策定する予定であり、引

き続き関係機関と連携し、サイクルツーリズム

の推進に向けて取り組んでまいります。

○髙橋 透議員 サイクルツーリズムは、本県

観光にとって本当に大きな強みになると思いま

す。先進地に、しまなみ海道とか琵琶湖１周サ

イクリングがありますが、滋賀県守山市では、

台湾の世界的自転車メーカー「ジャイアント」

との連携を実現して、ジャイアントストア琵琶

湖守山がオープンしてにぎわっておるようで

す。ストアはホテルの１階にあって、自転車の

貸し出しとか情報発信を担っております。世界

中からサイクリストを呼び込む仕掛けが必要で

すから、他県におくれることなく、より早い環

境整備に取り組むべきだと思っております。

答弁にもありましたように、試行区間整備後

の効果を検証して、残り区間の整備をされてい

くんでしょうけれども、北海道とか東北の三

陸、先進地に学んで環境整備が進んでいるよう

であります。国道220号は国直轄区間ですから、

国交省としっかり連携して、とにかく整備を急

いでいただくことを要望しておきたいと思いま

す。

次に、農林水産業の振興について順次尋ねて

いきます。

まず、中山間地の農業をどうしていくのか、

どう生かすのか。中山間地は農地が狭いですか

ら効率が悪い、大型機械の導入が難しいですか
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ら効率が悪い状況にあります。しかし、豊かな

自然環境に恵まれておりますので、安心・安全

を最大の強みとして売り出すことが可能だと

思っております。農産物の生産工程を管理する

国際認証（ＧＡＰ）があります。農産物のブラ

ンド化を目指す「地理的表示保護制度（Ｇ

Ｉ）」などの取り組みが必要と思われます。

市場のニーズに合わせた農業をどのように研

究して取り組んでいかれるのか、農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 中山間地域

は、本県の約９割を占め、県土の保全や水源の

涵養など、多面的・公益的機能をあわせ持つ重

要な地域であります。

一方で、営農に関しては、平地に比べ圃場が

狭いなど、生産条件が厳しい地域でもありま

す。

このため、県におきましては、第七次宮崎県

農業・農村長期計画において、「多様な地域特

性・資源を生かす地域づくりプロジェクト」を

設け、中山間地域の所得向上に向け、市場ニー

ズに合わせた品目の導入を図っているところで

あります。

具体的には、夏季冷涼な気象条件を生かした

収益性の高いカラーピーマンなどの生産拡大、

ヘベス等の需要のある品目への改植、リンドウ

などの新規品目の導入などを進めるなど、地域

の特性を生かした農業の推進に取り組んでいる

ところであります。

今後とも、関係機関・団体等と連携し、中山

間地域のさらなる農業振興に努めてまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 今、ヘベス等の需要のある改

植を進めるというふうに言われましたけれど

も、今、輸入レモンが高くなっているのでしょ

うか、国産レモンとかユズが不足しているとい

うふうに聞いております。ハイボールブームで

すよね、いろいろと需要も高まっているんじゃ

ないかと思いますが、地域の特性を生かした農

業のさらなる推進を進めていただきたいと思い

ます。

平成24年から開始しております、みやざき地

頭鶏の飼育期間短縮に関する試験研究の状況に

ついて、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） みやざき地頭

鶏の飼育期間は、現在、雄が120日、雌が150日

となっておりますが、生産現場でのコスト低減

と収益性向上を目的に、畜産試験場において、

雌の出荷日齢を雄と同じく120日にした場合の、

肉量や食味の違いについて試験を実施いたしま

した。

その結果、肉量や食味ともに試験的には大き

な差が認められず、雌の飼育期間短縮の可能性

が示唆されましたことから、現在、生産現場で

の実証試験を進めているところであります。

○髙橋 透議員 飼育期間を短縮するというこ

とは、コスト低減になります。市場に出回る他

の地鶏より比較的、地頭鶏が高いわけですが、

価格が下がりますよね。ただ、価格が下がる分

は、出荷量をふやすことによって、量で補えば

いいわけですが、現状では、みやざき地頭鶏が

市場でだぶついているようです。需要が伸び悩

んでいると聞きます。

そこで、第七次宮崎県農業・農村振興長期計

画では、平成32年に90万羽の目標設定があるよ

うです。みやざき地頭鶏の生産状況と全国を代

表する地鶏の動向はどうなっているのか、また

県の今後の対応について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） みやざき地頭
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鶏の生産状況につきましては、平成25年度以

降、素ひなの供給羽数は70万羽を超えて推移し

ておりましたが、平成29年度は、飼育農家50戸

に対し、約61万4,000羽の素ひなが供給されてお

りまして、前年度に比べ約13％減少している状

況にございます。

また、全国の主な地鶏の動向につきまして

は、出荷日齢が80日と短い「阿波尾鶏」がここ

数年200万羽を超えて首位を継続するとともに、

「はかた地どり」も生産が伸びている一方で、

出荷日齢の長い「名古屋コーチン」「比内地

鶏」はほぼ横ばいとなっている状況にございま

す。

県といたしましては、これらの産地の動向や

消費者ニーズ等も踏まえ、今後のみやざき地頭

鶏のあり方につきまして、生産者や関係団体と

も十分協議しながら、生産・販売体制の強化に

取り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 市場は今、厳しい環境にある

と思うんですが、阿波尾鶏が80日ですよね。そ

れで200万羽なんですけど、みやざき地頭鶏

も100日にできないかという生産者の意見、声も

あったりするわけです。ただ、そうなると、食

味に差がでてくるんじゃなかろうかと、そうい

うことも考えられますので、ブランドと区別、

もしそうなれば、ブランドとは別個のものにな

るのかなと思いますので、名称を濁点をとって

「みやざきしとっこ」とかですね。そういうふ

うになったりするのかなと個人的に思うのです

が、「みやざき地頭鶏」は食味が命であります

から、今説明がありましたように、今後の生産

現場での実証試験にしっかり取り組んでいただ

いて、飼育日数120日の定着を図っていただきた

いと思います。

次に移ります。林地残材対策でありますが、

西日本豪雨に見られますように、ことしも台

風、集中豪雨が、本県を含めて全国各地で山腹

崩壊あるいは川の氾濫、甚大な被害をもたらし

たところであります。近年、木材価格の高騰に

よりまして、高値で伐採が盛んに行われている

わけですが、伐採業者によると思うんですけれ

ども、伐採後の処理が適切に行われていない山

が見受けられます。災害を発生させない林地残

材の処理について、県は伐採事業者にどのよう

な指導をしているのか、環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 林地残材の適

切な処理は、豪雨等による災害を防止する上で

大変重要であります。

このため県では、伐採届の項目に林地残材の

処理等を追加し、審査をより厳格化するよう、

市町村に対し改めて指導したところでありま

す。

また、昨年度から、豪雨等により人家や道路

などへ影響を及ぼすおそれのある伐採地の調査

を市町村とともに行い、森林所有者や伐採事業

者へ直接指導を行っているところであります。

さらに、今年度は、宮崎県造林素材生産事業

協同組合連合会が県内各地で開催します、適正

な伐採を行うための研修会を支援しているとこ

ろであります。

県としましては、引き続き市町村等と連携し

て、林地残材の適切な処理について、指導を強

化してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

森林組合が伐採する山はきれいなんですよ

ね。そういうふうによく言われていますが、バ

イオマス発電がスタートするときに、間伐材を

初め林地残材も含めて活用されると期待してお

りましたが、現状はそうなっていないわけです
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よ。そして、伐採の手法も従来と変わりまし

た。従来は原木を伐採後、現場で枝を落として

作業して、架線でおろしていたわけですね。今

は、伐採後、原木を土場に一旦集めてそこで処

理をして、残材は山積みして、中には山積みし

たものが谷にそのまま放置してある。それが集

中豪雨のときに悪さをするわけですよ。そう

いったところの指導・啓発をしっかりと行って

いただきたいと思います。

次に、木材の伐採が盛んになることによっ

て、木材輸送のトラックも多くなってきており

ます。木材輸送時にトラックの荷台から樹皮が

落下をして散乱し―トラックから落下する樹

皮だけではないと思うんですが―それを含め

て排水溝を塞ぐために、道路の冠水の原因と

なっているケースもあるとお聞きしておりま

す。

また、一部の業者であると思いますが、県内

でも過積載で摘発がありました。過積載は重大

な事故につながりますので、過積載防止の取り

組みは重要であります。木材輸送における杉の

樹皮の落下や過積載防止対策について、県の取

り組みを環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 木材輸送にお

ける樹皮の落下防止や過積載防止など、事業者

による適切な輸送は、交通安全の観点からも大

変重要であると考えております。

このため県では、素材生産事業者で構成する

団体に働きかけを行いまして、会員に対し、木

材輸送時の樹皮等の飛散防止対策について注意

喚起するとともに、木材輸送トラック等への適

正な積載についてリーフレットを配布し、指導

を行っているところであります。

また、原木市場を通じ、過積載の防止や運行

前の積み荷の点検等を行うことについて、原木

の出荷者に広く周知するよう要請しているとこ

ろです。

今後とも、関係機関や団体と連携を密にしな

がら、適切な木材輸送が実施されるよう、取り

組みを強化してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 実は私、10月４日、宮崎から

帰るときに、ちょうど台風の襲来で、もうあ

と20分で自宅に帰れる日南海岸の宮浦というと

ころで通行どめになったんです。初めてらしい

です。集中豪雨で宮浦地区が川みたいになっ

た。なぜそうなったかというと、実はその前９

月30日に台風が来ていて、間隔が狭かった。本

来であれば台風の後には道路清掃をして、冠水

を防ぐ対策がとれたんでしょうけれども、間隔

がなかった。よく聞いてみますと、先ほど言い

ましたように最近、木材輸送が盛んになってい

ますから、杉の皮なんかが悪さをして、排水溝

が塞がって冠水を促したんじゃなかろうかと言

われております。まずは、不要なごみを落下さ

せない取り組みをよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、漁業権緩和に伴う影響を聞いてまいり

ます。

水産政策の改革関連法案が今、臨時国会に提

出をされております。沿岸で養殖業などを営む

漁業権は、地域の漁業協同組合などへ優先的に

与えられていますが、改革案では、漁業法が定

める漁協などの優先規定はなくなって、利用し

ていない漁場では、企業が漁業権を取得できる

ようになります。漁業権免許の優先順位に係る

法定制が廃止された場合、既存の漁業権者にど

のような影響があるのか、農政水産部長に伺い

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 現在、臨時国

会に提出されております水産政策の改革に係る

平成30年11月21日(水)

- 87 -



関連法案では、お話がありましたとおり、県が

漁業権を付与する際の優先順位の法定制は廃止

されることになります。しかしながら、既存漁

業者が水域を有効に活用している場合は、継続

利用を優先することとされているところであり

ます。

このため、現在、漁場を適切に利用されてい

る既存漁業者には、影響は生じないものという

ふうに考えているところであります。

○髙橋 透議員 養殖業への新規参入が促進さ

れることになれば、周辺にある定置網の既存漁

業に影響が生じることにはならないのか、農政

水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 新たな法案に

おきましても、これまでと同様、漁業権を免許

する際の手続において、県は、周辺の定置網や

その他の漁業を営んでいる者、さらには、漁協

等の関係者の意見を聞いた上で、漁場計画を作

成することとなっております。

今後とも、海区漁業調整委員会を初めとする

関係者の意見を踏まえ、既存漁業に影響が生じ

ないよう、しっかりと対応してまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 使用されていない海域、漁場

であっても、そこに新たな養殖業が参入されれ

ば、いわゆる魚道、魚の道が変わるらしいです

ね。そのことによって定置網に魚が入らない、

そういうことが考えられるそうです。今、部長

の答弁にありましたように、新規参入の申請が

あった場合には、漁協等の意見を事前に聞いた

上で県が許可をする、こういうことでよろしい

でしょうか。確認の意味でお願いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 先ほど申しま

したとおり、漁業権を免許する際には、周辺で

漁業を営んでいる者や漁協等の関係者の意見を

よく聞いて対応してまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、外国人労働者の雇用状況等をお聞きし

ますが、農林水産業にかかわらず、多くの産業

において人手不足は深刻であります。先ほど中

野議員もお聞きになっておりましたが、改めて

ここで、確認の意味でお尋ねいたします。本県

における外国人労働者数、雇用している事業者

の数、産業別内訳について、商工観光労働部長

に伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎労働

局によりますと、本県における外国人労働者数

は、平成29年10月末現在で3,490人であり、就労

事業所数は695であります。

その産業別内訳は、製造業が1 7 4事業所

で1,643人と最も多く、次いで農業、林業が99事

業所で517人、卸売業、小売業が85事業所で257

人、教育、学習支援業が63事業所で255人、漁業

が45事業所で223人などとなっております。

○髙橋 透議員 県内で働く外国人労働者に係

る最低賃金法等の遵守状況について、商工観光

労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 最低賃金

制度は、法律により、国が賃金の最低限度を定

めるもので、使用者は、身体等の障がいの程度

により労働局長が許可する場合などを除いて、

産業や職種、雇用形態にかかわらず、外国人を

含む全ての労働者に対して、最低賃金額以上の

賃金を支払わなければならないことになってお

ります。

このため、県では、宮崎労働局と連携して、

県庁ホームページや広報紙、県政番組等での周

知広報を図っているところであります。

また、労働局では、関係機関への周知広報や
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監督指導等を通じて、最低賃金法の遵守の徹底

など、外国人を含めた労働者の適正な労働条件

の確保に取り組んでおり、平成29年に実施した

定期監督等では、54件の最低賃金違反が認めら

れたとのことでありますが、その内訳につい

て、外国人、日本人の区別は明らかにはされて

おりません。

○髙橋 透議員 54件の最低賃金法違反があっ

た。ただ、日本人と外国人の区別が明らかにさ

れていない。その事業所に行けばわかること

じゃないですかね。県の所管ではないですか

ら、労働局の問題でしょうけど、以前からよく

言われていますけど、表に出ていないだけで、

外国人労働者に限らず、最低限の法律を守らな

い雇用主がいらっしゃるんですよね。今後、先

ほども議論がありましたけれども、外国人労働

者、分野は拡大していきます。今、国会でもい

ろいろと議論されていまして、技能実習生失踪

問題も取り上げられておりまして、その７割弱

が賃金に不満があった、だから失踪していると

いうことですよね。私たちが考えないかんの

は、外国人労働者を安価な労働力として雇用し

ている実態を、正面から向き合って、そこを改

善していかない限り、宮崎も外国人労働者を求

めるわけですから。宮崎というところは労働環

境いいらしいよと、こういう環境にしていかれ

ることを、関係機関としっかり連携して取り組

んでいただきたいと思います。

次に、地域防災と交通インフラについてお尋

ねしてまいります。

重要物流道路制度の創設を契機とした「新た

な広域道路交通計画」の策定に着手されたと

伺っております。この新たな広域道路交通計画

には地域防災の観点が含まれているのか、計画

策定のスケジュールと計画策定の考え方につい

て、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 重要物流道

路制度は、平常時・災害時を問わない安定的な

輸送を確保するため、国土交通大臣が、物流に

おいて重要な道路輸送網を指定する制度であり

ます。

また、「新たな広域道路交通計画」につきま

しては、この制度の創設を受け、主要な都市、

物流拠点、観光地等を結ぶ道路交通等につい

て、各都道府県及び国の地方整備局単位で策定

するものであります。

策定スケジュールにつきましては、本年７月

に、「おおむね１年程度をめどに策定する」と

国から通知がされており、本県におきまして

も、８月末に「宮崎県幹線道路協議会」を開催

するなど、国及び西日本高速道路株式会社と連

携して、検討を進めているところであります。

また、この計画は、経済活動としての物流だ

けでなく、観光の振興や大規模災害発生時の代

替ルートの確保など、幅広い観点から策定する

ものであり、議員御質問の「地域防災」につい

ても、検討の対象としております。

○髙橋 透議員 地域防災の観点からも策定の

理由づけになっているということです。そこ

で、まだ尋ねていくのは、これまで幾度となく

質問してまいりました、日南海岸を縦走する国

道220号鵜戸地区と北郷地区を結ぶ道路、市道富

土郷之原線のみでありますが、当路線は幅員が

狭い上に見通しが悪く、さらに脆弱な地質で、

豪雨時はのり面崩壊、路肩決壊、落石等にたび

たび見舞われておりまして、迂回路としての機

能が十分確保できていない状況にあります。

本県の道路ネットワークを見てみますと、他

の地域はおおむね網目状になっております。こ

の鵜戸地区は、横に抜ける道路、しっかりとし
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た横軸がありません。つきましては、鵜戸地区

住民及び観光客の「命の道」、県南地域の観光

振興、防災対策の強化に必要な横軸路線である

日南北郷インターチェンジと鵜戸を結ぶ道路整

備はできないのか、３期目に向けて、県南地区

の重要課題の一つとして掲げていただくことが

できないものか、知事に見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 日南北郷インターチェ

ンジと鵜戸地区を結ぶ道路につきましては、現

在、県が管理する道路がないということであり

ますとか、地形が急峻で地質も脆弱でありま

す。整備に多額の費用を要しますことから、そ

の整備に向けては、さまざまな課題があると認

識をしております。

日南北郷インターチェンジと鵜戸地区を結ぶ

道路としましては、東九州自動車道や、日南高

岡線、益安平山線などを経由して国道220号を利

用するルートが主なものとなります。

このルートのうち、未改良区間が残る益安平

山線について整備を進め、本年１月に全線が改

良済みとなったところであります。

また、国におきましては、異常気象時におき

ます通行規制区間の解消などに向けまして、国

道220号の宮崎市小内海から日南市富土間におけ

る、トンネル整備などの防災事業を実施されて

おります。県南地域の観光振興や防災機能の強

化のため、引き続き、東九州自動車道の整備

や、国道220号の防災対策の推進につきまして、

国に対し強く働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 益安平山線についてはありが

とうございました。

さまざまな課題があることは、私も十分承知

しておりまして、今月10日に、日南学園高等学

校が主催いたします票育プロジェクトに出席す

る機会がありました。「未来の交通をどうす

る」というテーマで政策を議論する模擬市長選

挙がありまして、３名の高校生が立候補しまし

た。それぞれが交通政策を発表しました。立候

補者の一人が富土郷之原線の整備を掲げて、観

光振興及び大災害に備えるべきだと訴えたとこ

ろです。その整備手法が、ＪＲ日南線の日南海

岸の伊比井から北郷へ抜ける谷之城トンネル、

九州の在来線で４番めに長いトンネルなんです

が、このトンネルを道路として活用して整備す

る案だったんですね。ということは、ＪＲ日南

線は廃止ですから、これはちょっと私は受け入

れられないわけで、この立候補者は落選いたし

ましたが。私が感心したのは、地元の高校生

も、鵜戸地区住民及び観光客の「命の道」だと

いうこと、県南地域の観光振興、防災対策の強

化に必要な横軸路線の道路整備が必要なことを

しっかり考えていたんだなということでありま

す。どうか知事、３期目の政治課題として重く

受けとめていただきたいと思います。

最後の項目になります。教育・文化振興につ

いてであります。

これまでも質問がありましたが、「日本一の

読書県」は、数値目標とか具体的な指標が明確

ではなくて、わかりづらい面があります。

「日本一の読書県」とはどのような姿を目指

されているのか、教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 読書は、県民がみず

から学び、みずから考える力をつけ、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

要なものであります。

県では、総合計画に掲げる「未来を築く新し

いゆたかさ」の実現や、これからの本県の地方

創生を支える人材づくりを目指す上でも、読書

は不可欠なものであると考えまして、子供から
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大人まで、全ての県民が生涯にわたって読書に

親しむ「日本一の読書県」を目指しているとこ

ろでございます。

宮崎県では、どこに行っても本がある、大人

も子供も読書をする姿が至るところで見られ、

県民の心の豊かさにつながっている、そのよう

な姿が「日本一の読書県」の姿であると考えて

おります。

○髙橋 透議員 県民から施策が見えないとい

う指摘もあります。どのような取り組みを進め

てこられたのか、成果も含めて教育長に伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では

「日本一の読書県」を目指して、環境整備、人

材育成、啓発の３つの観点から、さまざまな取

り組みを進めてきているところであります。

その取り組みの一つとして、県立図書館で

は、全国でもトップクラスの図書配送システム

を構築したところです。

利用者に本が届くまでの日数を、最長10日か

ら２日へと大幅に短縮し、新システム導入後

は、利用が約５割増加しております。

また、学校においては、一斉読書や読み聞か

せなど、読書活動を継続して推進してきてお

り、全国調査の結果からも、読書が好きだと答

える児童生徒の割合が徐々にふえる傾向にござ

います。

このような取り組みによりまして、県民の読

書に対する関心が高まってきていると感じてお

り、引き続き取り組みの充実に努めてまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 言われましたように、図書配

送システムの利用が５割増加したとか、読書が

好きだという児童生徒の割合がふえる傾向にあ

るというのは、確かに成果として捉えていいと

思います。しかし、そのことで「日本一の読書

県」と言っていいものか、疑問があるところな

んです。

例えば、子供の読解力が向上したとか、県民

一人当たりの図書貸出数が日本一になったと

か、こういうふうに具体的に示していかない

と、例えば施策の見直し、こういったときに、

事業費のあり方の根拠を示せるんですかという

ことを申し上げたいんですよ。「日本一の読書

県」を目指すさまざまな施策に今後必要な予算

確保があると思うんですね。根拠を示さずして

財政当局を説得できますか。そういうことも考

えていただいて、御一考をお願いしたいと思い

ます。

次に、教職員の勤務実態及びその抜本対策に

ついてお尋ねします。教職員の勤務状況につい

て、どのように把握し、どのような対策をとっ

ているのか、進捗状況を教育長に伺います。

○教育長（四本 孝君） 教職員の勤務状況の

把握につきましては、現在、多くの学校で、教

職員が出退勤時刻をパソコン入力することによ

り行っているところでありますが、さらなる的

確な勤務状況の把握に向けた取り組みが必要で

あると考えております。

このため、本年８月に、市町村教育委員会、

学校、ＰＴＡ、スポーツ団体等の関係者を委員

とした「学校における働き方改革推進協議会」

を設置いたしまして、その中で、ＩＣＴを活用

した、客観的に勤務状況を把握するシステムの

構築について、現在、協議を重ねているところ

でございます。

また、把握いたしました長時間勤務の状況に

つきましても、各学校の実態に応じて指導を行

うよう、市町村教育長会や校長会等のさまざま

な機会を通して、管理職への啓発や教職員の意
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識改革に努めているところでございます。

今後とも、教職員の勤務状況をしっかりと把

握し、業務の改善や見直しなど、長時間勤務の

縮減に向けた取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 さらなる的確な勤務状況の把

握に向けた取り組みが必要だと言われましたけ

れども、教職員一人一人、個々の勤務実態を正

確に把握する手段については、具体的な説明が

なかったようです。

私が６月議会に質問した際に、タイムカード

の導入等、そういったところに教育長も触れら

れたと思いますが、今後どうされるのでしょう

か。

○教育長（四本 孝君） 国が示しました勤務

時間の客観的な把握の方法につきましては、Ｉ

ＣＴの活用やタイムカードなどによるものとさ

れているところであります。そこで、本県にお

きましても、タイムカードの導入も含め、さま

ざまな方法について検討を行い、現在、パソコ

ン上でクリックするなどの方法で勤務時間を客

観的に管理するシステムの構築について検討を

進めているところであります。

○髙橋 透議員 とにかく一人一人の正確な勤

務時間を、しっかりと校長が把握することです

よね。そこはやっぱり、しっかりと今後取り組

んでいただきたい。聞くところによりますと、

臨時的任用職員、あるいは非常勤も勤務実態は

正規の方と変わらないと聞いております。公務

の職場だからいいというわけじゃなくて、民間

だったら５年経過すれば正社員にせないかんの

ですよ。でも、公のところはそこは免除されて

いるわけですよね。そういう意味では、臨時的

任用職員、非常勤のところもしっかりと目配り

していただくことをお願いしておきます。

最後の質問になると思いますが、服部植物研

究所が県文化賞を受賞いたしました。そして、

先日は研究所を建造物としての国登録有形文化

財に登録するよう答申が出されたところです。

また、８月28日には、日南市北郷町の猪八重渓

谷が、県内で初めて「日本の貴重な苔の森」に

選定されました。重ね重ねの受賞は大変喜ばし

いことであり、御尽力いただきました関係各位

に、心から感謝、御礼を申し上げます。

11月５日の県文化賞授賞式での挨拶にもあり

ましたが、研究所の知名度不足を言われていま

した。私も２年前の質問で、服部植物研究所が

貴重な研究機関であることや、服部博士の功績

を県民に広く知ってもらう取り組みを申し上げ

たところであります。まずは、子供たちに知っ

てもらうことが大事です。

そこで、小中学校において服部植物研究所の

知名度を高めるために、県教育委員会としてど

のように取り組むのか、教育長の考えを伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 服部植物研究所は、

本県のみならず、国際的な学術振興に寄与され

てきた研究機関であることに加えまして、設立

者である服部新佐博士の生きざまから、子供た

ちが、自分の夢を実現するために努力すること

の大切さを学ぶことができるなど、教育的にも

貴重な施設であると認識をしております。

県教育委員会といたしましては、県内全ての

小学校に配付しております社会科副読本に、本

研究所の概要や博士の功績について掲載するな

ど、本県の子供たちへの周知について検討して

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 「みやざき百一人」というリ

ストがありますが、ここにしっかり服部新佐博

士は紹介されているわけで、これを学校に活用
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すべきだと思いますが、教育長の考えを伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 県が平成11年に発行

いたしました、「みやざきの百一人」につきま

しては、本県の礎を築いた先人たちの思いや知

恵を学び、自己の生き方について考えること

や、地域に誇りと愛着を深め、郷土愛を育むた

めに有効な資料だと考えております。

そのため、先ほど申し上げました社会科副読

本や、県教育委員会が運営するホームページ

「教育ネットひむか」に百一人のお名前を掲載

するなど、本県の子供たちへの周知について検

討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 子供たちも、余りこの研究所

を訪れていない、特に市外になると、ことし木

花小学校の子供たちが10人ぐらい来たとかおっ

しゃっていたぐらいで、余り活用してくれてい

ない実態がありますから、今後、教育委員会と

しても、しっかりと県内に幅広く紹介をしてい

ただきたいと思います。

この服部植物研究所と県総合博物館の連携に

ついて、お伺いしてまいります。

県総合博物館の今年度予算は１億4,952万円で

あります。その大半は管理運営費であって、事

業費は特別展費や博物館講座等に1,500万円強、

調査研究費や資料収集費はわずか500万円弱で

す。学芸員の人的配置についても、さまざまな

課題があると推察されます。

その意味では、服部植物研究所と連携して研

究所を有効に活用することによって、各種の研

究に貢献できるのではないかと私は思います。

県総合博物館は、これまで服部植物研究所と

どのような連携をしてこられたのか、また、服

部植物研究所を県総合博物館の分館として位置

づけることはできないのか、教育長に伺いま

す。

○教育長（四本 孝君） 県総合博物館におき

ましては、これまでに服部植物研究所の協力を

得た展示会の開催や、研究所の方と共同で野外

調査などを行ったところでございます。

議員から御提案のありました、県総合博物館

の分館としての位置づけにつきましては、当該

研究所が県立の博物館としての性質・役割を担

える施設であるかどうか、また、その研究成果

・内容を、県の教育機関としてどのように活用

していくのかというようなことを検討した上

で、考えていくことになろうかと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 高知県に牧野植物園がありま

す。牧野博士が、そもそも私財をなげうってつ

くられたものを、昭和33年に高知県立として顕

彰するために、施設を位置づけたということで

ありますが、服部植物研究所の片桐所長が、知

事も覚えていらっしゃると思いますが、県文化

賞授賞式で言われていました。今回の団体とし

ての文化賞の受賞は、県として研究所を応援し

ていただくメッセージとして受けとめたい、そ

ういう挨拶だったと思います。服部植物研究所

を県立とはしなくても、せめて県総合博物館の

分館として位置づけていかれるよう、知事の３

期目の重要施策の一つとして掲げられるようお

願いします。知事に明確な答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） ３期目に向けて練り上

げるべきさまざまな施策について提案をいただ

いておりますことに、感謝を申し上げます。

服部植物研究所が今回、県文化賞受賞された

こと、そして、その建物も文化財として評価を

されたこと、これは、県民の皆様に、このすば

らしい世界で唯一のコケの研究所というものを

知っていただく非常にいい機会であるというふ
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うに受けとめておるところであります。

議員から御提案のありました、県総合博物館

の分館としての位置づけにつきましては、先ほ

ど教育長がお答えしましたとおり、この研究所

の県立の博物館としての役割、活用など、検討

の必要があろうかと考えておるところでありま

す。

今、県の美術館が、県内にあります他の３つ

の美術館と連携しながら、さまざまな情報共有

をして、発信をしていく、連携をしていく、そ

のような取り組みが進められているところであ

りまして、これまで以上に連携しながら、とも

に発信をしていくと、そのような展開というも

のを考えられるのではないかと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 知事は、県文化賞授賞式の挨

拶の中で、研究所の知名度を高めるために―

そうだったと私は受けとめたんですが―「ア

トランタ五輪の谷口浩美選手にコケを持っても

らって、こけちゃいました」と言ってもらった

らどうかと、そんな大きなひねりを入れられま

したが、それでは知事の大好きなチコちゃんに

怒られますよ。３期目を控えていらっしゃいま

すから、こけないように、服部植物研究所の知

名度を高めるために私と一緒に貢献していこう

ではありませんか。

全ての質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

○外山 衛副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 県民の

声、井上紀代子です。多くの皆様に傍聴いただ

き、感謝いたします。通告に従い、一般質問を

いたします。

ＴＰＰ協定交渉に日本が参加して５年が経過

しましたが、ついに12月30日に発効されること

になりました。

この間、ＴＰＰ協定交渉からのアメリカの離

脱やＥＵからの英国の脱退等、自国第一主義を

宣言する国が増加する中で、統一ルールに基づ

くグローバルな経済圏の構築を目指すＴＰＰ協

定のイメージは、当初の農林水産業等を圧迫す

る悪役から随分と変わり、自由貿易を守る公平

なルールづくりへとよいイメージが広がってい

るような感じを受けます。

しかしながら、ＴＰＰ協定自体はアメリカが

抜けただけで、貿易関税の撤廃や投資・知的財

産の保護など、幅広い分野での自由化を目指す

本質は変わっておらず、我が国の経済や国民生

活に大きな影響をもたらす協定であることは何

ら変わりありません。

また、来年２月には、ＥＵとのＥＰＡ協定の

発効も見込まれ、５月には新しい元号に改ま

り、10月には消費税が10％になります。

このように、来年度は、県民生活や本県産業

の屋台骨を揺るがしかねない制度改革が続きま

すので、私たち県議会も執行部も大いに気合い

を入れて、明確な施策を打ち出していく必要が

あります。

この大変な時代を前に、河野知事は３期目を

目指されます。

以前、知事は、宮崎県は「子育て日本一」を

目指すと言われました。すばらしい目標だと思

平成30年11月21日(水)

- 94 -



います。

私は、全ての施策を「子供ファースト」の視

点から見つめ直し、県が目指すべき姿をしっか

りと描くことで、本格的な人口減少社会の中に

あっても、実効ある地方創生や働き方改革を進

めていけると考えています。

そのためには、専門分野でのプロ意識を持っ

た県職員の育成を図るとともに、女性や障がい

者や高齢者なども施策の推進に参画できるオー

ル宮崎での推進体制が必要だと考えます。

そこで、この大きな変革の波を乗り越えてい

く施策を実現していくためには、県職員一人一

人が意欲を持って業務に取り組むことが必要と

考えますが、知事が求める職員とその育成につ

いて伺います。

また、施策の具現化には女性の力が大切です

が、女性が活躍できる社会づくりについて、知

事の考えを伺います。

壇上での質問は以上とし、あとは質問者席か

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、職員の人材育成についてであります。

県職員には、日々の業務を処理するだけでな

く、アンテナを高く、社会経済情勢の変化や地

域、現場の実情等を把握した上で、本県の将来

を見据え、今何をなすべきかを考える、そうい

う心構えや資質が必要であると考えておりま

す。今、グローバル化やさまざまな制度改正の

御指摘がありました。変化への機動的な対応、

これも大変重要なことであると考えております

し、将来を見据えて長期的な視点で取り組んで

いく、粘り強く取り組んでいく、この姿勢も大

事ではないかと。先日、テクノフェア等が開催

されました工業技術センター、食品開発セン

ターを訪れたところでありますが、ＳＰＧのシ

ラス多孔質ガラスの研究、さらにはチョウザメ

の30年かかった開発、宮崎牛など、長年にわ

たって蓄積をされて積み上げてきた、そのよう

なものもあるわけであります。

このため、各種研修の充実や職員提案制度な

どの実施によりまして、挑戦する意欲を喚起

し、チャレンジ精神に富んだプロ意識の高い職

員の育成に努めるとともに、一人一人が持てる

力を十分に発揮できるよう、風通しのよい職場

環境づくりを進めているところであります。

私自身も、折に触れ、全職員向けにメッセー

ジを発信しますほか、機会あるごとに職員と直

接意見を交わし、私自身の思いを伝え、やる気

を引き出すよう心がけているところでありま

す。

今後とも、全ての職員が、私とともに県政の

推進に邁進できますよう、職員の士気高揚に努

め、意欲と能力にあふれた職員の育成に努めて

まいりたいと考えております。

次に、女性が活躍できる社会づくりについて

であります。

豊かで活力ある県づくりを進める上では、女

性がその意欲と能力を生かしながら、社会で活

躍できる環境を整えることが大変重要であると

考えております。

海外へ出張した折など、特に担当者として、

また責任者として女性の管理職などが出てこら

れる場面が多く、まだまだ日本はその面ではお

くれているのではないかなと実感する機会があ

ります。

審議会などで、さまざまな分野で活躍する女

性からいろいろなお話を伺っているところであ

りますが、農林水産業、さらには建設業、さま

ざまな場面で、女性の活躍というものが徐々に
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広がりつつあるなという手応えも感じていると

ころであります。またそれが、単に担い手不足

を補うための活躍というような視点ではいけな

いと考えているところであります。

現段階では、男女の固定的役割分担意識はま

だまだ根強く、家事や育児などについては、い

まだに女性の負担が大きいなど、解決すべき課

題が残っている現状があります。

現在、「第３次みやざき男女共同参画プラ

ン」に基づく取り組みを行っているところであ

りますが、日本一子育てがしやすい環境づくり

や、男性中心の働き方の見直しなど女性が活躍

できる環境づくりを進めることで、女性はもち

ろん男性も生き生きと働き、ともに活躍する宮

崎の実現に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。〔降壇〕

○井上紀代子議員 組織が生きるも死ぬも人次

第だと思っています。

働き方改革が声高に叫ばれますが、形だけの

改革ではなく、仕事に対して高いモチベーショ

ンを持った職員が評価され、達成感を抱きなが

らさらに新しいプロジェクトにチャレンジでき

る職場づくりが大切だと思います。職員の育成

についても、プロ意識を醸成、育成するため

に、国、企業、海外と学ぶ場所もグローバルに

取り組んでいただきますよう、要望しておきた

いと思います。

次に、障がい者雇用についてお伺いいたしま

す。

中央省庁の障がい者雇用の水増し問題は、障

がい者雇用に対する中央省庁の意識の低さが泥

縄式に露呈していく状況となっています。

県組織においても、少ない職員定数で県民

サービスを展開していくためには、障がい者を

配置できない職場も少なくないことが、現実な

のだろうと思います。

そこで、本県では障がいを持つ職員をどのよ

うに配置しているのか、また、今後、雇用する

障がい者の配置をどのように進めていくのか、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 障がいのある職員

の配置につきましては、これまで、本人の希望

・適正を踏まえるとともに、障がいの種類やそ

の程度などに応じて、職場までの通勤手段や職

務の内容、さらには、職場環境も十分考慮しな

がら行ってきたところであります。

具体的には、職場までの公共交通機関の有無

やその種類の確認を初め、肢体の不自由や聴覚

障害など障がいの種類に配慮した、業務への配

置や職場環境の整備に努めてきたところであり

ます。

今後の配置に当たりましては、障がいの特性

を踏まえた、業務内容の検討や働きやすい職場

環境づくりを一層進め、職域の拡大を図ってま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 企業においては、障がい者

雇用の推進施策として、障がい者雇用に配慮し

た特例子会社の整備が認められています。

県組織においても、採用した一人一人の障が

い者が希望するキャリアデザインを具体化して

いけるよう、特段の配慮が必要だと考えており

ます。

そこで、障がい者雇用の受け皿となる組織の

明確化、受け入れ体制や資質向上対策の整備に

ついて、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 障がい者雇用を推

進するに当たりましては、障がいのある職員

が、公務を遂行するに当たって、その有する能

力を十分に発揮できるよう、障がいの特性に配

慮した職場環境づくりを進めることが大変重要
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であると考えております。

したがいまして、例えば、職場内の机等の配

置の工夫や、移動に支障となる物を通路に置か

ないなどといった、移動の負担の軽減、こう

いったものを図ったりですとか、休暇・休憩の

取得に際して、通院や体調に配慮するなど、障

がいの状態等を考慮し、適切に対応する必要が

あります。

中でも、本人のプライバシーに配慮した上

で、各所属において他の職員に対し、障がいの

内容や必要な配慮等を説明し、周囲の職員一人

一人が、その特性に関する正しい知識の習得や

理解を深めることが何より重要であると考えて

おります。

今後とも、職員個々の障がいの状態や職場の

状況に応じて、適切な配慮を行い、ハード・ソ

フト両面において職場環境を整えることで、障

がい者の雇用を推進してまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 障がい者対策というのは、

ヘルプからサポートそしてアシストと変わって

きました。

現在では、「ＷｉＴＨ 共に」という概念にま

で来ることができました。県の障がい者雇用に

おける職域拡大は大いに期待をしています。こ

の言葉を決して私は忘れないでいようと思って

います。

そのためには障がいに対する理解が必要であ

り、「ＷｉＴＨ 共に」という姿勢が具現化する

べきだと考えています。数合わせでごまかすこ

とは決してあってはならないことだと思いま

す。

議員調査などでさまざまな都道府県に行きま

すが、本県の県職員定数は他県と比較してかな

り少ないのではないかと感じております。

行財政改革はしっかりとめり張りをつけて推

進していく必要がありますが、仕事の流れが異

なる障がいを持つ職員を仲間として受け入れて

いくためには、職員定数をふやしていく見直し

も必要ではないかと考えております。

県執行部の英断を要望しておきます。

次に農政問題で、農政水産部長にお答えをお

願いいたします。

ＴＰＰ協定対策ですが、国の影響試算では、

この協定の発効による影響は、ミカンやカボ

チャ、ジャガイモ等の野菜、カツオ、マグロ、

杉材等が限定的ながら影響があり、牛肉と豚

肉、牛乳、乳製品の価格下落や、長期的には関

税引き下げの影響ありとされています。

全共で３大会連続日本一を獲得した宮崎牛

は、輸出においても「JAPAN Champion Beef」と

して、圧倒的なブランド力を発揮して売り上げ

を伸ばしています。

課題は、輸入品との品質差が余りないとされ

ている豚肉への影響です。

本県は全国第２位の豚の生産県であり、「き

なこ豚」や「観音池ポーク」「おいも豚」など

のようにさまざまな銘柄豚が生産されており、

県外の方にも自慢できる味に仕上がっていると

思っています。

そこで、県が推進している「宮崎ブランド

ポーク」の選定基準について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 宮崎ブランド

ポークにつきましては、従来のブランドであり

ましたハマユウポークが口蹄疫により途絶えた

ことから、平成25年度に新たに県商品ブランド

として認証しているところであります。

その認証基準につきましては、まず、生産履

歴の記録や飼養衛生管理基準を遵守した「安全
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・安心な豚肉」であること、次に、飼料や飼育

方法に特徴のある「多様で高品質な豚肉」であ

ること、最後に、生産者と販売者及び食肉処理

業者との「契約取引により販売」されているこ

との３つの条件を満たしているものが、宮崎ブ

ランドポークとして販売をされております。

現在、宮崎ブランドポークには、消費者ニー

ズの多様化に対応して、例えば飼料等にこだ

わった「おいも豚」を初め、個別農場で生産さ

れる銘柄や広域的に生産されている銘柄な

ど、16銘柄がございます。

○井上紀代子議員 実は私は豚肉が大好きで、

基準値を超えるほど食べてしまい、現在ではア

レルギーが出る状態になっております。豚肉は

どれでも同じではなくて、飼料によって確実に

味わいが変わります。基準については、もっと

データ分析をしていただければ、次の展開があ

るのではないかと思っておりますので、よろし

くお願いしておきたいと思います。

また、本県の豚肉の課題は、例えば日本一の

生産量を誇る鶏肉であれば、「炭火焼き」とか

「チキン南蛮」等がありますが、水産であれ

ば、地域が主体となって「カツオ炙り重」や

「ぶりプリ丼」等の御当地メニューづくりが進

められています。

豚肉にも本県を代表する御当地メニューがあ

るとよいのになと考えています。

６次産業化に取り組んでいる養豚農家の中に

は、メンチカツを年間200万枚以上売り上げ、高

齢者介護用の商品まで開発している方もおられ

ます。

海外でも戦える本県の豚肉ブランド力強化

と、宮崎ならではの豚肉食文化の創出に向けた

今後の取り組みについて、部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（中田哲朗君） 宮崎ブランド

ポークの販売戦略ということだと思いますけれ

ども、県内外における認知度向上や販路・消費

拡大を目的に、さまざまな取り組みを行ってお

ります。具体的には、メディア等を活用した情

報発信や指定店でのフェア等の開催、多種・多

様な銘柄豚の特徴を生かした商談等による契約

取引の推進、指定店の拡大や消費者が参加でき

る各種イベント等の開催などに取り組んでいる

ところでございます。

その取り組みの一つといたしまして、本年９

月、宮崎市内で女性をターゲットにしたイベン

トが開催され、約300名の参加者の方々が14種類

の豚肉料理を楽しまれたところであります。私

も参加させていただきましたが、参加者の方か

ら高い評価の声を直接伺い、宮崎ブランドポー

クの消費拡大等の大きな可能性を実感したとこ

ろでございます。

今後も県内外において、このようにターゲッ

トを明確にした取り組みを積極的に進めるな

ど、戦略的に認知度向上と販路拡大に努めてま

いりたいと考えているところであります。

○井上紀代子議員 マンゴーを初めとしまし

て、本県の食のブランド化の取り組みは、試験

研究の成果を産地づくりに結びつけていくこと

で、他県の追随を許さない産地をつくってきま

した。

これからは、農山漁村の人口が大きく減少す

る中で、ブランド産地を維持し、さらなる差別

化に向けた新しい付加価値が求められていま

す。

この激動の時代を生き抜いていくため、本県

農林水産物の国内外でのブランド力強化をどう

展開していこうとされているのか、郡司副知事

にお尋ねいたします。
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○副知事（郡司行敏君） 完熟マンゴー「太陽

のタマゴ」や「宮崎牛」「宮崎キャビア」さら

には、ただいま御質問のありました「宮崎ブラ

ンドポーク」に代表されます、本県農林水産物

は、他県にはない高いポテンシャルを有してお

り、その価値を生かすしっかりとしたものづく

りと攻めのＰＲが、大変重要であると考えてお

ります。

さらに、本県では、全国トップクラスの残留

農薬検査体制を基盤に、農産物の栄養・機能性

にも着目し、国内外で高まる健康志向のニーズ

にもいち早く対応するなど、他県に先駆けた取

り組みも展開しているところであります。

これらの「宮崎ならではの強み」を生かし、

知事や私が先頭に立ち、国内外を問わず、あら

ゆる機会を活用し、生産者のものづくりに込め

た熱い思いとともに、積極的なＰＲを行ってま

いりたいと考えております。

農業を取り巻く情勢はまさに激動の時代であ

りますが、「変化が起こっているときこそチャ

ンスである」と捉え、関係機関・団体、生産者

と一体となって、本県農林水産物のさらなるブ

ランド力の強化に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 私は４月にイタリアへ行っ

たんですけど、ミラノを通るたびに、あのとき

の食博のことが忘れられません。あれは本当

に、私ども宮崎県にとっても大きな大きな出発

点だったと思います。海外で、宮崎の名前を、

ブランドを発信したのは、あのときが最初では

ないのかなと思っています。イタリアは、そう

いう意味では、いろんなものが本当に丁寧にま

だまだ残っているところでもありますので、ま

たイタリアには行ってみたいと思うところで

す。

次に、林業振興についてお伺いいたします。

これまで林業は、森林所有者と伐採事業者、

造林事業者はもとより、木材加工事業者等とも

連携しながら山を守ってきました。

近年、木材輸出やバイオマス燃料等の木材需

要の伸びに伴い、本県の伐採量はここ10年で1.4

倍に伸びるなど、山に活力が戻ってきた感じを

受けています。

その一方で、誤伐・盗伐や未植栽林の増加な

ど、さまざまな課題も浮き彫りになってきてい

ます。

このような中で、県では各地域に「山会議」

と呼ばれる協議組織を立ち上げ、今後の地域林

業のあり方や担い手の育成対策等の検討に着手

されています。

そこで、各地域の「山会議」において、担い

手の確保・育成に向けどのような検討が行われ

ているのか、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 昨年度設置し

ました県、市町村、林業関係団体等で構成する

「山会議」では、「適正な森林管理」「再造林

対策」「林業担い手対策」の３つを重点的な

テーマとして、取り組みを進めているところで

あります。

そのうち林業の担い手の確保・育成の取り組

みにつきましては、県内の７つの地区協議会に

おいて、小中学生や高校生等に対する林業の魅

力を伝える体験学習や、来年度開講する「みや

ざき林業大学校」のＰＲ、伐採・再造林一貫作

業の事業体連携などに取り組んでいるところで

あります。

また、林業の労務負担軽減のためのドローン

を活用した苗木運搬の実証実験なども開始して

おり、今後の事業化等も検討していくことにし
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ております。

今後とも、山会議を通じて、地域の実情に応

じた担い手の確保・育成の取り組みをさらに進

めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 これからの山の主要課題

は、再造林の推進です。このため、今後育成す

べき山の事業者は、伐採と再造林を一体的に行

う一貫作業事業体や、これらの作業を連携して

行う連携事業体であり、これらの事業体に施策

を集中していく必要があります。

本県の伐採と再造林の一貫作業事業体や連携

事業体数の推移と、これら事業体が伐採・植林

作業に占めるおおよその割合について、環境森

林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 伐採後直ちに

造林を行う一貫作業システムは、伐採作業で使

用した機械を造林に活用し、作業軽減や低コス

ト化を図るとともに、コンテナ苗の活用により

年間を通じた植栽を可能にするなど、再造林を

進める上で極めて有効なものであります。

このため県では、平成27年度から作業方法や

歩掛かり等を検討するための実証事業に取り組

み、その成果について、山会議等での研修会を

通じて普及に努めてきたところであります。

また、今年度から国の事業を活用し、森林組

合を中心に100ヘクタールで一貫作業を実施して

いるところであります。今後は民間の素材生産

事業体へも事業を拡大する予定であります。

一貫作業システムの導入は、再造林の推進に

大きく貢献しますことから、本システムの普及

・定着に向けて、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 国においては、地域の実情

に応じた森林の整備を推進するため、森林環境

税を創設し、来年度から前倒しで新しい森林管

理システムの導入などを推進することとしてい

ます。

本県においてはこの税を財源に、林業大学校

の創設や間伐等の促進に取り組んでいかれると

伺っています。

まず、国の既存の補助金と県の森林環境税、

新設される国の森林環境譲与税をどのようにす

み分けながら施策を展開していくのか、環境森

林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 来年度から創

設予定の国の森林環境譲与税につきましては、

市町村は、森林の集約化等のための所有者への

意向調査や境界画定、間伐や路網整備等の森林

整備、森林整備を担う人材の確保・育成等の取

り組みに充てるものとされております。

また、県は、市町村職員の研修や林地台帳の

精度向上などに活用するとともに、地域林政ア

ドバイザーのあっせんなど、市町村の実行体制

づくりを支援することとしております。

一方、県の森林環境税は、県民共有の財産で

あります森林を保全するために創設したもので

ありますが、その使途のうち間伐や公有林化な

ど、国の森林環境譲与税の対象となる部分を除

きまして、引き続き、森林（もり）づくり活動

への支援や再造林対策の強化などに活用してい

きたいと考えております。

今後とも、市町村と十分連携しながら、両税

を有効活用し、生産性の高い森林経営の確立

と、豊かな森林環境の保全・創出を図ってまい

りたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、現時点での林業大学

校のソフト・ハード面での整備の進捗状況と学

生募集の進捗状況についてお尋ねいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 来年度開講予

定のみやざき林業大学校では、現在、カリキュ
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ラムの編成や研修用機器の整備等を進めるとと

もに、今月から受講生の一般選考を行っている

ところであります。

カリキュラムについては、就業に直接役立

ち、全国でも最多となる16の資格取得、ＩＣＴ

技術を活用した最先端技術の講座のほか、飫肥

林業の歴史や文化など、宮崎ならではの講座も

盛り込むこととしております。

また、受講生の募集については、教育委員会

と連携し、県内全ての高校や関係団体への個別

訪問のほか、オープンキャンパスを実施するな

ど、積極的な活動を展開してきたところであり

ます。なお、募集状況につきましては、定員を

上回る応募があったところであります。

林業大学校においては、確かな知識と技術を

習得し、「林業愛」と「郷土愛」を育む、林業

県として全国に誇れる人材育成の場となります

よう、来年４月の開講に向け、しっかり準備を

進めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ステータスのある、宮崎県

ならではのといいますか、林業大学校の開設を

期待しています。

今後、時代が大きく変わっていく中で、林業

においても、多様な担い手が連携しながら山を

守っていく仕組みづくりが必要です。

新しい森林環境税では、放置された森林につ

いては市町村が間伐等の管理を行うとされてい

ます。

平成の大合併や行財政改革により、いずれの

市町村も大変少ない職員で、たくさんの業務を

やりくりしている現実を踏まえますと、県の強

力な指導・支援が必要不可欠だと考えます。

新しい森林環境譲与税で始まる本県森林の整

備推進にかける知事の思いをお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、森林資源の利

用期を迎えております杉素材生産量が、27年連

続して全国トップとなるなど、林業先進県であ

ります。

しかしながら、本県では、森林の所有地が分

散化し、また、近年では伐採現場がより条件の

悪い奥地に移行していることに加え、所有者不

明森林や境界不明森林の増加の問題など、全国

に先駆けて顕在化をしている、いわば課題先進

県でもあります。これを課題解決先進県にして

いく、その努力が必要であろうと考えておりま

す。

森林環境譲与税は、これらに対応する新たな

森林管理システムを踏まえて創設されるもので

ありまして、経営管理されていない森林を、高

い技術を有する林業経営者に委ねることで、林

業生産のフィールドが広がり、より生産力の高

い森林経営が展開され、資源循環型林業の確立

が進むものと考えております。

私としましては、既存の県の森林環境税等に

よる施策に加えまして、森林環境譲与税を活用

した新たな制度の推進に、市町村とも連携をし

ながら積極的に取り組むこと、さらには本県元

副知事であります牧元林野庁長官とのパイプも

十分に生かしながら積極的に取り組んでいき、

本県の森林・林業のポテンシャルをさらに高め

て、全国のトップランナーとしての役割という

ものをしっかりと果たしてまいりたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 期待をしております。

次に、「特別支援教育」について教育長にお

伺いいたします。

本年５月１日現在で、小中学校特別支援学級

在籍者数は2,443名です。10年間の在籍者数の推

移を見ますと、約1,500名ふえ、平成29年から30
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年の伸びは顕著で、１年で150名30学級増加に

なっています。

障がいのある子供が平等に「教育を受ける権

利」を享受・行使することが確保できる環境は

整っているのでしょうか。

まず、公立小中学校の特別支援学級に在籍す

る児童生徒が増加している現状について、どの

ように捉えられているのか、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（四本 孝君） 本年度、小中学校に

おける特別支援学級に在籍をしている児童生徒

数は、今、お話にもありましたが、2,443名であ

りまして、５年前と比較しますと、688名ふえ

て、約1.4倍となっております。

今後も、児童生徒の障がいが多様化するとと

もに、特別支援学級の在籍者数の増加も予想さ

れますことから、県内のどの学校、地域におい

ても、特性に応じた支援が得られる「エリアサ

ポート体制」をより充実させていくことが必要

であると考えております。

このため、県教育委員会といたしましては、

市町村教育委員会と協働しながら、教職員を対

象とした「エリア研修」や、県の施策等の共通

理解を図るための「エリア推進協議会」を実施

するなどして、特別な支援を必要とするそれぞ

れの児童生徒への対応が適切に図れるよう努め

てまいります。

○井上紀代子議員 私は、保護者の方から特別

支援教育に関する御相談を多く受けるわけです

が、中でも不登校に関するものは答えが１つで

なく、大変苦慮いたします。１年間にもわたる

不登校は親を不安にさせます。

まず、特別支援学級に在籍している児童生徒

の不登校の状況について、どのように把握して

おられるのかお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 児童生徒の不登校の

状況につきましては、児童生徒個人への配慮の

観点から、学校全体での把握となっておりまし

て、詳細な内訳については把握をしていない状

況にございます。

県教育委員会におきましては、生徒指導部会

を中心とした不登校の改善に関する研修会を実

施しますとともに、市町村就学指導研究協議会

におきまして、特別支援学級に在籍する児童生

徒の障がいの特性を踏まえた環境整備や教育相

談体制の充実について、具体的な協議や、助言

を行っているところでございます。

今後とも、それらの取り組みを通して、各市

町村教育委員会とともに、特別支援学級におけ

る不登校の改善に向けて、適切な支援に努めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 現在、発達障がいを含む障

がいのある児童生徒への支援は、特別支援教育

担当者への専門研修や通常の学級担任への基礎

研修を行い、障がいの特性に応じた指導力の向

上に努めていただいています。

また、通常の対応で難しいケースについて

は、特別支援教育コーディネーターが保護者や

関係機関との連携をとっておられます。

特別支援教育コーディネーターの現状と今後

について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 特別支援教育コー

ディネーターにつきましては、県内全ての小中

学校において校長が指名し、関係機関との連絡

調整や、保護者からの相談などの業務に当たっ

ており、成果が報告をされているところでござ

います。

しかしながら、対象となる児童生徒は年々増

加傾向にあり、負担が大きくなってきておりま

す。
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そのため、県教育委員会といたしましては、

学校の実態に応じて、複数の特別支援教育コー

ディネーターの指名を推奨するとともに、学校

が組織一丸となって対応できるよう、市町村教

育委員会や校長会を通じて、理解・啓発を進め

ているところでございます。

また、本県独自に、より専門性の高いエリア

コーディネーターを配置し、特別支援教育コー

ディネーターを支援することで、各学校の支援

体制の強化を図っているところであります。

○井上紀代子議員 私は厚生常任委員会に所属

しておりますので、説明を受けているんです

が、福祉保健部では、「宮崎県発達障がい者支

援計画」を来年３月を目途に策定予定です。計

画の取り組み方向性は、「（１）全ライフス

テージを通じた切れ目のない支援体制の構築」

として、早期発見・早期支援並びに発達支援セ

ンターの機能強化をしています。２つ目が

「（２）発達障がいへの理解促進」を挙げてい

ます。

検診部門を担当している福祉保健部で持つ

データは、格別に重要です。

保護者が、子育て中のどこで障がいの有無に

気づき、受けとめるかは、ケースによって差が

ありますが、早期に支援が受けられる体制が重

要であることは言うまでもありません。

保護者に寄り添った就学時の相談や関係部局

との連携のあり方について、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（四本 孝君） 就学時の相談につき

ましては、単に就学先を決定するだけのもので

はなく、子供を中心に据えた相談を重ね、保護

者の不安や疑問を取り除きながら、教育的ニー

ズや必要な支援について合意形成を図っていく

ということが大切であると考えております。

そのため、県教育委員会といたしましては、

実施主体である市町村教育委員会の就学指導の

担当者を対象とした研修会の開催や、特別支援

学校のコーディネーターによる相談支援等が行

えるようにしているところであります。

今後とも、市町村教育委員会の相談体制の充

実のために、関係部局との情報共有や連携を促

進しながら、支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

○井上紀代子議員 特別支援教育をめぐる一連

のことについて、教育長にお尋ねいたしました

が、実はこの質問をするに当たって、最初に御

相談いただいた―多くのお母さん方から御相

談いただくんですけれども―一番逼迫した形

で御相談いただいた方は、３人の子供をお持ち

の母親なんですけれども、一番上の方がアスペ

ルガーだと言うんですね。そして、自分の子供

の状況からして、通常学校では、その彼女がな

かなか学校に行ける状況にはないと。ただ、療

育手帳がないので、特別支援学校に行けない。

「井上さん、頼むから児相から療育手帳をも

らってくれないか」という御相談でした。少し

ずつ、少しずつ、お話を聞いていくと、１年間

不登校だと。その１年間の不登校の時間が、母

親にとっても、子供にとっても、特に母親に

とって大変不安な材料であり、そしてまた、最

後に彼女が言うには、死んでしまいたいと。そ

の子と一緒に死んでしまいたいと言うわけです

ね。一生懸命お話を聞いて抱きとめてあげた

り、お話を聞いてあげることはできても、子供

に目が行くというところまで行かないわけです

よ。自分の子供がどうこれから人生を送って

いったらよいのかというところまでたどり着か

ないんですね。自分の今のきつさのほうが先に

立っているというふうに言わざるを得ないと思
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います。

今、学校全体を見ますと、一応健常と言われ

る子供たち、それから発達支援を含めて中間に

いるような子供たち、特別支援学校と、この３

つあるわけですけれども、今、真ん中と言われ

ている発達障がいの人たちのところというの

は、驚くほど人数がふえているわけですね。そ

して、これから先、それじゃ、そこの数が減っ

ていくのか。特別支援学校にしても、若干では

ありますけど、どんどん上がっていっているわ

けですね。ですから、昔はわかりやすかったん

ですね。健常児、障がい児という言い方をして

いたわけですけれども。グレーゾーンの子供た

ちというのが非常にふえてきている。でも、そ

の子供たち一人一人も、やはり教育を受ける権

利があり、それを享受する権利があるわけで

す。行使できる権利があるわけですね。それ

を、今後どうしたら、その子たちに視点が行

き、その子たちがしっかりと生きていく、自分

の人生設計がつくれるようになるのかというこ

とを、学校側も含めて、福祉・保健事務所も、

子育て日本一と言ってくださった知事のその思

いも含めて、ここで具現化していかなければい

けないのではないかと思うんですね。

今回質問するに当たり、多くのサークルをお

持ちの、例えば、同じ障がいでお集まりのお母

さん方、それから、ひとり親の学習支援をして

いただいているところ、数多くのところのサー

クルを回らせていただいて、聞いてみました。

その子たちは特別支援学校に行くのがいいの

か、今のままがいいのか。どちらがいいのかと

いうことを、私自身としても判断がつかない部

分もいっぱいあったものですから、検証させて

いただきました。そうしたら、やっぱり、子供

に能力がある以上は、その能力をしっかり伸ば

してあげるということがとても大切じゃないか

なという結論に達したところです。

前から私は、特別支援学校のあり方も含め

て、やはりここにはきちんとメスを入れるとい

うか、もっとしっかりと、国も含めて考えてい

くということが大切なんじゃないかということ

を申し上げてきましたが、結論としては、今ま

でも変わらずに、現状のまま、親か子供がその

現状に合わせていく。実態と少しも合っていな

いという状態になっていると思っています。

それで、お母さん方に話を聞いてみますと、

個別指導、マンツーマンだったら、本当に、確

実に伸びていくんだそうです。今度、高校の教

育のところに受け入れていただけますが、発達

障がいの人たちも受け入れていただくようにな

りましたので、そこは丁寧にやっていただい

て、そのデータはどう生かされていくのかなと

私自身は楽しみにしているところでもあるんで

すけど、慎重かつ丁寧に市町村教育委員会と議

論をしていただかねばいけないのではないかと

思います。

そしてまた、１歳児健診、２歳児、３歳児、

５歳児健診のときに、そのデータというのは、

福祉保健部が持っているわけです。そのデータ

をどう活用できるのか。親が障がいを受けとめ

る力をどこで持つのか。このあたりが大変微妙

であり、そしてまた、それが、今ある制度の中

で救われないまま、落ちこぼれていくというこ

とになるのではないかなと思います。

責めているわけでは全然ないので、教育長

に、そこは誤解していただきたくないんです

が、特別支援教育を取り巻く課題は、まさにマ

ンパワーと指摘せざるを得ない、私はそう思っ

ています。ですから、先生の数をどうしていく

のか、通常学級にいらっしゃる先生方をどう配
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置していくのか、研修をどうしていくのか、こ

れはとても大切なことではないかなと思いま

す。ここにぜひ力を入れていただきたいと思っ

ています。

また、今後の特別支援教育のニーズは本当に

ふえていくと思いますし、多様化していくもの

と考えられます。市町村教育委員会の皆さん

が、県が考えているほど、熱くその実態を受け

とめていらっしゃるかどうかということも確認

をした方が私はいいのではないかなと思います

が、この問題については、ともに徹底した議論

をしていただくことを強く望んでおきます。

そしてまた、今回質問はいたしませんでした

が、女性がしっかりとした体で、小さい女の子

が育っていき男の子も健康に育っていき、きち

んとして、最低でも1,500グラムは超えていくよ

うな子供が産めるような体制というのをつくり

あげていく必要があると思うんですね。教育委

員会も一緒になって教育していく必要があると

思います。今、生まれてくる子供たちの中で、

先日は75グラムという子もいらっしゃいました

が、私の友人の孫は「700グラムあればいいのに

ね。15グラム足りなかった」という状態です。

でも、かといって、そのママになった子が、

ちょっと外れた生活をしていたかというと、そ

うでもないんですね。だから、どう判断してい

いかがわからない、そういうところがありまし

た。日南の地域センターに行きましたときに話

を聞いた子は、385グラムでした。だから、きち

んと子供を産める体というか、ともに育ててい

ける体を、私たちは健康づくりというものにも

目を配らなければいけないのではないかなと思

う次第です。

次に、私は、宮崎県議会で唯一の「さんさん

クラブ」会員ではないでしょうか。

地元クラブに入会して以降、さんさんクラブ

の活動に数多く参加してまいりました。さんさ

んクラブは県内26連合会組織があり、地域クラ

ブは1,061クラブあります。

活動は多岐にわたり、１．健康づくり介護予

防、２．趣味文化レクリエーション、３．地域

文化伝承地域間交流、４．友愛訪問地域支え合

い、５．環境美化リサイクル、６．安心安全な

地域づくりに取り組まれています。

このようなさんさんクラブの活動をどう評価

されているのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） さんさんク

ラブは、いわゆる老人クラブの愛称でございま

すが、ひとり暮らしの高齢者宅への訪問、それ

から子供の見守り、さらには健康づくりやス

ポーツなど、さまざまな活動に取り組まれ、地

域福祉の向上や健康寿命の延伸に寄与していた

だいていると考えております。

また、地域包括ケアシステムを推進する上で

も、高齢者の社会参加や、介護予防と相互の生

活支援という観点から、その活動と果たすべき

役割の拡大が期待されているところでございま

す。

このように、さんさんクラブは、地域社会を

支える重要な担い手でありますことから、県で

は、毎年、会員増や活動の活性化に取り組む優

良クラブを選定しまして、表彰を行うととも

に、クラブに対する活動助成を行い、その取り

組みを支援しているところでございます。

○井上紀代子議員 なかなか財政的に厳しいで

しょうけれども、少しでもまた助成をよろしく

お願いいたします。

次に、厚生常任委員会で都城の松ノ元地区で

取り組まれています認知症カフェ（オレンジカ
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フェ）を調査させていただきました。

ワンコイン500円で昼食とお茶を提供し、音楽

療法・古い映画鑑賞など、認知症の方のために

工夫された時間を提供されていました。

自治会もバックアップし、まさに地域力発揮

の現状です。週１回であっても、在宅で介護を

される家族にとってはありがたく、重なる用事

を済ませることもできます。

県内の認知症カフェの設置状況と今後の設置

拡大に向けてどう取り組んでいかれるのか、福

祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 認知症カ

フェは、認知症の方やその家族が集う場とし

て、現在、17の市町に48カ所設置されておりま

す。

県といたしましては、全ての市町村で設置さ

れるよう、未設置市町村への働きかけを行うと

ともに、開設を希望する団体への助言や指導な

どを行い、設置拡大を図っているところでござ

います。

また、市町村や運営団体等に対して、認知症

介護に係る技術の習得や運営方法に関する研修

会を開催するほか、個別の相談への対応等、そ

の機能強化にも取り組んでいるところでござい

ます。

今後とも、関係機関と連携しながら、認知症

カフェの量と質、両面からの充実に、引き続き

取り組んでまいります。

○井上紀代子議員 オレンジカフェの取り組み

は大変いいと思いますので、これもまた丁寧に

拡大をしていっていただきたいと思います。

それでは次に、こども療育センターの果たす

べき役割についてお伺いをいたします。

私の長い議員生活の中で、本当に私をしっか

りとした議員にしていただいたのは、このこど

も療育センターの周辺にいらっしゃった、特別

支援学校の保護者の方たちです。実際に私が議

員になりましたときに、バッジをつけた途端、

私のところにおいでいただきまして、「井上さ

ん、お母さんやっちゃから、お母さんやから私

たちの気持ちはわかるやろ」と言って連れてこ

られた方が、重症心身障がい児の方でした。そ

の子供さんと面会し、親たちと会うことによっ

て、私は改めて自分の子育てもよく考えました

し、それから、その子供を持っているお母さん

たちとのつながりは大変大変深いものになって

いきました。そのころのお母さんは、障がい児

を産んだということで離婚させられる方がいた

り、私が聞いて非常に衝撃的だったのは、「お

化粧もしてみたい」ということを言われたこと

でした。「ミニスカートもはいてみたい」とも

言われておりました。そのときに一番の力に

なっていたのが、このこども療育センターで

す。こども療育センターの役割というのは、大

変大変大きかったというふうに思っています。

そのころのお母さんにとっては、このこども療

育センターは救いの中心であったと思っていま

す。

こども療育センターを取り巻く環境は、肢体

不自由児施設として現在地に移転した昭和62年

から、現在は大きく変化しています。

平成15年には入所児の４割だった重症心身障

がい児が現在は７割を占めるなど、医療の進歩

などを背景とした障がいの重度化・重複化、可

能な限り、我が子を手元で育てたいという在宅

志向の高まり、それに伴う通所や短期入所等の

在宅サービスへのニーズの高まり、また、その

受け皿となる民間施設・事業所も徐々に充実し

てきました。

そして何より、障がいのある子供を持つ親の
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感じている不安や悩みをしっかりと受けとめる

相談機能の充実が求められています。

こども療育センターは、こうした環境の変化

に対応して、本県の障がい児療育において中核

的役割を果たしていかなければなりません。

そこで、こども療育センターの果たすべき役

割についてどう考え、必要な機能強化にどのよ

うに取り組んでいくのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） こども療育

センターにつきましては、小児整形外科やリハ

ビリの機能に加え、障がいの重度化・重複化・

多様化への対応や在宅の医療的ケア児とその家

族への支援、さらには、支援の基礎となる相談

機能などが求められていると考えておりまし

て、これまで機能の充実に努めてきたところで

あります。

しかしながら、こうした役割を十分に果たし

ていくためには、常勤小児科医の不在に加え、

施設・設備が現在の利用者のニーズに対応でき

ていないことなど、解決すべき課題があると認

識しております。

このため、県内唯一の県立の医療型障害児入

所施設として、将来に向けて担うべき役割と施

設のあり方について、現在、センターの所長を

含めた部内検討会において整理しているところ

でございます。

今後、その実現に向けて、庁内関係部局や関

係機関と協議しながら、しっかりと検討を進め

てまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 「今後、その実現に向け

て、庁内関係部局や関係機関と協議しながら、

しっかりと検討を進めてまいりたい」とお答え

いただいたことに、感謝を申し上げたいと思い

ます。

知事には、私は全ての政策を「子供ファース

ト」の視点から見直してほしいと申し上げたん

ですが、私は今回、河野知事が３期目を出馬さ

れるということをお聞きして、子育て日本一を

目指すと言われた、知事のあの思いが共有でき

るので、本当に頑張っていただきたいなと思っ

た次第です。子供の目線でというのは、ただ子

供たちを甘やかすことでもなく、子供たちを

しっかりとした目で育てていくという、本当に

大事なことだと思っています。宮崎県が、もし

子育て日本一の県と、その方向性がしっかりと

メッセージできたら、他県からここに来ていた

だくこともできますし、あとは労働の問題とか

解決すべきことは、どこの県とも同じだと思う

んですね。子育てを日本一にすると言われた県

はそうはないわけで、私は知事のその政策具現

化を、これからも見続けていきたいと思います

が、子供に視点を当てていただく、そして、こ

ども療育センターを含めてそうですが、まだま

だお金のかかるところがいっぱいあります。だ

から、要らないところにはお金を使う必要はな

いけれども、必要なものには最大限お金を使っ

ていただければと思っています。

これで私の一般質問は終わります。ありがと

うございました。

○外山 衛副議長 井上議員、少しお待ちくだ

さい。環境森林部長。

○環境森林部長（甲斐正文君） 申しわけあり

ません。先ほど議員より、本県の伐採と造林の

一貫作業システムに取り組んでいる事業体の数

と、再造林の割合についてお尋ねがありました

が、答弁が一部漏れておりましたので、補足さ

せていただきます。

一貫作業に取り組んだ事業体の数は、平成28

年度が４事業体、平成29年度が13、今年度が10
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月末時点で同じく13となっております。

昨年度の一貫作業による再造林の面積は、県

全体の面積に対して1.4％となっております。今

後、この割合をふやしていくため、各種施策の

推進に努めてまいります。以上です。

○井上紀代子議員 どうもありがとうございま

した。（拍手）

○外山 衛副議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 郷中の会の

有岡です。通告に従いまして質問いたします。

まず、知事の政治姿勢であります。

新聞報道によると、知事の政治団体が、経営

事項審査の虚偽申請会社の社長から、会費とし

て20万円を受領していたとあります。内容は、

昨年６月に知事の政治団体に入会し、12カ月分

の12万円とことしの８万円とのことです。

しかし、ことしの７月上旬には、「迷惑をか

けるといけないから」という理由で退会の申し

出があり、事務処理をしたとあります。

経営事項審査は、平成29年６月30日を審査基

準日としていました。今回判明したことは、虚

偽申請を行った会社は、25件の工事全てで虚偽

があり、合わせて２億6,000万円余りに上る実績

の水増しを行ったとあり、その月に知事の政治

団体に会費を納めたことになります。

そして、ことしの７月に退会し、８月に虚偽

申請が判明しています。しかし、業者は既にこ

とし５月から８月にかけて県発注分５件の工

事、１億5,000万円強を受注しています。そし

て、工事受注後８月29日に、業者から虚偽申出

書を受理し、９月に営業停止などの処分を行っ

ています。

これまでの流れを見ていると、何らかのシナ

リオができていたかのように思われます。そこ

でまず、虚偽報告を行った業者から会費を受領

した経緯を、知事にお伺いいたします。

次に、以前にも会費の問題で話題となりまし

た政治資金報告書の分散記載問題で、平成23年

７月に都城市の産業廃棄物処理業者の元役員か

ら受け取った300万円の政治資金は返還されたの

か、あわせてお伺いいたします。

次に、ことしの２月、建設業者ホットライン

でメールによる詳しい内容の通報があり、３月

には３回に分けて立入検査を行ったにもかかわ

らず、虚偽報告を見抜けなかったという報告が

ありました。通報された方はもちろん県民の皆

様から、宮崎県の信頼を大きく失ったと言えま

す。

そこで、行政として業者の処分はもちろん、

行政としての責任の取り方として、誰がどのよ

うな責任をとるべきなのか、知事の見解をお伺

いいたします。

次に、県土整備部長にお伺いいたします。常

任委員会の席で申し上げましたが、企業のモラ

ルとして、また宮崎県の指名業者として今回の

虚偽申請の全容をみずから申し出るべきであ

り、虚偽の内容について具体的に申告されたの

か、お伺いいたします。

次に、総合政策部長にお伺いいたします。

国民体育大会の先催県の情報収集では、どの

ような情報をもって基本計画策定に生かされて

いるのか、お伺いいたします。

次に、県土整備部長に津波避難施設整備につ

いてお伺いいたします。

県総合運動公園に整備予定の海側に面した盛

り土高台について、最大２万5,100人をどのよう

に誘導し、安全に避難できるのか、お伺いいた

します。

以上で壇上からの質問を終わり、質問者席よ

り再質問をさせていただきます。（拍手）〔降
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壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、会費20万円についてであります。お尋

ねの経緯についてでありますが、昨年の平成29

年６月に、私の支援者の仲介によりまして、支

援の輪を広げていこうと、何人かにお声がけを

いただき、その中のお一人、株式会社大建の社

長から、私の政治団体の活動を支援したいとの

申し出をいただいたものであります。

同じ月に個人として入会をされ、昨年は12万

円、ことしは８万円、計20万円を受領いたしま

した。ことしの７月上旬に本人から退会の申し

出があり、８月の末で退会をされております。

この20万円につきましては、法的な問題はない

と考えておりますが、道義的な観点から、10月

に全額を返金したところであります。なお、受

領した20万円は、本人からの申し出により、会

計上、寄附金として処理をしているところであ

ります。

次に、平成23年に受領した政治資金について

であります。お尋ねの300万円余につきまして

は、平成26年７月に、相手方に返還の申し出を

行い、いつでも返還できるよう、当該金額を別

管理にするとともに、対応の全てを弁護士に任

せておりますが、現時点で保留されたままと

なっております。

最後に、建設業者ホットラインについてであ

ります。このホットラインにつきましては、建

設業の法令遵守のための情報収集窓口として、

平成20年度から設置をしております。

株式会社大建に関する通報メールをこのホッ

トラインにおいて受領後、３月に立入検査を実

施したところでありますが、県における調査が

不十分であったことや、検査結果を通報者に報

告しなかったことなど、今回の一連の対応によ

り、情報提供者を初め建設業界、県民の皆様に

御迷惑をおかけしたことにつきまして、その責

任を重く受けとめているところであります。

今後は、発注者、資材納入業者等への確認の

強化や現場周辺での聞き取り、行政機関への調

査、通報者への丁寧かつ速やかな対応など、検

査における具体的な手法を盛り込んだマニュア

ルを整備し、このようなことが二度と起こらな

いよう、厳正に取り組んでまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。国体先催県における情報収集の

関係についてであります。

国体開催を控えた県が集まる「国体開催県会

議」が年２回ありますが、大会運営等にかかる

意見交換や資料提供等を行っているほか、本年

度の福井県を初め、ここ数年の開催県を対象

に、競技会場となっております施設の整備内容

や、国体後の利活用の考え方、競技の実施状況

などについて、視察を含め広範な調査を行って

きているところであります。

これらの調査等を本県に置き直しまして、本

県整備計画の検討の参考にさせていただいてい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○県土整備部長（瀬戸長秀美君）〔登壇〕 お

答えします。まず、経営事項審査の虚偽申請に

ついてであります。

経営事項審査における虚偽申請の調査につき

まして、議員御指摘のように、まずは建設業者

に虚偽の内容を全て申告させた上で行うこと

は、有効な方策であると考えております。

県が９月から実施しております株式会社大建

に対する調査は、調査当初において、完成工事
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高のリストに虚偽の有無を記入させるととも

に、建設機械の保有状況、技術者数などについ

ても実態を聴取し、申告をさせたところであり

ます。

現在実施しております調査は、最終的な段階

でございまして、完成工事高以外の項目を含め

て、広範にかつ詳細に行っているところであり

ます。

次に、県総合運動公園に整備予定の盛り土高

台への避難誘導についてであります。

県総合運動公園につきましては、現在、県教

育委員会と協議して作成しました「県総合運動

公園津波避難マニュアル」に基づき、避難誘導

看板の設置や避難方向の路面標示、園内放送な

どにより、避難の誘導に努めているところで

す。

今回計画しております盛り土高台への避難誘

導につきましては、改めて県教育委員会などと

協議を進め、マニュアルの改定を行うととも

に、避難経路の点検、整備を行い、県教育委員

会や指定管理者と連携して、避難誘導訓練の実

施や避難に関するわかりやすいパンフレットの

事前配布など、日ごろからの備えを十分に行

い、利用者の方々が迅速に避難していただける

よう努めてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま答弁をいただきまし

た。では、知事の姿勢の中で再度、質問してま

いりますが、今回のホットラインでの立入調査

で、結果的に県の信頼を失ったというお話をさ

せていただきましたが、特に私が問題だと思っ

ているのは、立入調査において、立ち会いを

行った中に一般住民の方が入ってくる。そし

て、その方たちに虚偽をさせてしまったとい

う、これは行政の責任は大きいと、やはり何ら

かの処分が必要だと僕は思っております。

常に行政は市町村との連携を行うとおっ

しゃっています。しかし今回は、都城市との連

絡調整を行わなかったという話も聞いておりま

すし、全ての対応が通常では考えられないのが

現状でございます。

まずは、ここにいらっしゃる知事を初め管理

職の皆さん方の仕事の一つとして、責任をとる

ことも大切な職責ではないでしょうか。ぜひ、

御検討いただきたいと思っております。

次に、総合政策部長に国体施設整備について

再度質問してまいります。

まず、パブリックコメントで、山之口での陸

上競技場整備基本計画素案で示された施設配置

等では狭いとの意見が出ております。その指摘

への回答をお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 今般、整備基

本計画素案でお示しした施設配置は、国体の施

設基準や陸上競技場の公認基準などを参考に、

必要となる施設やその規模等について検討し、

都城市とも協議しながら、大枠の案としてまと

めたものであります。

パブリックコメントでは、施設間の敷地に余

裕がない、あるいは、大会開催時の選手の招集

所や待機場所等の確保のために十分なスペース

が必要ではないかなどといった御意見がござい

ました。

今後、設計等を進めていく中で、パブリック

コメントで寄せられた御意見や、競技団体等の

御意見も参考にさせていただきながら、施設配

置や可能な工夫などについて、さらに検討を進

めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 先ほど、先催県の情報とか実

際に大会を視察し、それを生かしたというお話

でしたが、大会を視察すれば、必ずエントラン
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スなどの広いスペースがあって、選手がどこに

いる、そういったことは見てくれているはずで

す。だから、そういった意味で、現在の素案の

図面を見て、これでは狭いというのは当然気づ

くべきですし、先催県を見てきた内容としては

大変ずさんな図面になっているなと、私どもは

大変危惧しております。

そういった意味では、ある程度専門的な知識

を持った方たちに意見を聞くことが大事だった

と思っております。そこで、再度質問いたしま

すが、基本計画の策定段階で、競技団体との協

議が一度もなされていない理由をお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 整備基本計画

は、整備場所を定めた上で、施設の配置や事業

費の概算、整備スケジュールなど、陸上競技場

整備に係る大枠を整理したものでございまし

て、今後、基本設計、実施設計、建設工事へと

進めていくこととなります。

競技団体に対しましては、これまでの検討状

況や経過等について、適宜、時期を捉えて御説

明してきたところではございますが、競技団体

の皆様からは、十分ではなかったとの御意見が

あったところでございます。

今後は、この計画をもとに、具体的な内容に

ついて、これまで以上に緊密に意見交換をしな

がら、詳細を検討してまいりたいと考えており

ます。

○有岡浩一議員 それでは、具体的な質問をし

てまいりますが、昭和54年の国民体育大会で

は、閉会のときには台風等で県の体育館を使っ

たというお話を以前させていただきました。こ

の時期につきましては、台風や大雨が危惧され

る時期であります。開会式、閉会式の会場確保

など、十分な対策が可能なのかを、雨天対策用

体育館の計画等も交えてお答えいただきたいと

思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 国体の開催時

期につきましては、日本スポーツ協会が規定し

ます国民体育大会開催基準要項において、９月

中旬から10月中旬とし、また、大会の会期につ

きましては、開催の３年前に日本スポーツ協会

が開催県と協議し、決定することと定められて

おります。

今後、県準備委員会において、総合開・閉会

式などの式典基本方針等を決定しまして、関係

機関・団体と十分連携を図りながら、台風など

の荒天時における対応も含め、受け入れ体制の

準備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 次に、パブリックコメントで

は、現地までの交通アクセスを懸念する意見が

多く寄せられておりましたが、この問題は解決

の見通しが立ったのか。また、県の道路の改良

工事等の計画も含めてお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 山之口運動公

園の施設を利用いただき、大会運営等に直接携

わる競技団体等の御意見は、大変重要であると

認識しております。

国体のような多くの来場が想定される大会を

開催する場合には、高速道路を利用した場合の

課題や、臨時駐車場の設置、シャトルバスの対

応などについて検討する必要があるものと考え

ております。

○有岡浩一議員 先日16日、大分銀行ドームで

サッカーの試合がございましたが、高速道路で

の事故や交通渋滞が重なって、約5,000人の方が

会場に入れなかったとか、選手がぎりぎりに到

着するとか、そういったことが現状起きていま

す。30分で市内から来るところを４時間かかっ
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たという情報です。そういった意味では、やは

り相当しっかりとした準備をしておかなけれ

ば、こういった事態を招くのではないかという

懸念を持っております。また、タクシー等で移

動する方にとっても、宮崎は大変遠くて不便だ

なという思いにならないように取り組む必要が

あると考えております。

では続きまして、山之口町民の運動公園とい

うことで、当初、敷地面積は11ヘクタールの山

之口運動公園が候補として進んでおりました。

その後、教育委員会のほうからは、５ヘクター

ルふやしますという話がありました。そして現

在では、さらに６ヘクタールふやしまして11ヘ

クタール、当初の倍の22ヘクタールを超えてい

るという現状であります。そういった意味で、

計画がその都度その都度ふえていくということ

で、計画性がないと指摘されても仕方がないわ

けですが、どのような当初計画を持ってこの候

補地を選ばれたのか、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） 山之口運動公

園の敷地面積につきましては、陸上競技場の整

備内容等について検討を進める中で、必要な広

さを公園区域としてまとめたものでございま

す。昨年11月議会で教育長のほうから御答弁い

ただきました総面積と変わっていないと考えて

おります。

○有岡浩一議員 私が以前お尋ねしたときに５

ヘクタールふやすという駐車場の件でございま

した。その後、また11ヘクタールふえたという

のが正しいと思っております。

次の質問に参ります。現在の県総合運動公園

に整備すれば、パブリックコメントの中では造

成費約100億円が節約できるという意見も寄せら

れておりますが、この意見についてどのように

受けとめられているのか、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） 県総合運動公

園に陸上競技場を整備する場合、補助競技場や

投てき練習場、駐車場など既存施設を活用する

ことで、その分の整備費用が節約できるとの御

意見をいただいているところでございます。

一方で、南海トラフ地震の高い発生確率が指

摘されておりまして、県総合運動公園において

新たに大規模集客施設を整備することは難しい

ものと考えておりますが、仮に、県総合運動公

園に整備を行うとすれば、万一、津波が発生し

た場合でも、施設の基本機能を維持するために

は、競技場全体をかさ上げし、地盤やスタンド

構造を強化するといった対策も必要となってま

いりますので、こうした津波対策を必要としな

い都城市山之口町での整備よりも、総額では上

回る費用がかかるという試算もしているところ

であります。

○有岡浩一議員 現在、木花にはサンマリンス

タジアムもあります。そして、ここを避難所に

しようということで、計画も上がっております

が、サンマリンスタジアムの構造でいけば、当

然避難ができるということですから、決して最

初から高くしてつくる必要はないと、僕は思っ

ております。まずは命を守るような構造でいい

と思っていますので、まず基本的な考え方が

違っているのではないかと思っております。

そこで、100億円の節約をする、逆に言うと、

山之口では100億余計に要るのではないかという

話をしておりますが、100億という金額がなかな

かぴんとこないものですから、具体的に話をさ

せていただきますと、県の職員の行政職、教職

員の皆さん、そして警察官の皆さん、我々特別

職等の報酬をもらっている方が、約２万人い
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らっしゃると伺っています。その２万人の方が

１人50万ずつこの事業に投資していただけれ

ば、ちょうど100億になります。１人50万ずつ出

していただく、そういう金額が100億ということ

でありますので、どれだけ皆さん方にとって大

きな金額になるのかというのを考えて、この100

億の節約というのを、もう一度真剣に考えてい

ただくことを強く要望しておきます。

次に、国体運営に関しまして、今の団体か

ら、開催自体に支障があるという話が、先ほど

狭いという中でありました。そして、開催後は

誰が使うんだという声があるんですね。開催後

の利用に不安な声がたくさんある中で、今後ど

のような利活用を考えていらっしゃるのか、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） 競技団体から

は、山之口では必要な審判員や補助員を確保で

きず、大会実施が困難である、また、移動距離

が長く、選手や役員の負担が大きくなるなど、

大会運営を不安視する御意見が寄せられている

ところであります。

今回整備する陸上競技場は、国体開催に必要

な第１種公認の基準を満たすものでありまし

て、県西部における新たな拠点として、各種競

技大会やイベントの開催、キャンプ誘致等に活

用されるよう、都城市を初め、関係自治体・団

体の協力のもと、取り組んでまいりたいと考え

ております。

また、こうした大会等の運営や施設の利活用

につきましては、競技団体の皆様の協力が大変

重要でありますので、今後改めて、県の考え方

について説明をさせていただくとともに、丁寧

に意見交換を行い、御理解、御協力いただける

よう努めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 それでは、維持管理の関係に

ついてもお尋ねしておきますが、当初11ヘク

タールが22ヘクタールになって、面積も広がっ

てきているわけですが、当初１億5,000万という

維持管理費を伺っておりましたが、その後どの

ようになったのか、また説明していただきたい

ですし、県が負担すべき金額はどの程度になっ

ているのか、見込みをお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 維持管理費に

つきましては、都城市の公園内に陸上競技場を

整備しますことから、地元市との協議を行うこ

ととしているところでありますが、県の負担に

つきましては、管理運営の手法や管理区分の考

え方等を踏まえながら、今後協議を進めてまい

りたいと考えておりまして、現在、金額、数値

等があるものではございません。どうぞ、よろ

しく御理解いただきたいと思います。

○有岡浩一議員 ６月の質問の中で、長野県や

愛媛県のお話をされましたが、電話で問い合わ

せしましたが、余り参考になる話はいただけま

せんでした。やはり、しっかりと準備をしてい

く。協議をしておかないと、後で次から次に課

題が出てくるのではないかと危惧しておりま

す。

例えば木花の運動公園は、土曜、日曜は駐車

料を300円取っております。山之口の場合は、そ

ういった少しでも維持管理をするための駐車場

料金を取るようなことは考えていらっしゃるの

か、お伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほど申し上

げましたが、都城市の都市公園内に陸上競技場

を建設いたします。したがいまして、駐車場に

ついては都城市の管理ともなってまいりますの

で、今後、協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○有岡浩一議員 先月29日に山之口勤労福祉セ

平成30年11月21日(水)

- 113 -



ンターで、都城市の土木部が主催する山之口運

動公園の区域拡大についての住民説明会があっ

たそうです。県からは出席されていなかったと

聞きましたが、どれほどの方が参加されたの

か、総合政策部長には報告があったでしょう

か。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 都城市のほう

で、議員おっしゃったような協議がなされたと

聞いております。私どものほうからは直接出席

できませんでしたので、詳細については確認し

ておりません。

○有岡浩一議員 住民説明会では26名の参加を

いただいたと聞いております。

住民の皆さんの十分な理解が得られているの

かが大変疑問でありますし、パブリックコメン

トの中でもそのような声がたくさんありまし

た。どのような維持管理をし、使用料はどうな

のか、住民がどれだけ自由に使えるのか、そう

いったことをしっかり説明しなければ、後で話

が違うということにならないように、しっかり

説明する義務が県にはあると、私は思っており

ます。

そういった意味で最初から申し上げておりま

すが、11ヘクタールの土地でスタートした場所

がどんどん広がっていく。やはり国民体育大会

というものを考えたとき、メーン会場の規模と

しては不適格な場所を選定してしまっているか

らこそ、こういうふうに次から次に課題が出て

くるのではないかというのが、私の思いであり

ます。このことについては、後ほど詳しく説明

したいと思います。

では、県土整備部長に再度お伺いいたしま

す。盛り土高台の関係でございます。

東北大学の津波工学の専門家に資料を送って

尋ねたところ、最初に指摘されたことは、海に

向かって避難することは大変危険だということ

です。このことを皆さんに話しましたが、当た

り前だと一蹴されました。

海に向かって避難することは危険だと言われ

ている中で、盛り土高台へ誘導すべきなのか、

その根拠をお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 海に向かっ

て避難することにつきましては、先ほどお答え

しましたとおり、各大会主催者など利用者への

事前周知や園内放送の実施、避難誘導訓練など

を通して、盛り土高台へ避難することについて

意識を持っていただくことで、心理面の不安を

軽減し、確実に避難していただけるよう努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 それでは、今回の津波避難施

設整備計画の策定に当たり、競技団体等の利用

者の意見を聞いているのか、お伺いいたしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回の津波

避難施設整備計画の策定におきましては、公園

管理者であります県として、緊急的かつ一時的

な津波避難施設について、避難時の安全性を第

一に、通常利用時や景観、経済性などさまざま

な観点から、避難デッキや盛り土高台など複数

の工法及び設置場所を検討した上で計画してお

ります。

競技団体など利用者の方々には、これから詳

細な設計を行う中で、意見を聞きながら施設整

備を進めていくこととしております。

○有岡浩一議員 私は、関係者から絶対反対だ

という声も聞いておりますので、ぜひ説明を

しっかりしていただきたいと思っております。

次に、盛り土高台の構造上、津波のせり上が

り等の危険があると、専門家の意見を聞いてお

りますが、このことについての見解をお伺いい

平成30年11月21日(水)

- 114 -



たします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 盛り土高台

は、国が策定しております「港湾の津波避難施

設の設計ガイドライン」におきまして、津波避

難施設として位置づけられており、東日本大震

災の被災地であります宮城県など、他県におい

ても整備されているところであります。

今回の盛り土高台は、他県の事例を参考にす

るとともに、平成25年２月に本県が公表しまし

た南海トラフ巨大地震による「津波浸水想定」

で用いた津波モデルを使ってシミュレーション

を行い、計画をしております。

今後は、より詳細な設計を行う中で、再度、

シミュレーションを行い、学識経験者など専門

家の意見も聞きながら、津波に対して安全な構

造となるよう、しっかり検討してまいります。

○有岡浩一議員 今回の計画案は、コンサルタ

ントに依頼をしてつくられた図面であると聞い

ております。専門家はこの構造ではせり上がり

等の可能性があると指摘されているわけですか

ら、しっかりと命を守るための対策をとらない

限りは大丈夫だと言えないと、私は思っており

ます。

巨大津波に対しては、東北のほうでは多重防

御が必要だということで、それぞれに、いろん

な命を守るための対策をやっております。

今回の計画が余りにも単純な計画であって、

命を守るということには多々不安があるという

ことで、安全性が保障されない限り、私自身は

こういう計画を認めるわけにはいかないという

ことを、申し上げておきます。

当初の計画どおり、やはり私は、現在の西側

に津波避難を兼ねた競技場を建設する、避難の

リスクを減らすことが最善だと考えておりま

す。

２万5,000人の若者を動かすことは、そう簡単

にできることでもないですし、負傷者がいれば

それだけ時間がかかる、そういったことをそれ

ぞれ考えて、この避難に対して真剣に取り組ま

なければ、大きな課題を残すことになるという

思いで、今回この質問をしております。

次に、昨日、実業団の方から、宮崎県の木花

を利用するに当たって、整備、交通アクセス、

そういったものが充実していることで使ってい

るのだということでありました。もしクロスカ

ントリー等が使えないのであれば宮崎には来な

いと。そして、移動距離が遠いところにも我々

は行かないという苦言をいただきました。

そこで、知事にお伺いいたします。今回の盛

り土高台の計画が、命を守る施設であるとは到

底言えないと私は思っておりますが、なぜこの

ような施設整備を一方的に進めるのか、大変、

県への不信感が募ります。

現在、県民の命を守る施設であると責任を

持って言えるのか、知事の御見解をお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 県の総合運動公園は、

スポーツを初め、県民に広く親しまれる施設で

あります。本県スポーツ振興の、また「スポー

ツランドみやざき」の中核となる重要な施設で

あります。

そのため、今回、津波避難施設整備計画を策

定し、想定をされております津波浸水に対しま

して、利用者のさらなる安全を確保することと

したところであります。

御指摘のありました盛り土高台につきまして

は、これから詳細な設計を行っていきますの

で、競技団体などの利用者や専門家の意見を聞

きながら、避難された方々の安全が確保される

よう、しっかりと取り組んでまいります。
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○有岡浩一議員 もう一度、知事にお尋ねいし

たいと思いますが、最近の傾向として、建設業

者のホットラインでは通報者への連絡がない、

国体準備課は、競技団体との意見交換会をやっ

ていなくても、議会には実施したと報告する。

津波避難においては、現場で避難に直接かかわ

る団体や利用者には、いまだ説明すら行ってい

ない。エコクリーン問題では、元県職員の話を

聞こうともされないということで、お願いの文

書も11月13日付でいただいております。県民の

立場から見れば、県が勝手に決めて住民の意見

は全く届かないという、そういう姿に見えてく

るのですが、これらの意見に対して、知事はど

のように思われるのか、知事の御意見をお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな御指摘があ

ることは真摯に受けとめながら、しっかりと今

後とも県民の皆様の声に耳を傾け、必要な調整

を行いながら県政を前に進めてまいりたいと、

そのように考えております。

○有岡浩一議員 もう一度申し上げます。やは

り、当初の計画どおり、コンサルタントが我々

特別委員会の中でおっしゃった、運動公園に陸

上競技場を、避難施設を兼ねて建設するという

こと、これが最も安全で現実的な取り組みだと

私は考えております。署名運動もやっていると

聞いておりますが、これは全国に広がっていく

と思われます。ぜひとも多くの皆様方に、宮崎

のこういった声を届けていきたいと考えており

ます。

では次に、森林盗伐について警察本部長にお

伺いいたします。警察署で受理した盗伐相談等

に対する取り組みについて、現在の状況をお伺

いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察としまして

は、森林窃盗を重大な犯罪と捉えまして、県下

各警察署において、この種事案の相談等を受け

ております。

相談等に対しまして、被害の日時や場所等に

ついて丁寧に聞き取りをするとともに、内容に

応じまして指導・助言を行ったり、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

捜査しております。

今後も同様に、適切に対応してまいります。

○有岡浩一議員 ただいま本部長のほうから、

県下13の警察署で森林盗伐相談等の対応ができ

ることがわかりました。

伐採されてから３年が時効であり、保安林は

５年となっております。

県内では、盗伐被害者の会が立ち上がり、ま

た、平成29年８月28日「宮崎県森林の誤伐及び

盗伐対策に関する協定」を締結しております。

そこで、環境森林部長にお伺いいたします。

違法に伐採された木材の流通防止対策につい

て、御見解をお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の木材流

通は、国のガイドラインに基づき、業界団体が

原木の入荷時に伐採届け出等を確認することな

どにより、その合法性を確認する仕組みとなっ

ております。

一方で、原木市場等において、虚偽の伐採届

け出が示された場合には、違法に伐採された木

材が混入する可能性もあるため、県では、業界

団体に対し、自主行動規範に基づく合法性の遵

守を徹底するよう指導してまいりました。

しかしながら、いまだに違法伐採との指摘が

一部にあるため、業界団体に対し、立入検査の

実施や認定の取り消しなど、適切な対応をとる

よう改めて強く要請してまいります。

加えて、来春からスタートする新たな森林経
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営管理制度の受け皿となる事業者を県が選定す

る際には、法令を遵守し、適切な事業運営を行

い得る事業者の認定を進めるとともに、違法に

伐採された木材の流通防止対策について、さら

に検討してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 御答弁いただきましたが、も

う一度お伺いいたしたいと思います。長い目で

山を守っていかなきゃいけないわけですが、今

後の森林環境保全において、適正な森林管理を

行うフォレスター等の人材育成について、どの

ように取り組んでいかれるのか、お伺いいたし

ます。

○環境森林部長（甲斐正文君） 誤伐及び盗伐

等を防止し、森林を適正に管理する上では、森

林や林業の専門的知識や技術を有する人材の育

成が大変重要であります。

県では、森林管理のビジョンを示し、市町村

への支援や林業技術者・技能者の指導等を行う

フォレスターや、林業事業体の職員を対象に、

森林経営計画を作成する「森林施業プラン

ナー」の育成に努めているところであります。

また、来年４月に開講いたします「みやざき

林業大学校」では、これまでの研修の質的・量

的な充実強化により、伐採届け出の手続等を担

う市町村職員や、コンプライアンスを遵守し適

正な森林施業を行う林業事業体等の育成に取り

組むこととしております。

県としましては、林業大学校を通じて、森林

を適正に管理できる確かな知識や技術を有する

人材を総合的に育成してまいりたいと考えてお

ります。

○有岡浩一議員 ぜひ、みやざき林業大学校の

人材育成に期待をしておきたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

続いて、ふるさと納税の関係で、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

三重県では、骨髄バンクの普及啓発用チラシ

等作成寄附金を募集し、現在では寄附の目標金

額に達していると伺っております。また今回

は、クラウドファンディング方式で、ふるさと

納税制度も適用されていると伺っております。

また兵庫県では、「小児筋電義手バンク」を

設立し、これまで44名の子供たちの訓練に無償

で貸し出しをしております。筋電義手は約150万

円もの高額なものであります。

また、北海道愛別町では、生まれた赤ちゃん

に、地元の木材で製作した、世界でたった一つ

の椅子を贈るプロジェクトが始まり、「生まれ

てくれてありがとう。君の居場所はここにある

からね」という意味を込めて贈られるそうで

す。

ふるさと納税を生かして、その使途や目的を

より具体的に示すことで、ふるさと宮崎応援寄

附金がさらに広がると思われますが、商工観光

労働部長の御所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ふるさと

納税につきましては、現在、本県では、寄附の

申し込みに際し、人口問題や産業成長、観光再

生おもてなし等、９つの分野の使途目的を提示

し、活用する分野を選択していただくことで、

各施策の推進に寄与していただいております。

また、ふるさと納税は、返礼品を通じて県産

品の多彩な魅力のＰＲや、宮崎を応援してくだ

さるファンの獲得にもつながっているところで

あります。

今後さらに宮崎を応援していただくファンを

広げ、本県施策の推進に関心を持っていただく

ためには、さまざまな工夫を凝らす必要があり

ますことから、議員御提案の方法等も含め、他

県等の事例も参考にしながら、その手法につい
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て検討してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ありがとうございました。ぜ

ひ宮崎県のファンを多くつくっていただくよう

な取り組みを期待したいと思っております。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。

旧優生保護法に関連して県が実施した調査と

判明した資料、その内容についてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） これまで、

国からの依頼を受け、庁内や医療機関等を対象

に、旧優生保護法に関連する資料の保管状況の

調査を行うとともに、県独自の取り組みとし

て、療育手帳の交付に関連して作成される個人

別台帳の調査や、当時の担当職員からの聞き取

りを行いました。

この結果、当時の状況が確認できるものとし

て「衛生統計年報」や「優生保護審査会」等の

資料が確認されております。

これらの資料を精査した結果、「衛生統計年

報」によると、本人の同意が不要な優生手術の

実施件数が283件であり、また、「優生保護審査

会」等の資料によると、個人が特定できる方は

男性４人、女性49人の合計53人が確認され、こ

のうち、本人の同意が不要な優生手術の実施ま

で確認できる方は25人であり、手術当時の年齢

は14歳から42歳までとなっております。

○有岡浩一議員 今報告いただきましたが、こ

の旧優生保護法でどのようなことが行われたの

かという事実を後世に伝えていくことも、また

大きな仕事ではないかと思っております。

そこで、歴史公文書等として、今回の資料の

保存が大切であります。これは総務部長にお伺

いいたしますが、旧優生保護法に関する文書に

ついて、今後、歴史公文書等としてどのように

保存していくのか、その御所見をお伺いいたし

ます。

○総務部長（畑山栄介君） 旧優生保護法に関

する文書につきましては、その文書の持つ重要

性から、歴史資料文書として後世に残すべき文

書であると考えております。

このため、既に保存している歴史資料文書に

つきましては、引き続き文書センターで保存し

ていくとともに、現在、関係所属で保存してい

る文書につきましても、保存期間終了後は、歴

史資料文書として文書センターに引き継ぎ、適

切に保存してまいります。

○有岡浩一議員 次の世代にこういった歴史を

伝えていくことは大切な分野だと思っておりま

すので、公文書センターでの管理をよろしくお

願いしたいと思います。

次に、教育長にお伺いいたします。「いのち

を大切にする教育」についてであります。

かけがえのない「いのち」を実感できる教育

の推進では、自尊感情を高めるための環境づく

りが求められます。今年度からの「いのちを大

切にする教育」について、現在の取り組み状況

と教育長の思いをお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

今年度から、これまでの各課の取り組みを集約

する形で、「いのちを大切にする教育」として

事業化し、学校、家庭、地域及び関係機関が一

体となって、子供たちが、自分やほかの人の命

がかけがえのないものであることを学ぶ取り組

みを総合的に進めております。

各学校においては、日ごろから、人権教育や

道徳教育を初め、仲間同士で互いに支え合う

「ピア・サポート活動」、宮崎県動物愛護セン

ター職員による「いのちの教育」など、さまざ

まな取り組みがなされておりますが、特に、７

月の第１週に設定をいたしました「宮崎県いの
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ちの教育週間」におきましては、これらの取り

組みが重点的に行われたところであります。

私といたしましては、今後とも、「いのちは

かけがえのない大切なものである」という考え

に基づき、県教育委員会の重点課題の一つに位

置づけ、さらなる充実を図ってまいりたいと考

えております。

○有岡浩一議員 ここで、命のバトンリレーと

いう紹介をさせていただきますが、生命が誕生

してから40億年と言われます。１年を１センチ

と計算すると、40億年は４万キロです。地球１

周が約４万キロですので、とてつもなく長く、

ずっとその生命が続いていることになります。

生命は一度途切れたら、それ以降の生命は存在

しませんから、自分の命が今ここにあるという

ことは、「自分の命のバトンリレーが40億年間

続いている」と、そういう思いで命を大切にす

ることの意味を感じていただきたいと思います

し、授かった命を大切にする、そういう生命観

の醸成が求められると思っております。

その中で、教育長に再度お尋ねしますが、か

けがえのない「いのち」を大切にする教育推進

事業におけるピア・サポート活動の内容と、そ

の成果についてお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） ピア・サポート活動

は、児童生徒のコミュニケーション能力の育成

を図るためにトレーニングを行い、学校生活の

さまざまな場面で仲間同士が互いに支え合うな

ど、思いやりあふれる学校風土の醸成を目指す

ことを目的としております。

現在、中学校19校、小学校２校の推進校を中

心に取り組んでおりまして、学校からは、

「困っている友だちに声をかける子供がふえ

た」、あるいは「思いを伝えることが苦手な子

供が、交友関係を広げることができた」などの

成果が報告をされているところであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

仲間とともに支え合う人権感覚を育むことを目

指して、ピア・サポート活動の推進に取り組ん

でまいります。

○有岡浩一議員 新しい取り組みとして、命に

向き合う教育を、これから教育委員会としてさ

れていくことで、この３年間の授業をしっかり

やっていただきたいという思いがございます。

ここで、通告になかったのですが、先ほど津

波避難の中で、実は２万8,000人のシミュレー

ションの中で出た案は、高校総体を想定した流

れでありまして、２万5,100人を避難させるその

メンバーが高校総体をイメージしているわけで

すが、津波避難マニュアルで海岸の盛り土高台

へ避難するということで、教育委員会とも協議

している、今後とも協議していくというお話が

ありました。命を大切にする教育に取り組む教

育委員会において、海に向かって避難する計画

をどのようにとられているのか、まずお伺いし

たいと思います。

○教育長（四本 孝君） 総合運動公園の盛り

土高台の計画につきましては、県土整備部にお

いて、専門的な見地も含めてさまざまな観点か

ら検討がされたものであると承知をしていると

ころであります。

○有岡浩一議員 そうであれば、ぜひ学校関係

者、保護者、ＰＴＡ、そういった方々にもぜひ

話をしてみていただきたいと思います。我々は

３・11以降、海からできるだけ離れて高台に逃

げるという指導を受けてきたはずですし、そう

いうものをすり込まれておりますので、基本的

に麻痺した、大災害でパニックになっている状

態でそういった行動をとらせることが、本当に

教育現場の先生方や関係者にできるのかどう
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か。そういったことをしっかりと協議しておか

ないと、避難所はつくりました、しかし実際そ

こには行けなかった、そして助からなかった、

もしくはそこに行っても危ないというような話

になっていますので、こういったことは、どこ

がやったから大丈夫じゃなくて、やはりいろん

な形で皆さん方に周知して取り組まなければ、

私が話をした範囲では、そんな危ないところで

はだめだという声のほうが大きかったです。ぜ

ひ、命を守るという、命を大切にするという視

点で教育委員会として今後取り組まれるのであ

れば、先生方や保護者にもこのことを説いてい

ただきたいと思っております。

最後になりますが、家畜防疫について農政水

産部長にお伺いいたします。

先月、私はニューヨークに行ってまいりまし

て、ドン・ワギュウさらに宮崎出身のシェフが

いらっしゃいますが、サカマイ・ロブスターク

ラブなど、宮崎牛を取り扱う専門店に行ってま

いりました。宮崎牛はニューヨークでは大変人

気だというのを肌で感じましたが、世界一の和

牛と言ってもいいでしょう。

その宮崎牛でありますが、これは安全・安心

があってこその世界一の和牛であります。その

基本的な土台としては、家畜防疫が必要だと考

えております。口蹄疫を経験した宮崎だからこ

そ、忘れることなく常に防疫を日常の常識とし

て取り組むべきであります。先ほども質問の中

でありましたように、岐阜県では豚コレラが出

ておりますし、まだまだ油断するわけにはいき

ません。

本県においては、高病原性鳥インフルエンザ

のリスクが高まっていると考えております。ま

た、その時期を迎えております。そこで、農政

水産部長に、鳥インフルエンザ発生予防対策の

取り組みについてお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県におきまし

ては、高病原性鳥インフルエンザの発生を防止

するため、家畜防疫員による全戸巡回に加えま

して、水辺に近くリスクの高い農場には、10月

から再度立ち入りするなど防疫の強化徹底を

図っているところであります。

また、新たに宮崎大学との連携のもと、条件

等の異なる農場を抽出し、野生動物の出現状況

の確認や侵入防止対策の効果検証も行っている

ところであります。

近隣諸国では家畜伝染病が続発しております

ので、県といたしましては、県民の皆様の御理

解と御協力も得ながら、引き続き「水際防疫」

「地域防疫」「農場防疫」の徹底に、関係機関

と連携してしっかりと取り組んでまいります。

○有岡浩一議員 ぜひ、関係者のみならず、県

民一人一人がこの防疫のことを理解していただ

き、県民みんなで宮崎の農畜産というものを

守っていくような、そういう姿勢で取り組んで

いただきたいと思っております。

通告している質問は以上で終わりましたが、

幾つかお話をさせていただきたいと思っており

ます。

最初に申し上げました、虚偽申請業者に対し

まして、25カ所の問題、入札参加資格取り消

し、そういったものが目につきますが、高木兼

寛先生がおっしゃっているのでは、「病気を診

ずして病人を診よ」という言葉がございます。

こういった、原因だけをピックアップして議論

するのではなくて、その背景、その患者さんで

あれば、その家庭環境や、その患者の思い、そ

ういったものを見るのと同じように、今回の業

者が、どういう背景があって、どういう原因を

もって、そしてどういう環境があったことに
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よってこういった取り組みをしたとか、こうい

う問題を起こしたのか、そういったことをしっ

かり背景も調べていく、そしてそれを確認す

る。そのことが再発防止につながると思ってお

りますので、この資格取り消しをしたことが終

わりではなくて、そういう業者の方たちの状況

をしっかり把握すること、そして、それを今後

に生かしていくための対策をとっていくこと。

これが大きな課題で残ったと思っておりますの

で、今後とも県土整備部を中心に、しっかりと

取り組んでいただきたいと思っております。

それともう一つ、最初に知事の関係で会費の

話等をしましたが、シンガポールの例を申し上

げます。シンガポールのリー・シェンロン首相

は、日本円で言えば１億7,600万円ほどの報酬を

いただいていると聞いております。多くの報酬

をもらうことによって、いろんな誘惑やいろん

な問題をはねのけて、自分がやりたい政治を

しっかりやるためには、そういった高い報酬を

もらってやっているという話を、以前聞いたこ

とがございます。

河野知事は現職の知事であります。自分の中

で、現職の知事としていろいろな思いがあると

思うんです。そういった思いで、これは一つの

例ですが、神奈川県や茨城県、千葉県もそうで

すが、特別秘書制度を導入しています。自分の

周りで職務に専念するために、こういった秘書

たちの仕事も、そういった制度があると助かる

と、僕は思うのですが、そういったものに取り

組む、それが改革ではないかと思っています。

そういったものをぜひ、次の世代の知事のため

にも検討しながら、職務に専念する、力が発揮

できる、そういう環境をつくっていただきたい

という思いで提案をさせていただきます。皆さ

んが３期目に向けての話をされますが、どう

ぞ、宮崎県がよくなるための力強い知事のアイ

デアと思い、ぜひそういったものをフルに発揮

していただくことを御祈念申し上げまして、私

の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山 衛副議長 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、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51分散会

平成30年11月21日(水)
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