
11月26日（月）
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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、後

藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。平成30年11月26日、定例県議会一般

質問、自由民主党の後藤哲朗です。

本日は自民党デーとなりました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

ところで、昨日は、大相撲九州場所千秋楽で

した。延岡市出身、西十両筆頭の琴恵光は８勝

７敗の勝ち越しで、名古屋場所以来となる再入

幕の可能性があります。

来年１月13日初日の、東京・両国国技館での

初場所の番付発表が、来月の知事選挙の投開票

日の２日後であります。御支援と御注目のほ

ど、よろしくお願いいたします。

さて、我が国は、高齢化の進展に伴っ

て、2018年度に49.9兆円であった医療・介護給

付費は、2025年度に63兆円程度、2040年度に93

兆円程度にまで増大すると見込まれています。

医療費の約３分の１は生活習慣病が占めてお

り、その発症、重症化を防ぐことができれば、

生活の質（ＱＯＬ）が向上し、結果として医療

費の削減につながることとなります。

社会保障制度の持続可能性そのものが課題と

なる中、生活の質の向上を図りつつ社会保障に

係る負担を軽減し、あわせて、社会保障制度を

「支える力」を強くする施策を強力に推進する

必要があります。

このような状況もあり、本年７月に開催され

た全国知事会では、持続可能な社会保障制度の

構築のため、国と地方が互いに協力しながら取

り組みを進めることが必要との考えのもとに、

「健康立国宣言」が行なわれました。

そこで、知事に、全国知事会において取りま

とめられた「健康立国宣言」及び「健康立国」

実現に向けたアクションプランの具体的な内容

について、お伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。

日本列島はことし、西日本豪雨や大型台風、

北海道胆振東部地震などに見舞われ、甚大な被

害を受けました。日本は昔から地震や台風で被

災してきましたが、地球温暖化の影響から、近

年、自然災害が多発しているように感じます。

「備えあれば憂いなし」をことしほど実感した

年はありません。

そこで、県土の強靱化に向けて、ハード整備

にどのように取り組んでいかれるのか、お伺い

いたします。

引き続き、知事に、３期目に向けた政策提案

に関連して、２点についてお尋ねいたします。

政治姿勢として、１つ「「明確なビジョン」

と「実行力」」、２つ「挑戦し、成果を出

す」、３つ「「現場主義」「対話と協働」」、

そして４つ目に「「常在危機」の徹底と責任あ

るクリーンな県政運営」を掲げておられます。

２つ目の、「挑戦し、成果を出す」というフ

レーズに、これまでの２期とは違う強い姿勢が

感じられますが、知事の思いを伺います。

２点目ですが、人口減少問題や持続可能な地

域づくり、さまざまな危機事象など、複雑困難

な行政課題に対応するためには、県政に携わる

職員一人一人の資質の向上と、政策を推進して

いくための効率的で効果的な組織力の強化が必

要と思います。

そのような中、知事は、「私の政策～次の４

平成30年11月26日(月)
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年間で何をするか」で、「効率的・効果的な行

政運営のための県庁改革」を掲げていますが、

どのように進めようとされるのか、お伺いいた

します。

以上で壇上からの質問を終わりまして、あと

は質問席からいたします。（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、健康立国宣言についてであります。

少子化により生産年齢人口の減少が進む一

方、高齢化の進行により、医療・介護費の増大

が懸念され、社会保障制度の持続可能性そのも

のが課題とされております。

このため、全国知事会としては、健康寿命の

延伸に向けた人々の生活の質（ＱＯＬ）の向上

と、若者の就労支援などによる「社会を支える

力」の強化を図り、社会保障の持続可能性を高

めるとともに、社会に活力をもたらす「健康立

国」の実現に向けた「健康立国宣言」を、７月

に行ったところであります。

この宣言に基づく取り組みを、着実かつ早期

に実行していくため、アクションプランがあわ

せて策定されたところであり、具体的には、各

都道府県における、医療・介護分野を初めとし

た社会保障分野の先進優良事例を収集、共有す

るとともに、その横展開を図る取り組みや、有

識者を交えた研究会を開催し、社会保障制度に

関する国への提言等を取りまとめた上で、大胆

な施策の実行を要請することなどが予定されて

いるところであります。

次に、県土の強靱化に向けたハード整備につ

いてであります。

切迫する南海トラフ地震や頻発化、激甚化す

る豪雨などによる大規模自然災害から県民の生

命、財産を守り、社会機能を維持するため、県

土の強靱化に向けた社会資本の整備は喫緊の重

要課題であります。

県では、現在「宮崎県国土強靱化地域計画」

に基づき、人命の保護を最優先として、建物の

耐震化や避難施設の整備を進めるほか、緊急輸

送道路を初めとする交通ネットワークの整備や

河川改修及び土砂災害対策、さらには、重要港

湾の耐震岸壁の整備などを推進しております。

このような中、９月には、政府から、国土強

靱化に向けた緊急対策を今後３年間で集中的に

実施することが表明されたところであります。

本県の取り組みを力強く後押しするものと期待

しているところであります。

今後とも、国の緊急対策も含めた、さらなる

予算の確保に努めますとともに、国や市町村、

関係機関と連携し、ハード・ソフトを総動員し

た防災・減災対策に全力で取り組んでまいりま

す。

次に、私の政策提案についてであります。

私はこれまでの２期８年、口蹄疫等からの再

生、復興、そして、復興から新たな成長へを県

政の基軸に据え、本県が直面するさまざまな課

題に全力で取り組んでまいりました。この結

果、東九州自動車道を初めとする交通インフラ

の整備が進むとともに、農業産出額や輸出額の

拡大、宮崎ブランドづくり、１人当たり県民所

得の増加など、県勢発展の礎となる具体的な成

果があらわれてきております。新たな成長に向

けた流れの確かな手応えを感じているところで

あります。

一方、本県は急激な少子高齢化、人口減少に

より、新たな局面を迎えております。産業や医

療、介護、福祉を支える人材の確保、地域経済

の活性化、中山間地域対策など、従来の取り組

みの延長線をたどるだけでは対応できない、多
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くの課題に直面しているものと認識をしており

ます。

このため、県民の皆様に次期県政を負託して

いただけるのであれば、これまで積み重ねてき

た実績や経験等も最大限に活用しながら、困難

な課題にも果敢に取り組み、しっかり成果を出

していく、そうした強い思いを持って、本県の

未来が安心と希望に満ちたものとなるよう、全

力を尽くしてまいりたいと考えております。

最後に、県庁改革についてであります。

戦略的な政策を構築し、複雑多様化する行政

課題に的確に対応していくためには、職員一人

一人の能力を十分に発揮できる環境づくりや組

織力の強化が必要であると考えております。

このため、引き続き、公務能率の向上を初め

とする「働き方改革」の取り組みや、プロ意識

の高い職員の育成に努めますとともに、コンプ

ライアンスの徹底や風通しのよい職場づくりな

どに取り組み、県民に信頼される行政運営を進

めてまいります。

組織力の強化につきましては、分野横断的に

職員が連携、協力し、組織が一体となって課題

に取り組む体制づくりを進めますとともに、必

要に応じて、市町村や企業・大学等の県庁外の

組織や人材とも協働して、オール宮崎による課

題の解決に取り組んでまいります。

また、私自身が引き続き「現場主義」に撤

し、「対話と協働」の県政を基本としておりま

すことから、機会あるごとに、私自身のこうし

た思いを伝え、全ての職員が、私とともに、県

民の皆様と同じ目線で考え、行動する県政の運

営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〕

○後藤哲朗議員 御答弁ありがとうございまし

た。

県土の強靱化でありますが、政府の国土強靱

化に向けた緊急対策も含めた予算の確保をどう

ぞよろしくお願いいたします。

それでは、順次お尋ねしてまいります。

「健康立国宣言」、各都道府県における医療

・介護分野を初めとした社会保障分野の先進優

良事例を収集し、共有する取り組みは、私は大

変よいことだと考えます。

全国では、既に、インセンティブを活用した

健康づくりの取り組みや、運動習慣・食生活の

改善、特定健診の受診率の向上のための取り組

み、禁煙、受動喫煙防止対策など、さまざまな

取り組みを実施しており、生活習慣病の発症・

重症化予防に効果を上げている事例がたくさん

あります。

また、地域包括ケアシステムの構築に向けた

予防・健康・医療・介護等の各分野間の連携の

強化につながっている事例や、子供・子育て支

援に効果を上げている事例もあるようですが、

全国知事会において収集、共有する先進優良事

例について、県としては、今後どう活用してい

かれるのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 現在、全国

知事会では、健康づくりや医療・介護など、施

策分野ごとに21のワーキングチームを設置し、

各都道府県における先進優良事例やその成果等

について取りまとめを行っているところであり

ます。今後は、全国で情報を共有した上で、同

様の施策に取り組もうとする都道府県同士で議

論を深めていくことになっております。

このように、地方共通の行政課題に対して他

の自治体と相互に連携することは、効率的・効

果的な施策を推進していく上で大変重要である

と考えております。
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このため今後、県としましては、ワーキング

チームに参画し、その取りまとめ結果を踏ま

え、効果が期待できるものについては、本県の

実情に即した施策化を検討するなど、先進優良

事例を有効に活用してまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 ありがとうございます。何度

も言いますが、私は、地方共通の行政課題に対

して、他の自治体と相互に連携していくという

ことは画期的なことだと感じております。積極

的にワーキングチームに参画していただき、有

効活用をよろしくお願いいたします。

それでは次に、ラジオの難聴地域の解消につ

いてお尋ねいたします。

インターネットやスマートフォンの普及拡大

により、若者を中心にラジオ離れが進んでおり

ますが、ラジオは災害時の情報源として貴重な

媒体であり、ことしの９月に発生しました北海

道胆振東部地震におきまして、停電しても情報

を得ることができるメディアとして、ラジオの

有用性が改めて実証されたところです。

ラジオは、生活に密着した情報提供手段とし

て、特に災害時の第一情報提供者として、社会

的責務を果たしていくことが求められておりま

す。

しかしながら、中山間地域を多く抱える本県

におきましては、ラジオの電波が届きにくい地

域が多く存在しております。

安心安全な活力ある地域づくりの実現のため

には、情報通信網の整備が必要不可欠でありま

す。

そこで、ラジオ放送の難聴地域解消の取り組

みについて、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） ラジオであり

ますが、昨今、多発する災害時において、住民

の貴重な情報収集手段として利用されており、

その役割が改めて重要視されてきていると認識

しております。

一方で、地形的・地理的要因などにより、ラ

ジオが入りづらい地域が残されておりますが、

中継局の整備に要する費用が多額に上ることか

ら、放送事業者が単独で難聴対策を行うことは

難しい状況にあります。

このため、県におきましては、全国知事会等

を通じて、国に対し、支援策の拡充を要望して

いるところでございまして、引き続き、国に働

きかけてまいりたいと考えております。

また、難聴地域が詳細に把握できていない状

況もありますので、市町村に協力をいただきな

がら、地域を特定した上で、放送事業者に対

し、難聴地域の解消に向けた取り組みを要望し

てまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 部長、どうぞよろしくお願い

いたします。

次に、職員の人材育成についてお尋ねいたし

ます。

先ほど壇上で知事のほうから、県庁改革につ

いての答弁をいただきました。

どのような組織体制にあっても、組織を動か

すのは「人」であり、やはり、県政に携わる職

員一人一人の資質の向上が重要と考えます。

知事は、県職員に求められる心構えや資質と

して、日々の業務を処理するだけでなく、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

かを考えることを挙げておられますが、高度化

・複雑化する行政課題に適切に対応するために

は、職員の人材育成が大事だと思います。

そこで、本県の人材育成の取り組みについ
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て、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 地域を取り巻く社

会経済情勢が大きく変化する中、高度化・多様

化する行政ニーズに的確に対応し、県政の目標

を着実に達成していくためには、議員御指摘の

とおり、職員の人材育成が重要となってまいり

ます。

このため、県では「人材育成基本方針」を定

め、人を育てる人事管理の推進、自己啓発を含

む研修の充実、人材の確保、職場環境づくりの

４つの方向性を示し、計画的なジョブローテー

ションや自治学院研修を初め、長期派遣研修や

専門的な知識・技術の習得に向けた各種研修、

受験者確保のための積極的な情報発信などを実

施しております。

また、人事評価制度の導入に合わせ、職員育

成プログラムを定め、職場でのＯＪＴや能力開

発支援など、人事評価を活用した職員育成にど

のように取り組んでいくのかを具体的に示し、

人を育てる組織の実現に向けて、全庁的な取り

組みを進めているところでございます。

○後藤哲朗議員 引き続き、総務部長にお尋ね

いたします。

ただいま、「計画的なジョブローテーショ

ン」を実施しているとの答弁をいただきまし

た。

特定の分野、例えば危機管理などにおいて

は、知識と経験を有するプロフェッショナルな

職員がいなければ、災害時に迅速かつ的確な初

動対応等を行うことは難しいのではないかと考

えます。

このように、高い専門性が求められる行政分

野における人材確保・育成について、具体的に

どんな対応をされているのか、お伺いいたしま

す。

○総務部長（畑山栄介君） 住民ニーズが多様

化・高度化する中で、効率的な人員体制のも

と、県政の重要な課題に的確に対応していくた

めには、職員の専門性を高めることが大変重要

であると認識をしております。

このため、人事異動に当たりましては、職員

の在課期間の長期化や、福祉や危機管理といっ

た特定分野への複数回の配置を行っているとこ

ろであります。

また、国や民間企業への研修派遣や、派遣後

にその効果が期待できる所属への配置に努める

とともに、専門的な知識経験を有する人材の民

間企業等からの採用にも取り組んでいるところ

でございます。

今後とも、県民に質の高い行政サービスを提

供していくため、業務上の必要性や本人の適正

・希望等を踏まえながら、専門性を有する人材

の確保・育成に努めてまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。他

県の事例を見てみますと、プロフェッショナル

コース、あるいはスペシャリティーコースと、

長年その分野に従事している方をつくり上げて

いる傾向がありますので、どうか御検討のほど

よろしくお願いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

先般、東京都目黒区で、５歳の女児が虐待に

より亡くなるという痛ましい事件が発生してお

ります。

残念なことに、虐待によって子供が亡くなる

事件は、毎年、数多く発生しており、国の検証

報告書によりますと、平成28年度は49人の子供

が虐待により亡くなっており、しかも、ゼロ歳

児がその３分の２に当たる32人でありました。
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児童虐待によって小さな命が失われることが

ないようにするためには、出産後に子育ての悩

みを抱える母親への相談に応じるとともに、支

援が必要な家庭をしっかりと見守り、地域全体

で支えていくことが大変重要であると考えてお

ります。

そのためには、保健師などが全ての乳児がい

る家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」

は大変有効であり、このような取り組みを進め

ることにより、児童虐待の未然防止や早期発見

に結びつき、子供の健やかな育ちにつながって

いくのではないかと考えます。

そこで、児童虐待の発生予防と早期発見に向

けた県の取り組みについて、福祉保健部長に御

所見をお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 児童虐待の

未然防止と早期発見のためには、住民に身近な

市町村が中心となって、地域の関係機関が連携

して取り組んでいくことが重要であります。

そのため、県におきましては、乳児がいる家

庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」な

ど、虐待の未然防止に有効な市町村の取り組み

に対し、財政的支援を行うとともに、児童相談

所全国共通ダイヤル189（いちはやく）の周知な

どに努めているところであります。

また、市町村の担当職員や医療機関、保育所

等の関係機関の職員を対象とした、資質向上の

ための研修にも取り組んでいるところでありま

す。

今後とも、市町村や関係機関と連携を図りな

がら、児童相談所と一体となって、児童虐待の

未然防止等に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 引き続き、児童虐待について

お尋ねいたします。

「地域の連携ネットワークの中で、社会的子

育て支援の風土づくりを目指し、子どもの権利

を守る主任児童委員としての役割を理解する。

地域社会で孤立・孤独をなくし、親子が安心

して住み続けることができる地域社会をめざ

し、地域社会とのつなぎ役としての活動の推進

を図る」。以上の目的で、先般、主任児童委員

研修が、県社会福祉協議会等の実施で開催され

ています。

そこで、児童虐待への対応において、主任児

童委員に期待される役割について、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） 地域で活動

する児童委員は、住民の立場に立って一人一人

に寄り添う存在でありますことから、児童虐待

の未然防止や早期発見等において大きな役割を

担っております。

御質問の主任児童委員は、児童委員の中から

選任され、児童委員の活動に対し援助・協力を

行うこととされておりますので、主任児童委員

には、地域の児童委員が児童虐待の兆候を見逃

すことなく、困り事や不安を抱える家庭を温か

く見守っていけるよう、適切な助言や情報提供

を行うことが求められており、その役割は大変

重要であります。

そのため、県におきましては、主任児童委員

の資質向上を図るため、毎年研修を実施してい

るところでありますが、主任児童委員の活動が

今後さらに活性化されるよう、市町村と連携し

ながら支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

次に入ります。林業の成長産業化についてお

尋ねいたします。
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林野庁は、平成29年度から、森林資源の利活

用を通して多くの雇用や経済価値を生み出そう

とする地域を、「林業成長産業化地域」とし

て、これまでに全国で25道府県の28地域を選定

しており、本県では「延岡・日向地域」が選定

されているところであります。

この選定により、「延岡・日向地域」では、

平成33年度までの５カ年の事業期間に、ソフト

対策、ハード対策に森林整備・林業等振興整備

交付金を活用し、地域の課題を解決するさまざ

まなメニューに取り組んでいると聞いておりま

す。

こうした地域の創意工夫を生かした取り組み

は、来年度から始まる「新たな森林経営管理シ

ステム」を積極的に運用する上でも極めて重要

であると考えております。

そこで、林業成長産業化地域創出モデル事業

「延岡・日向地域」におけるこれまでの取り組

みと今後の事業の進め方について、環境森林部

長にお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 延岡市及び日

向市におきましては、昨年８月に「延岡・日向

循環型林業推進協議会」を設置し、森林所有者

の経済的な負担軽減を図るための再造林バンク

や、林業の担い手確保に向けた人材バンクの構

築など、関係者による協議が進められておりま

す。

また、伐採から再造林までの一貫作業ガイド

ラインの作成や、コンテナ苗による低コスト造

林の実証試験などにも取り組まれております。

加えて、これらソフト事業と一体となって、

６台の高性能林業機械の導入や、２カ所の木材

加工流通施設整備などのハード事業も進められ

るなど、林業成長産業化構想の実現に向けた取

り組みが、着実に行われているところでありま

す。

県といたしましては、今後とも、本地域の協

議会に積極的に参画するとともに、山会議とも

連携して、事業が円滑かつ効果的に進むよう助

言、指導を行うなど、延岡・日向地域の取り組

みをしっかりサポートしてまいりたいと考えて

おります。

○後藤哲朗議員 部長、ありがとうございま

す。やはり、市町村レベルで非常に人材不足と

いうのがあります。ぜひ、答弁にありましたよ

うに助言、指導、そして、しっかりとサポート

していただくよう、よろしくお願いいたしま

す。

次に、「日本伐木チャンピオンシップ」につ

いてお尋ねいたします。

本県では近年、林業の現場でのけがや死亡事

故など労働災害が多発しており、このことは、

事業体の経営に大変な支障を及ぼすことはもち

ろん、林業に対するイメージの低下や若者の人

材確保等の面で、大きな課題になっています。

そのような中、日本伐木チャンピオンシップ

は、林業技術及び安全作業意識の向上、林業の

社会的地位の向上、新規林業従事者数の拡大等

を目的として、２年に一度開かれるチェーン

ソーの競技大会で、ことし５月に第３回大会が

青森県で開催され、回を追うごとに規模、技術

レベルともに充実してきているそうです。

そこで、林業労働災害防止の観点から、日本

伐木チャンピオンシップに対する県の見解を、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 日本伐木チャ

ンピオンシップは、議員御紹介のとおり、林業

技術及び安全作業意識の向上等を目的として、

２年に一度開催されますチェーンソーの全国的

な競技大会であります。
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その内容は、樹木を目標の位置に伐倒するも

のや丸太の輪切りなどの５種目で競われ、ス

ピードと正確性に加え、安全面を特に重視した

内容となっております。

本年の青森大会では、本県からの出場者はあ

りませんでしたが、本県関係者が伐木チャンピ

オンシップに向け積極的に活動している熊本県

の取り組みを視察するなど、県内でも大会への

関心が徐々に高まりつつあります。

こうした動きは、林業労働安全衛生意識の高

揚や林業への関心を高める上で、効果的なもの

であると考えております。県におきましても、

この大会について、関係団体等からさらに情報

収集を行ってまいります。

○後藤哲朗議員 部長、ありがとうございまし

た。やはり、本県の林業団体、県森連、県素

連、林業労働機械化センター等と意見交換して

いただきまして、熊本の視察――佐賀も一生懸

命なんですが――その辺の状況を把握していた

だければと思いますので、よろしくお願いいた

します。

続きまして、宮崎県企業成長促進プラット

フォームについてお尋ねいたします。

地方創生の実現のため、県内の産学金労官13

構成機関により平成28年４月に創設された企業

成長促進プラットフォームでは、今後、大きな

成長が見込まれ、地域経済に寄与する企業を成

長期待企業として認定するとともに、その企業

に対し、各機関が連携、協力しながら集中的に

支援し、企業の成長促進に取り組むことで、本

県経済の活性化及び良質な雇用の場の確保を図

ることに取り組んでいます。

そこで、これまでに認定した成長期待企業の

業種別や地域別の認定状況について、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（井手義哉君） 県では、

産学金労官の13機関で構成する「企業成長促進

プラットフォーム」により、これまで、お話に

ありましたとおり、22社の成長期待企業を認定

しておりますけれども、業種別に見ますと、製

造業が13社と最も多く、次いで情報通信業が３

社、卸売・小売業が２社、その他、農業、建設

業など、さまざまな業種の企業を認定している

ところであります。

また、地域別の状況につきましては、県央地

域が９社、県北地域が５社、県西地域が５社、

県南地域が３社となっているところでございま

す。

○後藤哲朗議員 引き続きお尋ねいたします。

この成長期待企業に認定されることによる効果

の一つに、企業の名前が、いろいろなところで

紹介され、広く知られるということがあるかと

思います。

22社全部の紹介はできませんが、今、県北地

域の５社は、全て私の地元の延岡市の企業であ

りますので、簡単に御紹介いたします。

航空機の降着装置等の製造を行っている「ミ

ツワハガネ」さん、地ビール製造で有名な「宮

崎ひでじビール」さん、溶接技術に高い技術を

持つ「池上鉄工所」さん、電気設備に高い技術

を持ち、水素発電機の事業にも取り組んでいる

「修電舎」さん、最近認定を受けた、北浦産の

ブリやカンパチの加工を行う「新海屋」さんで

す。

認定された企業の今後ますますの業績アップ

を、大きく期待しているところです。

そこで、認定した成長期待企業のさらなる成

長のため、今後どのように取り組んでいかれる

のか、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（井手義哉君） 成長期待
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企業として認定した企業に対しましては、これ

まで、新商品開発や販路開拓等に係る助成、外

部専門家の派遣など、事業計画達成のためのさ

まざまな支援を行っており、多くの認定企業に

おきまして、売上高の拡大や雇用者数の増加な

ど、徐々に成果があらわれているところでござ

います。

県といたしましては、県内の地域経済の底上

げや良質で安定した雇用の確保のためには、認

定企業の着実な成長が必要であると認識してお

りますので、引き続き、プラットフォームの各

構成機関と連携しながら、その成果をしっかり

と把握し、各企業の課題やニーズに対応した

フォローアップに取り組んでまいりたいと考え

ております。

○後藤哲朗議員 ぜひ、よろしくお願い申し上

げます。

引き続き、商工観光労働部長にお尋ねいたし

ます。

県では、本年２月に、仕事と家庭の両立の実

現に向けた職場環境づくりを積極的に行ってい

る企業や事業所のうち、特にすぐれた取り組み

成果が認められる企業等を「働きやすい職場

『ひなたの極』」企業等として認証する制度を

創設しました。

そこで、「働きやすい職場『ひなたの極』」

認証制度の概要と認証状況について、お伺いい

たします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

平成18年度から、企業のトップの方に、働きや

すい職場環境づくりへの具体的な取り組みを宣

言していただく、「仕事と家庭の両立応援宣

言」事業に取り組んできたところであります

が、県内企業におけるワーク・ライフ・バラン

スをさらに推進するため、特にすぐれた取り組

み成果が認められる企業を知事が認証する「働

きやすい職場『ひなたの極』」認証制度を、本

年２月に創設したところであります。

この制度は、申請のあった企業について、所

定外労働時間の削減や年次有給休暇取得促進に

向けた取り組み及び実績、また、育児・介護休

暇の取得状況など、23の審査項目に従って審査

を行い、総得点の割合が85％以上であった場合

に認証するものであります。

現在、認証企業は６社であり、業種別に見ま

すと、建設業が３社、製造業が２社、その他ビ

ルメンテナンス業が１社となっております。

○後藤哲朗議員 それでは引き続き、「働きや

すい職場『ひなたの極』」についてお尋ねいた

します。

今後の取り組みの方向性について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 少子化の

進行や労働力不足の深刻化、長時間労働による

健康への悪影響など、さまざまな課題を解決す

る上で、ワーク・ライフ・バランスの推進は大

変重要であると考えております。このため県で

は、「両立応援宣言」や講演会開催等による啓

発に加え、「働きやすい職場『ひなたの極』」

認証制度を創設し、その機運の醸成を図ってい

るところであります。

先日、企業向けに開催した講演会では、「ひ

なたの極」認証企業の代表者３名に、年次有給

休暇が取得しやすい仕組みづくりなどの取り組

み内容や、その成果として従業員の定着率向上

や業績アップにつながったことなどについて、

御紹介いただいたところであります。

県といたしましては、今後とも、制度の周知

を図り、県内全域で認証企業をふやすととも

に、さまざまな場面で認証企業の取り組み成果
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を広くＰＲすることによりまして、県内企業の

ワーク・ライフ・バランスをさらに推進してま

いりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 部長、私は非常にこの取り組

みというのは評価されると思うんです。やはり

機運の醸成――建設業界が３社も認定されてい

る、非常にリーディングカンパニーとしていい

んじゃないかなと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

次に、農業の振興について３点お尋ねいたし

ます。

まず一点目は、みやざきブランドについてお

尋ねいたします。

みやざきブランド推進対策は、県と農業団体

が連携し、宮崎という名前だけで信頼される農

畜産物づくりを実現するため、全国に先駆け、

平成６年度から取り組まれたと伺っておりま

す。

この間、平成13年度には、商品ブランド認証

制度を創設されるなどし、「宮崎産なら安心」

「選んで買うなら宮崎産」といった、消費者の

信頼をかち取るため、「いのちの恵みに感謝す

る県、みやざき」をコンセプトに、県の農業に

携わる全ての方々が一体となって取り組んでこ

られました。

その結果、宮崎牛や完熟マンゴー「太陽のタ

マゴ」などのトップブランド商品の創出や、残

留農薬検査体制による「食の安全・安心」の取

り組みなどが進み、消費者や取引先から高い評

価を得ていると感じております。

そのような中、先日、日本政策金融公庫が実

施した消費者動向調査を拝見しましたが、消費

者の食に対する志向は、安全・安心や経済性に

加え、健康志向が高まっている結果となってお

り、みやざきブランド推進対策でも、このよう

な多様化する消費ニーズに対応していく必要が

あると考えます。

そこで、みやざきブランドの推進において、

今後どのような視点で取り組んでいかれるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） みやざきブラ

ンドの推進につきましては、厳しい産地間競争

の中で、消費者から信頼され、選ばれることを

目指し、生産者や関係機関・団体と一体となっ

て、「特長ある商品づくり」「信頼される産地

づくり」「安定的な取引づくり」を３つの柱と

して、取り組んでいるところであります。

そのような中、最近では、特に本県農産物の

栄養・機能性に着目し、本県の強みであります

農産物分析技術を生かし、昨年12月に、ピーマ

ンをビタミンＣの栄養機能食品として、また、

本年10月からは、冷凍ホウレンソウをルテイン

の機能性表示食品として販売を開始したところ

であります。

さらに、来年１月には、完熟キンカン「たま

たま」でも、ビタミンＣ、ビタミンＥの栄養機

能食品として表示販売を予定しておりまして、

今後とも、健康に着目した「Karada Good Miyaz

aki（カラダグッドミヤザキ）」のシリーズ化に

取り組むなど、本県農畜産物の優位性をアピー

ルしてまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 部長どうぞ、健康に着目した

「Karada Good Miyazaki（カラダグッドミヤザ

キ）」のシリーズ化に、取り組んでいただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

次に、圃場整備についてお尋ねいたします。

延岡市沖田地区の農地は、面積約129ヘクター

ルの延岡市最大の水田地帯であり、将来的にも

残していかなければならない農地であります。
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しかしながら、狭小な農道や一部未整備となっ

ている用水路、また海抜も低いことから湿田も

多く、大型農業機械を導入した経営規模の拡大

等にも支障を来しており、耕作者には営農上の

不便が強いられています。

さらに、農業従事者の高齢化が進む中、豪雨

のたびに湛水被害を受け、営農意欲も低下する

など、その対策が急務となっています。

そこで、沖田地区における圃場整備計画の進

捗状況について、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） 沖田地区につ

きましては、お話がありましたとおり、台風や

集中豪雨によるたび重なる湛水被害や、農地の

区画等が狭く大型機械の導入ができないなどの

課題を抱えているため、地元から圃場整備の要

望が出されていたところであります。

現在、これまで延岡市が取り組んでおりまし

た地形図作成や排水状況などの調査が終了しま

したことから、地元農家の意向も踏まえなが

ら、国への採択申請に必要な事業計画を、県に

おいて策定しているところであります。

今後、延岡市や土地改良区などの関係機関と

一体となって、早期の採択に向けてしっかり取

り組んでまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 早期の採択、ぜひよろしくお

願いいたします。

引き続き、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

平成11年、農林水産省によって選定された、

全国134カ所の「日本の棚田百選」、本県では11

カ所が選ばれており、その中でも、高千穂郷・

椎葉山地域の世界農業遺産には７カ所ありま

す。

遠くから眺めただけではのどかな風景に見え

る棚田ですが、その石組みの一つ一つには、子

孫たちに幸多かれと願った先人たちの汗と希望

が込められているようです。

しかしながら、現状では、農業の担い手不足

と相まって、棚田を維持する担い手が極端に少

ない状況であり、地形的な条件不利性等から、

棚田の維持には多大なコストを要するのが実情

であり、棚田オーナー制等の取り組みで棚田の

維持に努力している地域もあるのが現状であり

ます。

このような中、棚田地域を広く支援する議員

立法を検討している自民党の棚田支援に関する

プロジェクトチームが、法案づくりを本格化さ

せ、府省の壁を越えて棚田地域を支援する仕組

みづくりを検討し、年明けの通常国会への法案

提出を目指すという新聞報道があったところで

あります。

この法案では、棚田保全の重要性を理念に掲

げ、国を挙げて棚田を核にした地域を後押しす

るのが狙いであり、農業振興だけでなく、景観

や伝統文化の維持、環境の保全などの多様な活

動を、各省横断的に支援する枠組みを目指すと

しており、各種事業の窓口を一本化し、事業の

優先採択や優遇措置の追加、要件緩和といった

拡充策を検討するとのことであります。

そこで、県における棚田への支援状況と今後

の対応についてお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 棚田は、農業

生産の場ということのみならず、国土保全など

公益的な機能、さらには観光資源という役割も

担っており、高千穂郷・椎葉山地域世界農業遺

産におきましても、その価値が世界に認められ

るなど、重要な地域資源となっております。

しかしながら、棚田の多くは区画が狭く、急

傾斜地に位置していることから、その保全・維
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持には多大な労力が必要であります。

このため、中山間地域等直接支払制度や多面

的機能支払制度の活用により、農地周りの草刈

りや水路の泥上げ等、地域が共同で行う取り組

みを支援し、棚田の保全にも努めているところ

であります。

今後とも、関係部局としっかり連携しなが

ら、重要な地域資源としての棚田の維持、活用

をさらに図ってまいります。

○後藤哲朗議員 この棚田の伝統的な景観、文

化的な価値、豊かな自然環境を生かした地域振

興を図るという観点から、今の答弁にありまし

たように、関係部局としっかり連携していただ

き、棚田の維持、活用をよろしくお願いいたし

ます。

次に、自転車活用推進についてお尋ねいたし

ます。

まず、安全で快適な自転車通行に関して、県

のこれまでの取り組みについて、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 自転車道の

整備につきましては、これまで、「自転車道の

整備等に関する法律」に基づき、安全で快適に

自転車が通行できるよう、昭和49年から平成３

年にかけまして、綾、国富、宮崎を結ぶ綾宮崎

自転車道や、一部、旧国鉄妻線の廃線敷地を利

用した宮崎佐土原西都自転車道など、総延長

約50キロメートルの大規模自転車道を整備する

とともに、交通量の多い通学路を中心に、自転

車が通行可能な幅の広い自転車歩行者道の整備

を進めてきたところであります。

しかしながら、近年では、全国的に自転車と

歩行者との交通事故が増加してきたことなどか

ら、本県におきましても、自転車レーンの整備

や、自転車通行部を明確化する路面表示を試行

するなど、自転車と歩行者とを分離するための

さまざまな取り組みを進めているところであり

ます。

○後藤哲朗議員 続きまして、自転車活用推進

計画が閣議決定されましたが、今後、県ではど

のように取り組んでいかれるのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 自転車の活

用推進につきましては、環境負荷の低減、災害

時における交通機能の維持、県民の健康増進及

び観光振興の観点から、公共の利益の増進に資

するものであり、大変重要であると認識をして

おります。

このような中、国におきましては、平成29年

に制定されました自転車活用推進法に基づき、

自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本計画である自転

車活用推進計画が、ことし６月に閣議決定され

たところであります。

自転車活用推進法では、各都道府県の実情に

応じて計画策定に努めることとされており、本

県におきましても、積極的に取り組むこととし

ております。

このため、今月６日に、関係部局から成る自

転車活用推進計画の検討会議を立ち上げたとこ

ろでありまして、今後、関係機関と連携を図り

ながら、来年８月の策定に努めてまいります。

○後藤哲朗議員 この計画に関する目標は、自

転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形

成、サイクルスポーツの振興等による活力ある

健康長寿社会の実現、サイクルツーリズムの推

進による観光立国の実現、自転車事故のない安

全で安心な社会の実現であります。

そこで、この国の自転車活用推進計画を受け

ての警察の対策について、警察本部長にお伺い
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いたします。

○警察本部長（郷治知道君） 県警では、自転

車活用推進計画が目標の一つとする自転車事故

のない安全で安心な社会の実現に向けまして、

利用者が守るべきルールやマナーの周知や啓発

のために、小・中・高等学校における自転車交

通安全教室、高齢者クラブ・事業所・自治会に

おける講習などの交通安全教育、街頭での指導

取り締まり等をさらに推進してまいります。

○後藤哲朗議員 次に、サイクルツーリズムの

推進についてお尋ねいたします。

近年のサイクリングブームによりまして、本

県でも、サイクリストが走行する姿をよく見か

けられるようになったと感じております。

全国的にも有名なしまなみ海道においては、

先般、国内外から約7,200名のサイクリストが集

結したイベント「サイクリングしまなみ2018」

が開催されたとの報道がありました。

また、隣県の大分県においても、「ツール・

ド・佐伯」など大きな大会が行われています。

本県は、年間を通して温暖で快適な気候であ

りますし、太平洋に面する長大な海岸線上に、

自然の営みにより変化に富んだ美しい自然地形

が続く日南海岸や日豊海岸の美しい景観など、

しまなみ海道にも劣らないサイクルツーリズム

に適した環境があると、私は思います。

このようなイベントは、本県において今後、

サイクルツーリズムを普及、推進していくに当

たり、本県のサイクル環境の魅力を県内外のサ

イクリストに伝えるためにも有効であると考え

ます。

そこで、本県におけるサイクルイベントの開

催状況について、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（井手義哉君） 本県で

も、各地で地域の特性を生かしたさまざまなサ

イクルイベントが開催されており、県内外から

多くのサイクリストが参加しております。例え

ば、日南海岸沿いを600名以上が駆け抜ける「日

南海岸サンシャイン宮崎ライド」や、急勾配を

一気に駆け上がる、高千穂町のヒルクライム大

会、西都原古墳群の中を周回する３時間耐久

レースや、延岡市の須美江海岸沿いを走るマウ

ンテンバイク大会など、毎年開催されるサイク

ルイベントがございます。

また、初心者でも気軽に楽しめ、ゆっくりと

観光地をめぐるポタリングも、西都市や綾町を

初め、県内各地で数多く行われているところで

ございます。

このようなサイクルイベントを通して、風光

明媚な景色や多彩な食など、本県の魅力を多く

の方に体感していただいているところでござい

ます。

○後藤哲朗議員 引き続き、商工観光労働部長

にお尋ねいたします。

本県においては、県内各地域で数多くのサイ

クルイベントが行われており、しかも長距離イ

ベントだけでなく、ヒルクライムのような競技

性の高いものや、私でも気軽に参加できるもの

など、さまざまな種類のイベントが行われてい

るということで、既にサイクルツーリズムの素

地・基礎はあることが十分理解できました。

先般の９月定例県議会では、満行議員からの

質問に対して、本県ではガイドの養成やモニ

ターツアーの実施、サイクルスタンドの設置と

いった環境整備が進められているとのお答えが

ありました。これらとあわせて、県内における

サイクルツーリズムの推進についてますます進

めていっていただきたいと思います。

また、国内外のサイクリストの間では、台湾
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や琵琶湖、淡路島などをぐるっと一周回るコー

スが人気があると聞いております。

台湾とほぼ同じ面積である九州にも非常に

チャンスがあるのではと考えます。

そのようなことから、私は、サイクルツーリ

ズムの取り組みについては、行く行くは、本県

に限らず、県境を越えた広域的な地域において

施策を展開していただきたいと考えておりま

す。

そこで、九州一周のサイクリングルートの設

定など、広域連携によるサイクルツーリズムに

取り組むべきだと考えますが、商工観光労働部

長に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） 県境を越

えたサイクリングルートの設定は、各地域の特

性や魅力を生かすことができ、広域での周遊の

促進につながることが期待されます。

本年５月に開催された九州地方知事会でも、

九州・山口各県が一体となったサイクルツーリ

ズムの推進について提案がなされたところであ

り、これを受けて、九州観光推進機構や経済界

も加わり、ルート設定や受け入れ環境整備、効

果的な情報発信等について検討を始めていると

ころでございます。

御提案の「九州一周サイクリングルート」の

ような取り組みは、新たなブランドとしての知

名度向上が図られ、サイクルツーリズムを推進

している本県にとりましても大きな追い風とな

りますことから、今後、各県等と積極的に議論

を重ね、その実現に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。

○後藤哲朗議員 ぜひとも、今後とも引き続

き、ハード面・ソフト面の整備をさらに進め、

サイクルツーリズムの推進を図っていただくよ

う要望いたします。

ちょっと早いですが、以上で質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、日髙陽一議員。

○日髙陽一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。宮崎のひなた、日髙陽一です。きょ

うのトップバッターは、後藤議員でありまし

た。そして、私の後には中野 明議員が続きま

す。しっかりと励まし合いながら頑張ってまい

りたいと思います。

今月は、宮崎はゴルフマンスであります。先

週はリコーカップ、そして先々週はダンロップ

フェニックストーナメントが行われました。ダ

ンロップフェニックストーナメントは、世界ラ

ンキング１位に君臨しておりますアメリカのブ

ルックス・ケプカ選手が３連覇をかけて来日し

ましたが、優勝したのは市原弘大選手。大逆転

勝利に終わりました。

この市原弘大選手ですが、ことしから宮崎の

ブランドのゴルフウェアのＰ’ＭＡＳを着て大

会に出場しております。このＰ’ＭＡＳは、地

方創生をテーマに宮崎をこよなく愛するブラン

ドです。優勝したときの彼のパンツには、宮崎

県の牛・豚・地鶏・チョウザメがプリントされ

ていました。

６月に日本ゴルフツアー選手権で優勝した市

原選手は、ことしイギリスで行われた全英オー

プン、そしてアメリカで行われたＷＧＣブリヂ

ストンインビテーショナルにも参加していま

す。そう、彼は今、宮崎を世界に発信してくれ

ているのです。実際、海外からも問い合わせが

あるそうです。

その宮崎ブランドをスポンサーにしている市

原選手が、世界一の選手も出場する宮崎のトー

ナメントで優勝するなんて、どんな大きいそん

たくがあったとしても、実現することはできま
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せん。市原選手も、「宮崎で優勝できて本当に

うれしい。恩返しができたのではないでしょう

か」と、コメントされていました。

ダンロップで優勝した市原選手は、来年のア

メリカで開催されますＷＧＣの大会にも出場が

決まっております。ぜひ、その大会でも優勝し

て、宮崎を大きくＰＲしていただきたいと思い

ます。

それでは、農業・水産業問題についてお伺い

をいたします。

このＰ’ＭＡＳも、さまざまなウエアで口蹄

疫からの復興を応援してきましたが、あれから

８年がたちます。平成22年の口蹄疫では、29

万7,808頭ものとうとい家畜が犠牲になり、この

うち22万7,949頭は豚であり、本県の養豚業界に

とって非常に大きな影響を及ぼしました。

その後、養豚農家の皆さんは、逆境の中、経

営再開や増頭などに懸命に取り組んでこられま

した。そこで、口蹄疫直後と比較した直近の本

県の豚の飼養頭数の状況等について、農政水産

部長にお伺いします。

以下の質問は、質問者席より質問いたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（中田哲朗君）〔登壇〕 お答

えいたします。

豚の飼養頭数の状況等についてであります。

口蹄疫終息後の平成23年２月１日時点での豚の

飼養頭数は、76万6,200頭と発生前に比べ約14

万8,000頭減少いたしました。

その後、復興に向けた養豚農家を初め、関係

者皆様の御努力により、本年２月１日現在で

は、82万2,200頭まで回復し、１戸当たりの平均

飼養頭数も、1,644頭から1,831頭に増加してお

り、規模拡大が進んでいるところであります。

以上であります。〔降壇〕

○日髙陽一議員 １戸当たりの飼養頭数が増加

傾向にありまして、規模拡大が進んでいるとい

うことですが、若手の養豚農家が頑張っている

ことが、この要因の一つではないかと思いま

す。

現在、宮崎県養豚生産者協議会（ＭＰＣ）で

は、多くの若者が意欲的に養豚農家として活躍

をしています。

頑張る若手の養豚農家が夢と希望を持って、

安心して経営が行える環境づくりを行っていく

ことが、本県の養豚農家の振興につながると

思っております。

県では、平成28年度に策定した「畜産新生推

進プラン」に基づいて、養豚を初め本県の畜産

の将来を見据えた取り組みを計画的に進めてい

ます。

本県の養豚業は、地域経済を支える非常に重

要な産業です。このプランに基づき、しっかり

と取り組みを進めてほしいと思いますが、現在

の養豚振興対策について、農政水産部長にお伺

いをいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県の養豚振

興につきましては、生産、販売、経営安定など

の観点から、さまざまな取り組みを行っている

ところであります。

具体的には、「畜産クラスター事業」等を活

用した施設整備による規模拡大や新技術の導入

等を支援いたしますとともに、技術力や経営力

の高い次世代の養豚農家を育成するため、関係

団体と連携した研修会の開催等に取り組んでお

ります。

また、宮崎ブランドポークの普及・販路拡大

のための支援や、衛生水準の高い食肉処理工場

の整備に対する支援も行っているところであり

ます。
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さらに、経営安定対策といたしまして、粗収

益が生産費用を下回った場合に補塡を行う、国

の養豚経営安定対策事業に対する生産者積立金

の一部助成も行っているところであります。

今後とも、全国第２位の養豚生産県として、

各種施策の推進にしっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

○日髙陽一議員 先日、ＭＰＣの方から、出荷

する豚の約半分が、県外の食肉処理場で屠畜さ

れると聞きました。

それぞれの農家の事情ではあると思います

が、県内での屠畜が本県の経済にとって望まし

いと思います。

来年度にはミヤチク都農工場の新処理場の稼

働が始まります。県外の処理場との違いをしっ

かりと把握して、県内の養豚農家の地元宮崎で

の屠畜を促進していただきたいと要望いたしま

す。

続きまして、海面養殖業についてお伺いをい

たします。

最近のニュース等を見ますと、国内では水産

物の消費が減少しているようですが、世界で

は、人口増加や欧米での健康志向の高まりに

伴って、水産物の消費が年々増加しているよう

です。

世界の漁業・養殖業を合わせた生産量も増加

し続けており、平成28年の漁業・養殖業の生産

量は、前年よりも２％増加して２億224万トンと

なりました。

一方で、国内の海面における漁業・養殖業の

生産量は、昭和59年をピークに減少しており、

平成29年は430万トンと、ピーク時の３分の１、

このうち海面養殖生産量は、平成６年のピーク

時から少しずつ減少している状況にあります。

先日、養殖業者の方々と会う機会があり、い

ろいろと養殖の話題を伺いましたが、海面養殖

業者の方々も、生産量をふやすことは、経営面

等でなかなか難しいとおっしゃっておりまし

た。

そこで、本県の海面養殖業の現状と課題につ

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） 本県海面養殖

につきましては、ブリ、カンパチ、マダイなど

を中心に行われておりまして、生産額にして

約80億円と、本県水産業の約４分の１を占める

重要な産業となっております。

しかしながら、担い手の高齢化や人手不足が

続く中、養殖生産コストの約７割を占める餌の

価格が高騰しておりまして、いかに経営を安定

させていくかが大きな課題であります。

また一方で、お話がありましたとおり、世界

的な水産物需要の増大を背景に、いかにその需

要を取り込み、成長につなげていくかも重要な

課題であると考えているところであります。

○日髙陽一議員 部長の答弁にもありました

が、世界的に水産物の消費が増加しているとの

ことですから、もっと本県でも生産量をふや

し、輸出拡大を行っていくべきだと考えます。

担い手や生産コストなど経営面で課題があれ

ば、それを解決することで、海面養殖業の振興

にもつながるのではないかと考えますが、本県

海面養殖業の振興に係る取り組み状況と今後の

方向性について、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県海面養殖

業の振興につきましては、これまで県では養殖

魚種の開発や養殖場の造成、経営支援等を行っ

てきたところでありますが、先ほど申し上げま

したとおり、さまざまな解決すべき課題を抱え

ているところであります。
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現在、「海面養殖振興方針」を策定している

ところでありますが、今後、この方針に基づ

き、優良な人工種苗の供給や養殖期間の短縮

化、各種作業の協業化・効率化などによるコス

ト削減を進め、経営の安定化を図ってまいりた

いと考えております。

また、沖合養殖への展開やＩＣＴを活用した

養殖技術の開発などを進め、輸出の拡大を図る

など、養殖業の成長産業化につなげてまいりた

いと考えているところであります。

○日髙陽一議員 次に、外国人労働者の受け入

れについて伺います。

現在、深刻な人手不足を背景に、国では、外

国人労働者の受け入れの拡大に向けた出入国管

理法の改正案が審議されています。

農家も高齢化が進んでおり、私の周りの農家

の方々からも、人手を募集しても集まらず大変

苦労していると、話を聞いております。さきの

６月議会でも、県内の外国人労働者の雇用に関

して質問をしました。

その中で、県はＪＡ等が外国人技能実習生を

雇用し、複数の農家で実習ができる方式につい

て、検討を進めているとの答弁がありました。

そこで、検討を進めていた外国人技能実習制

度について、現在の取り組み状況を農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 検討を進めて

おりました農作業請負方式技能実習は、ＪＡ等

が技能実習生を雇用し、請負契約を結んだ組合

員の農場において技能実習を行う仕組みであり

まして、この方式を県内で実施するために、県

を事務局とする管理団体を本年８月に設立した

ところであります。

その後、各ＪＡに対し、本方式の説明や意見

交換を行ってきたところでありますが、複数の

ＪＡが活用を前向きに検討していることから、

実施に向けて、先行事例に関する情報提供や受

け入れ体制の整備に関する助言等を行っている

ところであります。

県といたしましては、引き続き、ＪＡグルー

プと連携しながら、本方式の活用を推進してま

いりたいと考えております。

○日髙陽一議員 先日、県警本部長からもあり

ましたが、県内の外国人労働者の犯罪率も0.28

％という状況で安心ですし、もう既に外国人を

受け入れている農家の後輩もいます。

彼らは実習生を本当の家族のように受け入れ

ているといいます。国に帰るとき、このままこ

こで働きたいと涙を流す実習生もいるそうで

す。そんなきずなをつくることによって、髙橋

先生もおっしゃっていたような、宮崎はよかっ

たよという話になるのではないかと思います。

どう意識を持って対応するのか、受け入れ側の

研修も必要だと感じました。

次に、燃油の高騰についてお伺いします。

私もピーマンを栽培していますが、最近、暖

房に使うＡ重油の価格が徐々に上がってきてお

り、仲間である生産者からも、ことしの冬の燃

料代が高くなるのではないかと、不安の声を聞

きます。

10年ほど前になるでしょうか、１リットル当

たりのＡ重油価格が120円以上と異常に高騰し、

施設園芸農家が大変苦労した経験もあります。

国際情勢などで見通しは立ちにくいとは思い

ますが、全国に誇る施設園芸の産地として、農

家経営を守るため、対策が必要ではないかと考

えます。

そこで、施設園芸における燃油高騰対策、対

応について、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。
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○農政水産部長（中田哲朗君） 農業用Ａ重油

価格は、平成28年３月以降、全国的に上昇傾向

にあり、県内価格も、本年11月上旬現在で１

リットル当たり約97円と、前年の同時期と比べ

約22円高くなるなど、農業経営への影響を懸念

しているところであります。

このため県では、施設園芸農家に対し、燃油

価格の高騰時に補塡金が支払われる、国の「施

設園芸セーフティネット構築事業」への加入を

促進するとともに、適切な温度管理技術や保温

資材の活用等を促す省エネルギー対策の周知に

取り組んでいるところであります。

また、このようなコスト高騰の中でも営農が

継続できるよう、所得向上を図っていくことが

重要でありますので、環境制御機器の導入な

ど、生産性を高める取り組みも推進してまいり

たいと考えております。

○日髙陽一議員 最近寒くなり、重油の消費量

もふえていますので、どうぞ対応をよろしくお

願いいたします。

次に、台風災害への対応について、お伺いを

いたします。

９月に襲来した台風24号は、大きな被害をも

たらしました。特に施設園芸では、ビニールハ

ウスの倒壊や冠水など、営農継続が困難となる

農業者が多く発生しました。

地球温暖化の影響などにより、今後、宮崎の

台風災害のリスクは高まっていくのではないか

と、大変危惧をしています。

そこで、今後の台風災害に備えるため、施設

園芸ではどのように取り組んでいくのか、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県に大きな

被害をもたらしました台風24号等では、施設園

芸への被害も甚大で、私も実際に被災現場で倒

壊したハウスなどを確認いたしましたけれど

も、台風などの災害への備えは大変重要である

と、改めて認識したところであります。

このため県では、本年３月に策定いたしまし

た施設園芸振興戦略の中で、台風等の自然災害

へのリスクも念頭に置きながら、老朽化ハウス

の機能強化はもとより、耐候性にすぐれたハウ

スの導入や、新たな生産拠点づくりなどに取り

組んでいるところであります。

今後も、関係機関・団体等と連携しながら、

災害に強く、農家の皆様が安心して営農できる

産地づくりを進めるとともに、収入保険制度や

農業共済制度などのセーフティーネットへの加

入促進にも努めていく必要があると考えている

ところであります。

○日髙陽一議員 こうした中、国は支援対策事

業を打ち出し、現在、県や市町村、ＪＡ等の支

援のもと、事業の受け付けが始まりました。

被害が大きかったため、農家もハウス業者も

手が回らない状況にあります。営農再開に向け

て、事業の制度の周知や、被災された生産者へ

の丁寧な対応を、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、消防団についてお伺いをいたします。

地域防災において重要な役割を担っている消

防団ですが、私の地元消防団では、今回の台

風24号の真っただ中、火災が発生し、暴風が吹

いている中、自宅のビニールハウスが被害に

遭っているにもかかわらず、消火活動を続けて

いました。

結局、火は約30時間後に消しとめられました

が、団員の中には、夜通し消火活動した後、そ

のまま仕事へ向かった団員もたくさんいまし

た。

このように、地域防災のかなめである消防団
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ですが、県内の消防団の現状と県の支援状況に

ついて、危機管理統括監に伺います。

○危機管理統括監（田中保通君） 県内の消防

団の団員数は、速報値で、本年４月１日現在、

１万4,533名となっており、県内及び全国ともに

減少傾向が続いております。

消防団は、お話にありましたとおり地域防災

のかなめであることから、その組織力を維持・

強化していくために、団員の確保や活動のため

の装備の充実が課題であると認識しておりま

す。

このため県では、消防団員確保のため、広報

紙やチラシの作成配布、テレビＣＭの放映等の

広報を実施しまして、消防団の重要性や魅力を

アピールするとともに、消防団の装備を充実さ

せるため、資機材整備に対して支援を行ってお

ります。

今後とも、市町村と連携しながら、消防団の

体制強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○日髙陽一議員 答弁にもありましたが、消防

団がその持てる力を最大限に発揮するために

は、資機材の充実・確保が大変重要でありま

す。

最近、消防団関係者の方から伺ったお話で

は、この消防団の資機材の充実・確保に大きく

貢献してきた、県の「地域消防防災活動支援事

業補助金」が本年度で終了するとのことで、来

年度以降どうなるのだろうと、大変心配をされ

ていました。

災害時に、消防団が安全にかつ最大限の力を

発揮し続けるためには、資機材整備に対する支

援は継続すべきだと思いますが、県の考えを危

機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 消防団の消

防力を充実強化させるとともに、災害現場等で

活動いただく団員の安全を確保するためには、

資機材の整備が大変重要であると認識しており

ます。

このため県では、活動服やデジタル無線機、

ポンプ積載車、救命ボート、ドローンなど、各

消防団が必要とする資機材や活動拠点の整備、

さらには女性消防団の活動を促進するための資

機材の充実等を支援しているところでありま

す。

消防団は、地域防災において重要な役割を

担っておりますので、今後とも、県民の生命・

財産を守るとともに、消防団員が安心して活動

していただけるよう、さまざまな支援に取り組

んでまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 今後とも継続して支援してい

ただきますよう、お願いをいたします。

続きまして、女性活躍についてお伺いしま

す。

私の周りにも、実に元気に生き生きと活躍さ

れている女性がたくさんおられます。

私は、女性がやりがいを持ってさまざまな分

野や場面で活躍してもらうことは、社会や地域

・職場を活性化させる上で大変重要であると

思っております。

福祉の分野でも多くの女性が活躍されていま

すが、保育の現場では、「保育士が不足してい

る」という声をよく聞きます。

その背景として、認定こども園の増加等によ

る保育士の需要の高まりなどもあると聞きます

が、保育士の仕事は、子供たちの安全に配慮し

つつ、長時間にわたり子供たちを預かる、責任

の重い、そして体力も必要とされる仕事です。

「子供たちはかわいいし、やりがいがあるけれ

ども、仕事内容に比べて給与が安い」という声
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も聞きます。

保育人材を確保するために、保育士の処遇改

善が必要だと考えますが、県はどのような取り

組みをしているのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 保育人材の

安定的確保のため、県ではこれまで、施設ごと

の平均勤続年数に応じた人件費の加算などの処

遇改善に取り組んできたところであります。

また、昨年度から国において、一定の経験を

持つ保育士等が、職位や職務内容に応じた研修

を受講することにより、最大で月額４万円を加

算する仕組みが構築されたところであります。

このため県では、「保育士等キャリアアップ

研修事業」を実施しており、今年度は、宮崎・

都城・延岡の３会場で合計30回開催し、延

べ3,000人の受講を予定しております。

今後とも、保育人材の安定的な確保を図るた

め、事業の周知及び効果的な実施等により、保

育士の処遇改善に取り組んでいきたいと考えて

おります。

○日髙陽一議員 続いて、介護人材について伺

います。

介護の現場では、既に多くの女性が活躍して

おり、従事者の約８割程度が女性であると聞い

ております。今後さらなる女性の活躍を進めて

いく上で、重要な職業だと思います。

現在、県では介護人材の確保に取り組んでい

ると思いますが、どんなに取り組んで参入を促

進しても、やはり働く人たちの賃金を含めた処

遇改善がないと、離職する人は後を絶たず、穴

のあいたコップに水を入れるようなものではな

いかと思います。

このような中、介護職員の処遇を改善するた

めの方策として、介護職員の賃金向上などを目

的とした国の介護職員処遇改善加算の活用を、

県内の各事業所に広めていくことが有効だと思

いますが、介護人材を確保するため、介護職員

処遇改善加算の取り組み促進に、県はどのよう

に取り組んでいるのか、福祉保健部長にお伺い

します。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 介護職員処

遇改善加算は、介護職員の基本給や手当、賞与

等の賃金改善に加えて、休暇制度などの賃金以

外の労働環境の改善にも取り組むことが要件と

されていることから、介護職員の処遇全般の改

善を図り、ひいては、介護人材の確保・定着に

資する有効な制度であると考えております。

このため県では、昨年度から実施している

「介護職員処遇改善特別支援事業」の中で、加

算制度の周知を行うとともに、労務管理に精通

した専門家を事業所に派遣し、取得に向けた個

別の助言・指導を行っております。

今年度は、200事業所を対象に支援を行う予定

でありまして、今後とも、この加算の取得を促

進し、介護職員の処遇改善を図ってまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 ぜひ、よろしくお願いいたし

ます。

続いて、水曜日、中野一則議員が1,000万円投

じなさいとおっしゃっていました、少子高齢化

の問題にもかかわる不妊治療について、お伺い

をいたします。

現在、この日本では18人に１人が体外受精で

この世に生を受けられているといいます。もう

珍しいことではありません。

少子高齢化が進む現在、一生懸命子供をつく

ろうと頑張っている夫婦がたくさんいらっしゃ

います。

そこで、不妊治療費の負担軽減に向けてどの
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ような支援を行っているのか、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） 不妊治療に

は、人工授精などの「一般不妊治療」と、体外

受精などの「特定不妊治療」があります。

県ではこのうち、特定不妊治療につきまし

て、平成16年度から国庫補助を活用し、現在、

初回に30万円、２回目以降に15万円、最大６回

までの助成を行っております。

また、一般不妊治療につきましても、平成27

年度から県単独事業として、治療費の助成に取

り組む市町村に対し、治療費の３分の２以上、

または定額で10万円以上を助成する場合、その

２分の１以内の補助を行っているところであり

ます。

○日髙陽一議員 次に、不育症について伺いま

す。

妊娠は成立するものの、流産や死産、生後28

日を経過しない乳児が亡くなることを繰り返

し、結果的に子供を授かれない方がいらっしゃ

います。

不育症の定義には新生児死亡が含まれていま

すが、新生児死亡も、最終的に子供を授かれな

いという意味では同じです。これは主に赤ちゃ

んの側の要因で起こり、偶然に起こることが多

いそうです。

不育症治療費の負担軽減に向けてどのような

支援を行っているのか、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） 不育症の治

療につきましては、平成24年１月以降、一部保

険適用とされておりますが、妊娠期間中を通じ

た治療が必要となるため、自己負担の総額が高

額となります。

このため平成27年度から、県単独事業とし

て、１回の妊娠期間につき最大８万円を助成す

る事業を行っております。

○日髙陽一議員 本当に多くの夫婦が赤ちゃん

を望んでいますが、治療費が高額なため、諦め

てしまう夫婦も多くいらっしゃいます。

特定不妊治療に保険を適用することについて

は、都会と地方では医療機関の意見の食い違い

などがあるそうですが、少子高齢化が進む今、

悩んでいる夫婦優先に考えるべきではないで

しょうか。

晩婚化が進む中、人口減少対策、少子化対策

のためにも、不妊治療支援は欠かせないものと

言っても過言ではありません。

現在、医療保険の適用外となっている特定不

妊治療についても、保険の適用対象として、不

妊に悩む夫婦への支援を充実させるべきだと思

いますが、県はどのように考えているのか、福

祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 特定不妊治

療は保険適用とされず、治療を受ける方は１回

当たり30万円から40万円の非常に高額な治療費

を支払う必要があります。

また、一般的には、成功するまでに複数回に

わたって治療を行う必要がありますので、助成

制度を活用しても経済的な負担が大きくなって

いる状況にあります。

このため、県としましては、治療を受ける方

の負担が軽減されるよう、早期に特定不妊治療

を保険適用とすることが望ましいと考えてお

り、これまでさまざまな機会を通じて国に要望

しているところであります。

○日髙陽一議員 これは全国的な問題ではあり

ますが、本県としても、しっかりとした取り組

みをよろしくお願いいたします。

続いて、教育問題についてお伺いをいたしま
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す。

先月、文部科学省が公表した、2017年度の

「問題行動・不登校」の調査結果によると、本

県のいじめ認知数は１万3,680件で、1,000人当

たり108.2件と、全国最多だったという結果が出

ました。

全国最少は、同じ九州佐賀県でした。1,000人

当たりの認知件数は、宮崎の108.2に比べて佐賀

県は8.4。また、いじめを１件も把握していない

学校は、全体の25.6％です。

もちろん、いじめがないということはすばら

しいことだと思いますが、いじめが全くない学

校が25.6％もあるのでしょうか。いじめを隠蔽

せず、しっかりと把握している宮崎県は、とて

もいい環境ができていると思います。

河野議員の、昨年度よりもふえていることに

対して懸念もあるという意見もありましたが、

私は、組織的にいじめ解決に取り組む学校が新

たにふえたんじゃないかと信じております。

ここで一番大切になってくるのが、いじめの

解決にどう結びつけていくかだと思いますが、

いじめ事案の解消についてどのように取り組ん

でいるのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） いじめ解消の判断に

つきましては、国が定める「いじめの防止等の

ための基本的な方針」におきまして、「いじめ

がやんでいる状態が少なくとも３カ月継続して

いること」「被害児童生徒が心身の苦痛を感じ

ていないこと」の２つの要件が満たされている

必要があると定義されております。

県教育委員会といたしましては、各学校で定

める「いじめ防止基本方針」にこれらの要件を

盛り込み、全職員で共通理解することや、解消

に至っているかを組織的に判断し、解消後も継

続的に見守っていくことを、各学校に指導して

いるところであります。

○日髙陽一議員 宮崎県の行政書士会では、自

尊感情、そしてまた他人に対する尊重、共感と

いった基本的人権を目的に、法制度学習を行っ

ています。

この法制度の学習を受けたことによって、い

じめをしていた加害者の子供たちが、いじめと

は犯罪だということを知り、しっかり反省を

し、いじめが軽減されているそうです。

2016年８月に、宮崎市の中学１年生が、自分

の部屋でみずから命を絶ちました。彼は、小学

５年生から、戦いごっこという遊びから暴力を

受けるようになったそうです。それから、同級

生のパンやお菓子の支払いをさせられるように

なり、それはエスカレートし、ゲームのカード

まで払わされたこともあったそうです。彼は、

同級生との交友関係に耐えがたい苦痛を感じ、

絶望的な気持ちが限界に達し、みずから命を

絶ったと言われています。

今この瞬間も、同じ苦痛を感じている生徒が

いるかもしれません。その生徒たちを救うため

にも、いじめている生徒に、それは犯罪なんだ

よと気づいてもらうためにも、取り組んでいた

だきたいと思います。

続いて、ネット上のいじめについて伺いま

す。

子供たちが携帯電話のメールやインターネッ

トを利用する機会は、近年、急激に増加してお

り、子供たちの生活スタイルや人間関係づくり

の面で、多大な影響を与えています。

こうした中、インターネット上の非公式サイ

ト、いわゆる「学校裏サイト」を利用し、特定

の子供たちに対する誹謗中傷が集中的に行われ

たり、他人になりすまして携帯電話のメールを

利用し、特定の子供に対する誹謗中傷を不特定
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多数の人に送りつけたりするなど、「ネット上

のいじめ」という「新しい形のいじめ問題」が

深刻化してきています。

この目には見えないインターネット上のいじ

め問題について、どのように取り組んでいるの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） インターネット上の

いじめは、ＳＮＳなどの閉ざされた環境で発生

する事案が多く、外部から見えにくいという特

徴があります。

そこで、各学校では、子供たちを加害者にも

被害者にもさせないよう、情報モラル教育に取

り組んでいるところであります。

県教育委員会では、「ネットいじめ目安箱」

を開設し、インターネット上のいじめを初め、

児童生徒がいつでも気軽に悩み事などを投稿で

きるように、体制を整えております。

さらに本年度は、いじめに関する内容を画像

で投稿できる機能を追加し、相談しやすいよう

に充実を図ったところであります。

○日髙陽一議員 この「ネットいじめ目安

箱」、すばらしい取り組みだと思います。しか

し、この存在を知らなければ何の意味もないと

思いますが、「ネットいじめ目安箱」の取り組

みをどのように周知しているのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 「ネットいじめ目安

箱」の周知につきましては、相談窓口のアドレ

スやＱＲコード等を記載した紹介カードを作成

し、本年７月に、県内全ての児童生徒に配付し

たところであります。

また、各公立学校に配付をしておりますイン

ターネット利用上の注意を促すリーフレットの

中でも、「ネットいじめ目安箱」について紹介

するなど、悩みを抱える児童生徒が気軽に相談

できるよう、周知に努めているところでありま

す。

○日髙陽一議員 ネットいじめは、大変深刻な

問題だと思います。大きな問題になる前に、

しっかりと対応していただきますよう、よろし

くお願いいたします。

続いて、宮崎駅前活性化についてお伺いをい

たします。

宮崎駅西口整備につきましては、６月議会で

も質問させていただきましたが、その後、10

月18日に宮崎交通とＪＲ九州による概要発表が

行われ、いよいよ本格的に駅前整備が進んでい

くこととなりました。

この中で、建設される２つの建物は「ＪＲ宮

交ツインビル」とされ、特に商業施設は「アミ

ュプラザ宮崎」とされています。

この「アミュプラザ」は、ＪＲ九州が博多駅

や大分駅などで運営する大型商業施設であり、

本県でもこの名称が用いられたことは、今回の

施設整備に対するＪＲ側の意気込みも感じら

れ、大いに期待をしております。

本県でも他県のように、駅周辺でにぎわいを

つくり出す大きなチャンスになると思います

し、県においても９月議会で、西口再整備を検

討するための補正予算が措置されました。

そこで、宮崎駅西口の再整備でどのような効

果が期待され、県としてどのように取り組んで

いくのか、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） 宮崎駅西口に

つきましては、オフィスや商業施設から成る複

合ビルの建設によりまして、新たな人の流れが

生まれることが見込まれており、この流れを市

の中心部につなげるとともに、陸の玄関口とし

て、宮崎駅等におけるにぎわいの創出を図るこ

とで、中心市街地の活性化はもちろんのこと、
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県全体で、観光物産面の波及効果や鉄道の利用

促進なども期待されるところであります。

このような考え方のもと、駅西口広場の再整

備を進めることとし、今週にも、複合ビルの事

業主体、交通事業者や宮崎市、地元商店街等か

ら成る検討委員会を設置する予定であり、広場

を活用した取り組み、必要な規模や機能等につ

いて検討を進めることとしておりまして、基本

計画の策定、そして、その後の具体的な整備に

つなげてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 この宮崎駅前ににぎわいの核

となる施設ができることは、中心市街地にとっ

て、人を呼び込む絶好の機会だと思っていま

す。そのために、駅周辺のにぎわいをしっかり

と中心市街地にもリンクさせていく必要がある

と思います。

そこで、中心市街地の商店街振興に関し、県

としてどのようにかかわっていくのか、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（井手義哉君） 宮崎駅西

口の再整備が行われ、駅前エリアと橘通り周辺

の商業エリアとの間に大きな人の流れが生じる

ことにより、中心市街地の活性化へも大きな効

果が期待されます。

県では、これまで、「宮崎市中心市街地まち

づくり推進委員会」や「Ｄｏまんなかモール協

議会」に参画するとともに、商店街の魅力を高

めるための取り組みを支援してきているところ

であり、これから展開される駅西口再整備を契

機とした商店街の集客効果を高める取り組みに

ついても、関係者の方々と一緒になって検討し

ていきたいと考えております。

今後とも、宮崎市や地元商店街、そして関係

の方々と十分連携を図りながら、再整備の効果

が最大限発揮され、魅力あるまちづくりへとつ

ながりますよう、支援してまいりたいと考えて

おります。

○日髙陽一議員 中心市街地の活性化と合わせ

て、駅周辺の土地利用、また駐車場をどうする

かなどもしっかりと検討していただきたいと思

います。

さて、先ほど触れました、宮崎駅前のアミュ

プラザを初めとする買い物施設の整備は、イン

バウンドの受け入れ環境の充実という観点から

も重要ですが、海外から宮崎への誘客について

は、まずは、宮崎空港の国際線の直行便の充実

が大変重要だと思います。

残念ながら、路線収支の赤字を理由に、香港

線が先月末から運休となりました。直行便は、

乗り換えなしで海外旅行や出張に行く手段とし

て、また多くのインバウンドが本県を訪れ、大

きな経済効果を生み出すという観点からも大変

重要ですので、１日も早い復活が望まれていま

す。

そこで、直行便の復活に向けた現在の取り組

み状況について、総合政策部長にお伺いをいた

します。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 「みやざきグ

ローバル戦略」に基づき、海外との交流拡大を

進める本県にとりまして、宮崎と香港を結ぶ直

行便につきましても、果たしてきた役割は大き

いものであると認識しております。

このため、今後も同路線を継続して運行させ

ていくことが重要であると考えておりまして、

現在、香港に拠点を置きます複数の航空会社に

対しまして、定期便などの就航に向けた誘致活

動を行っているところであります。

県といたしましては、引き続き、関係機関な

どとも連携を図りながら、できる限り早期に路

線が復活できるよう、積極的に取り組んでまい
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りたいと考えております。

○日髙陽一議員 香港線の利用者の約９割が外

国人旅行者であったと聞いています。今回の運

休により、本県を訪れる観光客の減少が心配さ

れます。

県では、さまざまな対策を講じられていると

は思いますが、香港線の運休に当たり、香港か

らの誘客にどのように取り組んでいるのか、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（井手義哉君） 県では、

運休の発表後、速やかに香港の大手旅行会社を

訪問し、本県向けツアーを継続していただくよ

うお願いしたところであり、現在、鹿児島線を

利用して本県向けツアーも継続されているほ

か、他県に就航するＬＣＣを利用した新たなツ

アーも実施されているところであります。

また、個人旅行者向けの対策として、香港の

旅行イベントに出展するとともに、南九州３県

で連携して、レンタカーでの周遊を促す観光Ｐ

Ｒ等も行っております。

香港線は10月28日に運休したばかりであり、

現時点ではまだその後の宿泊実績が出ておりま

せんが、今後、運休に伴う利便性や情報発信力

の低下の影響も見定めながら、香港からの誘客

にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○日髙陽一議員 県内には、延岡の鮎やな、カ

ヌー、日向のサーフィン、西都原の古墳群、霧

島、日南海岸など、多くの観光資源がありま

す。それらをしっかり生かして、取り組みを

もっと進めていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

本県の秋は、10月７日にファーム日本一を決

めるファーム選手権、その後は、日本のプロ野

球全球団のファームなどが集結し、互いに切磋

琢磨するフェニックスリーグ、そしてその後は

秋季キャンプと、宮崎は野球一色となります。

ことしも、読売巨人軍、広島カープ、西武ラ

イオンズ、ソフトバンクホークスと、４球団が

来県され、あっという間に秋の秋季キャンプが

終了いたしました。

リーグ優勝した広島カープ、西武ライオン

ズ、日本一になったソフトバンクホークスと、

３球団が本県でキャンプをしているという事

実。そして、このうち２球団が日本シリーズで

激突したというこの事実は、やはり「持ってい

る」としか思えません。

春のキャンプの途中から沖縄に行くように

なって、成績がなかなか伸び悩んでいる球団も

ありますが、この「勝ち運のある」「持ってい

る」宮崎キャンプをずっと行うことで、また成

績も回復するのではないかと思えてしようがあ

りません。

このプロ野球キャンプは、球団からすれば、

体力や技を鍛える重要な機会でありますが、お

迎えする観光関係者から見ると、観光の大きな

柱の一つである「スポーツランドみやざき」の

礎を築いてきた大変重要な取り組みだと思いま

す。

選手にサインをもらったり、握手をしたり、

声援が直接届く距離で応援するという機会は、

本番の試合ではなかなかありません。

この選手と観客の近さこそが、キャンプを見

に来られる観客にとって魅力であると思いま

す。

このことを踏まえてお聞きしますが、読売巨

人軍がキャンプするサンマリンスタジアムの隣

にブルペンが完成します。キャンプ地のさらな

る魅力アップと誘客の増にどのようにつなげて

いくのか、商工観光労働部長にお伺いをいたし
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ます。

○商工観光労働部長（井手義哉君） お話にあ

りましたとおり、サンマリンスタジアム宮崎に

隣接して整備中の屋内型ブルペン及びサブグラ

ウンドにつきましては、来春のプロ野球のキャ

ンプシーズンに合わせ完成する予定でございま

す。

今回の整備によりまして、練習施設の集約が

図られ、利便性が高まるとともに、選手と観客

が、より身近に触れ合える環境が整うなど、

キャンプ地としての魅力がさらに高まるものと

考えておりまして、キャンプに訪れた観客に、

より満足してもらえるよう、選手の動線や観覧

スペースの配置等について検討しているところ

でございます。

また、キャンプ地としての魅力アップを広く

ＰＲできるように、完成セレモニー等の関連イ

ベントを含め、関係者と協議を進めているとこ

ろであり、プロ野球キャンプの誘客増につなげ

てまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ぜひ、多くのジャイアンツ

ファンに楽しんでいただけるよう、お願いいた

します。

新しいブルペンのネーミングはもう決まって

いるのでしょうか。ぜひ、観光客が集まるよう

な斬新な名前をつけていただきたいと思いま

す。

さて、2020年が目の前に近づいてまいりまし

た。テレビや新聞等のメディアでも、オリン

ピック・パラリンピックの関連するニュースを

目にする機会がふえてきたところであり、関心

の高さをひしひしと感じています。

東京オリンピック・パラリンピックの事前

キャンプにおいて、国外の代表チームを受け入

れることは、国外のメディアに宮崎のことを取

り上げていただけることにつながりますし、選

手やスタッフ、訪れる観客にも、ＳＮＳ等で本

県の情報を発信していただける絶好の機会だと

思います。

また、この機会を活用して、スポーツランド

みやざきのブランド力の向上といった効果もあ

ると思います。

そこで、東京オリパラに向け、各国代表の

キャンプ誘致が順調に進んでいるようですが、

今後の誘致について、知事の意気込みを聞かせ

ていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックの事前キャンプにつきまし

ては、これまでの誘致活動の結果、現在、ドイ

ツの陸上競技とカナダのトライアスロン・パラ

トライアスロンの代表チームの受け入れが決定

をしております。これ以外にも多くの視察の受

け入れをしておりまして、例えば、イタリアの

野球・ソフトボールやアゼルバイジャンの柔道

・レスリングなど、これまで６カ国15競技の視

察を受け入れております。そのうちドイツの柔

道、イギリスやイタリアのトライアスロン・パ

ラトライアスロンの代表チームについては、国

際大会が行われる前に本県で強化合宿を行って

いただくなど、東京オリパラに向けた今後の進

展に、手応えを感じているところであります。

また、オリンピック競技ではありませんが、フ

ランスの剣道代表チームの合宿の受け入れなど

も行ったところであります。

今後とも、地元自治体や関係団体等と連携を

しながら、海外代表チームの合宿誘致・受け入

れに積極的に取り組み、東京オリパラの一過性

にとどまることなく、それを将来につなげる遺

産として確立をしていこうと、「国際水準のス

ポーツ合宿の聖地みやざき」の確立を目指して
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まいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 2019年のラグビーワールド

カップ、そして2020年東京オリンピック・パラ

リンピック、2021年にはワールドマスターズ

ゲームズ、2021年世界水泳選手権大会など、世

界規模の大会が次々と開催されるゴールデンイ

ヤーが始まります。

世界に大きく宮崎を発信し、九州で今、イン

バウンドは残念ながら最下位でありますが、大

逆転するチャンスでもあります。ぜひ、観光立

県宮崎を取り戻していきましょう。少々時間が

余りましたが、後藤議員に引き続き、ここで終

わらせていただきたいと思います。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41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、中野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。３番目のはげ隊であります。質問に

入ります前に、ちょっとだけ時間をいただきた

いと思います。お見かけのとおり、今、松葉づ

えであります。理由は、敗血症という病気にか

かりました。これは後で知ったんですけど、か

なりやばい病気だそうであります。

そういうことで、参考にちょっとだけ申し上

げますと、実は６月29日、元気元気で西米良に

行ってきました。その翌朝、起きたら背中が痛

いんですよ。寝違えでもしたかなと思って、土

曜日でしたので、そのままほったらかしておっ

たら、夜になって痛くなって、次の日曜日、す

ぐ地元の開業医に行って血液検査をしました

ら、白血球が２万5,000、通常の５倍です。それ

で先生もびっくりして、すぐ県病院に行きなさ

いということで、県病院に行きました。県病院

の救急に行きまして、ＣＴを撮ってもらった

ら、まだどこも痛くないということで、とりあ

えず薬をもらって、家に帰りました。月曜日、

外来に行こうとしておったら、「中野さん、菌

が見つかったから、入院の予定で来てくださ

い」という電話でした。病院に行くなり、すぐ

病棟に行って、点滴が始まりました。ドクター

いわく、「最低でも８週間、抗生物質で菌をた

たかんといかん」と。「８週間」と、何かぼ

うっとなりましたけどね。そして、用心のため

に、半年ぐらい抗生物質を飲み続けんといかん

と、そういう状況でした。おかげで、県病院の

ナース、ドクターに、本当に親切にしてもらい

ました。よく研修できているなと思いながら、

病院局長の顔がちらちらいたしました。

そういうことで、大変いろいろ迷惑をかけま

した。また、議会親和会からは議長に来ていた

だいて、ありがとうございました。そして、私

は特別委員会の委員長でした。ところが、そう

いうことで、大変、河野副委員長にはお世話に

なりました。ありがとうございました。まだ症

状が残っていますので、３月まで引き続きして

もらえればいいなと思っております。最後に、

一つだけ悟りました。もうドクターとも仲よし

になって、ドクターいわく、「中野さん、年寄

りは筋肉が落ちるのも早いけど、回復するのも

２～３倍かかるよ。ゆっくりリハビリしなさい

よ」と。私は年寄りだということを初めて認識

しました。そういう認識で、早速質問に入りた

いと思います。
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まず、知事にお尋ねいたします。知事の２期

８年が終わろうとしております。その間、知事

として自負できる政策、あるいは結果がどのよ

うなものか、お尋ねいたします。

あとは質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私は、就任以来、「復興から新たな成長へ」

をスローガンに掲げ、口蹄疫等の災害からの再

生・復興、そして復興から新たな成長に向けて

全力で取り組んでまいりました。

この間、産業面では、フードビジネスを初め

とする成長産業の育成や、農林水産業の成長産

業化などに取り組み、農業産出額や食料品製造

業出荷額などが大幅に増加しますとともに、大

型の企業誘致の実現、全国和牛能力共進会での

３大会連続での総理大臣賞受賞などの目に見え

る成果も出てきているところであります。

また、ライフステージに応じた子育て支援の

充実や、若者の地元定着、移住・ＵＩＪターン

の促進など、人口減少問題にも積極的に取り組

み、合計特殊出生率や高校生の県内就職率の改

善、移住世帯数の増加などの成果があらわれて

きております。加えて、災害等への危機管理対

応、地域医療の充実などにも力を入れてきたと

ころであります。

交通・物流面では、東九州自動車道の整備

や、国内外でのＬＣＣの就航、長距離フェリー

の新会社設立など、交通ネットワークの整備が

大きく進展し、さらには、国民文化祭や２巡目

国体の開催、世界農業遺産やユネスコエコパー

クの登録など、文化・スポーツ・観光交流の面

でも飛躍の時期を迎えようとしております。

以上、申し上げたような取り組みによりまし

て、本県の新たな成長に向けた流れを築くこと

ができたものと考えております。

なお今、議員から闘病のお話があったところ

であります。心よりお見舞いを申し上げ、御快

癒をお祈り申し上げるものであります。以上で

あります。〔降壇〕

○中野 明議員 済みません、議長からお許し

をいただいておりますので、座ったまま失礼い

たします。よろしくお願いします。

私は、知事はついているなと思うんですよ。

なぜかと言いますと、平成も終わろうとしてお

りますが、平成の後半はデフレから脱却したと

いうことで、経済指標を見ますと、大体増加、

プラスになっております。そういう点では、ど

の項目をとってもプラスがあるのかな、そう

思っています。農業産出額とか、中にはしっか

り議論すべきところがありますので、これは後

ほどまた議論したいと思います。

次に、議会での知事答弁の重要性、責任感を

知事はどのように考えておられるのか、質問し

ます。

○知事（河野俊嗣君） 議会で答弁した内容、

その重み、また答弁したことに対する責任とい

うのを十分認識しておるところであります。

これまで議会の場でお示しをしてきました施

策につきまして、例えば、人口減少問題への対

応や、観光振興など、必ずしも成果が十分に上

がっていないとの評価をいただいているものも

ありますが、これらにつきましても、しっかり

とした成果が得られるよう、改めて県民の皆様

の声に耳を傾けて、本県の現状を的確に把握

し、責任を持って取り組んでまいりたいと考え

ております。

○中野 明議員 私の質問は、大体連続してい

るのが多いんですよ。シリーズものですね。知
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じを、私は時々持ちます。知事の答弁に対し

て、関係部長はもうちょっとそんたくすべき

じゃないかなと思います。今後、さらに責任感

を持って答弁してほしいと要望しておきます。

次に、政策評価について。これも連続シリー

ズであります。私がこの政策評価についてこだ

わる理由は、政策評価ほど職員の過大な労力を

費やす割には生産性がない、成果がないものは

ないと、私はそう思っております。

この政策評価について、「みやざき行財政改

革プラン」を見ますと、「適正で成果志向の県

政運営」という欄があります。そういう項目の

中で、効果的・効率的な政策の形成・推進をし

ますと、立派な言葉、そのとおりだと思うんで

す。つまり、その施策を評価するのが、この政

策評価ということで、この政策評価については

検証するところがないんです。それで、部署が

ないということで、私は議会で検証するしか方

法はないのかなと思って、ずっと連続で質問し

ております。

まず、政策評価の目安値、目標値はどのよう

な方法で決めるのか、総合政策部長にお尋ねし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） まず、現行の

政策評価項目の目標値でありますが、これは、

平成27年度から30年度までの４年間の県総合計

画アクションプランにおける施策の到達目標を

示すものでございまして、各部局に意見を求

め、十分に議論して、さらに県総合計画審議会

での御意見も踏まえた上で、平成30年度に達成

すべき水準として設定したものであります。

また、目安値でございますが、これは、目標

値の達成に向け、各年度における進捗状況を把

握し、適切な進行管理を行うため、現況値から

目標値までの各年度の目安となる数値として定

めているものでございます。

○中野 明議員 審議会の議事録も読みまし

た。その中で、「目安値・目標値」の質問があ

りました。それに対しての答えが、私にはよく

理解できなかった。それだけ抽象的な言い方の

中で「目安値・目標値」を決めるのは、かなり

の労力がいるなと思っております。

私としては目標値を議論する客観的な根拠を

知りたい、今後はそういう数値の根拠を明確に

すべきだと思っております。

私は、ぼけとか認知症の自分なりの判定基準

を持っているんですよ。特に知事の発言に対し

て、意見の相違点を記憶しているかどうか、そ

んなことで脳みそを働かせているんですけど。

知事は以前に、「政策評価を参考にしながら、

政策を決定する」というような発言をされてお

ります。いつだったかは忘れましたけど。政策

評価のどのような部分を参考にされているの

か、知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 政策評価は、それぞれ

の政策がどのような成果を上げているかという

ことを、毎年度、職員みずからが検証しますと

ともに、外部有識者からの評価をいただくこと

で、多様な観点から、さまざまな課題また重点

的・優先的に取り組むべき事項が明らかになる

ものと考えております。そのような成果を、次

年度の予算等で重点的に取り組む施策の決定な

どに活用しております。

最近の例で申し上げますと、政策評価におい

て、若者の県内定着や文化振興分野に係る目標

の達成状況が厳しかったということを踏まえま

して、奨学金の返還支援制度の創設のほか、女

性の県内定着対策や福岡・東京での人材掘り起

こしなど、産業人材の育成確保に向けた緊急対
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策を進めております。また、国民文化祭等に向

けた取り組み、地域資源のブランド化や活用な

ど具体的な予算措置も行いながら、取り組みを

推進しているところであります。

○中野 明議員 今、知事の例示にあった項目

は、私としては目標なりを数値化するというの

はかなり厳しいと思っているんです。ですか

ら、数値化するのはいいんですけど、しっかり

した客観的な理由をつけるべきじゃないかなと

思っております。あの数値には、本当に理解で

きない、ただ鉛筆をなめたような数字かなと思

わざるを得ない部分もあります。ぜひ、これも

しっかり見直してほしい。

それから、県総合計画審議会議事録、これも

目を通しました。意見、答申を見ました。これ

が何で参考になるのかなと。大変失礼な言い方

ですけどね。個人の意見がばあっと箇条書きに

書いてあるようなもので、県政全体についての

答申じゃないなと思って見ているところであり

ます。

次に行きますけれども、知事、副知事は、政

策評価をどの程度見られているのか、質問いた

します。

○知事（河野俊嗣君） 政策評価につきまして

は、まず、内部評価の結果につきまして、私と

両副知事が内容の説明を受けて、その上で審議

会に諮問しているところであります。

その上で、審議会で議論いただきました外部

評価の結果につきましては、審議会における各

委員からの御意見等も含め、その内容を確認し

ているところであります。

その後、両副知事も参加をします庁議の場に

おきまして、各部局長も交えて協議をし、評価

結果をしっかり受けとめた上で、施策の構築や

次年度予算の審議等において活用を図っている

ところであります。

○中野 明議員 政策評価項目を見ているか、

見ていないかという答えはなかったんですけ

ど、とにかく、一読してほしいなと思います。

いろいろ庁議とかで検討した結果がああいう数

字かなと思うと、まだまだ検討する余地がある

んじゃないかなと思っております。

例えば、教育長を標的にしているわけじゃな

いんですけど、政策評価、これは重点項目でこ

ういうことが書いてあるんです。

「校内外の研修及び自己研さんにより、授業

における児童生徒の満足感を高め、学習目標の

達成を目指し授業改善を図る教員の割合」、目

安値95％、実績値94％。数値はどうでもいいん

です。聞き取り調査かアンケート調査なのか、

これはみんな聞けばマルします。やっています

よというふうに。それで、ここまでとって何を

最終的に目的にしているのかというのがわから

んのです。多分、これは最終的には学力向上に

つながる話かなと思っております。そういうふ

うに臆測をしないとわからん部分があります。

ぜひまた、学力向上については次回ですね。

次に、政策評価の中で、私は宮崎県の産業を

いろいろ考えますと、農業はやり方によっては

本当に成長産業だと思っているんです。本県産

業の中で、私は農業が一番厳しい状況下にある

んじゃないかなと思っております。国富町も農

業の町ですが、なかなか10年先がどうなのか見

えません。このような農業関連の政策評価項目

はどのようになっているのか、総合政策部長、

お願いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県農業の総

生産額を示す「農業産出額」を初め、産業人材

の育成の観点から、「農林水産業の新規就業者

数」、また多様な担い手・経営体の育成確保の
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観点から「農業法人数」、また海外への販売力

強化の観点から「農林水産物輸出額」、そして

生産基盤強化の観点から、「担い手への農地集

積率」や「肉用牛繁殖基盤強化を支援する繁殖

センター等の施設数」など、計22の評価項目を

設けているところであります。

○中野 明議員 確かに農業産出額は、平成28

年に3,500億に達しました。全国５番目というこ

とです。これも単に復興したということで喜ん

でいいのかなというのが、私の感じでありま

す。

3,500億円の内訳を見ますと、耕種、いわゆる

ハウスとかが1,300億円。大体これは年間平均し

ております。畜産が1,500億円、ブロイラー

が730億円。ブロイラーも対前年比20～30億円上

がっております。

畜産の養豚については、先ほど日髙議員のほ

うから質問がありまして、ふえているというこ

とであります。

要は、この3,500億円に達した要因というの

は、畜産、子牛、肉用牛、これは平成25年か

ら28年を見ますと減少しているんです。その中

で、何が原因かというと、子牛が高騰した、肉

用牛が高騰した、いわゆる畜産の高騰分が3,500

億円に押し上げているということなんですよ。

ですから、そういう中身の精査もしっかりすべ

きじゃないかなと。単に復興したという言い方

ではちょっと疑問が残ります。

それから、繁殖センターの目標値は20カ所と

なっているんですよ。ただ、繁殖センターを何

件つくりますとか20カ所つくりますと言って

も、繁殖センターでも大小があるじゃないです

か、500頭規模とか1,000頭規模とか。やはりこ

ういうのは、センターを何カ所つくったという

ことじゃなくて、そこで何頭ふえるかという議

論に持っていかないと、センターをつくった数

じゃ余り意味がないと思っているんですよ。

それから、先ほど新規就農者数もありまし

た。農業法人数もありました。みんなふえてい

るということであります。そういう数は農業就

業人口に含まれているんですよ。農業就業人口

を見ますと、平成７年が、宮崎県で約８万6,000

人あるんですね。そして20年たって、平成27年

が約４万5,000人になっています。そのうち約２

万人が70歳以上なんですよ。45～46％を占めて

いる。ということは、１年間に大体2,000人ぐら

い減っているんです。ですから、私は農業問題

にすれば、こういう根幹的な問題とか、そうい

うのをしっかり評価すべきじゃないかなと思っ

ております。

それで、県庁の事業で政策評価ほど職員の過

大な労力を費やす割には生産性がないものはな

い。私は抜本的な見直しをすべきじゃないかと

思っております。知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 政策評価についてのい

ろんな御指摘をいただいたところであります。

真摯に受けとめつつ、予算などで、あれをやり

ます、これをやりますと打ち出す、これは、メ

ディアも含めて大変注目をされるわけでありま

すが、そういう事業も含めて、施策の取り組み

というものが、立案、実行、その後どのような

成果を上げているかという検証、これは非常に

重要だと考えております。さらには、次年度へ

の反映を行っていく中核となる仕組みでありま

して、効率的・効果的に政策や事業を推進して

いくために、引き続き取り組んでいく必要があ

ると考えております。

一方で、御指摘がありましたように、現行の

政策評価につきましては、評価が細かく事務負

担が大きいといったことや、政策を評価するに
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当たり、どのような政策指標をとっていくの

か、その関連性がわかりにくいというようなこ

となど、御指摘の点もあろうかと思います。

このため、来年度の次期アクションプランの

策定と合わせまして、御指摘のありましたよう

な、評価項目の絞り込みや政策の効果を的確に

評価できる指標を採用すること、さらには評価

結果の適切な反映方法など、必要な見直しを

しっかりと行いまして、再来年の2020年度か

ら、より簡素で実効性の高い政策評価を実施し

てまいりたいと考えております。

○中野 明議員 ぜひ、今答弁があったよう

に、次回しっかり見直していただきたいと思い

ます。やめるなということじゃありませんの

で。

次に、観光振興対策について質問いたしま

す。

本県経済における観光分野の経済波及効果を

どのように考えているか、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 観光というものは、交

流人口を増加させ、外貨の獲得につながる、ま

た運輸業や農林水産業、製造業など幅広い分野

に経済効果をもたらす裾野の広い産業でありま

す。本県の経済の活性化や雇用の拡大を図る上

で、大変重要な産業であると考えております。

本県には食やスポーツ、自然、歴史・文化な

ど世界に通用するさまざまな魅力がありますの

で、これらを生かして国内外から観光客を積極

的に誘致し、観光が本県経済を牽引する産業と

なるよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 私は、観光産業は県予算が一

番少ない割には経済波及効果が一番あると思っ

ているんですよ。それが総合産業だと言われる

ゆえんだと思っております。現在も観光産業は

十分に本県産業を牽引していると思っておりま

す。そういう中で、先ほどもありました訪日外

国人数、延べ宿泊者数ですけれども、九州で最

下位という現状に対する知事の心境がよくわか

らんのです。最下位ということであれば、それ

から抜け出す努力をすべきじゃないかなと思っ

ております。

次に、インバウンドの増加は、政府の規制緩

和の最たる結果だと思っております。平成29年

の日本のインバウンド数、効果の状況、そして

本県の状況はどのようなことになっているか、

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） 訪日外国

人の状況は、平成29年の延べ宿泊者数で見ます

と、全国が対前年比15％増の7,969万人、本県が

対前年比21％増の29万7,000人といずれも過去最

高となっており、年々増加しております。

しかしながら、お話にありましたとおり、隣

県では、鹿児島県が74万4,000人、熊本県が80

万8,000人、大分県が138万7,000人と大きく上

回っており、本県は九州では最下位となってお

ります。

滞在期間が長く、観光消費単価が高い訪日外

国人を呼び込むことは、本県経済の活性化に

とって非常に重要であることから、外国人観光

客の誘致にしっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。

○中野 明議員 ことしの10月時点の延べ宿泊

数を見ますと、熊本県が約64万泊、鹿児島県

が64万泊、宮崎県が32万泊。このままでは本当

に宮崎県は置いてきぼりになるんじゃないかな

と思っております。そういう中で、東京オリン

ピックの話とか、いろいろ出ますけど、インバ

ウンドの大体６割は東アジアから来ておるわけ
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ですよ。とにかく、まず足元の東アジアを中心

に誘致すべきじゃないかなと。東京オリンピッ

クなんかに合わせて、どうやって宮崎の宣伝を

するのかなと思っております。

次に、行政経費はほぼ税収で賄われていると

思っております。現状で税収増加の可能性があ

るのはインバウンド対策じゃないかと思ってお

ります。思い切った対策費を予算化すべきだと

思いますが、知事の意見をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 観光の産業としての重

要性の御指摘、それからインバウンドの効果が

大きい、これは大変重要な御指摘だと受けとめ

ております。観光消費額が大きい訪日外国人を

呼び込むことは、本県経済の活性化にとって大

変重要でありますので、来年のラグビーワール

ドカップや再来年の東京オリンピック・パラリ

ンピックなど、交流人口の飛躍的な拡大が見込

まれる絶好の機会を捉え、外国人観光客のさら

なる誘致に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

現在直行便が飛んでおりますアジアを中心の

誘客でありますが、ラグビーやオリパラは、欧

米・豪・大洋州などのお客様も来られる。しっ

かりと発信をするチャンスであると考えており

ます。

来年度予算の編成に当たりまして、今年度創

設をいたしました観光みやざき未来創造基金も

積極的に活用して、本県の認知度向上や受け入

れ環境の充実など、インバウンド需要を県内に

取り込むための施策の構築に、関係部局が連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

○中野 明議員 ３月にどれだけ予算がつく

か、楽しみに待っております。

次に、南海トラフ地震対策についてでありま

す。

最近、豪雨災害、地震が発生している。南海

トラフ地震も、政府の地震調査研究推進本部

が30年以内に70～80％の確率で発生すると発表

しております。自助、共助、公助という言葉が

ありますが、いずれにしても、私は人命尊重が

大前提であろうと思っております。避難場所の

確保は公助であります。避難するかしないかは

自助だと思っております。津波浸水区域の人口

に対応した避難場所の確保をすべきと思います

が、知事の意見をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 沿岸の市町では、県が

想定した、南海トラフ地震によります津波浸水

想定区域や浸水開始時間などの情報をもとにし

まして、限られた時間内に浸水想定区域から避

難できない避難困難地域を洗い出しまして、民

間のビルや高台など約1,000カ所を津波の緊急避

難場所として指定をしているところでありま

す。

また、近隣にビルなどがない地域につきまし

ては、来年度末までに津波避難タワー等の施

設、26基が全て整備される予定であります。避

難困難地域の解消が、これにより達成される見

込みであります。

これによりまして、津波浸水想定区域内の居

住人口約15万人の避難場所は確保されることと

なる予定であります。

住民の方々には、これらの避難場所へ迅速に

避難していただくことが極めて重要であります

ので、今後とも沿岸市町と連携し、安全な避難

場所・避難経路の整備を進めますとともに、住

民による避難訓練の実施や、早期避難に対する

意識の啓発を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 私は、いまだに疑心暗鬼に

なっているんですけど、県内で1,000カ所の避難
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箇所を確保したということを初めて聞きまし

た。本当かなと思いますけど、知事が発言され

たんですから、そうなっていると信じておりま

す。そして、来年26基、避難タワーをつくれ

ば、浸水区域の15万人は優に収容できるという

ことであります。聞くところによります

と、1,000カ所26基で、宮崎の人口の倍、200万

人は収容できるということも聞いておりますの

で、行政、公助としてはこれだけ確保すればい

いのかなと思っております。

ただ今後、津波の到達時間内に避難できるか

とか、お年寄り、障がい者が時間内に避難でき

るかとか、避難経路、避難場所の周知徹底な

ど、市町と連携して頑張っていただきたいと

思っております。

次に、人事異動、組織についてであります。

最近、任期１年の部長が非常に目立っており

ます。本人たちを前にして、済みません。前任

者が組んだ予算を消化するぐらいで、１年の部

長だと、自分がやりたいことができないんじゃ

ないかと思います。部長は部の最高責任者であ

ります。部長の意向で政策も変わると思ってお

ります。任期１年の部長の人事について、知事

の所見をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 部長につきましては、

県政の各分野を統括・指揮する、大変重要なポ

ストであります。豊富な知識・経験のほか、迅

速かつ的確な判断力や行動力、さらには、すぐ

れたマネジメント能力が求められると考えてお

りまして、そのような認識のもとに、これま

で、適材適所の人事配置を行ってきたところで

あります。

在職期間につきましては、複数年にわたり在

職させ、新たな政策の打ち出しや、その具体的

な推進に当たるという考え方も必要であると考

えております。

このようなことから、部長の起用に当たりま

しては、その時々の県政が直面をします課題や

職員の人事の状況などのほか、御指摘いただき

ました複数年の在職といった点も勘案しなが

ら、適切に判断をしてまいりたいと考えており

ます。

○中野 明議員 人事につきましては、知事も

大変頭を悩ますところかなと思っております。

適材適所という言葉がありました。人格とか能

力的には本当に適材適所だと思っております。

ただ、職務の在職期間は別問題じゃないかなと

思っております。部長のやりがいとか、新しい

事業の推進などを考慮しますと、やはり１年の

部長の就任については、大変難しいかもしれん

けど、ぜひ熟慮してほしいと思います。

次に最近、課内室がふえて組織が複雑化して

おります。室名も長い名前、片仮名が多いと

か。その組織変更の目的はどのようなことか、

総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 本庁の組織につい

ては、基本的には部と課で構成しておりますけ

れども、課内室といったものも設けまして、特

定の行政課題について、機動的で迅速な対応

や、専門的、効率的な業務の執行を図るため、

課の内部組織として設置して運用しているとこ

ろでございます。

また、課や室の名称でございますけれども、

所管する業務を包括するものや、中心となる業

務をもとに、簡潔で、対外的にも業務内容がわ

かりやすいものとなるよう留意するとともに、

県が力を入れている施策を表現に盛り込んだ

り、時代の流れに即した文言に改めるなど、さ

まざまな視点に配慮しながら決定をしていると

ころでございます。
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行政組織につきましては、社会経済情勢の変

化や、新たな行政需要に迅速・的確に対応する

ため、不断の見直しを行っているところであり

ますけれども、今後とも、県民にわかりやす

く、簡素で効率的な組織体制の構築に努めてま

いりたいと考えております。

○中野 明議員 私は逆に、不断の見直しをし

過ぎじゃないかと思っているんですよ。平成25

年度から平成30年度を見ますと、課長級が８人

ぐらい増加しております。そして昨年度「フー

ドビジネス推進課」が「産業政策課」に変わっ

ているんですね。それで、「産業政策課」がで

きたゆえに、「商工」にあった「産業振興課」

は「企業振興課」になっているんです。連鎖反

応が起こっているんじゃないかなと思います。

課名とかはやっぱり短いほうがいいですよ、11

文字ぐらい。10回読んでも覚え切らんような長

い名前があります。県民にもわかりやすく、シ

ンプルがいいなと思っております。ぜひ、課内

室設置についても、いろいろな面から検討して

いただきたいと思います。以上で質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○外山 衛副議長 次は、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、一般質問をいたします。

初めに、県職員の不祥事及び不適正な事務処

理問題について伺います。

ここ数年、職員の不祥事が特にふえており、

大変危惧いたしております。不祥事の状況を見

ますと、熊本地震の被災地支援のため派遣され

ていた職員が、家電などを盗みリサイクル

ショップに売却した問題や、酒気帯び運転によ

る物損事故などであります。

平成29年度は、器物損壊、暴行などの非行や

特定医療費の償還支払い請求の事務処理の遅

滞、信号無視による人身事故など合計で９

件、30年度は、盗撮、横領詐欺などの非行や、

旧優生保護法に係る個人情報を含む文書の不適

正な取り扱いや、公文書開示請求に係る事務処

理など合計で11件と増加してきております。

職員の不祥事及び不適正な事務処理が立て続

けに発生しており、県及び県職員に対する県民

の信頼と信用を大きく失墜させる事態となって

おります。

公務員としての自覚や規範意識が低下し、一

方、組織としてのチェック体制が機能している

のか、懸念いたしておりますが、知事の、職員

の不祥事が頻発している現状に対する認識と今

後の対応について伺います。

次に、経営事項審査の虚偽申請問題について

伺います。

この問題は９月議会でも取り上げられ、今議

会でも４人目の質問となりました。９月議会の

知事と部長の答弁内容が余りに不誠実で、謝罪

はされましたが、知事は人ごとみたいに見抜け

なかったと、部長は携帯電話では本人確認がで

きなくて偽名の疑いがあるなど、通報者を軽視

した答弁であり、その後内容が変わりましたの

で質問することにいたしました。

しかし、今回この問題を質問するかどうか、

この１カ月間多くの人からいろいろと聞かれ

て、悩みに悩みました。

県議会の役割は、執行部に対し、事業が適正

かつ効率的に行われているかどうか、調査や検

査などを行うチェックや監視機能が与えられて

おります。

今回の問題は、私のような素人でも簡単に見

抜ける内容なのに、なぜ優秀な県職員が見抜け

なかったのか、不思議でなりません。一業者の

虚偽申請問題で知事が何度も謝罪をし、私がこ
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うして質問しなければならないのか、腹立たし

い気持ちと憤りさえ感じております。

県が虚偽申請という建設業法違反問題に、３

月の立入検査の時点で、25件の事案の通報は本

当かどうかを、しっかり調査して見抜いていれ

ば、大建も虚偽申請違反だけで済んでいたはず

です。

県は３回も立入検査に行きながら見抜けな

かったのか、見抜かなかったのかで問題は大き

く違ってくるわけであります。今回の立入検査

や調査は余りにもいいかげんで、見抜く方法は

幾通りもあったのに、その努力をしなかったの

はなぜなのか、疑問に思っております。

その結果、大建は詐欺行為や私文書偽造等の

大きな罪を犯すことになり、また、格付で降格

や格上げにならなかった業者は、多大な損失を

受けております。

大建は虚偽申請をしながら４月に格上げにな

り、県工事５件で受注額合計１億5,313万5,000

円、都城市３件で受注額合計２億9,599万5,600

円、合わせて４億4,913万600円と、わずか数カ

月で膨大な工事を受注し、利益を得ておりま

す。

詐欺行為、県や市をだまして仕事を受注とな

りました。県の立入検査の甘さと未熟さに対

し、業界の皆さんは不信と不満を持っており、

私は、なぜこんな問題が起きたのか、県の責任

は重大であり、原因究明ができなければ、この

問題の解決にはならないと考えております。

今議会初日の15日に、大建が経営事項審査に

おいて、民間工事の実績を水増しする虚偽申請

を行い、舗装分野での格付を上げた疑いがある

問題で、外部から通報を受けて調査した25件、

総額２億6,779万円の舗装、土木工事一式が、全

て実際には工事を行っていなかったことを確認

したと発表し、同社を、県としては初めての入

札参加資格取り消し処分としました。

そこで、今回の問題を振り返ってみますと、

県の管理課の完成工事高の水増し容疑事案の調

査結果報告では、「平成30年２月28日、「建設

業者ホットライン」で、通報者から管理課宛て

の「建設業法違反に関して」と題するメール情

報を受け認知して、３月９日、14日、18日に大

建に、立入検査と現場確認及び発注者からの聞

き取り調査を実施した」とあります。

そして結論として、「本件は建設業法違反と

の通報を受け、立入検査や各工事の現場確認、

発注者からの聞き取り調査を実施し、また、各

工事の請負注文票や工事請負額の入金状況の確

認を実施したところ問題点はなく、個別工事の

現場確認（６カ所）及び発注者に対する聞き取

り調査を行ったところ、経営事項審査書類で申

請した、工事経歴書の工事内容や請負額に相違

はなかった。本件の発端となった通報者は、工

事経歴書から想像される場所を独自の調査で現

場確認を行い、その結果、「敷地に似合う工事

面積余裕ない」と申し出ているが、実際は工事

現場が違うことなどが、今回の調査によって判

明したので、本件は、完成工事高の水増しはな

く、平成29年６月30日を基準日とする経営審査

結果通知に問題はないと判断する」と、３月20

日に結論を出されております。

今回の調査報告と、３月の調査報告では正反

対の結果となりました。なぜこんなことになっ

たのか、どのように理解し判断をすればいいの

か、３月に結論を出した管理課の職員全員に真

相を聞きたい思いであります。

通報者の通報メールの内容を抜粋しますと、

通報者は「匿名で送りたかったのですが、問題

内容が大き過ぎることと、このまま何もせず見
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過ごした場合は、次年度からも県の建設業格付

に影響が及ぶと考え、一方、もし問題が発覚し

た場合、相手から仕返し等、身の危険を感じ、

申しわけありませんが、不利益が生じないよう

お願いします」と、平成25年度から28年度まで

の過去４年間の、土木工事一式と舗装工事25件

の虚偽事案を通報しております。

そこで、知事は、大建の経営事項審査の虚偽

の疑いについて初めて報告を聞いたのはいつな

のか伺います。

次に、知事は９月議会の答弁で、「不正を見

抜くことができず、問題はないと判断した」と

答弁されましたが、その考えは今でも変わりあ

りませんか。ところで、メールの内容を十分把

握して答弁されたのか。また、民間の駐車場舗

装工事の平米単価を御存じでしょうか。あわせ

て伺います。

次に、部長は９月議会の答弁で、「携帯電話

では本人確認ができず、偽名の可能性が拭い切

れなかったため、連絡を行っておりませんでし

た」と答弁されましたが、通報者は名前、会社

の連絡先、携帯電話番号まで記しており、幾ら

でも連絡をとる手段があるのに、なぜ連絡をと

らなかったのか、通報者を軽視した答弁であ

り、本人確認ができず偽名の可能性が拭い切れ

ない事案を、なぜ県は３日間も立入検査や調査

をしたのか、県土整備部長に伺います。

以下の質問は質問者席から伺います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。まず、不適正な事務処理などの不祥事につ

いてであります。

御指摘のありましたとおり、昨年度から今年

度にかけて、不適正な事務処理を初めとする不

祥事が続いておりまして、県政を預かる立場と

して、強く責任を感じております。

このような状況を踏まえ、先般、職員一人一

人に対し、公務員として求められる規範意識に

ついて、改めて自覚を促すとともに、組織とし

て、服務規律の保持・徹底を図ったところであ

ります。

さらに、現在、不適正な事務処理に関しまし

て、その要因の分析と再発防止に向けまして、

全所属に対し、職員間の情報共有や相互支援の

あり方などについて、具体的な検討を進めるよ

う指示しているところであります。

今後とも、職員の公務員倫理の確立や事務処

理の適正化に粘り強く取り組み、県民から信頼

される県職員、県庁となるよう、組織を挙げて

不祥事の再発防止に取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、経営事項審査の虚偽申請に関して、初

めて報告を聞いた時期についてであります。

県土整備部からは、８月20日に報告を受けた

ところであります。内容としましては、２月に

経営事項審査の申請において、完成工事高を水

増しした疑いがあるとのメール通報があったこ

とや、３月に実施した立入検査の結果を踏ま

え、問題ないと判断をしたという内容でありま

した。

また、７月に弁護士から、大建に対する再調

査の申し入れ書が提出されたことや、現在、事

実確認のための再調査を行っているという内容

が含まれたところであります。

最後に、通報メール内容の把握等についてで

あります。

株式会社大建に関する通報につきまして

は、25件の工事について、工事名や請負金額な

ど詳細な内容であったことや、速やかな調査を

必要とする通報であることなどについて、県土
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整備部から報告を受けたところであります。

また、３日間における立入検査を実施し、全

員が不正の事実はないと認識していたことか

ら、問題はないとする判断をしたとのことであ

ります。

このような報告を踏まえて、９月議会での答

弁を行ったところであります。

なお、民間工事における舗装工事の平方メー

トル当たりの単価につきましては、私自身は存

じておりません。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。立入検査を行った理由についてで

あります。

今回のメールによる通報につきましては、完

成工事高の虚偽が疑われる25件の工事につきま

して、工事名や請負金額などの詳細な内容が含

まれていたため、調査を速やかに行う必要があ

ると判断し、立入検査を実施したところであり

ます。

通報者に連絡をとらなかったことにつきまし

ては、本来は本人確認の上、通報者へ検査結果

を報告すべきであったと反省をしております。

以上であります。〔降壇〕

○星原 透議員 知事は通報メールの内容を見

られていたのか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） その報告を受けた時点

に関しまして、通報メールについて、工事名や

請負金額など、詳細な内容であったことにつき

ましては、県土整備部から報告を受けて把握を

しておりますが、通報メールそのものについて

は見ておりません。

○星原 透議員 実際、メールの内容を見てい

ただければ、答弁の内容も変わっていたんじゃ

ないかなと思います。

なおまた、平米単価を聞きましたが、御存じ

ないということでありましたが、平米単価がわ

かる人なら、簡単に見抜ける問題であります。

次に、知事は御存じないということでありま

したが、部長は民間の駐車場の舗装工事の平米

単価は御存じでしょうか、伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 民間工事に

おきます舗装工事の平方メートル当たりの単価

につきましては、今回の調査を進める中で把握

しておりまして、2,000円程度であると承知をし

ております。

○星原 透議員 やはり今回の場合は、誰で

も、素人でも見抜けると言いましたが、この平

米単価さえわかっていれば、民間の駐車場工事

で500万円とか700万円あるわけですから、その

金額を平米で割れば簡単にわかる問題でありま

す。わかりました。

実は今回の事案を知ったのは、８月４日に建

設業協会の前地区会長と現地区会長から、議会

でしっかり調べてほしいと依頼をされ、通報文

書をもらったからです。

まず文書を見て驚いたのは、25件の事案と工

事金額が余りにも大きく、文書を見ながら、こ

れは明らかに虚偽であると思える内容であり、

特に石風呂公民館は舗装工事をしていないこと

を知っていましたし、また、民間の駐車場舗装

工事の単価が平米2,000円前後だと聞いていまし

たので、金額を単価で割ると面積が出てきます

ので、素人でも虚偽だと簡単に見抜くことがで

きます。

８月７日に、虚偽申請問題について管理課長

に聞き取りをし、その後、９日に石風呂公民館

と正定寺の駐車場舗装現場を調査して、虚偽申

請に間違いないと判断しました。

そこで、10日に管理課長たちに来てもらい、

４カ所の現場を調査し、虚偽だと確信しました
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が、県の皆さんはまだ納得がいかないようでし

たので、24日に再度、地元の業者の皆さんと現

地調査をして、石風呂公民館については、運送

会社の社長から、会社の土地で、舗装工事もほ

かの会社が工事をしていることを確認しまし

た。

なぜ、県の立入検査で書類や現場を調査し、

発注者に聞き取り調査をしながら、問題はない

と判断したのか理解できません。

石風呂公民館を例にとりますと、申請書類で

は、石風呂公民館駐車場舗装工事として二度も

申請しているのに、県は場所が違うところを案

内されて信用したようですが、舗装工事の単価

を知っていれば、工事代金が二度の工事で1,273

万5,000円になります。この金額を2,000円で割

ると6,367平米で、運送会社の駐車場舗装が幅10

メートルだと長さ636メートルになり、現場を見

れば一目でわかります。

このことから、単価を知っていますかと知事

に伺いました。現場で駐車場舗装工事の面積を

見て、なぜ疑問を持たなかったのか、また、運

送会社に行くか、電話をして確認すれば、その

時点で虚偽がわかるはずであります。

虚偽の調査が目的なのに、なぜ確認をしな

かったのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 現地調査に

おきまして、工事現場に関するさまざまな事実

を詳細に調査することは重要であると認識して

おりますが、御指摘の石風呂自治公民館の舗装

工事の現場につきましては、公民館長を名乗る

人物から公民館所有の土地であるとの証言を受

けたこと、また、立入検査を行っていることが

他者に知られないようにする必要があったこと

から、運送会社等への聞き取りを控えておりま

した。

しかし、土地所有者の確認を行わなかったこ

となど、対応が十分ではなかったと考えており

ます。

今後は、今回の反省を踏まえ、現地調査にお

ける具体的な内容を盛り込んだ立入検査マニュ

アルを整備し、厳正に取り組んでまいります。

○星原 透議員 また、「立入検査を行ってい

ることが他者に知られないようにする必要が

あったことから、運送会社等への聞き取りを控

えておりました」と言われましたが、建設業法

違反の調査をするわけですから、「石風呂公民

館から借りていますか」と、ただ聞くだけで済

んだ話であります。そのように思いませんで

しょうか。

次に、知事は９月議会の本会議場で、商工建

設常任委員会の委員長報告での審査等につい

て、「第三者から職員への不当な働きかけや秘

密の漏えい、職員が不正を知りながら、検査結

果を問題ないと結論づけるとの、恣意的な判断

があったのではないか」ということについて、

「断じてそのようなことはない」と即答されま

したが、なぜそのようにすぐに言い切れたの

か。あわせて、10月26日の宮日新聞の報道によ

れば、知事が代表を務める政治団体が会費20万

円を受領したとの記事が出ており、県民・市民

からは疑念の声を聞きますが、知事の見解をお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今いろいろ御指摘をい

ただいておりまして、調査の方法、対応が不十

分であったという反省をしておるところであり

ますが、ことし３月の立入検査を行った職員及

び、持ち帰った書類等の調査･検討を行った職員

の全員が不正の事実はないと認識し、問題はな

いと判断したとのことでありました。

また、その後９月に再度の立入検査を実施す
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る中で、当時の職員に聞き取りを行い、同様の

認識であったということを確認したところであ

りまして、検査結果を問題ないと結論づけた県

の審査におきましては、恣意的な判断はなかっ

たと県土整備部から報告を受け、本会議におい

てそのように発言をしたところであります。

また、お尋ねの20万円につきましては、昨年

の６月に、私の支援者の仲介により、支援の輪

を広げようということで、何人かにお声がけを

いただき、そのうちのお一人、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

申し出がありまして、同月に個人として入会を

され、昨年は12万円、ことしは８万円を受領し

ていたものであります。同社長は、ことし８月

に退会をされましたが、受領した20万円につき

ましては、法的な問題はないと考えており、県

民の皆様の疑念を招くような事情は全くござい

ませんが、道義的な観点から、10月に全額を返

済したところであります。

○星原 透議員 次に、知事の答弁後に、大建

からの、今言いましたように寄附金受領の話

や、全件が虚偽申請との事実が判明しているこ

とを考えれば、即答するのではなく、みずから

が全容を詳細に把握し判断した上で、議会にも

答弁を行うことが知事の責務ではないかと考え

ますが、見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘を今、真摯に受

けとめているところであります。この検査結果

を、当初問題ないと結論づけた県の審査におい

て、恣意的な判断はなかったことについては、

そのように県土整備部から報告を受け、その時

点で判断可能であったことから、本会議におい

て発言をしたところであります。

また、常任委員会委員長の報告におきまし

て、疑念払拭のため明確な意思表示をするよう

要望いただいたことから、速やかに回答する必

要があると考えたところであります。

○星原 透議員 次に、今回の問題について

は、立入検査の前に事前協議が行われたという

ふうに思いますが、どのような議論や協議をさ

れたのか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 事前協議に

おきましては、事案の概要を確認するととも

に、調査方法としまして、株式会社大建に対す

る聞き取り及び立入調査、工事現場の現地調査

のほか、発注者への聞き取りの実施について協

議をしております。

また、不正が事実であった場合の処分内容に

ついても協議し、立入検査を実施したところで

あります。

○星原 透議員 事前協議の中で、本当は通報

者の情報が正しいかどうか、確認してから立入

検査を行うという意見は出なかったのかなど、

疑問に思うところであります。

次に、県建設業者立入検査実施要綱の第12条

には、「立入検査は、特に必要がある場合にお

いては、警察等の関係機関と十分な連携を図り

実施するものとする」とありますが、警察本部

へ相談や協議は行われたのか、行っていない場

合、その理由についても、あわせて県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） ３月の立入

検査におきましては、警察本部に相談や協議は

行っておりません。

その理由といたしましては、今回の虚偽申請

に関する立入検査は、暴力団との関係など、特

に警察と十分な連携を図る必要のある案件とは

考えていなかったことから、連携を行わなかっ

たものであります。

○星原 透議員 県警のほうに、通報内容が正
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しいかどうか、どうしたらいいか、そういった

裏づけとかについてしっかりお聞きしていれ

ば、そのような指導をいただいたんじゃないか

なと思っております。

次に、立入検査実施要綱５条には、検査員に

ついて、「必要と認められる場合は、検査員を

補助する職員を同行させることができる」とあ

ります。大建の立入検査には、技術職員など必

要となる補助職員も同行したのか。法令違反の

摘発のためには、補助職員も必要であったと考

えます。また、同行していないならば、なぜ同

行は不要と判断されたのか、県土整備部長に伺

います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） ３月の立入

検査におきましては、検査員である管理課の職

員の中にも土木職の技術職員がおり、立入検査

を適正に実施できると判断したため、立入検査

実施要綱に規定しております「検査員を補助す

る職員」の同行はさせておりません。

しかしながら、舗装などの施工業種に精通し

た技術職員をさらに現場に同行させるなど、虚

偽事実を正確に確認できる体制とすべきであっ

たと反省しているところであります。

○星原 透議員 先ほども言いましたけれど

も、駐車場舗装工事の単価を知っていれば、誰

でも見抜けたはずであります。管理課の皆さん

は誰も知らなかったのか伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 立入検査を

実施する時点におきましては、民間工事におけ

る舗装工事の平方メートル当たりの単価につい

ては把握しておりませんでした。

○星原 透議員 そういう皆さんが調査に行っ

たわけですから、わからないのは当たり前だな

と、そのように思います。

次に、今回の問題は、建設業法違反かどうか

を調査するわけですから、県は中立の立場で慎

重に、通報者の通報内容と申請者の内容のどち

らが正しいかを判断することが、調査の目的で

あります。

まずは、通報者のところに伺うか、電話で通

報内容が正しいかどうかを確認、裏づけ調査を

してから申請者の調査をするのが常識だと考え

ますし、両方の意見を聞いて最終判断をするべ

きなのに、大建だけの聞き取り調査で問題ない

と判断した理由について、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回の通報

につきましては、議員御指摘のように、本来

は、通報者と大建の双方から聞き取りを行った

上で最終的に判断すべきであり、通報者に対す

る情報収集の姿勢が足りなかったところであり

ます。

今後、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。

○星原 透議員 通報者に対する情報収集の姿

勢が足りなかったと言われましたが、非常に残

念なことであります。これは一般常識だと思い

ますよ。今回の立入検査は、ただ大建の言い分

を聞いて判断しただけで、調査になっていない

と思いますが、再度伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 通報者に対

する情報収集の姿勢が足りなかったところでご

ざいまして、今後、このようなことが二度と起

こらないように、厳正に取り組んでいきたいと

考えております。

○星原 透議員 次に、通報は、全25件の舗装

工事や道路の新設、改良工事について虚偽の申

請があると考えられるので、調査をしてほしい

との内容であり、前代未聞とも言える件数の多

さと、総額２億6,779万円余と金額の多さにも驚
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く内容であります。３月20日の結論では、通報

者は工事経歴書から想像される場所を、独自の

調査で現場確認を行い、その結果、「敷地に似

合う工事面積余裕ない」と申し出ているが、実

際は工事現場が違うことなどが、今回の調査に

よって判明したと記されております。工事現場

が違うことが虚偽なのに、なぜ通報者が虚偽の

通報をしたと判断されたのか、県土整備部長に

伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 通報のあり

ました25件の工事につきましては、県による再

調査により、全ての工事において虚偽が判明し

たところであります。

このような有益な情報を提供いただいたにも

かかわらず、県の調査が不十分であり、不正の

事実を確認できなかったことにつきまして、通

報者の方にまことに申しわけなかったと考えて

おります。

○星原 透議員 次に、建設業者立入検査実施

要綱の検査員の遵守事項にも、「検査に際して

得た情報等の秘密を保持すること」とありま

す。

なぜ、検査内容を一番知りたい通報者には５

カ月も知らせず、また、弁護士に依頼して調査

結果を求めても、県からの返答はなく、何も関

係ないはずの第三者に、３月20日に結論が出た

時点で伝えたのはなぜなのか、また、誰が誰に

話したのか、明確な理由を県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 第三者に伝

えた検査結果につきましては、立入検査で知り

得た資産や取引先などの秘匿を要する情報では

なかったため、問題はないと判断し、検査結果

に関する問い合わせに対して、当時の管理課の

職員が回答を行っておりました。

しかしながら、通報者へ報告しないまま、第

三者に話したことにつきましては、慎重である

べきだったと考えております。

なお、管理課の職員が回答を行いました第三

者のお名前につきましては、控えさせていただ

きたいと思います。

○星原 透議員 この問題、秘匿を要する情報

ではなかったため、問題はないと判断したとい

うことですが、だとすれば、一番結果を知りた

い通報者にも弁護士にも回答しなかったのは納

得がいかないのですが、再度伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 通報者へ報

告しないまま、第三者に話したことにつきまし

ては、慎重であるべきだったと考えておりま

す。

○星原 透議員 本当に残念だなと思います。

次に、これまで述べてきた内容であります

が、第三者に伝えたことは、公務員の守秘義務

違反になるのではないかと考えますが、職員に

課せられる守秘義務についての考え方を、総務

部長に伺います。

○総務部長（畑山栄介君） 守秘義務につきま

しては、職員みずからが担当する職務に関する

情報のほか、職務上知り得た個人や企業活動に

関する情報が外部に漏えいされ、公務に対する

不信を招くことがないよう、地方公務員法に基

づき、職員に対し、秘密を守る義務が課せられ

ているものであります。

なお、ここでいう「秘密」とは、一般的に知

られていない事実であって、それを知らせた場

合に一定の利益の侵害になると客観的に考えら

れるものであり、当該情報を提供した職員が、

その内容が秘密であることを認識している、ま

たは、秘密であることを当然に認識すべき内容

である場合に、守秘義務違反が問われるものと
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考えております。

○星原 透議員 次に、今回、県土整備部の職

員が第三者に伝えた内容は、建設業者の法令違

反の疑いのある事案に対して実施した調査の結

果であり、総務部長から答弁のあった、守秘義

務の要件に当てはまるのではないかと思います

が、鎌原副知事に伺います。

○副知事（鎌原宜文君） 今回、職員が第三者

に伝えた内容につきましては、立入検査の結果

は問題なかったというものでございました。

地方公務員法でいう「秘密」とは、先ほど総

務部長がお答えしましたとおり、それを知らせ

た場合に一定の利益の侵害になると客観的に考

えられるものとされておりますが、「検査結果

は問題なかった」という内容につきましては、

それを知らせることによって直ちに不利益が生

じるものではないことから、これ自体は秘密に

は当たらないというふうに考えております。

以上のことから、今回の内容は、守秘義務の

要件には当てはまらないと考えておりますが、

まずは、通報者や弁護士の方へ結果を報告すべ

きであったということは、先ほど県土整備部長

がお答えしたとおりであります。

○星原 透議員 今、副知事は、不利益が生じ

るものではないことから秘密には当たらないと

考えていると言われましたが、通報メールで、

「相手から仕返し等、身の危険を感じますの

で、不利益が生じないようお願いします」と

言っているのに、第三者に教えたことで何か問

題が起きたらどうする、このことは考えたこと

はありませんか、伺います。

○副知事（鎌原宜文君） 今回、第三者にお伝

えした内容は、「問題はなかった」と、検査結

果に関することのみを、問い合わせに対して伝

えたものでありまして、通報者の特定につなが

るような情報は一切伝えていないと報告を受け

ております。通報者の保護につきましては、議

員御指摘のとおり、ホットライン制度の根幹に

かかわる極めて重要なことと認識をしておりま

すので、今回整備をするマニュアルの中でも、

情報提供者の保護と情報管理を改めて徹底して

いくこととしております。

○星原 透議員 知事もそうですし、副知事も

そうですが、通報者のメールをしっかり見てい

ただければ、考え方は変わったんじゃないかな

と思っております。

次に、通報者や建設業界の皆さんは、調査結

果について何の報告もなく、大建が土木で特

Ａ、舗装でＡになり、次から次に受注していく

ので、７月初めに、弁護士に40数万円を支払っ

て、再調査の依頼をしております。７月に弁護

士から再調査の依頼が届きながら、なぜ弁護士

にも連絡しなかったのか、明確な理由を県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 弁護士から

の再調査の申し入れ書が７月13日に提出されま

したが、その申し入れ書の内容につきまして

は、２月の通報メールの範囲内の内容であった

ため、通報メールを受けて行った３月の検査に

おきまして、問題はないという判断であったこ

とから、この申し入れ書に対しまして、弁護士

への連絡が遅くなったところであります。

弁護士に対しましては、８月10日に検討中で

あるとの連絡を行いましたが、本来は速やかに

対応すべきであったと反省をしております。

○星原 透議員 ３月20日に結論が出ておるわ

けですから、その内容だけを、通報者に対して

も弁護士に対しても報告するだけのはずですか

ら、そんなに時間がかかるわけもないというふ

うに思っております。
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次に、大建は４月以降、県と都城市の公共工

事を約４億5,000万円受注しております。９月に

虚偽申請が発覚した後も工事をさせていること

に、多くの県民が疑問を持っております。

11月15日には、通報のあった全て25件の実績

が虚偽と認定され、入札参加資格の取り消しと

なりましたが、工事契約は中止となるのか、中

止とならない場合は、その理由を、法的な面も

含めて県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 株式会社大

建の経営事項審査における虚偽申請に対して

は、今月15日付で入札参加資格の取り消し処分

を行ったところであります。

入札参加資格の取り消し処分後は、県が発注

する建設工事等の入札参加資格の取り消しの効

力が将来にわたって生じることとなるため、既

に締結している県発注の工事契約には直接影響

を及ぼすものではありません。

なお、契約解除につきましては、下請業者や

取引業者への影響等を考慮し、考えておりませ

ん。

○星原 透議員 大体こういう問題が起きたと

きには、契約していても、普通は不履行という

形で何でもできるはずなんですが、今の答弁を

聞いていますと、ちょっと不思議だなと思いま

すし、今後、やはり県としてその点については

見直しをしていっていただきたいなと思いま

す。

次に、大建は虚偽申請により、格付が土木一

式特Ａ、舗装がＡになり、詐欺行為で県発注の

公共工事を受注しておりますが、利益を得た行

為が詐欺罪に当たるのか、警察本部長に伺いま

す。

○警察本部長（郷治知道君） どのような行為

が詐欺罪に当たるかにつきましては、個別具体

的な事実関係に即して判断されるべきものであ

りまして、答弁は差し控えさせていただきま

す。

一般論として申し上げますれば、警察は、法

と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべ

きものがあれば、厳正に対処してまいります。

○星原 透議員 次に、大建は入札参加資格取

り消し処分となりましたが、今後の入札参加資

格審査において、虚偽の申請により得た格付、

土木一式特Ａ、舗装Ａはどのように取り扱われ

るのか、また、今回の取り消し等の処分はペナ

ルティーとなるのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 現在、株式

会社大建は入札参加資格が取り消されており、

格付はない状況となっております。

今後、追加認定や定期認定において申請が

あった場合は、ペナルティーを課した上で、新

たな格付が認定されることとなります。

今回の一連の処分に関するペナルティーにつ

きましては、来年４月１日付の追加認定におき

ましては、９月の入札参加資格の停止処分と今

月15日の取り消し処分を合わせまして、130点が

減点されることとなります。

また、再来年４月１日付の定期認定におきま

しては、この130点に加えまして、さらに、営業

停止処分による約40点が減点されることから、

合計約170点が減点されることとなります。

○星原 透議員 この点数の問題も、それでど

うなのかなと思いますが、それは今後また、展

開次第で変わるのかなと思うところでありま

す。

次に、大建は、詐欺行為を行っておきなが

ら、来年４月の入札参加資格の追加申請で、入

札参加資格を得て業務を再開することもあり得
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るとの話を聞きますが、そういうことになるの

か、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 本県の入札

参加資格は、２年に一度の定期認定と半年ごと

の追加認定がございまして、株式会社大建の判

断ではございますが、来年４月１日付の追加認

定に申請することは可能でございます。

○星原 透議員 次に、大建は、県の立入検査

の甘さから、虚偽により県と都城市から約４

億5,000万円余の工事を受注し、利益を得ており

ます。これは詐欺行為、県や都城市をだまして

仕事を受注したことが確認され、入札参加資格

取り消し処分に至った現在、県は大建を刑事告

発する考えはないか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 株式会社大

建の経営事項審査における虚偽申請に対しまし

ては、９月10日付で、45日間の営業停止処分及

び５カ月間の入札参加資格停止処分を行ってお

ります。

さらに、取り消し基準に該当します、さらな

る不正の事実が確認されたことから、今月15日

付で、より重い処分であり、本県で初めてとな

ります、入札参加資格の取り消し処分を行った

ところであります。

こうした処分の状況等を踏まえながら、告発

に関しましては、慎重に判断したいと考えてお

ります。

○星原 透議員 私は、調査がいいかげんだっ

たので、県として責任もあり、告発に対し、慎

重に判断したいと考えているのではないかなと

思っておるところでございます。しかし、全て

虚偽でだまされた事実が判明した以上、県民は

納得がいかないと思いますが、刑事告発につい

て、知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、建設機械の保有

状況や技術者数など、完成工事高以外の項目を

含めて、詳細に調査を行っているところであり

ます。

仮に、告発の結果、刑事罰を受けることとな

れば、建設業の許可の取り消しということとな

り、５年間は再申請ができず、実質的には廃業

となるものであります。

このようなことを踏まえ、告発をするか否か

につきまして、慎重に検討しているところであ

ります。

○星原 透議員 県が慎重にということで告発

をしないということになれば、詐欺行為が確認

されているわけでありますから、逆に我々議会

が告発しなければいけないのかなと私は思いま

す。しかし、これはだまされた県がすべきだと

私は考えておりますので、再度知事に伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘は真摯に受けと

めているところであります。現在実施しており

ます調査の状況、仮に、告発により刑事罰を受

けた場合の影響などを踏まえて、慎重に検討し

てまいりたいと考えております。

○星原 透議員 実はこれまで、私の知り得る

情報をもとに質問してまいりました。今回の虚

偽申請問題は、建設業者の法令違反の疑いのあ

る事案で、25件という件数や金額の大きさを考

えたとき、３月に、通報に基づき公正で適切な

立入検査や調査、組織的な判断がなされていれ

ば、大建が詐欺行為を犯すこともなく、建設業

界の混乱と県民の信頼や不信を招くこともな

かったと思うとき、県の責任は非常に重大だと

考えますが、知事はどのように考えておられる

のか伺います。

○知事（河野俊嗣君） 今回、不正に関する情
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報提供を受けまして、立入検査を実施したにも

かかわらず、県における調査が不十分であった

ことなどから、県議会を初め情報提供者、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、今回の反省を十分に踏まえ、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いたし

まして、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。

○星原 透議員 今、知事は「マニュアルを整

備し」ということでありましたが、私は建設業

ホットラインを見て、何回も読み直しました

が、これだけのものがあれば、このとおりに職

員が仕事をしていれば、何も問題はないと思い

ます。先ほどから申し上げてきましたが、３月

の時点で25件、あのような金額の大きさ、これ

は何かあると思えば、まず通報者に、出かけて

行ってなり、電話なりで聞くことで、大まかな

ことはわかり、そして通報の内容が正しいかど

うかを、今度はその裏づけ調査として、石風呂

公民館でも正定寺のお寺さんでも、神社の宮司

さんでも、あるいは個人のおうちでも行って話

を聞けば、すぐに判明したと、そのように思っ

ております。

そういうことで、今回の虚偽申請問題は、矛

盾と疑問が多過ぎます。なぜ大建の立入検査と

調査だけで結論を出したのか、関係のない第三

者にだけなぜ話したのか、どこからか大きな圧

力があったのではないかなどと、疑念が消えま

せん。

この問題を解決するには、我々議会が百条委

員会を設置するか、県が刑事告発するしかない

というのが、私の最終結論であります。

以上で私の全て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、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27分散会
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