
11月27日（火）

- 229 -



平 成 3 0 年 1 1 月 2 7 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37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

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）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

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

監 査 事 務 局 長 郡 司 宗 則

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◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。ゆうべ、ここに10時過ぎぐらいまで

おりまして、あれから12時間がたったと思う

と、もう少し寝たかったなと思っているところ

なんですが、いろいろと、今回の質問をするに

当たり、本当に多くのことを考えさせられまし

た。政治を行っていくということの難しさ、そ

してその責任の重さ。何が本当に正解なのかと

いうことがわからない。五里霧中の中を決断し

ていかなければならない。そういったことに対

しての、与えられた職責、それを全うすること

の大切さ、難しさ。本当にいろんなことを考え

させられた、ここ数日だったわけなんですけれ

ども、結局ゆうべは、ここに10時過ぎまでおり

ましたので、夕食をとることもできず、朝、体

重計に乗ってみたら、２キロほど痩せておりま

した。健康に近づいたかなと思いますと、感謝

申し上げるところでありますが、これからの県

政の発展のためにどうやって取り組んでいかな

ければならないのかという思いを込めて、質問

してまいりたいと思っております。

まず最初に、知事にお伺いします。

今議会でもいろいろ議題のありました、経営

審査事項についての問題についてなんですが、

まずこの問題が発覚した時点で、知事はどのよ

うに取り組むように指示を出されたのか、ま

た、この問題点は何だったのか、知事自身でど

のように調べられたのか、そのことを、まずお

伺いしたいと思います。

以下の質問は、質問者席から行いたいと思い

ます。（拍手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 おはようござ○知事 河野俊嗣君

います。お答えいたします。

株式会社大建の経営事項審査における虚偽申

請につきましては、９月５日に県土整備部か

ら、虚偽の内容や今後の対応等について報告を

受けたところであります。

私からは、不正の全容解明に向けて徹底して

調査をしますとともに、迅速に監督処分を実施

することや、検査結果の報告を通報者に速やか

に行うことについて指示をしたところでありま

す。

さらに、今後の対策としまして、今回の対応

にさまざまな問題が生じた、不適切な事務処理

等もあったということでございまして、立入検

査における具体的な手法を盛り込んだマニュア

ルを整備するなど、再発防止策を講じるよう、

あわせて指示を行ったところであります。

その後も、県土整備部からの報告を受けて、

状況の把握等に努めたところであります。以上

であります。〔降壇〕

事件についての確認事項等、○二見康之議員

きのうまでもいろいろされてきましたので、で

きるだけ重複は避けたいと思っておりますが、

私としましては、担当委員会にも所属しており

ませんし、これまでの議論等のやりとりを聞い

て、自分なりに思った疑問点をお聞きしたいと

思っております。

まず、２月にメール通報があってから、３月

に立入検査を行うまでの間、県土整備部として

はどのように対応されようと準備されてきたの

か、部長にお伺いいたします。

平成30年11月27日(火)
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（ ） ２月28日に○県土整備部長 瀬戸長秀美君

通報のメールを受信後、メールに記載されまし

た25件の民間工事の工事名と請負金額等につき

まして、経営事項審査申請書の添付書類によ

り、一件一件を突合するとともに、株式会社大

建につきまして、検索システムでの法人情報に

関する確認を行ったところであります。

また、立入検査におきまして、会社での注文

書や契約書等の書類チェック、さらには発注者

に対する聞き取り、現地での施工状況の確認を

行うことといたしました。

さらに、不正が事実であった場合の、過去の

同種の処分事例などについて内容を確認し、３

月９日に、第１回目の立入検査を実施したとこ

ろであります。

続いて、通報は25件あったと○二見康之議員

伺っておりますけれども、３月に現地調査を

行ったのは６カ所の、延べ９件だったと伺って

おりますが、それ以外の通報された案件につい

てはどのように調査をされたのか。そして、こ

れは年度末で、時間のない中での調査だったと

いうことで、審査事項にかかわるところだけを

選択されて調査されたと伺っておりますが、ほ

かの案件については調査されていなかったのか

なと。そこら辺がはっきりしていなかったの

で、年度末から新年度へ向けての、次年度への

事務引き継ぎがされていたのか、そしてされて

いたのであれば、どのような内容で引き継がれ

ていたのか、同じく県土整備部長に伺います。

（ ） ３月の立入○県土整備部長 瀬戸長秀美君

検査におきましては、通報のありました25件の

うち、ことし４月１日付の入札参加資格審査の

対象外である７件の工事を除く18件について、

実施したところであります。

このうち、現地調査を行いました６カ所、延

べ９件を除く残りの９件につきましては、注文

書や契約書、収入伝票や預金通帳のほか、下請

業者との間で取り交わされました工事注文請書

などにより、請負額等の確認を行いました。

また、次年度への事務引き継ぎにつきまして

は、本件について調査した結果、問題がなかっ

たとの引き継ぎがなされたところであります。

問題がなかったという引き継○二見康之議員

ぎをされたということでありますが、７件につ

いては調査をしないまま、この通報については

一応幕引きをされたという理解になるかと思い

ます。

次に、通報者に対しては、なかなか本人確認

ができないということで、調査結果の報告をさ

れていなかったようです。では、現地調査を行

われた際に、説明をされた方の本人確認はされ

たのでしょうか。していないのであれば、なぜ

現地で説明を行った発注者を名乗る方の本人確

認を行わなかったのか、同じく県土整備部長に

伺います。

（ ） ３月の現地○県土整備部長 瀬戸長秀美君

調査におきましては、公民館長など、発注者と

名乗る人物に対しまして、氏名や役職を口頭で

確認し、それ以上の本人確認を行っていなかっ

たところでございまして、対応が十分ではな

かったと考えております。

対応が十分でなかったという○二見康之議員

か、報告をするときには慎重になって、現地で

はこれだけずさんになるというのは、よくわか

らないなと感じるわけなんですね。

続けてお聞きしますが、これも舗装単価につ

いて調べていたのかというお話はきのうもあり

ましたが、３月20日の調査結果についての課内

での結果報告の資料を、現地調査のときに見せ

ていただいたわけなんですけれども、この通報
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者の申し出は、県土整備部としても案件につい

ての、どのようなものだったのかという記載欄

に、いわゆる「敷地に似合う工事面積余裕な

し」ということでの通報だったという記載があ

りました。そういう認識があったのに、請負額

と施工面積の整合性がとれていないという指摘

に対し、なぜ事前に単価を調べていなかったの

か。そしてまた、現地で面積を確認するという

作業をなぜしなかったのか。事前調査の中で

も、本当はこれというのは、まず第一に考えな

ければならないことだと思うんですけれども、

どのようなことだったのか、県土整備部長に伺

います。

（ ） 現地調査を○県土整備部長 瀬戸長秀美君

行うに当たりまして、工事現場に関するさまざ

まな情報を事前に把握することは大変重要であ

ると認識しておりますが、３月の立入検査にお

きましては、舗装工事の単価を事前に調べてお

らず、その対応が十分ではなかったと反省して

いるところでございます。

おかしいんですよ、本当に。○二見康之議員

だって、説明になっていないですよね。通報内

容に対して調査しなければならないことは、単

価と面積を調べるということが、まず第一に出

てこなければならないのに、それが出てこな

かったという御説明なので、その説明を本会議

でされるということは、よっぽどの覚悟がある

といいますか 本当にあったのかどうかわか―

らないんですけど。

まだ疑問点がありますので、続けてお聞きし

ますけれども、委員会での議事録を読ませてい

ただきました。県土整備部長は、当時の技術次

長であったそうで、委員会での御答弁の中に、

本件の調査に当たって、技術職員を同行させる

ように指示をされたとあったんです。しかしな

がら、県からの御報告を見てみますと、１回目

の調査には技術職員が同行されていましたが、

実際に現地を確認された２回目、３回目には同

行していなかった。さらに、この担当技術職員

は、舗装に関して精通している職員ではなかっ

たというような話も出ていたんですけれども。

当時の技術次長から、立入検査には技術職員

を同行するように指示があったにもかかわら

ず、このように同行しなかったのはなぜなの

か、疑問に思うわけなんですが、いかがなもの

だったのでしょうか。県土整備部長に伺いま

す。

（ ） 当時、技術○県土整備部長 瀬戸長秀美君

次長でありました私のほうから、技術職員を同

行するよう指示をしたところであります。

３月に実施しました立入検査のうち、１回目

の調査におきましては、技術職員が同行し、注

文書や契約書等で請負額等の確認を行うととも

に、２カ所の現地調査を実施したところであり

ますが、２回目、３回目の調査では、議員御指

摘のとおり、技術職員は同行しておりませんで

した。

今となりましては、舗装工事に精通した技術

職員を同行するよう、私のほうから指示を徹底

すべきであったと反省しているところでありま

す。

部長が、その当時しっかり指○二見康之議員

示を徹底すべきであったと、今お答えになりま

したけれども、私は、なぜその職員は次長の指

示に従わなかったのかというところを調べるべ

きじゃないのかなと思うんです。最初の通報内

容に対しての調査事項についても、しっかりと

向き合っていない、対応していない。今まで

ずっと、おかしいじゃないかと言われているけ

れども、おかし過ぎると僕も思いますし、まず
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は県土整備部としての対応がいかがなものだっ

たのかというところを、しっかり検証するとこ

ろから始めなければならないと思うんです。

知事は、９月議会のときにも御答弁されまし

たが、今回のこの一件については、その責任を

重く受けとめていらっしゃるという御答弁をし

ていらっしゃいます。ただ、今申し上げた一連

のことを考えてみますと、きのう担当の方とも

話している中で、ちょっと言ったことが、「通

報者に対する報告をしなかったということは、

行政の不作為なのかな」ということを申し上げ

たら、「いや、調査はしていますので、これは

不作為ではありません」と言う。すぐ返ってき

ましたので、「だったら、こういういいかげん

な調査をしたのは、何と言うんですか」と。も

う、言葉がないような内容だと思うんですよ

ね。

知事は、この件については県土整備部に、本

件について徹底調査をするように、そして再発

防止策を講じるようにと、指示をされておりま

す。ただ、県土整備部の現状を考えますと、自

浄作用といいますか、自分で対応策を考えるだ

けではなくて、まずこのような状況になってし

まったことを、知事みずからしっかりと事実確

認されて 一部ではほかの何らかの影響を与―

えられたことがあったのじゃないかということ

もあったんですが、それはしっかりと、ないと

お答えになられていますけれども、それ以前の

問題じゃないのかなと。知事がいろんな施策を

推進するに当たって、各部署の職員の方々は、

一生懸命仕事をしていらっしゃると思います。

しかし、今回のこの県土整備部の対応の仕方と

いうものは、余りにもずさん過ぎて、まずは、

これを知事自身がしっかりと正さなければなら

ないんじゃないかなと思うんですね。

ですから、今までの御答弁の中では、今回の

一つ一つの事象を確認しながらマニュアルをつ

くりますとおっしゃっていますけれども、その

マニュアルをつくる前に、私がここで、議事録

とかから見てきた整合性といいますか、その辺

のことだけでも、これだけ疑問に思うことはた

くさんあるので、まずは知事自身が、しっかり

と今回の案件について調査をされて、その上で

対応を図っていただきたいという思いがあるわ

けなんですが、知事のお考えを伺いたいと思い

ます。

（ ） 今回、不正に関する情○知事 河野俊嗣君

報提供を受け、立入検査を実施したにもかかわ

らず、今、るる、また、これまでのこの議会で

御指摘がありましたように、県における調査が

不十分であったと、大いに反省すべき点である

と考えております。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、今御指

摘がありました、どうしてそのような不十分な

調査になってしまったのかということを詳細に

分析する中で、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、このようなことが二度と起こらな

いよう、検査における具体的な手法を盛り込ん

だマニュアルの整備や、検査体制の強化、職員

研修の充実などを行って、今後厳正に対応して

まいる、そのような仕組みをつくってまいりた

いと考えております。

そうおっしゃるだろうなと○二見康之議員

思っていたわけなんですが、公務員というのは

大変な仕事だなと思います。県という行政を担

- 235 -



平成30年11月27日(火)

われている、その仕事の信用を傷つけたり、職

全体の不名誉となるような行為を犯したり、住

民の信頼を損なうことがないようにしなければ

ならないのが大事なんだと思います。事務処理

に適正さを欠いたり、上司の指示に従わなかっ

たり、公務の運営に支障を与えたりすること

は、あってはならないことであって、そのよう

な場合には、まず、きちんと改め、戒めること

から始めるべきではないかなと思います。それ

が知事のとられるべき県政に対する県民の信頼

回復の道であり、また職員の方々に対しても、

職務にしっかりと取り組むことにつながる対応

ではないかなと思っておりますので、どうか知

事におかれましては、もう一度しっかり調査を

していただいて、対応をとっていただきたいと

思っております。

次に、子育て支援について伺いたいと思いま

す。

先日、山口県に調査に行ってまいりました。

先日の質問で、日本版ネウボラについての御

質問があったわけなんですが、この子育て世代

包括支援センターに関する取り組みについて伺

いたいと思います。

ネウボラというものは、御存じのことかと思

いますが、フィンランドにおける母子支援制度

で、妊娠・出産期から育児期までの総合的な相

談や支援体制をワンストップで対応する制度で

す。さまざまな悩みに対し円滑に対応するた

め、保健師等が専門的な見地から支援を行いま

すし、また、同じ方に継続して相談に乗っても

らえるということで、相互の信頼関係を築くこ

とができるというメリットもございます。

山口県においては、安心して妊娠・出産・子

育てができる環境づくりに向け、妊娠期から子

育て期までの相談支援をワンストップで行う

「子育て世代包括支援センター」と、保育所や

商店街などに設置され、親子が気軽に訪問でき

る「地域子育て支援拠点」、通称「まちかどネ

ウボラ」というものを設置し、それぞれが連携

し、育児不安等にきめ細やかに対応する「やま

ぐち版ネウボラ」という取り組みをスタートさ

れております。子育て世代等に向けた普及啓発

を図られております。

この支援センターについて伺う前に、まず母

子保健の一番になるのは、母子手帳、私も先日

見せてもらったんですけど、この母子保健につ

いて伺いたいと思います。県内の妊婦健康診査

の受診状況と、受診状況から見られる課題につ

いて、どのようにお考えなのか、福祉保健部長

に伺います。

（ ） 妊婦健康診○福祉保健部長 川野美奈子君

査は、妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認す

るとともに、妊娠時期に応じたリスクの把握を

目的としておりまして、現在は、公費負担で14

回の健診を受けることができます。

現在、精査中ではありますが、平成28年度に

おける県内全市町村の受診状況について、14回

のうち、医師の診察を必要とする回で申し上げ

ますと、妊娠12週未満に受ける１回目の受診人

数は8,872人、以降、４回目が8,582人、７回目

が8,570人、おおよそ妊娠36週目に受ける11回目

が7,916人となっております。

予期しない妊娠や経済的な理由により、妊娠

届け出がおくれ、妊婦健診を必要な時期に受診

できていない方が少なからずおられることが、

課題と考えております。

本県における出生数からする○二見康之議員

と、若干、受診人数が少ないかなと感じるとこ

ろでありますし、現在の母子保健制度では、妊

娠期における妊婦健診、出産してからは、乳幼
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児健診などにより母子の健康状態等の把握をさ

れていると思います。ただこれが、相手方が産

婦人科であったり小児科であったり、一貫した

対応を受けることができないというのが、先ほ

ど申し上げましたネウボラの利点とちょっと相

反するところであります。また今、課題で挙げ

られました、さまざまな理由で受診できない方

もおられるということですので、こういう一括

して相談を受けられる場所というのは、その利

点というのが必ずあるものだなと感じるところ

であります。

そういった不安や悩みを抱えた方たちも含め

相談を受けることができ、必要な支援を受けら

れるようアドバイスをもらうことができるとい

うメリットがあります。それに対応しているの

が子育て世代包括支援センターであると思いま

すが、県内の子育て世代包括支援センターにお

いては、現在どのような取り組みを行っている

のか、福祉保健部長に伺います。

（ ） 県内には、○福祉保健部長 川野美奈子君

平成30年４月現在、９市町15カ所に子育て世代

包括支援センターが設置されておりまして、支

援に必要な情報収集、関係者との連絡調整など

を行いながら、妊娠期から子育て期にわたる相

談、支援プランの作成や保健指導などを行って

おります。

支援が必要な母子につきましては、妊娠の届

け出や妊婦健診、乳幼児健診などの機会を通じ

て把握に努めておりますが、情報収集の項目や

医療機関等からの報告内容が統一されていない

状況が見受けられております。

また、支援プランにつきましても、いまだ策

定に至っていないセンターもあるなど、職員の

専門性の強化が課題となっているところでござ

います。

このネウボラという制度の利○二見康之議員

点と現在の日本の母子保健制度の現状をよくよ

く調査して、考えていく必要があるのかなと思

います。本県の子育て支援の将来像を描いてい

く必要があると思いますが、県は子育て世代包

括支援センターのあるべき姿をどのように考え

ておられるのか。また、それを実現するために

どのように取り組んでいこうと考えておられる

のか、福祉保健部長に伺います。

（ ） 県としまし○福祉保健部長 川野美奈子君

ては、情報収集、相談対応、支援プランの策

定、関係機関との連絡調整の４つの機能を備え

た子育て世代包括支援センターが、妊娠期から

子育て期にわたるワンストップの支援拠点とし

て全ての市町村に設置され、妊産婦や子育て家

庭に広く利用されることが、あるべき姿である

と考えております。

このため現在、県では、市町村を対象に、担

当者の専門性を高めるための研修会を開催する

とともに、センター設置により、質の高いサー

ビスを住民に提供しているさまざまな先進事例

を紹介するなど、センターの質の向上とその設

置促進に努めているところでございます。

さらに今後は、関係機関等から収集する情報

の項目や内容の統一を図るため、県の母子保健

運営協議会等において、県レベルでの情報共有

ルールの策定にも取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、これは子育て支援とは○二見康之議員

直接的にはかかわらないかもしれないんですけ

れども、液体ミルクについて伺いたいと思いま

す。

ことし８月に厚生労働省が基準を定めたこと

によって、国内における製造販売が可能になり

ました。一部の企業では、早ければ来春から販
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売に取りかかろうとの動きもあるようです。

この液体ミルクですが、熊本地震のときに断

水が続いたので、水を使用しない液体ミルクが

非常に役立ったとのことでした。しかしなが

ら、先日の北海道胆振東部地震の折には、被災

地で、救援物資の液体ミルクがほぼ使われず、

保存されていたようです。主な理由としては、

断水に備えてのことだったということもあるよ

うですが、まだ日本では余り使用例がなく、ま

た衛生管理が難しい製品という懸念も払拭でき

なかったのかなと感じるところです。粉ミルク

と違って、お湯で溶かして温度調整をしたりす

る必要がなく、封を切ればそのまま飲めるた

め、災害時の備えとして注目されている液体ミ

ルクですが、その活用については、事前に本県

としても検討しておく必要があると思うんで

す。

そこで、災害時における液体ミルクの取り扱

いについて、県はどのように考えておられるの

か、危機管理統括監に伺います。

（ ） 液体ミルク○危機管理統括監 田中保通君

は、今お話がありましたとおり、お湯に溶かす

必要がなく、すぐに飲ませることができるた

め、粉ミルクに比べますと、衛生的で手間がか

からず、水や燃料が不足する災害時には大変便

利であると考えております。

このため、仮に、災害時に液体ミルクが提供

された場合には、避難所等において、希望され

る方に対し、配付することになると考えており

ます。

粉ミルクに比べますと、販売価格が高く、賞

味期限も短くなるため、県や市町村による備蓄

には課題がありますけれども、早ければ来年春

にも国内産の液体ミルクが商品化されるとのこ

とですので、その際には、まず、各家庭で使用

し、必要に応じて備蓄を進めていただきたいと

考えております。

今後、液体ミルクの製造・流通が進むものと

思われますので、製品内容を確認の上、災害時

の有用性や使用方法などについて、県民に周知

を図るとともに、行政による備蓄の可能性につ

いても検討してまいりたいと考えております。

これは備蓄的なものもでしょ○二見康之議員

うけれども、お出かけするときとかにちょっと

持って行ってそのまま飲ませることができると

か、例えば夜中に赤ちゃんが起きて、ミルクを

飲ませないといけないときに、寝ぼけてお湯を

沸かしたりする手間が省けるとか、一般の子育

てにおいても、少なからず利活用していく可能

性はあるんだろうなと感じているところなんで

す。日本ではまだ、この使用がほとんどないと

いうことですので、まず一般の方々にどれだけ

なじんでいくのかわかりませんけれども、国の

ほうで、その製造販売が可能になる基準変更が

あったので、今後、動向については、よくよく

見ていきたいと考えているところでございま

す。

次に、教育について伺いたいと思います。ま

ず、生徒指導に関することについて伺います。

私もずっと本県の教育を受けてきた一人であ

りますけれども、以前からすると、生徒指導の

あり方が随分変わったなと感じることがたくさ

んありますが、児童生徒による問題行動、中で

も暴力行為や、先生たちに対する威圧的な行

為、なかなかこれが改善されないまま子供たち

がどんどん進級しているという状況を幾つか見

てきました。そのまま小学校から中学校に上が

り、中学校から改善されないまま高校に上がっ

ていくという年齢を経ていたりするんですね。

こういう現状を見ていて、やっぱり現場の先生
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方が、これに対応することに非常に苦慮されて

おります。

本県では、これに対してどのように取り組ん

でいるのか伺ってまいりたいと思うんですが、

まず、現在、学校現場における児童生徒の教師

に対する暴力行為の発生状況はどのようになっ

ているのか、教育長に伺います。

（ ） 平成29年度の県内公○教育長 四本 孝君

立学校における児童生徒の教師に対する暴力行

為の件数は、小学校36件、中学校11件、高等学

校３件、合わせて50件となっております。

小学校における発生件数が多くなっておりま

すが、これは、特定の児童が暴力行為を何回も

繰り返していることによるものであります。

不思議なものでしょう、小さ○二見康之議員

いころのほうが件数が多いと。大人になってい

くにつれて、だんだん理解していっているのか

なとも思うんですが、やはり小学校のうちの繰

り返す行動をどう指導していくのかというとこ

ろが大事になってくるんじゃないかなと思いま

す。

その繰り返される暴力行為の改善指導をしっ

かり行うことが大切ではないかと思いますが、

県教育委員会は、この暴力行為についてどのよ

うに対応しているのか、教育長に伺います。

（ ） 学校におきまして○教育長 四本 孝君

は、暴力行為を行った児童生徒に対して、校長

を中心にした生徒指導体制を構築し、毅然とし

た態度で指導を行うとともに、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーなどの外

部専門家の活用を図りながら、教員が一人で抱

え込むことなく、学校全体で組織的に対応して

いるところであります。

例えば、暴力行為を繰り返すなど対応の難し

い児童生徒に対しては、スクールサポーターや

警察、児童相談所等の関係機関と連携したケー

ス会議を開くなどして、その原因を探り、子供

への理解を深めることで、改善につながったと

いう事例もあります。

組織的に対応されているとい○二見康之議員

うのは、よく話を伺うところなんですけれど

も、現在、学校で発生するさまざまな問題に対

して、組織的に対応していこうという教育委員

会の方針があるんじゃないかなと思うんです

が、児童生徒指導というものは、まず発生した

そのときに、その現場でどう対応されたのかが

重要なんじゃないかなと思います。私たちが受

けてきた生徒指導といいますと、その場で、制

裁じゃないけれども、懲戒を受けたというか、

そういうのがあったわけなんですが、この生徒

指導のあり方、指導観というのでしょうか、ど

のように変化してきているのか、教育長に伺い

ます。

（ ） 学校における生徒指○教育長 四本 孝君

導は、児童生徒を管理し、教師の対症療法的な

指導が主流でありましたけれども、子供たちを

取り巻く環境の大きな変化に伴いまして、いじ

め、暴力行為など、生徒指導上のさまざまな課

題が根本的な解決にはつながらず、十分に対応

できていない状況が指摘をされたところであり

ます。

そのために、平成22年度以降、随時、文部科

学省から、これからの生徒指導についての考え

方や指導方法等が示され、児童生徒に対する理

解を図りながら、組織的な対応を行うことが重

視されるようになってまいりました。

これらを踏まえまして、家庭や地域の協力の

もと、警察や児童相談所等の関係機関とも連携

しながら、課題の解決を図られるよう指導して

まいりたいと考えております。

- 239 -



平成30年11月27日(火)

対症療法的な対応から組織的○二見康之議員

な対応に変わってこられているということなん

ですけれども、その組織的な対応については、

これまでずっと検討されてきているんでしょう

が、まずその対症療法的なところ、その場でど

う対応しないといけないのかというところを、

もう少し研究していく必要があるんじゃないか

なと思います。

国が作成されました資料、先日読ませていた

だいた「生徒指導提要」の中では、学校におけ

る懲戒の判断について、「適正な手続きを経る

ように努める必要がある」とありましたが、ど

のような手続をとるようにしているのか、本県

ではどのように対応されているのか、教育長に

伺います。

（ ） 児童生徒への懲戒に○教育長 四本 孝君

つきましては、真に教育的配慮をもって、慎重

かつ的確に行わなければならないことから、

個々の事案ごとに、校内で定めた基準に基づ

き、検討を行っ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、懲戒の根拠

を定めております学校教育法第11条に基づいた

対応を行うよう、生徒指導担当者の会議におい

て資料を配付するとともに、児童生徒や保護者

に対し、その趣旨を説明するよう、各学校を指

導しております。

組織的なところは大体わかっ○二見康之議員

てきましたが、この暴力行為等については、教

師自身も身の危険にさらされるような事案であ

り、その場での対応も重視されなければならな

いと思いますが、現在では体罰などその指導方

法等についてもさまざまな制限を課せられてい

る教師に対し、県教育委員会はどのように対応

するように指導されているのでしょうか。

身を守る正当な行為は、どの程度まで許容さ

れると考えておられるのか、そして、現場の教

職員に対し、具体的にどのように対応するよう

指導しているのか、教育長に伺います。

（ ） 暴力行為から身を守○教育長 四本 孝君

る正当な行為につきましては、文部科学省から

の通知により、児童生徒からの教員等に対する

暴力行為や、他の児童生徒に被害を及ぼすよう

な暴力行為に対して、これを制止したり、目の

前の危険を回避したりするためにした有形力の

行使については、体罰に当たらないとされてお

ります。

暴力行為等の問題行動については、教師が自

信を持って指導を行うことが必要でありますこ

とから、県教育委員会といたしましては、先ほ

どの通知文や、県教育委員会が作成したガイド

ラインをもとに、実際に行った具体的な事例を

参考にしながら、研修を実施しているところで

あります。

同じく生徒指導提要では、○二見康之議員

「問題行動が起きた場合、時期を逃さずに毅然

とした指導をすることが大切」とありますが、

現場で具体的にどのように対応するように指導

しているのか、これも教育長に伺います。

（ ） 問題行動に対して○教育長 四本 孝君

は、毅然とした姿勢で教職員が一体となって対

応し、児童生徒が安心して学べる環境を確保す

ることが必要であります。

そのために、各学校で策定しております問題

行動等への適切な対応を図るための危機管理マ

ニュアルをもとに、小さなサインを見逃さず、

問題行動を発見した場合は素早い対応ができる

よう、全職員で共通理解し、直ちに実践するよ

うにしているところであります。

県教育委員会では、市町村教育委員会と連携

を図りながら、問題行動の実態に合わせて、危
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機管理マニュアルの見直しを随時行うよう指導

するとともに、各学校の生徒指導担当者を集

め、事案発生時の適切な対応について研修を

行っているところであります。

これまで生徒指導についての○二見康之議員

具体的な明確な指針がなかったということで、

この生徒指導提要がつくられたと伺っておりま

すけれども、学校が抱えるさまざまな問題への

対応の仕方について記載はされておりますが、

読んでみて、具体性に欠けるなと感じるんです

ね。現場の最前線で対応されている教職員の

方々がしっかりと対応できるように、県教育委

員会には取り組んでいただきたいと思います。

また、マニュアル作成ではやっぱり限界がある

んじゃないかなと。ある意味では、現場におけ

る裁量の幅、その辺も考えていかなければなら

ないんじゃないかなと感じたところでありま

す。

実際にこういう問題行動を起こす生徒という

のは、そんなにたくさんいるわけではないんで

しょうが、ただ、実際には潜在的にいる部分も

あると思います。報告が上がっていない部分も

ですね。ただ、周りにいる子供たちは、しっか

りしているわけなんですね。そういう子供たち

に悪い影響を及ぼさないように配慮していかな

ければならないし、そのためには、時期を逃さ

ない毅然とした指導をとられるように、環境整

備を整えていただきたいし、また、組織的な対

応も、速やかに、段階的に取り組んでいただき

ますようにお願い申し上げておきます。

次に、英語教育について伺います。

2020年度から小学校５、６年生に外国語科が

実施されることになって、本県でも新制度移行

への対応として、全ての学校で先行実施に取り

組んでおられるとのことでした。そこで、まず

初めに伺いますけれども、今回の制度改正の狙

いや目的はどのようなものなのだったのかな

と。単なる中学校の前倒しではないという国の

説明もあるわけなんですが、2020年度から新た

に小学校５、６年生で実施される外国語科は、

これまで実施してきた外国語活動とどのように

違うのか、教育長に伺います。

（ ） これまで、高学年で○教育長 四本 孝君

実施されてきました外国語活動では、「聞くこ

と」や「話すこと」を通して外国語になれ親し

ませ、外国語で話す楽しさを実感できるような

体験的な活動が、年間35時間行われてきまし

た。

しかしながら、小学校で音声を中心に学んだ

ことが、中学校での文字を使った学習へスムー

ズに接続されていないといった課題が見られま

したことから、新たに実施される外国語科で

は、単なる「中学校の前倒し」ではなく、「中

学校への緩やかな移行」を図るために、例え

ば、アルファベットを書いたり、音声でなれ親

しんだ英文を読んだりという、「書くこと」や

「読むこと」を加えた学習が、年間約70時間実

施されることになります。

私たちが学校教育を受けてい○二見康之議員

る時代は、まだ外国語活動というのはなかった

ので、全国的にも一律なんですかね、10数年前

に始まったような記憶があるわけなんですが、

それまでは中学校に入ってすぐ英語というもの

の授業が始まったわけなんですね。この中で

は、多分僕が一番、宮崎県の教育委員会におけ

る英語教育を受けてきた最新のデータという

か、実際に受けてきたんだと思うんですけれど

も、25年前に中学校１年生でしたので。

そのときの思い出といいますか、６年くらい

前ですか、ある友達の結婚式に行ったときに、
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１年生のときの英語の担任の先生にお会いする

ことがありました。非常に懐かしく、またうれ

しく思って、いろいろ話をさせていただいたん

ですけれども、その先生と話しているうちに、

衝撃的な事実があったのが、先生に「英語の授

業で本当にお世話になりました。なかなか僕は

英語ができなかったので、先生には迷惑をかけ

ました」と申し上げたら、先生が、「僕は英語

を教えたかな」と言われたんですね。「いや、

先生教えましたよ。１年１組と１年２組で教え

ていたじゃないですか」。ほかの英語の先生は

「Good morning everyone」と言うのに、先生は

「Good morning everybody」と言っていまし

た。不思議だなと、友達と話ししながら思った

んですけれども、よくよく先生と話をしている

と「そういうこともあったかな。実は僕は国語

が専門なんだよ」と言われたんですね。ええっ

と思いまして、正直、僕も英語ができなかった

ので、個人的に非常に苦労したんですけれど

も、自分の努力が足りないからと思っていまし

たが、ある意味では先生のせいだったのかな

と。最初の取っかかりの段階で苦手意識がある

と、なかなかこれを克服することが難しい。こ

れは心理学的にも言われておりますので。ただ

当時は、英語の専任の教師というのが少なかっ

たという現状もあったそうです。だから、だん

だん英語の先生をふやしていって、現在では、

ほかの九州各県の中でも、英語教育に対しては

いい成績をおさめているという、国の調査結果

も出ているわけなんですけれども。

やはり、子供たちが英語教育を受ける小学校

において、どういう方が指導されるのかという

のは、非常に問題になってくるんじゃないかな

と。中学校へのスムーズな接続をしていくため

にも、小学校の先生たちが、しっかりとその段

階で、できる教育をしていただきたいと願うと

ころなんですが、ある教育専門家が指摘してい

たことに、英語指導に自信がない先生も少なく

ないということがあります。文科省の調査で

は、小学校教員で英語教員免許を持っている人

はわずか５％程度、海外留学経験がある先生も

５％程度だったということです。また、「英語

活動を指導することに自信がありますか」とい

う質問に対し、「そう思わない」「どちらかと

いえばそう思わない」と答えた教員が65％に上

り、その理由は、「英語力」「英語の発音」

「とっさに英語が出てこない」などを挙げてお

られ、教員が自信のなさを訴えている現状もあ

るようです。本県の教育委員会としては、この

ことに対して、しっかり対応していかなければ

ならないと思いますが、外国語教育の教科化に

向けて、小学校教員に対する研修をどのように

行っていくのか、教育長に伺います。

（ ） 外国語教育の教科化○教育長 四本 孝君

に対応いたしますため、これまで県教育委員会

では、国の中央研修に派遣をされた教員が講師

となって伝達研修を行い、各学校で、外国語教

育を推進する教員の養成に努めてきたところで

ございます。

さらに本年度より、全ての学校の中学年、高

学年の教員から１名ずつを集めまして、「読む

こと」や「書くこと」などの具体的な指導方法

等に関する研修を、２日間で合計10時間行って

おります。その後、各学校では、この研修を受

けた教員を中心に、より実践に即した研修を実

施して、学級担任一人一人の指導力の向上を

図っ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、教員が自信

を持って外国語の指導ができますように、今後

とも、継続して研修を実施いたしますととも
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に、各学校の要請に応じて学校訪問を行うな

ど、きめ細かな支援を行っていきたいと考えて

おります。

前に質問でもありましたの○二見康之議員

で、大体読ませていただいておりましたが、ま

ずは国の研修を受けに行って、その人たちが各

学校から来たリーダーを指導して、その指導さ

れたリーダーの方が、各学校で先生たちに指導

をするという、３段階になっているみたいなん

です。今のやり方だと、県教育委員会として

は、２段階までは把握できるけれども、３段階

の部分ではなかなか実態がつかめていないんだ

ろうと。先生たちが自信がないと思っている、

こういう現状に対して、ある程度はしっかりサ

ポートしていってほしいなと思っております。

それが本県の英語教育の推進にもつながると思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

次に、フードビジネスについて伺いたいと思

いますが、本県の取り組む重点項目のフードビ

ジネス、これまでの取り組みに対する経過確認

も兼ねて、これまでの取り組みと成果につい

て、総合政策部長に伺います。

（ ） フードビジネ○総合政策部長 日隈俊郎君

スにつきましては、平成25年３月に振興構想を

策定いたしまして、豊富な農林水産物という本

県の強みを生かした食関連産業の成長産業化を

目指して、生産者所得の向上や高付加価値化な

どの視点から推進しているところであります。

具体的には、産学金労官で構成します全県的

な推進組織を設置するとともに、「フードビジ

ネス相談ステーション」などの推進基盤の整備

や、分野ごとのコーディネーターによる企業へ

の支援、また、「ひなたＭＢＡ」などによる人

材育成など、幅広く取り組んでいるところであ

ります。

これらの取り組みによりまして、本県の食料

品・飲料等出荷額は、構想策定時から約1,300億

円増加し、5,369億円にまで伸びてきており、ま

た、食料品及び飲料の輸出額につきましては、

構想策定時から約７倍となります43億円になる

など、成果が着実にあらわれているところであ

ります。

着実な成果が出ているという○二見康之議員

ことなんですが、ちょっと視点を変えて考えて

みたいなと思っているんですね。

先日、ある外国人の方から言われたことが、

日本はもうちょっと英語の表記をやってほしい

と。アジアから来る人たちがたくさんいるわけ

なんだけれども、同じ漢字を使っている文化

だったら、大体意味はわかる。だけど、英語圏

から来たら何なのかさっぱりわからない。だか

ら、そこに英語表記をしてほしいと。これが何

なのかということですね。そこで指摘されたの

が、日本では交番がありますね。「交番」とい

う漢字の横にローマ字で「ＫＯＢＡＮ」と書い

てあります。ローマ字は外国人も読めるから

「こうばん」と読むんだけど、「交番」そのも

のの意味がわからない。だから、「ＰＯＬＩＣ

Ｅ ＢＯＸ」と書いておいてもらえれば、意味が

わかるんだよねと。喉が渇いたからコンビニに

行って水を買おうと思った。水だと思って買っ

た、ちょっといい瓶に入っている水を飲んでみ

たら、お酒だった。そういう現状があるので、

そういう商品パッケージとか、ちょっと工夫し

ていく必要があるんだと思います。今、訪日外

国人もこれだけふえてきておりますから、そこ

にまずしっかり対応していく取り組みを考えて

いく必要があると思いますが、総合政策部長に

伺います。
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（ ） これまでの取○総合政策部長 日隈俊郎君

り組みにより、着実な成果があらわれておりま

すフードビジネスを、今後さらに成長させてい

くためには、お話にありましたように、輸出拡

大に加えまして、訪日外国人等に向けての販売

促進も重要な視点であると考えております。

具体的には、お話にありましたように、外国

人が商品の中身や特徴を理解できるよう、パッ

ケージのデザインや売り場での表示を工夫する

ことが有効ではないかと考えております。

県といたしましては、今後、「ひなたＭＢ

Ａ」でのセミナー、県工業技術センターや

「フードビジネス相談ステーション」による

パッケージデザイン作成に係る助言・指導等を

通じて、このような視点からの事業者の取り組

みを支援してまいりたいと考えているところで

ございます。

ぜひよろしくお願いします。○二見康之議員

商品名をローマ字表記することの意味という

のは意外とないんだということに気づかされ

て、本当に目からうろこだったんですけれど

も。

次に、ものづくり補助金について伺いたいと

思います。

この６年ほどずっと、この取り組みに対して

県も積極的に向き合ってこられておりますが、

これまで、いろんな「よかった」という声も聞

くんですけれども、中には十分な実施期間が確

保できなくて断念されている企業もあると聞い

ております。

県は、このものづくり補助金に対する県内事

業者からの意見要望等を聞いておられると思い

ますが、その声にはどのようなものがあって、

県ではどう対応していく考えなのか、商工観光

労働部長に伺います。

（ ） 国の「も○商工観光労働部長 井手義哉君

のづくり・商業・サービス経営力向上支援補助

金」、いわゆる「ものづくり補助金」を活用し

た事業者からは、小規模な事業者でも活用で

き、事業拡大や生産性向上につながる有効な補

助金であるという声を聞いているところでござ

います。

一方で、設定された事業実施期間が短く、納

入に時間を要する設備には活用しづらいとの声

や、大規模な設備投資にも対応できるよう補助

の上限額を上げてほしいなどの声を伺っており

ます。

県といたしましては、本補助金は、中小企業

の成長に大変有効であると考えておりますこと

から、国に対して、機会を捉えて、事業者の声

をしっかりと伝えるとともに、県内事業者がよ

り活用しやすいものとなるよう、制度の拡充な

どを要望してまいりたいと考えております。

このものづくり補助金に対す○二見康之議員

る、これまでの県としての取り組み及び評価に

ついてはどのようにお考えなのか、同じく商工

観光労働部長に伺います。

（ ） 県では、○商工観光労働部長 井手義哉君

県産業振興機構などの関係機関・団体と連携

し、県内事業者への訪問や相談対応を通して、

販路開拓や生産技術の向上、新分野・新事業の

展開など、成長のためのさまざまな支援を実施

しております。

このような支援を行う中で、設備投資などに

意欲の高い事業者に対しましては、ものづくり

補助金の活用を積極的に促しているところであ

り、本県におきましては、これまで延べ約700事

業者に対して、補助金ベースで70億円を超える

事業が採択されているところであります。

この補助金の活用により、新商品の開発や生
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産性の向上につながるなど、製造業を中心とし

て、県内企業の全体的な底上げが図られている

ものと考えておりますことから、引き続き、県

内事業者の活用を促進するとともに、国に対し

まして、制度の継続や予算の確保について要望

してまいります。

本県のものづくりが他県に比○二見康之議員

べて弱いということもあって、とにかく力を入

れていくべきだということを、当初から申し上

げているところですので、あとはしっかりとし

た事業検証も行っていく必要もあるのかなと。

なかなかそれに見合ったデータがないというの

もわかったので、何らかの検証の仕方を検討し

ていくべきじゃないかなと思いました。

最後に、ジェトロ宮崎について伺いたいと思

います。

３年前に県の御尽力によって、ジェトロ宮崎

の事務所を設置することができました。これま

でたくさん、地元企業の方々に活用いただき、

また海外展開など多くの利用をいただいており

ます。その喜びの声もいただいているところで

ありますが、あれから３年が過ぎて、本県の海

外展開なども、次のステップを考えて取り組ん

でいかなければならない時期に来ているのでは

ないかと思います。これまでの取り組みや成

果、今後の展望について、商工観光労働部長に

伺います。

（ ） ジェトロ○商工観光労働部長 井手義哉君

宮崎では、平成27年10月の事務所設置以降、貿

易に関する知見や海外ネットワークを生かしな

がら、県内企業の海外展開をさまざまな形で支

援されております。

具体的には、開設以来、これまでの３年間に

おいて、貿易相談への対応件数が650件、ジェト

ロ輸出専門家による個別支援を受けた県内企業

が90社になるなど、専門的な支援が、より手厚

く、きめ細かく行われるようになってきており

ます。

この結果、海外市場に意欲的に取り組む企業

がふえており、アメリカ向けの県産焼酎や調味

料、ＥＵ向けの漬物など、海外との新たな取り

引きにつながった事例も出てきており、成果は

着実に上がってきているものと考えておりま

す。

県といたしましては、県産品のさらなる輸出

拡大を図るため、引き続きジェトロ宮崎と連携

しながら、県内企業の海外展開促進に、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

私の一般質問は以上で終わり○二見康之議員

ますが、最後に一言だけ。

昔のことわざに、「隗より始めよ」という言

葉がございます。いろんなほかのことを考え

る、相手のことを考えるのも大事なんでしょう

けれども、まずは自分自身から始めていかなけ

ればならないんだなという意味だと思います

が、これからの県政発展のためにも、そういう

ところをしっかりと持っていただいて、知事に

も御尽力いただきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。以上で終わりま

す。（拍手）

次は、日高博之議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 自民党の日○日高博之議員

高博之です。

３年ぶりに原監督が宮崎に帰ってきました。

このことは、私個人としても大変うれしいこと

であって、感激でいっぱいであります。

秋季キャンプ初日に、監督とお会いし、お話

しする機会を与えていただきました。監督の言

葉をまとめますと、宮崎が好きだ、キャビアも

好きだ、というふうな感じで言っておりまし
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た。そして、この宮崎キャンプ、これは巨人軍

の象徴だから、これからもずっと頼むぞ、知事

にもよろしく伝えておってくれということで、

お決まりのグータッチで応えていただきまし

た。

ぜひ、知事も上京の際には、東京ドームを訪

れていただいて、原監督と、友情というか、

「タツ」と「シュン」の仲をつくっていただけ

ればなと思っております。

監督もサービス精神旺盛な方なので、宮崎に

対しまして、一肌でも二肌でも脱いでやると

言っておりましたので、その辺はよろしくお願

いしたいと思います。

さて、質問に入ります。九州中央自動車道に

ついてお伺いいたします。

今月の11日に九州中央自動車道高千穂―日之

影道路の雲海橋交差点から日之影深角インター

間が開通し、初めて西臼杵に高速道路が誕生い

たしました。

このことは宮崎県民、そして地元の西臼杵の

方々にとって感慨深いものがあるのではないか

と思っております。

九州中央自動車道のこれまでの歩みを振り返

りますと、昭和62年９月に国土開発幹線自動車

道建設法の一部改正により、九州横断自動車道

延岡線が予定路線に追加され、同年11月に建設

促進協議会が設立、そして平成８年には、悲願

でありました国道218号北方延岡道路の事業化が

決定し、平成13年11月に着工、平成18年２月に

舞野―延岡間が供用を開始し、目に見える形で

第一歩を踏み出したわけであります。

また、難関区間でありました五ヶ瀬―高千穂

道路の事業化が平成30年３月に決定したこと

は、全線開通にめどが立たない状況を反転させ

た、大きな出来事でありました。

特に、地元西臼杵郡選出の緒嶋県議は、計画

当初から尽力をされ、みずから築き上げられま

した国土交通省幹部との人脈を生かし、地元の

役場と連携し、たび重なる要望、陳情を小まめ

に繰り返され、九州中央自動車道をここまで押

し上げた功績は非常に大きいと実感をしており

ます。

このたび、地元から惜しまれる形で勇退され

るわけですが、井戸を掘った人のことは忘れる

なと言うように、緒嶋議員の思いをしっかりと

継承していくためには、これからの取り組みが

重要であり、現実的には、ことしの開通率は30

％と、全国平均の83％からすると、かなりおく

れているわけですので、私も、こういった現状

に危機感を持って、全力で取り組んでいく覚悟

を新たに持った開通式でありました。

そして、くしくも開通した日時は、11月11

日11時、まさに、イチについたばかりというこ

とで、国土交通省もよく考えたなと感心をして

いるところであります。

そこで、九州中央自動車道の全線開通に向け

た県政のトップたる知事の意気込みをお伺いい

たします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 お答えしま○知事 河野俊嗣君

す。

九州中央自動車道高千穂日之影道路の雲海橋

交差点―日之影深角インターチェンジ間の2.8キ

ロが今月11日に開通をし、日之影町として初め

て、そして西臼杵初の高速道路が誕生したとこ

ろであります。11月11日、人と人を結ぶいい道

路ができたということであります。

長年にわたり御尽力いただきました地元の緒

嶋議員を初め県議会議員の皆様、また地域の皆

- 246 -



平成30年11月27日(火)

様、関係の皆様に心より感謝を申し上げます。

今回の開通は、大規模災害時の緊急輸送や、

救急医療への対応はもとより、広域観光や林業

等の地場産業の振興などにもつながるものであ

り、西臼杵または県北の、そして九州全体の発

展にも資するものと、大変うれしく、また期待

をしているところであります。

来月16日には、熊本側の小池高山インター

チェンジ―山都中島西インターチェンジ間

の10.8キロメートルも開通を控えております。

これを含めましても、全体の３割の開通になっ

ております。この着実な歩みを、さらに５

割、10割と大きな歩みへとつなげていかなくて

はならないと考えております。

このため、熊本・大分の知事と、７月に合同

で要望を行ったところであります。

また、熊本と連携をしました８月の地方大

会、10月の提言活動など、あらゆる機会を通じ

て国に強く訴えてきているところであります。

今後とも、私が先頭に立って、関係各県、沿

線地域の皆様と心を一つにして、九州中央自動

車道の一日も早い全線開通に向けて、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

決意を述べていただきました○日高博之議員

が、首長というのは３期目に一番力を発揮でき

ると言われておりますので、ぜひ知事の政治力

に期待したいと思います。

次に、中山間地域振興計画の改定状況につい

てお伺いいたします。

中山間地域は、県土の面積の約９割、人口は

約４割を占め、その振興を図っていくことは、

県政の重要な課題の一つであります。

県では、平成23年３月に制定された「宮崎県

中山間地域振興条例」に基づき、同年９月に中

山間地域振興計画を策定し、人口減少・高齢化

・地場産業の低迷などの課題に対応するための

各種の取り組みを進めてきております。

しかしながら、人口減少、少子高齢化は急速

に進んでおり、日向・入郷地域に住む住民の将

来に対する不安感は非常に大きいと感じており

ます。

このような中、県では、本年度、次期（第３

期）中山間地域振興計画の改定作業を進められ

ておりますが、計画改定に当たって、どのよう

な視点に基づき検討をされているのか、総合政

策部長にお伺いいたします。

（ ） 本県の人口減○総合政策部長 日隈俊郎君

少は、予想を超えて進んでおりまして、中山間

地域においては、より厳しい状況にあります。

今回の中山間地域振興計画の見直しに当たり

まして実施しました、市町村との意見交換や、

集落代表者へのアンケート調査等におきまして

も、例えば、「医療や介護等のサービスを今後

どう維持していくのか」、また、「高齢化によ

る免許返納後の買い物や移動手段の確保が心

配」など、身の回りの暮らしにかかわるさまざ

まな課題や不安の声を伺っているほか、移住・

ＵＩＪターンの推進等、人口減少対策をさらに

進めるべきだといった御意見をいただいている

ところであります。

このため、次期計画におきましては、医療・

介護、地域交通といった暮らしを守る機能や

サービスの維持・確保、担い手対策など、中山

間地域の喫緊の課題に対し、施策の重点化を

図っていく必要があるものと考えております。

一口に中山間地域と言いまし○日高博之議員

ても、平場から山間部まで範囲は広く、状況も

さまざまでございます。

中でも、急峻な地形で交通アクセス面でも制
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約のある山間部の状況は厳しく、例えば、先ほ

ど言いました医療・介護資源は限られ、これら

に対応する取り組みなどは喫緊の課題となって

おります。

社人研の推計では、30年後の山間部の市町村

の人口は大きく減少し、地域の運営が成り立た

ないところが出てくると推測され、より厳しい

地域に焦点を当てた施策を積極的に展開するべ

きではないかなと考えております。

そこで、次期計画においては、山間部などの

厳しい条件不利地域の振興を、より積極的に

図っていくべきであると考えますが、総合政策

部長の見解をお伺いいたします。

（ ） 本県の中山間○総合政策部長 日隈俊郎君

地域の中でも、市町村によって人口の変化や地

域の実情はさまざまでありますが、御指摘のと

おり、山間部などでは、特に人口減少と高齢化

の進行が著しく、今後、買物や交通、福祉サー

ビスなどの確保が困難となるおそれがありま

す。

このため、各種サービスの拠点となる集落と

周辺の複数の集落を、地域の実情に応じた交通

・物流のネットワークで結ぶとともに、地域住

民みずからが多様な主体と連携・協働しながら

暮らしの機能を確保する仕組みづくりや、医療

・介護、防災などの暮らしのセーフティーネッ

トの構築に取り組む必要があると考えておりま

す。

次期中山間地域振興計画におきましては、こ

のような取り組みを「宮崎ひなた生活圏づく

り」として、市町村等と連携しながらさらに展

開し、安全・安心な暮らしの確保を図ってまい

りたいと考えております。

正直、４年間の議員活動を通○日高博之議員

して、平場と山間部では行政サービスの格差が

あるなと実感しておるんです。ですから、部長

もこのことは、福祉保健部長時代にわかってい

るはずなんです。ですから、しっかりと実情に

応じた仕組みづくりをお願いしたいと思いま

す。

次に、現在の中山間地域振興計画の基本目標

は、「持続可能な中山間地域づくりを目指し

て」となっておりますが、中山間地域と都市部

は相互に補完関係にあり、一方のみでは成り立

たない。

特に日向圏域はその代表例であって、入郷地

域があっての日向であり、中山間地域の持続可

能性が強く求められるわけであります。

そこで最後に、本県中山間地域の将来像をど

のように描いていこうとしているのか、知事に

お伺いいたします。

（ ） 本県の中山間地域に○知事 河野俊嗣君

は、自然と共生をした生活の営みや、地域に根

づいた豊かな文化や歴史等が受け継がれており

まして、これからも私たちが大切にしていくべ

き価値や魅力を備えており、住み続けたい人の

割合も約９割と高い水準にあります。

その一方で、急激な人口減少に直面している

地域も多く、これらの地域における集落の維持

・活性化が大きな課題だと考えております。

こうした現状を踏まえまして、引き続き、農

林水産業の振興や担い手の確保、地域の魅力あ

る資源を活用した地域づくりを推進しますとと

もに、例えば、小規模集落に住む高齢者等に対

しまして、役場周辺で安心して各種のサービス

を受けることができるような、医療・福祉の

セーフティーネットワークの仕組みづくりや、

集落のネットワーク化によります連携と補完の

促進を、市町村等と一体となって進めていく必

要があると考えております。
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また、地域で頑張っておられる「いきいき集

落」のような取り組みを支援していく、さらに

は中山間盛り上げ隊、都市と中山間の人的交

流、交流人口、関係人口をふやしていく、そう

いう取り組みも重要であろうかと考えておりま

す。

このような取り組みを通じて、安心な暮らし

の確保や、それぞれの特色を生かした地域の維

持・活性化を図りながら、大切な中山間地域を

次の世代にも引き継いでまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。知事○日高博之議員

もそうかもしれませんが、私は、都会で手の込

んだ料理を、フォークとナイフでチャカチャカ

いわせて食べるよりも、諸塚とか椎葉に行っ

て、地元のおじちゃんたちと酒を酌み交わしな

がら、地域のことを語り合いながら、そしてま

た、おばちゃんたちから鹿とかシシの手料理を

食べさせていただける、こういったことが、数

倍も温かみがあって、これは絶対残したいと心

から思っております。ですから、こういった人

たちにもっと光が当たってこその「中山間地域

振興計画」になってほしいなということを要望

したいと思います。

次に、インフラ施設の魅力発信についてお伺

いいたします。

10月下旬、鎌原副知事と、耳川にある九州電

力のダム２カ所を視察させていただきました。

今回調査した耳川の２カ所のダムでは、この

「耳川水系総合土砂管理計画」に基づいて、上

流から流れてくる土砂を下流に流しやすくする

ための改造工事が進められておりました。

このうち、西郷ダムでは、ダム本体の工事が

進められるとともに、本体の施設の一部とし

て、鐘形をした大きなクレーンが設置されてお

りました。

ダムに隣接して整備された広場には、ダムを

訪れた方が楽しんでいただけるよう、実際に人

が鳴らすことのできる鐘のモニュメントも設置

されております。

また、西郷ダム、山須原ダムのいずれも点検

用の管理橋が設置され、管理橋からは、日本一

大きなスリット式ゲートなど、土木施設を間近

で見ることができます。

現地のダム施設の大規模な改造が一刻も早く

完成し、洪水被害が減ってほしいという願いと

ともに、このような施設を多くの県民の皆様に

ぜひ見ていただきたいと思ったわけでありま

す。

そこで、ダム施設の改造工事を見学された鎌

原副知事の率直な感想をお伺いいたします。

（ ） 今回訪れました耳川○副知事 鎌原宜文君

におきましては、行政機関や地域住民、九州電

力などが一体となった総合土砂管理の取り組み

を行う中で、最近人気が高まっておりますダム

見学にも配慮した施設整備が行われておりま

す。

見学した西郷ダムにおきましては、流域住民

から名称を募って、「永遠（とわ）の鐘」と名

づけられた、全国でも珍しい鐘の形をしたク

レーンが設置され、また、山須原ダムにおきま

しては、国内最大級のラジアルゲートが設置を

されており、その規模に圧倒されたところでご

ざいます。

耳川流域には、このほかにも、日本初の大規

模アーチダムである上椎葉ダムや、国の登録有

形文化財に指定されております塚原ダムなど、

それぞれ特徴のある発電を目的としたダムが多

数建設されており、このようなインフラ施設

を、県民の皆様に実際に現地で見ていただくこ
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とは、公共事業や建設産業への理解にもつなが

ることから、関係者が連携しまして、その魅力

の発信や現場見学会などの取り組みを、より一

層推進する必要があると考えております。

私も一緒に行かせていただき○日高博之議員

まして、副知事もダムマニアなのかなという感

じもしまして、感心したところでありますが、

国土交通省の、副知事の元上司に当たります栗

田局長も担当局長なので、この辺を東京に行っ

て宣伝していただきたいと思うので、お約束し

てもらいましょう。いいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）

次に、道路や河川などのインフラは、社会経

済活動や県民の生活を支える必要不可欠なもの

であります。

一方で、建設産業に関心を示す若者の減少が

進み、建設産業の必要性や重要性について、県

民に十分理解されていないのではないかと考え

られます。

また、27年度の国勢調査による本県の建設業

就労者の29歳以下の割合が９％に対し、50歳以

上の割合が52％となっており、将来の建設業の

持続が大変危惧される状況であります。

このため、インフラストック効果や建設産業

の魅力を積極的に発信することにより、若者を

初め、広く県民の理解を深めるとともに、将来

の担い手確保にも寄与するものではないかと考

えます。

そこで、ダムなどのインフラ施設の整備効果

を県民に広く知ってもらうために、県としてど

のような取り組みを実施しているのか、県土整

備部長にお伺いいたします。

（ ） 道路や港○県土整備部長 瀬戸長秀美君

湾、ダムなどのインフラ施設の役割や事業効果

につきまして、県民の理解を深めることは大変

重要であると考えておりまして、これまでも、

「土木の日」のイベントや「土砂災害防止講

座」等を通じまして、広報活動に積極的に取り

組んできたところであります。

また、社会資本整備を進める上で、ストック

効果が重視されることとなったことから、道路

整備による時間短縮や、港湾整備による大型ク

ルーズ船寄港などの効果を実感してもらうた

め、県民の皆様を対象に、県内各地を訪れる

「ストック効果体感ツアー」を開催しておりま

す。

加えまして、平成28年度に「土木の魅力発信

事業」を立ち上げ、インフラのストック効果事

例集を作成し、国や市町村などに配付するとと

もに、県庁ホームページに掲載して、周知を

図っているところであります。

建設産業の魅力発信は、将来の担い手確保に

もつながりますので、ＳＮＳでの発信も含め、

今後とも、建設業団体や教育機関等と連携し、

取り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

よろしくお願いいたします。○日高博之議員

次に、最近、ダムや橋梁など、既存の公共施

設をめぐるインフラツーリズムが注目されてい

るところであります。

宮崎県内の事例として、今年９月に九州電力

とＪＴＢが、日本初の大型アーチ式ダムである

椎葉村の上椎葉ダムなどをめぐる１泊２日のツ

アーの募集を始めたところ、４万9,000円の参加

費にもかかわらず、定員25名に対し、募集から

２日で定員に達したと聞いております。

県の施設を見ると、県庁本館や平和台公園も

ライトアップされ、一つの観光資源として効果

がありますが、県内にあるダムなどのインフラ

施設もライトアップするなど、観光資源とし
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て、もっと利活用できるのではないかと考えて

おります。

県では、インフラ施設のストック効果を体感

するためのツアーも実施しているとのことです

が、魅力の発信にとどまらず、インフラ施設を

既存の観光資源と合わせてツアーに組み込むこ

とによって、地域の活性化に寄与することがで

きるのではないかと考えたところであります。

そこで、今後、ダムなどのインフラ施設の活

用は、県内外からの観光誘客にも有効と考えま

すが、鎌原副知事に見解をお伺いいたします。

（ ） ダムなどのインフラ○副知事 鎌原宜文君

施設は、そのすぐれた技術力や歴史的価値を肌

で感じることができる、大変魅力的な観光資源

であると考えております。

近年、全国的にもインフラツーリズムが注目

をされてきておりますが、本県におきまして

も、木城町の小丸川揚水発電所は、地下400メー

トルにある発電所までトンネルで行くツアーが

人気となっており、また最近では、椎葉村が、

ダム湖をクルージングしながら紅葉を見るツ

アーに取り組むなど、県内自治体におきまして

も、インフラ施設を観光に活用する動きが出て

きております。

県内には、ダムのほかにも、高千穂鉄橋を初

めとする五ヶ瀬川にかかる橋梁群や、先日、国

の有形文化財に答申されました、細島灯台を初

めとする県内各地の灯台など、魅力的なインフ

ラ施設が数多くありますので、これらと周辺の

観光地や郷土料理などを組み合わせて観光誘客

に取り組むことは、地域の活性化に大きく寄与

するものと考えております。

宮崎は資源の宝庫ですね。私○日高博之議員

は、網でがばっとすくうような観光誘客もいい

んですけど、マニアに焦点を当てたマニア観光

も必要だと思っております。

例えば、マニアの中では上椎葉ダムのことを

「閣下」と呼んでいるらしいです。デーモン閣

下の「閣下」ですね。閣下には全国ネットワー

クがあって、きょう閣下が放水をするぞとメー

ルが入るらしい。そうしたら、全国どこにいて

も、閣下が放水するから行くぞということで、

飛行機に乗ってまで来てやるぐらい、マニアは

すごい力を持っているわけですよ。ですから、

やはりそういったマニア観光、ＤＭＯ、ダムマ

ニアをしっかり推進していっていただければな

と思っております。

次に、コンパクト・プラス・ネットワークの

考え方によるまちづくりについて、お伺いいた

します。

国土交通省が示している「国土のグランドデ

ザイン2050」によると、我が国は2050年には人

口が１億人を割り込んで、現在の居住地域の６

割以上で人口が半分以下になると推測され、こ

のまま推移すれば、急激な人口減少とその地域

的な偏りは避けられない状況にあります。

ショッピングセンターや食品スーパーなどの

商業サービス、病院・診療所・デイサービスセ

ンターなどの医療・福祉サービス、大学・図書

館・博物館などの教育・文化など、さまざまな

都市サービスが提供されるためには一定の人口

規模が必要となりますが、東京・大阪・名古屋

を中心とする三大都市圏を除くほとんどの都市

圏で人口が減少し、これらの都市機能が持続で

きなくなるおそれがあります。

このことは、雇用の減少はもとより、地方都

市の魅力が下がることで若者の流出につなが

り、結果として、その周辺を含めた地域全体の

衰退が加速してしまうのではないでしょうか。

各地域における一定の都市機能をどう維持し
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ていくのか、そして、周辺集落を含めた地域を

いかに維持していくのかが課題であると考えま

す。

さらに、世界のどの国も経験したことのない

超高齢化が我が国に到来しており、2050年の高

齢化率は約４割に達すると推計されておりま

す。

この急速な高齢化により、医療・福祉サービ

スの維持・提供が満足にできなくなるおそれが

あるとともに、地域の活力低下も懸念されてい

るところであります。これらの人口減少、高齢

化などによるさまざまな制約に直面した中、国

民の安全・安心を確保し、社会経済の活力を維

持・増進していく鍵は、市街地やその周辺のま

ちを「コンパクト・プラス・ネットワーク」と

いう考え方でつくり上げることであると、国は

提唱をしております。

そこで、県土整備部長に、コンパクト・プラ

ス・ネットワークの考え方によるまちづくりは

どういうことなのか、お伺いいたします。

（ ） 今後、人口○県土整備部長 瀬戸長秀美君

減少、高齢社会が進展していく中、将来にわ

たって持続可能な都市づくりを行うには、一定

の人口を確保した「人のまとまり」を形成する

必要がございます。

具体的には、医療・福祉・商業などの都市機

能を、都市の中心拠点や生活拠点にコンパクト

に集約し、その周辺や公共交通の沿線に居住を

誘導することで、一定のエリアの人口を維持す

ることができ、生活利便性の維持・向上が図ら

れることになります。

さらに、拠点へのアクセス及び拠点間のアク

セスを確保するなど、公共交通等を充実するこ

とにより、交通ネットワークの形成が図られる

ことになります。

コンパクト・プラス・ネットワークの考え方

によるまちづくりとは、このようなことを一体

的に実施し、日常生活に必要なサービスが、住

まいなどの身近に存在するまちづくりを行うこ

とであります。

ありがとうございます。○日高博之議員

次に、本県の人口減少は全国よりも12年、そ

して高齢化は５年早いペースで進んでおりま

す。

その一方で、広い県土の中で、都市部も中山

間地域も、それぞれの地域特性を生かした地域

づくりが必要であり、特に市町村合併が進んだ

地域では、旧役場などの活用が課題となってお

ります。

先ほど、「コンパクト・プラス・ネットワー

ク」の考え方を説明していただきましたが、こ

のような人口減少や高齢化への対策と、個性あ

ふれる地域づくりが求められる状況を踏まえま

すと、医療・福祉・商業等の都市機能を中心市

街地や旧役場などの拠点に集約して魅力を高

め、それらを結ぶ道路や公共交通などのネット

ワークを確保・強化していくことが有効と考え

ております。

先日、本県に国土交通省の青木都市局長がお

見えになり、その講演の中で、コンパクト・プ

ラス・ネットワークの考え方によるまちづくり

を実現する方策の一つとして、市・町が策定す

る立地適正化計画についての紹介がありまし

た。

そこで、この立地適正化計画を活用した市・

町のまちづくりについて、県の取り組みを県土

整備部長にお伺いいたします。

（ ） 立地適正化○県土整備部長 瀬戸長秀美君

計画は、市・町が住民などの意見を踏まえ、居

住や都市機能を誘導する区域を設定するととも
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に、これらを誘導するための施策などを定める

計画でございまして、コンパクトなまちを実現

するためには、重要な計画であると認識をして

おります。

例えば都城市では、この計画に基づきまし

て、国の交付金などを活用し、図書館や子育て

支援センターなどが一体となった中核施設であ

ります「Ｍａｌｌｍａｌｌ（マルマル）」が整

備され、年間43万人の目標に対しまして、オー

プン後、半年で約104万人が来館するなど、町な

かに新たなにぎわいが創出をされております。

現在、この計画を策定・公表しておりますの

は都城市のみとなっているため、本年５月か

ら11月にわたりまして、11の市町に対して、相

談会や首長等へ直接訪問しての働きかけのほ

か、まちづくり勉強会を３回開催するなど、さ

まざまな機会を通じて、計画策定に向けた支援

を行っているところであります。

Ｍａｌｌｍａｌｌ、私も行っ○日高博之議員

てまいりましたけれども、本当に近代的で、行

きたくなるなという施設ですね。43万人が半年

で104万人とは、これはものすごい効果だと思っ

ております。

そこで、国土交通省が2019年度から、立地適

正化計画に、新たに体育館やプールといった公

共のスポーツ施設を移転支援の対象に加える方

針を固めたという情報もございます。

２巡目国体を控えた本県の市・町にとっては

有効な事業だと思いますので、これも鎌原副知

事の元上司の青木局長に、またこれは鎌原副知

事の大きな仕事でございますので、その辺は

しっかりとお願いしたいと思います。

次に、スマート農業についてでありますが、

丸山裕次郎議員とかぶったので、私からは、人

材育成についてのみお伺いいたします。

スマート農業の推進には、費用対効果などの

検証とともに、スマート農業に対応できる人材

の育成が重要であります。

人材育成では、現在の農業従事者はもとよ

り、将来を担う農業大学校生など、若いときか

ら学ぶべきであります。

そこで、スマート農業に対応した人材の育成

について、現在の取り組みと今後の対応を、農

政水産部長にお伺いいたします。

（ ） スマート農業○農政水産部長 中田哲朗君

の導入には、お話がありましたとおり、人材の

育成が非常に重要であると認識しているところ

であります。

そのため県では、スマート農業の専門技術指

導担当の配置や、普及指導員を国主催の研修会

に参加させるなど、指導者の育成を進めており

ます。

また、県立農業大学校では、平成29年度から

スマート農業をカリキュラムに追加し、現場の

導入事例や栽培環境モニタリングシステムの活

用など、将来を見据えた学習に取り組んでおり

ます。

さらに、農業法人と連携して、スマート農業

の実証に取り組むチャレンジファームを情報発

信拠点と位置づけ、農業者や関係機関を対象と

した研修会などを開催することといたしており

ます。

今後も、関係者と一体となって、スマート農

業に対応できる人材の育成に取り組んでまいり

ます。

丸山議員が力強く言っておら○日高博之議員

れました、稼げる地方創生、稼げる農業、これ

をスマート農業で目指さないかんということで

ございましたので、よろしくお願いいたしま

す。
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次に、ヘベスの生産拡大についてお伺いいた

します。

平成28年９月、県は生産者や関係機関・団体

とともに、県下全域に産地を拡大する方針を打

ち出されました。

私もかねてから、ヘベスの未来について地元

の生産者の皆様と協議を重ねる中で、オール宮

崎でブランド力を高めることが重要だと考えて

いたところであります。昨年２月議会でも、産

地拡大に向けた具体策や将来を見越した販売戦

略についても県の考え方をお聞きいたしました

上で、息の長い支援を着実に進めていただくよ

う要請いたしたところでございます。

そこで、今後の生産拡大が期待されるヘベス

の現状と今後の振興策について、農政水産部長

にお伺いいたします。

（ ） ヘベスの生産○農政水産部長 中田哲朗君

につきましては、現在、日向地区を中心に25ヘ

クタールで作付されておりますが、需要に供給

が追いつかない状況を踏まえ、平成37年度に県

内全域で40ヘクタールとする目標を立て、必要

な苗木の確保や導入農家の選定に取り組んでま

いりましたが、いよいよ本年度、都城市や串間

市などで約４ヘクタール分の苗木が植栽された

ところであります。

今後さらに振興を図っていくためには、本格

的な生産拡大に備え、県下一元での技術指導及

び集出荷体制を整備するとともに、作業のしや

すい水田などの平たん地を活用した、生産性の

高い経営を確立することが重要であると考えて

おります。

県といたしましては、引き続き、生産者や関

係機関・団体と連携しながら、宮崎のヘベスブ

ランドを確立してまいりたいと考えておりま

す。

ヘベスは、生産開始まで、実○日高博之議員

がなるまでに時間がかなりかかりますので、息

の長い支援をお願いいたしたいと思います。

次に、郡司副知事にお伺いいたします。

先日、副知事は、日向市のヘベス農場を訪問

され、生産者の方と意見交換会をされたと伺っ

ております。その際、生産者みずからのアイデ

アによる、アルミホイルを使った冷蔵貯蔵試験

に強い興味を持たれたと聞いております。

日向の生産者の皆様は、ほかにも、冷凍パッ

クや出荷時期を遅くした果実の販売に取り組ん

だり、また、シャーベットなどの加工品のみな

らず、牛乳との組み合わせによる地元ならでは

の食べ方の提案など、さまざまなアイデアを駆

使して、ヘベスのＰＲと販売拡大に取り組んで

おられます。

私は今後、県内全体の生産量が増加していく

ことが確実な中で、このような取り組みを生か

しながら、現在は収穫期間が限られ、長期貯蔵

も難しいといった課題を解決していくことが、

ヘベスの魅力を多くの消費者に知ってもらうた

めに効果的であり、ヘベスをもっと全国に売り

込む重要な視点ではないかと思っております。

そこで、郡司副知事に、ヘベスについて、今

回の産地訪問の所感と今後の展望をお伺いいた

します。

（ ） 先日、日向市を訪○副知事 郡司行敏君

れ、ヘベス生産者の声を直接お伺いすることが

できたことは、大変貴重な機会であったと考え

ております。また、その生産者がヘベス産地の

将来を思い、さまざまなアイデアに富んだ取り

組みを実践されていることを知り、大変心強く

感じたところであります。特に、議員からも御

紹介のありました、生産者による冷凍貯蔵の取

り組みは、とても興味深いものでありました。
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現在、ヘベスの出荷期間は、おおむねハウス

物が始まる６月から露地物が終わる10月までで

ありますけれども、この出荷時期が拡大できれ

ば、さらなる需要拡大が見込めるものと考えて

おります。

このため、県といたしましては、このような

生産者の取り組みも十分参考にしながら、まず

は現在、県と民間企業が共同で取り組んでおり

ます貯蔵試験について、しっかりと進めてまい

りたいと考えております。

私は、ヘベスは、香酸かんきつの中で最も高

いポテンシャルを有していると確信しておりま

すので、ヘベスの魅力を最大限に発揮できる生

産・販売・加工の取り組みを積極的に推進し、

ヘベスを全国はもとより、世界に売り込めるブ

ランドに育てていきたいと、そのように考えて

おります。

○日高博之議員 大変前向きな答弁ありがとう

ございます。

ヘベスは10月ぐらいまでしかもたないんです

ね。これが１月までもったら、鍋とかに入れら

れるんですね。こうなると効果が相当あらわれ

てくるのかなと思いますので、先ほどの展望に

ございましたように、「世界に売り込めるブラ

ンド」ということで、ぜひ実現をしていただき

ますように、お互い力を合わせて頑張りましょ

う。

次に、福祉行政についてお伺いいたします。

先日、ケアマネジメントに関する、宮崎県介

護支援専門員協会との意見交換会では、川野美

奈子部長を初め、長寿介護課の職員の皆様に

は、大変お忙しい中、御出席いただき、ありが

とうございました。

意見交換会の中で、大変重要な課題につい

て、３問質問をいたしたいと思います。

１つ目は、利用者、多業種、多公共機関との

連携、調整がケアマネジャー業務の一環として

ある中、資料作成や配付、受領など一連の業務

のスリム化が課題としてあると思われます。

現状としては、書類作成量が多く、本来の業

務である利用者と接する機会が少ないことや、

サービス事業者間の連携がとりにくいなど、業

務の効率化、資質の向上につなげられないとい

う意見が多く出ました。

国のほうでは、時代の流れもあり、こういっ

た業務の省力化について、ＩＣＴを活用する動

きも出ていると聞いています。

そこで、一連のケアマネジメント及び実地指

導、各種提出において発生する書類等につい

て、ＩＣＴを活用した業務の省力化に、県はど

う取り組むのか、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） 居宅介護支

援業務におけるＩＣＴを活用した業務省力化に

つきましては、事務負担の軽減や業務の効率化

を進めるとともに、離職防止にも資する有効な

手段であると考えております。

このため、既に各事業所において、ＩＣＴ化

の取り組みが進められておりますが、国におき

ましても、ＩＣＴ導入に向けた支援策が打ち出

されておりまして、県では、県介護支援専門員

協会を通じて情報提供を行い、居宅介護支援事

業所におけるＩＣＴ導入の促進に努めていると

ころでございます。

県としましては、今後の国の動向を注視する

とともに、県介護支援専門員協会と、業務の煩

雑化の現状や課題などについて意見交換を行い

ながら、ＩＣＴを活用した業務省力化のあり方

について検討してまいりたいと考えておりま

す。
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○日高博之議員 ぜひ、これは検討してもらい

たいなと。モデルをつくってでも、しっかりや

る。これは2025問題なんかといっても、ケアマ

ネがおらんと始まらぬ問題ですから。この辺を

ぜひ部長、あと４カ月ですが、よろしくお願い

いたします。

次に、主任ケアマネジャーについてお伺いい

たします。

現在、主任ケアマネジャーに指導的役割があ

ることは、以前に比べてかなり認識されるよう

になりましたが、現実的にはケアマネジャーの

実務につきながら、ほかのケアマネジャーを指

導する時間的・精神的な余裕もないといった課

題もあります。

そういった中、県介護支援専門員協会が、主

任ケアマネジャーが本来の業務を実施できる環

境が整っていない現実を解決するために、平

成31年度、地域医療介護総合確保基金に係る事

業提案を県に要望されたとお聞きしておりま

す。

そして、介護業務の扇のかなめであるリー

ダー的主任ケアマネジャーを養成し、そのリー

ダーが地域において、本来の活動ができる環境

をつくり上げることは非常に大事なことだと

思っております。

そこで、主任ケアマネジャーの資質向上に向

け、県はどう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） 主任介護支

援専門員は、医療・介護サービス提供者との連

絡調整に加え、他の介護支援専門員への助言・

指導など、地域全体の相談役としての役割が求

められております。

県としましても、今後、地域包括ケアシステ

ムの構築を進める上で、その資質向上を図るこ

とが大変重要であると考えております。

このため県では、県介護支援専門員協会と連

携し、主任介護支援専門員向けの基本的な技術

を学ぶ法定研修を行っておりますが、さらなる

指導力の向上を図っていく必要がありますこと

から、同協会と丁寧な意見交換を行いながら、

より高度な技術や指導力の習得など、スキル

アップが図られるよう、研修の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○日高博之議員 現場を、行政職員も知ること

がすごく大事で、現場の捉えている問題と、行

政職員の皆さんが捉えている問題というのは違

いがあるなということを気づかされたわけであ

ります。

牛谷先生から、ファイブスターケアマネ

ジャー認証制度を、全国に先駆けて創設したら

どうかという提案もございました。

知事も、ファイブスターケアマネということ

は、多分、牛谷先生から聞かれていると。牛谷

先生が言っていましたので、多分そうだと思い

ますが、ぜひ、このファイブスターケアマネ

ジャー（五つ星ケアマネジャー）の育成を―

基準が必要だと思うんですね。どういう基準で

認証していくのか、調査研究をしっかりしても

らって、本県ならではのケアマネジャーの育成

が、絶対重要だなと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

次に、今年度、居宅介護支援事業所の指定権

限が、県から市町村に移行されたわけですが、

意見交換会の中で、特別事業所加算の解釈につ

いて、県と、ある市町村の意見が違う案件があ

り、結果的には、その市町村の方が解釈を間

違っていたことに気づき、解決したわけであり

ます。こういった事案は、今後も起こり得る可

能性があると、危惧をしております。
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市町村職員も、平成30年度に指定権限が移譲

されたばかりでありますので、戸惑いもあると

いうことも聞いております。

そこで、県は市町村にどのような指導を行っ

ていくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 県におきま○福祉保健部長 川野美奈子君

しては、権限移譲に備え、市町村向けの説明会

の開催や、県が実施する実地指導に市町村職員

にも同行してもらうなど、円滑な事務の引き継

ぎに努めたところでございます。

しかしながら、一部の市町村に、指導内容に

ついて認識の差がありますことから、権限移譲

後も、担当職員への研修を開催したところであ

りまして、今後も、年度内に、指導監督状況に

ついて情報共有を行うための連絡会議を開催す

ることとしております。

また、介護支援専門員に対する指導権限は県

にございますので、居宅介護支援事業所の不適

切な事業運営が疑われる場合には、市町村と合

同で監査に入るなど、指導内容の平準化・適正

化に向け、あらゆる機会を捉えて、市町村への

支援に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。結局○日高博之議員

複雑なんですよね、その監査自体。どっちがど

うなのかと。結局、権限が移譲されたから県は

関係ないんですよということじゃなくて、福祉

保健部とかが、もっと前向きに頑張ってもらい

たいなという気がしておるんですよ。それは部

長、あと４カ月ですが、ぜひお願いをしたいと

思っております。

次に、女性活躍についてお伺いいたします。

人口減少社会を迎え、労働人口の減少による

生産力の低下が懸念をされております。このよ

うな中、本県の就業者に占める女性の割合は、

国勢調査によると、平成22年が46.2％、平成27

年が47％と徐々にではありますが、増加傾向に

あります。

女性の有業率、つまり15歳以上に占める有業

者の割合でありますが、グラフにすると、結

婚、出産期に当たる30歳代に一旦低下し、育児

が落ち着いたころに上がっていく、いわゆるＭ

字カーブを描くわけです。

私は、特別委員会の調査で、女性就業促進の

取り組みについて、先月、滋賀県を訪問いたし

ました。

滋賀県の女性の有業者も、同様にＭ字カーブ

を描いており、仕事と家庭の両立支援の取り組

みに力を入れておられました。

そこで、再就職を希望する女性や、仕事と子

育ての両立に悩む女性等を対象に、就労に至る

までの個別相談や求人情報の提供などをワンス

トップで実施し、就労支援を行う「マザーズ

ジョブステーション」を、平成23年度から県内

に３カ所設置しておりました。

その結果、育児をしている女性の就業率がか

なりアップするという成果があらわれたという

ことであります。

私は、働きたい女性が、その希望をかなえ、

社会で活躍していくためには、就労支援などの

取り組みが大変重要であると考えております。

そこで、女性の就労に関する本県の取り組み

について、総合政策部長にお伺いいたします。

（ ） 働く女性が増○総合政策部長 日隈俊郎君

加する中、継続して就業することを望んでいる

にもかかわらず、出産・育児・介護を理由に離

職する女性も依然として多いことから、就業の

継続や起業、一旦離職しても再就職できる環境

の整備が大変重要であると考えております。

県では、再就職、起業、キャリアアップなど
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の女性の就労等を支援する「女性活躍相談窓

口」を県男女共同参画センターに設置するとと

もに、セミナーを実施するなど、働きやすい環

境づくりを支援しているところであります。

また、女性の就労支援を効果的に促進するた

め、県と労働局や関係団体で構成します「女性

の活躍サポート連絡協議会」を設置しているん

ですけれども、お話にありました、労働局が

行っている「マザーズハローワーク」などの仕

事と家庭の両立支援の事業や、商工団体が行う

起業支援などの取り組みに対する連携強化を

図っているところであります。

ありがとうございます。ここ○日高博之議員

は、商工観光労働部に女性活躍局というのがあ

るんですね。男女共同参画の部分と総合政策、

商工ですね、井手部長。一体的にやっているん

ですよ。特にここは、知事が女性の知事だった

という強みがあるんですね。ここを中心にやら

れると。その辺も勉強になるんじゃないかな

と、正直、思ったところであります。先ほども

言いましたが、人口減少の進行は、本県は早く

進んでおります。女性が多く働いている医療・

福祉・介護分野の担い手不足も懸念をされてお

ります。

そのような中、女性に対する就労支援の取り

組みだけではなく、政策や方針決定過程での女

性の多様な働き方ができる環境づくりを進める

ことも重要であると考えております。地域社会

のさまざまな分野で女性が活躍していくこと

は、本県の活性化にもつながると考えておりま

す。

そこで、人口減少時代を迎える中、さまざま

な分野における女性の活躍は重要と考えます

が、県の見解を、総合政策部長にお伺いたしま

す。

（ ） 人口減少・高○総合政策部長 日隈俊郎君

齢化の進展により、社会を支える世代の人口が

減少していく中で、議員お話しのとおり、女性

が意欲と能力を生かしながら活躍の場を広げる

ことは、社会の多様性や持続可能な発展を生み

出す原動力になるものと考えております。

県では、女性活躍推進法に基づく推進計画を

盛り込んだ「第３次みやざき男女共同参画プラ

ン」を昨年３月に策定しまして、審議会等への

女性登用を初めとした女性の参画拡大を推進す

るとともに、就労環境の整備や男性中心型の働

き方の見直しを図るため、男性を含めた育児休

業の取得促進や長時間労働の抑制など、あらゆ

る分野における女性の活躍を推進するための取

り組みを進めているところであります。

ありがとうございます。日向○日高博之議員

に山陰神社というのがありますよね。ことしも

この神社の祭り、みこしに日向土木事務所から

７名参加をしていました。地域活性化のため

に。祭りを盛り上げていただいたわけですね。

その中で、女性職員が２人、担ぎ手として参加

をされました。男性に負けじと担ぐ姿に、そこ

の氏子総代の方とか地域の方が、本当に泣いて

喜んでいましたよ。

これは、山陰神社1302年の歴史の中で初めて

女性がみこしを担いだということもあって、女

性の活躍には、さまざまな立場で活躍する場面

というのがあるなと感じたわけであります。こ

としも引き続きセトナガイズムが浸透している

証左じゃないかなと感じたところであります。

敬意を表したいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。

次に、先日、地元で看護師の方々と意見交換

をする機会があり、その中で、「育児休暇をと

りたいけど、仕事が忙しいときに育児休暇をと

- 258 -



平成30年11月27日(火)

りたいと言うと、上司にいやな顔をされるので

はないか」、また、「経営者にも、とても言い

づらい」などの意見を伺い、やはり、妊娠、出

産、育児で離職することなく、働き続けること

のできる環境づくりをするためには、経営者が

女性の働き方そのものを理解する必要があると

考えます。

そこで、職場における女性の活躍は、経営者

の意識が重要であると考えますが、県の取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 県の取り組み○総合政策部長 日隈俊郎君

でございますが、企業、関係団体、行政で組織

します「みやざき女性の活躍推進会議」におい

て、女性活躍推進のための講演会や研修会等を

行っておるところであります。

講演会では、これからの時代を企業が生き抜

くためには、多様な働き方の推進が不可欠であ

ることや、その実現には、経営者自身の意識改

革が最も重要であることをテーマとして、ワー

ク・ライフ・バランスや多様な人材の活用を推

進しておられる著名な経営者の方を県外から招

聘し、講演をいただいているところでありま

す。

さらに、今年度の新たな取り組みといたしま

して、県内企業の経営者等と、その会社の女性

社員がペアで参加していただきまして、女性が

就業を継続する際に直面する課題について一緒

に考える「女性の就業継続支援セミナー」を、

来月開催することとしているところでありま

す。

これはすばらしい、効果のあ○日高博之議員

る取り組みだと思いますので、部長が考えられ

たのかなと若干考えるんですけど、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。

最後に、進洋丸の代船建造についてお伺いい

たします。

この件につきましては、第一人者であります

坂口議員が、再三質問したところであります

が、進洋丸は、建造から14年を超え、毎年実施

している修繕経費が右肩上がりに増加し、直近

の平成27年には7,500万、平成28年には9,100万

となっております。

また、部品交換が不可能なアンチローリング

の故障、自船のＧＰＳなど、トラブルもあって

おります。平成28年度には第２次航海のときに

エンジントラブルが発生し、出航のおくれが生

じるなど、老朽化が顕著であります。

こういった状況を踏まえると、船齢的に代船

建造の時期が近づいていると思いますが、代船

建造の状況について、教育長にお伺いいたしま

す。

（ ） 宮崎海洋高校の実習○教育長 四本 孝君

船「進洋丸」につきましては、今議員からお話

がありましたとおり、建造から14年目を迎え、

老朽化に伴うさまざまな設備等の不具合が生じ

てきておりますことから、代船建造が必要な状

況となっております。

このため、本年１月に開催されました、国の

補助対象を決める「代船建造調整会議」におき

まして、本県は、平成33年度（2021年度）から

の建造の意思を示しまして、国や他県との調整

を行っているところであります。

県教育委員会におきましては、代船建造に向

け、進洋丸の具体的仕様等を協議する「代船建

造委員会」を、来年度早々設置することとして

おりまして、現在、体制づくりを進めていると

ころであります。

ぜひ、１年でも１日でも早い○日高博之議員

代船建造、これは願いでございますので、よろ
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しくお願いします。

以上で終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 原正三議長

ます。

次は、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） 世界は今、○坂口博美議員

かつてないスピードで変化しております。

このわずか５年余りの間に、人工知能は急速

な進歩を遂げ、さまざまな分野で人間の能力を

凌駕しようとしております。

次の５年、いや３年もあれば、世界は、私た

ちが今、想像もできない進化を遂げるに違いな

い。そうした時代にあって、私たちもまた、こ

れまでの常識を打ち破らなければなりません。

私たち自身の手で、今こそ、新しい日本の国づ

くりをスタートするときであります。

何か耳に覚えがあろうかと思いますが、これ

は、10月24日の臨時国会冒頭の安倍総理の所信

表明の一部であります。

安倍総理は、最長３期９年とする自民党総裁

の任期が満了となる2021年９月までを見据え、

所信を述べられたものと言われております。

河野知事は、宮崎県知事として２期８年の

間、県政のかじ取りをしてまいられ、今回３

期12年後までを担うべく知事選に臨まれるとこ

ろであります。

我々自由民主党は、前回に引き続き河野知事

を推薦し、３期まではしっかり頼むぞと、県民

の代表として全力を挙げて支える立場でありま

す。河野知事には、常に宮崎県民の声に耳を傾

け、宮崎の現状にしっかり向き合い、県民本位

の県政を力強く推し進めていただきたいと、大

いに期待をしております。

３期目にもなれば、慢心は起こらないか、初

心は持ち続けられるかなどと心配する声もあり

ますが、それは御本人がしっかり精進をなされ

るところ。性根据えて宮崎ファーストを徹底し

ていただきたいと願っております。

また、今回は、「３期まではやるべし」と、

県内経済10団体が大変早い段階から３期目知事

選への出馬を要請し、そしてまた「連合宮崎」

においても、早々と推薦を決められました。こ

れは、３期12年に対する期待の大きさがあらわ

れた結果でもあろうと思い、河野知事には、こ

れをしっかり肝に銘ぜられ、知事選を戦われん

ことを望みます。

これら我が思いの一部を申し上げ、知事の政

治姿勢についてお伺いいたします。

知事は、これまで幾度となく、「宮崎県の将

来を担い得る姿勢は、誰にも負けない」旨の発

言を重ねてまいられましたが、その気概は今も

変わらず持ち続けておられるのか、真に身命を

かけて、「何はさておき宮崎のために」「全国

標準ではなく宮崎ファーストのために全身全霊

を」とする本県を代表すべく政治家たる河野俊

嗣としての宮崎魂を、間違いなくお持ちとしっ

かり感じておられるか、選挙を前にいま一度お

聞かせください。

ところで、知事は、次の期の公約となる政策

提案を先日示されました。そして、それには、

これまでの２期８年の成果を生かしつつ、「安

心と希望あふれる未来」を築いていくため、

「人口減少問題への対応」など４つの柱を立

て、これらの考え方に基づき、今後４年間で重
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点的に取り組むべきさまざまな提案がなされて

おります。

振り返りますに本県は、８年前の口蹄疫で非

常に大きなダメージを受けました。そして、そ

こからの経済の立て直し、これが河野県政のス

タートに際しての大きな課題となったのであり

ます。

これまでの取り組みの結果、農業産出額は、

口蹄疫前の水準を超え、毎年増加しており、

フードビジネスなどの成長産業や中核企業の育

成、輸出拡大など、復興から成長への新たな流

れも始まり、また、全国最下位に甘んじていた

高校卒業後の県内就職率についても、わずかで

はありますが、改善の方向にあります。

今回の提案は、これらを踏まえた上で、人口

減少という流れの中にあっても、「希望ある宮

崎県」を築いていこうという政策提案であり、

その考え方には理解を示すべきであろうと思っ

ております。

しかし、ここで問題なのは、それらの結果、

どのような宮崎県ができるのか、その姿が全く

見えないのであります。

今、国、地方を挙げて地方創生の取り組みが

進められてはおりますが、それでもなお東京へ

の一極集中は加速の方向にあります。地方創生

とは、現実的には、地方と地方とが生き残りを

かけて戦う、食うか食われるかのまさしくサバ

イバル競争であります。生き残るために宮崎は

どの方向へ進めばよいのか、そして、その先に

はどのような宮崎の姿があるのか、これを示

し、県民のエネルギーを結集し、そこへと向か

わせる、これがリーダーには求められると思い

ます。

３期目を決意された知事に、これまでの県政

運営について、御自身ではどう評価をされてい

るのか、また、これからどのような宮崎県を目

指されるおつもりかお尋ねし、あとは自席から

伺ってまいります。（拍手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 お答えいたし○知事 河野俊嗣君

ます。

私は知事就任以来、２期８年にわたり、この

愛する宮崎の発展のために、１期目には「口蹄

疫等の災害からの復興」を、そして２期目で

は、「復興から新たな成長へ」を最大の使命と

考え、取り組んでまいりました。交通基盤の整

備充実、フードビジネスやグローバルな市場開

拓、本県の魅力や発信力を高めるための世界ブ

ランドづくり、産業人材の育成などに全力で取

り組んできたところであります。

その結果、東九州自動車道など交通インフラ

の大きな前進や、大型案件を含む企業立地の進

展、農業産出額や輸出額の拡大、宮崎牛の３大

会連続となる内閣総理大臣賞の受賞、世界農業

遺産やユネスコエコパークの登録、さらには１

人当たり県民所得の増加など、将来につながる

具体的な成果があらわれてきております。着実

に、本県の新たな成長に向けた流れを築くこと

ができているものと、確かな手応えを感じてい

るところであります。

一方、急速な少子高齢化を迎える中で、地方

創生を初め、人材確保や中山間地域対策、医療

・介護・福祉の充実など、取り組むべき課題は

山積をしております。中でも、人口減少問題へ

の対応が喫緊の課題となっております。

このため、３期目におきましては、これまで

築いてきた成長の流れをしっかりと軌道に乗

せ、「安心と希望あふれる未来へ」をテーマ

に、今後の県づくりを力強く進めてまいりたい

と考えております。そして、そのような努力の

結果として、未来を担う若者が本県で暮らし、
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働き、結婚し、子供を産み、育てたいと思える

ような、魅力的で希望が持てる宮崎を築いてま

いりたいと考えております。

また、人生100年時代を迎え、医療・介護・福

祉が充実するとともに、さまざまな自然災害へ

の備えが進み、安全・安心で心豊かに暮らせる

宮崎、さらには、スポーツや文化を通じた、よ

り一層のブランド力の向上によりまして、本県

の魅力が国内外に広く認知をされ、観光交流や

農林水産品の消費拡大による、活力に満ちた宮

崎を実現し、人口減少の中にあっても、県民の

皆様が安心と希望を持って暮らし続けることが

できるようにしたいと考えております。

私は、次期県政を負託いただけるのであれ

ば、これまで積み重ねてきた実績、経験も最大

限に活用しながら、人口減少を初めとする困難

な課題にも果敢に挑戦をしてまいりたいと考え

ております。そして、私が先頭に立って、県民

の皆様とともに、宮崎の未来を担う若者や子供

たちが、郷土・宮崎への誇りや愛着、そして、

未来への希望が持てる、安心と希望あふれる宮

崎新時代を実現させるために、全身全霊を傾け

て取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

先頭に立つということ、やっ○坂口博美議員

ぱりリーダーシップというのは大変大切なこと

というか、欠いてはならぬことだと思います。

言われたこと、実現をした姿を見ると本当にバ

ラ色なんですが、やる、やらないは、やっぱり

この県職員という頭脳集団、これがいかに一致

協力、団結するかだと思うんです。星原議員も

先日言われたけど、今相次ぐこの不祥事とか、

知事の陳謝の回数、これはやっぱりリーダー

シップという言葉だけがまだ遊離しているよう

な印象というか、遊離していると思わざるを得

ない状況にあります。ぜひ魂を入れて頑張って

いただきたい。

私ども県議会ではこれまで幾度か、知事の多

選について、その自粛などに係る協議もしてき

た経緯もあります。今これをここでどうという

わけではありませんが、３期12年は一つの節目

というつもりを持って、次期任期内には、河野

ビジョンを仕上げるつもりでぜひ頑張っていた

だきたいと思っております。

人口減少問題について伺います。

約150年前の明治５年に3,500万人であった我

が国の総人口は、平成22年には１億2,800万人ま

で増加したものの、これをピークに、その後は

減少へと転じ、高齢化が進む中、同時に出生数

が減少し、加えて合計特殊出生率も、人口維持

に必要とされる数には、はるか及んでおりませ

ん。

これらをあわせ考えますとき、これから先も

人口減少は、かなりな期間続くと覚悟すべきで

あります。

例えば、本県における年間出生者数は9,000人

弱でありますが、仮にその子供たちが80歳まで

生きるとすれば、これを掛け合わせると72万人

弱となり、この数字こそが本県の人口実力であ

ると言わざるを得ません。

そのような中で、これから先も依然として都

市部への人の流れが続くのであれば、地方はま

すます疲弊し、さりとて都市部では暮らしにゆ

とりが持てず、結果、少子化は改善されようも

なく、都市部もまた衰退の道をたどるほかはな

いと察します。

このままではいけない、しかし、何をなすべ

きかは暗中での手探り状態といったような、極

めて困難な課題であります。

そして、このような変化に伴い、社会や経済
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のありようは、当面は高齢者の割合が増大し、

結果として、人口全体に占める就業者の割合が

低くなる。そこで、就業者１人当たりの生産額

が変わらないと仮定すれば、当然ながら経済面

においては、人口減少の程度を上回る縮小を引

き起こすことになります。そしてまた、所得が

少ない人たちの人口がふえるのは当然のことで

あり、経済縮小に一層の拍車がかかることにな

ります。負のスパイラルであります。

そこで、これをカバーするには、女性の活躍

はもとより、定年の年齢引き上げなど、人口当

たりの就業者割合を下げないような工夫が求め

られます。

そのような中で、知事は、来期に向けての政

策提案の筆頭に、「人口減少問題に徹底して取

り組む」ことを掲げられましたが、この問題に

どう対応されるのか、お尋ねいたします。

（ ） 我が国の人口減少は、○知事 河野俊嗣君

東京一極集中を背景としまして、長い歴史の中

で形成をされてきた構造的な問題であります。

これを一気に解決するというのは大変困難であ

りますが、私は、この流れを何とか変えたいと

いう強い思いで、人口減少対策を政策提案の筆

頭に掲げたところであります。

本県は15歳から24歳、若年層が進学・就職等

で県外へ流出していく。例えば、県外大学への

進学者は、毎年3,000人以上となっております

が、こうした若者が県内に戻って就職するよう

になれば、状況は変わってくるのではないかと

考えております。

このため、まずは、成長産業の育成等により

ます雇用の場の確保とともに、企業や採用の情

報を届ける新たな仕組みづくり、キャリア教育

の推進に注力をしてまいりたいと考えておりま

す。

また、出生率につきましては、市町村ごとに

状況が異なります。各市町村と十分に連携を

し、企業や各種団体の協力も得ながら、地域の

特性に応じた対策に取り組んでまいりたいと考

えております。

さまざまな取り組みを総合的に進めることに

よりまして、将来の社会減ゼロと合計特殊出生

率2.07の実現に向けた道筋をつけられるよう、

全力を傾けてまいります。

それからまた、４本柱の１つ○坂口博美議員

に、「地域経済の着実な成長を図る」と掲げら

れ、その中では、フードビジネスなどの成長産

業の育成、地域経済を牽引する企業の育成、農

林水産業の成長産業化などを記しておられます

が、これらは、これまでの取り組みがある程度

うまく進んできたことを受けての提案であろう

かと思っております。

しかしながら、例えば政策提案を見ますと、

平成27年に4,995億円であった食品製造業出荷額

については、３期目終了までに5,500億円にまで

伸ばすとしておられます。御案内のように、当

該出荷額につきましては、平成23年から27年ま

での４年間で、814億円も伸びた大きな成長業種

であります。そして、既に平成28年には5,369億

円の実績があり、知事が目標とされる5,500億円

までには、３期目４年間でわずか131億円の増で

事足りるのであります。このように、成長分野

にてさえ手がたくありながら、さりとて本県

で、これにまさり期待すべくは何かを察すると

き、それは察するにかたくないのであります。

加えまして、労働力不足やＴＰＰの発効な

ど、今後障壁となりかねない問題も出てきてお

ります。

このような中、知事は、こうした「外から稼

ぐ産業」の現状をどう評価され、どのような点
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を伸ばしていかれるつもりなのか、お伺いいた

します。

（ ） 御指摘のとおり、労働○知事 河野俊嗣君

力不足、ＴＰＰ11の発効など、本県産業への影

響が懸念をされます中で、地域経済の着実な成

長を図るためには、やはり、本県の強みや特性

を生かした外貨を稼ぐことのできる「強い産

業」を育成し、伸ばしていくことが重要である

と考えております。

これまで、フードビジネスや東九州メディカ

ルバレー構想など、重点分野の振興、また地域

経済を牽引する中核的企業の育成によりまし

て、新商品の開発、また海外も含めた販路拡大

に取り組む企業が増加するなど、「新たな成長

に向けた流れ」ができているものと考えており

ます。

今後は、こうした流れをさらに促進し、フー

ドビジネスや、航空機を初めとする輸送機器、

ＩＣＴ産業など、成長性や付加価値の高い分野

を中心に、産業振興の一層の強化を図り、若者

定着のための魅力ある地域づくりを進めてまい

りたいと考えております。

なお、御指摘のありました食品製造業出荷額

の目標値につきまして、少し説明をさせていた

だきますと、この政策提案を提示した時点で、

確定値は平成27年の数値4,995億円でありまし

た。それを何とか今後４年間で500億円程度伸ば

していきたいという思いで設定をしたものであ

りますが、その後、御指摘のとおり、平成28年

の数値が明らかとなりまして、これが5,369億

円。非常にぐんとまた伸びたところでありま

す。したがいまして、現時点としまして

は、5,369億円と伸びた時点から、さらに500億

円程度の成長を目指してまいりたい、そのよう

に考えております。

ただ、27年を基準年とする○坂口博美議員

と、それから４年間というと、31年なんです

ね。でも知事の公約には、次の任期４年後に果

たす、到達するところとして5,500億円を挙げら

れているわけです。だから、そういうことは抜

きにして、5,500億円の公約された数字というの

を5,900億円ぐらいに修正されるという理解でよ

ろしいわけですね。

では次に、地方法人課税の偏在是正措置につ

いて伺います。

地方の最も重要な自主財源であります地方税

について、人口１人当たりの税収額で見ます

と、現在、最大2.4倍の格差が出ておりますが、

来年10月に消費税率が引き上げられますと、大

都市ほど大きな増収が見込まれますことから、

これに対処すべく、偏在性が小さく税収が安定

的な地方税体系を構築することが、平成31年度

税制改正における論点となっております。

このため、これについては、国において検討

が進められ、先般、報告書が取りまとめられた

ところであります。新たな偏在是正措置とし

て、１つには、法人事業税の一部を改めて国税

化し、地方譲与税として都道府県に配分するこ

と、もう１つは、譲与税化だけでは十分な偏在

是正効果が得られない場合には、交付税原資化

を検討することの２案が示されておりますが、

私としては、全額を交付税原資化することが最

も望ましいと考えております。

つまり、交付税であれば、都市部の不交付団

体には配分がなく、全額が交付団体に交付され

ますので、地方譲与税による場合と比較し、よ

り高い偏在是正効果が見込まれるからでありま

す。

しかしながら、この場合、不交付団体におい

ては、交付税の配分がない中で、国税化された
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法人事業税分の賦課徴収を担うこととなります

ので、その理解や協力を得ることは容易ではな

く、相当の反発も予想され、課題があると言わ

ざるを得ません。

こういったことを総合的に考えますと、その

配分に当たりましては、地方譲与税として、人

口を基準に再配分することが現実的であろうか

とも考えます。この際、知事の考え方をお聞き

したいのであります。

（ ） 地方税のうち、地方法○知事 河野俊嗣君

人課税につきましては、特に偏在性が大きいと

いうことから、現在、一定の偏在是正措置が講

じられているところでありますが、依然として

人口１人当たりの税収に、都道府県間で最大６

倍程度の開きが生じているところであります。

このため、国において新たな偏在是正措置が

検討されておりまして、さきに公表された報告

書によりますと、譲与税化を基本とする考え方

が示されております。

議員御指摘のとおり、新たな地方譲与税につ

いては、「人口」のみを基準として配分するこ

ととされております。現行の譲与税は、「人口

と従業者数」を基準としたものであります。こ

れと比較をしますと、偏在是正効果がより高ま

る方法である、これは望ましいというふうに考

えておるところであります。

さらに、地方税財源の確保・充実のために

は、偏在是正のみならず、地方税や地方交付税

の充実が重要でありますので、国における今後

の議論を注視しますとともに、機会を捉えて、

強く訴えてまいりたいと考えております。

ぜひとも頑張っていただきた○坂口博美議員

いなと思っております。

では続いて、鹿児島県が屋久島周辺海域に設

置した浮き魚礁の問題について伺います。

この問題は、平成27年10月に、本県漁業者に

何の断りもなく、鹿児島県が屋久島周辺海域に

浮き魚礁を設置したことに端を発し、この水域

が本県のマグロはえ縄にとって重要な操業海域

であることから、操業の支障になるとして、両

県間のトラブルに発展したものであります。

これについては、最終的に魚礁設置に際して

は国が関係する県への同意を義務づけることに

より、決着はいたしました。

ところで、その後この浮き魚礁は、平成28年

８月に折損により流出し、その再設置がなされ

るやに聞いておりますが、再設置については、

国による関係県への同意義務づけにより、鹿児

島県から宮崎県に対して同意の申し入れがなさ

れているものと思います。

再設置に係る漁業調整の状況につき、知事に

お伺いいたします。

（ ） 平成27年の鹿児島県に○知事 河野俊嗣君

よります浮き魚礁設置に伴う問題以降、国にお

いて、今御指摘がありましたように、関係県の

同意が設置の条件とされたことを受け、平成28

年10月に、本県と鹿児島県及び関係団体等で構

成する協議会を設置したところであります。

本年６月には、同協議会において再設置に向

けた手順が確認をされまして、10月に、鹿児島

県から本県に対して正式に意見照会があり、現

在、県内の関係漁業者から意見を聴取している

ところであります。

屋久島周辺海域は、本県マグロはえ縄漁業に

とりまして、極めて重要な漁場でありますこと

から、県としましては、本県漁業者の操業に支

障がないよう、しっかりと調整してまいりたい

と考えております。

ぜひ、言うべき点は言うとい○坂口博美議員

うことで折り合いをつけていただきたいと思い
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ます。

当時、鹿児島の知事は伊藤知事でありました

が、浮き魚礁に係るトラブルに際しての、鹿児

島県に対する宮崎県の姿勢というのは、見てい

て情けないほどに弱く感じ、私自身は、「よも

やあり得ないとは思うが、両県知事の間には、

総務省時代の上下関係がいまだに残っているの

かな」とすら、理解に苦しんだ調整でありまし

た。今回は、ぜひとも宮崎の漁師の立場で調整

に当たっていただくことを求めておきます。

ところで、本県では平成26年２月の門川沖へ

の浮き魚礁整備を最後に、その後はなされてお

りませんが、本県沖合における浮き魚礁につい

て、これまでの取り組みと今後の整備方針を、

農政水産部長にお尋ねいたします。

（ ） 浮き魚礁は、○農政水産部長 中田哲朗君

カツオやマグロなどの回遊魚が漂流物に集まる

習性を利用した構造物であり、カツオ一本釣り

漁業やひき縄漁業などにおいて、効率的な操業

を可能とするものでございます。

このため県では、平成６年度から日向灘沖合

約30キロメートルのラインに、表層型浮き魚礁

５基と中層型浮き魚礁10基の整備を行ってきた

ところであり、随時、耐用年数に達したものは

更新をしております。その結果、操業の効率化

によりコスト削減が図られ、関係団体より「経

営安定につながっている」との声をいただいて

おります。

今後とも、計画的な更新に努めるとともに、

漁業者や関係団体の御意見を伺いながら、中層

型浮き魚礁から、より効果の高い表層型浮き魚

礁への変更も検討していきたいと考えていると

ころであります。

国では、去年から、直轄事業○坂口博美議員

として漁場を整備する海域に隣接または近接す

る海域において、高率の補助事業として県が漁

場を整備できる広域フロンティア漁場整備事業

を始めております。

本県において、この事業の導入を考える場

合、国の直轄事業の実施状況やその他の条件な

どから、これまで本県で整備実績があり、一定

の効果が得られているマウンド礁ということに

なろうかなと思いますが、広域フロンティア漁

場整備事業を含むマウンド礁整備の考え方につ

いて、お伺いいたします。

（ ） マウンド礁に○農政水産部長 中田哲朗君

つきましては、海底付近の栄養豊かな海水を光

の届く深さまで押し上げ、餌となるプランクト

ンや小魚を増加させることで、海域の生産力を

向上させる効果があります。

県におきましては、これまで、宮崎市内海沖

合と串間市宮之浦沖合の２カ所で整備を行った

ところであり、整備した漁場付近では、サバの

漁獲量が増加するなど、一定の効果が見られて

いるところでございます。

新たなマウンド礁の整備につきましては、今

後、漁業者や関係団体の御意見も伺いながら検

討を行ってまいりたいと考えております。

また、広域フロンティア漁場整備事業を活用

するためには、国直轄事業の実施が条件となっ

ておりますので、まずは、日向灘海域において

国直轄事業が実施できるかどうか等、国と協議

を行ってまいりたいと考えております。

直轄事業ですけれども、今、○坂口博美議員

水産庁長官は、以前、本県で漁政課長を務めら

れた長谷長官でありまして、国の直轄になる、

今が最大のチャンスかな、またとないチャンス

かなと思います。今、調整の話をされましたけ

ど、具体的には、やっぱり大型底びき、沖合底

びきの心配を持つ漁業形態があるということに

- 266 -



平成30年11月27日(火)

なろうかと思います。ただ、今、大型底びきな

んていうのは１隻くらいですよね。それが宮崎

に来るということは、ほぼ認めない。高千穂丸

も持っているわけです。ですから、そこらをや

る気を出して前に進め、そういった課題は解決

してあげるということを前面に出さないと、調

整調整と言ったってプラスとマイナスを一緒に

しろという話ですから、なかなかいかないで

す。

農業問題に移ります。

まず、主要農作物の種子制度について伺いま

す。

主要農作物種子法は、戦後、食糧増産が国家

的課題であった昭和27年に制定され、稲や小麦

などの５品目いわゆる「主要農作物」の種子を

対象に、奨励品種の選定、原原種及び原種の生

産、種子の審査などの手続を都道府県に義務づ

けることにより、主要農作物における優良種子

の生産・普及に寄与してきましたが、本年４月

１日をもって廃止されました。

法律廃止に伴い、既に一部の府県では、主要

農作物の採種事務を民間に移行するなどの動き

が出てきているようであります。

また、これについて本県では、先般、農業団

体から本県議会に対して、主要農作物種子の公

的種子制度を継続していくための条例制定の要

請がなされております。

農家や関係者の間では、法律廃止により、大

手種苗メーカーに種子が独占化されるのではな

いかといったような不安が大きいようでありま

すが、主要農作物種子法を廃止した考え方につ

いて、国からはどのような説明を受けているの

か、農政水産部長に伺います。

（ ） 国からは、主○農政水産部長 中田哲朗君

要農作物種子法廃止の主な理由といたしまし

て、一つは、制度発足時と比べて、種子生産者

の技術向上により、種子の品質が安定したこと

から、全ての都道府県に対し、優良品種の決定

や原種の生産等を義務づける必要性が低下した

こと。

もう一つは、種子法が、都道府県中心の制度

となっており、民間企業が参入しにくく、民間

のノウハウを活用した種子の開発・供給に支障

を来しているためといった説明を受けていると

ころであります。

民間のノウハウ活用への道を○坂口博美議員

開くためということでありましたが、実際は、

現行の都道府県中心の育種に限界が来たという

ことをあらわしているとも言えようかと思って

おります。その一方で、本県の肉用種雄牛造成

については、民間により県内各地域ごとに管理

されていた改良や増殖は、昭和48年の県家畜改

良事業団の設立を経て、その後は県による一元

管理となりました。これは、先ほどの種子法廃

止とは全く逆の動きであります。

ところで、当然のことでありますが、子牛市

場において高い評価を受ける種雄牛には、繁殖

農家からの利用が殺到することになり、これが

世代をつなぐうちに血が濃くなり過ぎるなどか

ら、肉用牛経営へ深刻な影響を及ぼす心配があ

りますが、これに係る具体的事例及び対応など

について、農政水産部長に伺います。

（ ） 種雄牛づくり○農政水産部長 中田哲朗君

につきましては、生産者の皆様の御理解や御協

力を得ながら、県域団体や地域のＪＡなどで構

成される宮崎県肉用牛改良委員会を中心に、関

係者が一体となって取り組んできているところ

であります。

しかしながら、議員御指摘のとおり、子牛市

場で評価の高い種雄牛については、その利用が

- 267 -



平成30年11月27日(火)

集中することで、血統に偏りが生じるおそれが

あり、そういう中で、血が濃くなり過ぎます

と、発育不良や受胎率の低下など肉用牛経営に

悪影響を及ぼす可能性があると言われていると

ころであります。

このため、県といたしましては、県内の繁殖

雄牛の血統を考慮しながら、改良に必要な種雄

牛の凍結ストローを、他県や民間などからも適

宜導入し、本県種雄牛の改良を図ってきたとこ

ろあります。

今後とも、肉用牛経営に貢献できるよう、関

係団体と協議しながら、適正な交配による肉用

牛の改良及び種雄牛造成に取り組んでまいりた

いと考えております。

つまり、問題を抱えたときに○坂口博美議員

自己完結ができなくなって、よその県や民間の

力をかりているということであろうかと思いま

す。果たして事業団の一元管理でいいのかなと

思いますが、周りを見ますと、民間には、そう

いった担い手とか、そういう技術すら残ってお

りません。これは慎重に考えていかないといけ

ないと思っておりますので、今後の問題として

いきたいと思っております。

次に移ります。そして同時に心配しているの

が、みやざき地頭鶏であります。みやざき地頭

鶏の生産につきましては、畜産試験場が種鶏の

改良と増殖を行い、県内４カ所のひなセンター

が、試験場から供給された種鶏のひなを育成

し、育成した種鶏から生産された素びなを県内

生産者へ供給するという仕組みになっておりま

す。

そして、その流通販売については、生産者等

で構成される「みやざき地頭鶏事業協同組合」

にて、販売促進のための普及・ＰＲ活動に努め

られた結果、供給羽数は右肩上がりにふえ、こ

の10数年間は九州１位の座を守ってきました。

しかし、平成29年度の出荷羽数では、福岡県

の「はかた地どり」が全国第３位、九州第１

位。本県は九州第２位になったと聞き、今後が

大変気がかりであります。ここ数年間のみやざ

き地頭鶏の出荷羽数及び平成30年の出荷見込み

をお聞きし、順位が下がった理由についてもあ

わせてお聞かせください。

（ ） みやざき地頭○農政水産部長 中田哲朗君

鶏の出荷羽数のもととなります素ひな供給羽数

の動向につきましては、平成25年度以降70万羽

を超えて推移しておりましたが。平成29年度

は61万4,000羽と減少し、平成30年度も、さらに

減少の見込みとなっております。

これまで生産者で組織する「みやざき地頭鶏

事業協同組合」と一体となって、素びな供給か

ら生産、さらにはブランド力向上に取り組んで

きた中で、供給羽数が減少したこと、また九州

１位の座を譲ったことを大変残念に思っており

ます。

みやざき地頭鶏が順位を下げたことにつきま

しては、昨今の飲食業界における厳しい競争の

中で、主要な指定店での取扱量が減ったことも

大きな要因と考えております。

このため、県といたしましては、他産地の動

向や消費者ニーズ等も踏まえながら、新たな指

定店の開拓など、販路拡大に向けて、生産者や

組合とも十分連携し、スピード感を持ってしっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

みやざき地頭鶏の出荷が減少○坂口博美議員

したということは、本当に深刻だと、私も思っ

ております。今、部長は要因について、指定店

の取扱量が減少したと言われましたが、その内

容について詳しくお願いいたします。

（ ） ひな供給羽数○農政水産部長 中田哲朗君
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約９万羽減少をしております。

そのうち、大口の指定店に出荷する生産者分

が約５万羽、それ以外の個々の指定店分が約４

万羽となっております。

大型指定店というのはエー・○坂口博美議員

ピーカンパニー系列店のことであろうかと思い

ますが、同社系列の店舗全体で総出荷羽数の約

半分を扱っておりますので、系列以外の指定店

での減少が合計４万羽になります。ということ

は、ほとんどの指定店が同様に消費を落として

いるのではなかろうかと考えられるわけです

が、そうなりますと、減少の理由には何らかの

共通点があるやに思えます。出荷羽数の減少に

ついて、知事の所見をお願いいたします。

（ ） みやざき地頭鶏であり○知事 河野俊嗣君

ますが、これまで生産者、また関係の皆様の御

尽力によりまして、全国で５本の指に入るくら

いの、トップクラスの地鶏として、生産量を伸

ばしてきたところでありますが、今答弁にあり

ましたように、昨年度、販売店の形態にかかわ

らず、全体として出荷羽数が減少したことにつ

きましては、深刻に受けとめているところであ

ります。

現在、生産コストの面や販売価格、また消費

者ニーズの変化への対応など、さまざまな観点

から、原点に立ち戻って検証を進めているとこ

ろでありますが、まずは、九州第１位の奪回に

向けまして、危機感を持って、関係団体と連携

をしながら、しっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

28年度からぐぐんと落ちたわ○坂口博美議員

けですよね。わからないんですけど、28年は地

頭鶏に係る問題というのが大きく報じられまし

た。そういったことも含めて、原因はよほど真

剣に当たっていかないと、回復策というのは難

しいと思うんです。ぜひ全力で当たっていただ

きたいと、お願いしておきます。

次に、林業問題について伺います。

無人ヘリによる林地除草剤散布についてであ

ります。県では10月から、先端技術を活用し、

下刈り作業の省力化に向けた技術開発を開始し

たという報道がありましたが、まず、その取り

組み内容と今後の進め方について、環境森林部

長にお伺いいたします。

（ ） 本県の林業従○環境森林部長 甲斐正文君

事者は減少傾向にあり、中でも、植栽した苗木

の周囲の雑草を刈り払う下刈り作業は、足元が

不安定な山の斜面において、暑い時期に蜂や蛇

を避けながら人力で行われるため、その省力化

が大きな課題となっております。

このため、下刈り作業の省力化に向けて、Ｇ

ＰＳや無人航空機と農薬を組み合わせた技術開

発に取り組むこととし、10月から、林業や農薬

の研究者、無人ヘリのメーカーや、農薬メー

カー商社、林業関係団体及び国・県の林務行政

機関で構成される技術開発委員会において、研

究を開始したところであります。

今月初めには試験地において、山間部におけ

る無人航空機の自動飛行に必要な地形データの

レーザー計測と、検証に必要な農薬の散布を

行ったところであります。今後は、無人航空機

による自動飛行や農薬の下流域への影響につい

て確認を行い、その分析や実用化に必要な作業

手順等について、委員会で検討していくことと

しております。

下刈り作業の省力化を進める○坂口博美議員

ということについては、大変重要で、かつ大変

な労働でありますので、私もその取り組みを急

ぐべきと考えておりますが、そういった中で、

平成30年11月27日(火)
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新聞の投書欄などでは、水源でもある森林に農

薬を散布することについての懸念も示されてい

ると聞いております。今回の技術開発を実践し

ていく上では、先ほど答えられた委員会には、

懸念されている分野の委員は見当たらず、これ

を加えて議論すべきではないかと考えます。

また、今回散布した農薬は、杉やヒノキの造

林木には影響を与えず、ススキや葛などの雑草

へ選択的に影響を与える農薬と聞いております

が、どのような雑草に効果があるのか、選択性

のメカニズムと薬品の成分名について、環境森

林部長に伺います。

（ ） 今回、散布を○環境森林部長 甲斐正文君

行いました農薬は、議員から御紹介のあったス

スキや葛のほか、漆やハゼノキなどの落葉の灌

木に効果があるとされております。

また成分については、トリクロピルとテトラ

ピオンというもので、農薬ハンドブックなどに

よりますと、双方とも茎や葉及び根から吸収さ

れ、植物の体内に取り込まれ、植物ホルモンの

バランスに作用したり、栄養の代謝を阻害する

ことにより、成長を抑制する仕組みとなってお

ります。

一方で、県にもさまざまな意見が寄せられて

おりますことから、例えば養蜂など、影響を懸

念されている方々の参画も検討した上で、分析

結果を踏まえた農薬の選択や散布方法、下流域

への影響などについて、技術委員会で慎重に議

論していくこととしております。

引き続き、実証を重ねつつ、さまざまな御意

見をお聞きしながら、環境に配慮した技術の開

発を進めていきたいと考えております。

トリクロピル等の成分を利用○坂口博美議員

して葉の裏についていて、結構分解まで効果の

長い息を持った農薬でもありますし、慎重を期

すべきかなと思います。

そしてまた、伐採後すぐに自生してくるの

は、ススキや葛、あるいはアカメガシワやタラ

の木でありますが、これを駆除すると、その後

で、竹類が芽生えてくることは珍しくありませ

ん。特にヤダケやメダケなどは、数本見かけた

かなと思っていると、何年もたたないうちに一

面を席巻してしまいます。ほかの草や木は何も

育たなくなってしまうんです。皆さんも、里山

で孟宗竹が猛威を振るっているのをよく目にさ

れると思います。

今後の検証の中では、散布技術の確立はもち

ろんですが、散布量や回数、そしてその時期、

あるいは散布日と雨の日までの問題や駆除すべ

き草木の種類など、幅広く取り組まれることを

求めておきます。

ところで、中山間地域では、養蜂業者や天然

の蜂蜜を採取する人などに加え、近年ではその

価値が見直され、地域おこしの起爆剤にされて

いるジビエ文化、ここからも懸念の声があろう

かと存じます。

農政水産部長としては、この問題にはどう臨

まれるおつもりか、御所見をお聞かせくださ

い。

（ ） 林地への農薬○農政水産部長 中田哲朗君

散布につきましては、今お話がありましたけれ

ども、養蜂業やジビエへの影響の可能性も懸念

されますので、先ほど環境森林部長の答弁にも

ございましたが、関係者の御意見を伺った上

で、慎重に議論していただきたいと考えており

ます。

農政水産部としましても、今後、環境森林部

と十分連携を図りながら、この問題に対して適

切に対応してまいりたいと考えております。

国の調査で蜂蜜ですけど、本○坂口博美議員
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県は全国でもすごく数の多い、平成27年、４件

の被害届が出ていますよね。これは許可の要る

養蜂業者からの４件です。これはゼロがほとん

どで、北海道、宮崎は突出したかなと思うんで

すけど、今言われたように技術委員会にしっか

りと行って、そこで議論すべきはすべきではな

いかなと思っています。随分、神経質なことを

言うなとお感じかもしれませんが、「何として

も山を守らねばならない。そのためには、そこ

に住んで、山に手を入れてくださる人たちがい

なくては、それはかなわない」、このことを最

もよく理解しているのは、宮崎県人だと言えま

す。全国に先駆けての森林環境税がそのあかし

だと思います。そして、その背景は、森林が持

つ多面的な公益性であります。

ですから、今回の取り組みは、法的基準をク

リアできるか否かといった事務的なものではな

く、あくまでも、県民のさまざまな懸念に丁寧

に応え、その支持を久しく得続けられるような

ものへとつないでほしいと願っての、今の質問

でありました。

では次に、新田原基地問題について伺いま

す。

この問題につきましては、既に３名が質問し

ましたが、改めて知事に、今回の新田原基地の

問題について御所見を伺います。

（ ） 外交・防衛に係る問題○知事 河野俊嗣君

は、国の専管事項でありまして、今回の普天間

飛行場の能力を代替することに関連します新田

原基地の緊急時使用のための施設整備につきま

しても、安全保障体制の確保や沖縄の基地負担

軽減など大局的な観点から、国の責任において

なされるものと認識をしております。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

をしました「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まして、平成19年

には、国と地元２市３町の間で、緊急時使用へ

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

模等につきましては、今回初めて示されたもの

でありまして、緊急時の使用形態や弾薬庫の安

全性、騒音の増加など、地元の不安もお聞きし

ているところであります。

国では、地元住民に対する説明会なども行っ

ているところでありますが、私としましても、

地元に寄り添い、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。

次に、緊急時の新田原基地の○坂口博美議員

使用について伺います。

国は、緊急時とは、一例として我が国が武力

攻撃を受けた場合も該当すると説明をしており

ます。新田原基地が緊急時の米軍機の受け入れ

基地として使用されることになる場合、米軍や

国は、どのタイミングで地元自治体に対して通

告をしてくるのでありましょうか。

事前通告があるのかどうかを含め、知事にお

伺いいたします。

（ ） 国からは、緊急時使用○知事 河野俊嗣君

の判断については、個別の状況等を踏まえ、日

米間の必要な調査に基づいて行われると伺って

おります。

また、平成19年に国と地元自治体が交わした

協定書におきまして、「国は、緊急時の使用へ

の対応について、その内容がわかり次第、速や

かに地元に対し、可能な範囲で説明する。」と

明記されているところでありますので、新田原

基地が緊急時に使用される場合も、この協定に
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基づき、地元自治体に対して速やかに情報提供

されるものと考えております。

具体的にどのような手続で地元に対して通知

をされるのかについては、今後検討していくと

国から伺っておりますので、県民の安全・安心

を確保するため、可能な限り早く、適切なタイ

ミングで情報提供していただくよう求めてまい

りたいと考えております。

やっぱり可及的速やかな情報○坂口博美議員

提供、これが最も大切ですから、ぜひそれは聞

きおくじゃなくて、出向いていってでも果たさ

せるという姿勢で臨んでいただきたいと思いま

す。

そしてまた、今回示された整備内容の中に弾

薬庫が含まれていることについて伺います。

平成19年に地元と国とが合意した協定書は、

「再編実施のための日米ロードマップ」に基づ

くものであります。先ほど答弁されたとおりで

ありますが、普天間飛行場が有している機能の

一部を新田原基地へ移すとするものでありまし

た。

そして、その普天間飛行場には弾薬庫は整備

されておらず、現在米軍は、弾薬の搭載につい

ては嘉手納飛行場にて行っております。

つまり、普天間飛行場が有している機能は、

弾薬を搭載して飛来した戦闘機が弾薬を残して

基地を離れようとしても、その弾薬を基地内に

保管しておくための機能はないのであります。

そしてまた、弾薬を持たず着陸した戦闘機が

普天間飛行場において弾薬を装着しようとして

も、搭載のための弾薬を基地内に備蓄しておく

ための機能も、これまた有していないのであり

ます。

したがいまして、私は、普天間飛行場が有す

る機能の中には弾薬庫は存在しないと思います

が、知事のお考えをお聞かせください。

（ ） 議員御指摘のとおり、○知事 河野俊嗣君

普天間飛行場には弾薬庫がありません。この弾

薬庫につきましては、これまで明示をして説明

のなかった施設であると認識をしております。

新たに飛来する航空機の弾薬を安全に保管す

るためには、弾薬庫の追加整備が必要であるな

ど、これまでの説明の範囲内であれば、おおむ

ね普天間基地の緊急時の受け入れ機能の一部に

含まれるものではないかと考えております。し

かしながら、詳細な部分については不明な点が

多く、地元の不安や懸念も大きいものですか

ら、今後、より詳細な整備内容や運用方法につ

いて、一つ一つ国に対して確認を求め、しっか

り対応してまいりたいと考えております。

普天間にはその弾薬庫がなく○坂口博美議員

て、安全な保管のために嘉手納を使っているん

です。じゃあ、新田原に弾薬庫をつくることが

機能としてはおおむね一緒だということになる

んですか。まず、「おおむね」という言葉の定

義について、この深刻な問題に係る「おおむ

ね」という言葉について、説明をいただきた

い。

（ ） 施設として弾薬庫はご○知事 河野俊嗣君

ざいませんが、運用の面で嘉手納基地の弾薬庫

を使われているということでありまして、全体

としてその「機能」というところに着目をしま

すと、緊急時の受け入れ機能の一部に含まれる

ものではないかと受けとめているところであり

ます。

いや、機能としては、弾薬を○坂口博美議員

積んでいったのは弾薬を積んで出ないと、置く

場所がないんですよ、普天間は。空で来て弾薬

を積んでいくにも、置いてあるところがないん

です。もしその機能を普天間が果たしていると
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なったら、野ざらしで、それこそブルーシート

か何かで保管しているか、それとも放置してい

るか、ないしょで保管しているかということに

なりますよ。それと、今回の新田原に、危ない

からつくるという、だからおおむね一緒なんだ

ということは、これは到底理解できません。改

めてお聞きします。機能はあるのかないのか、

普天間に。弾薬庫の。

（ ） 弾薬庫の機能自体は、○知事 河野俊嗣君

普天間には施設もないわけでありますが、緊急

時に使用される場合に必要な施設、その機能と

して受けとめているところであります。

時間が切りがなくなるけど、○坂口博美議員

僕が尋ねたのは、「現在は、普天間飛行場自体

が有する機能だけでは実行できない弾薬の装

着、それは、普天間が弾薬庫を装備していない

からではないのか」ということ。「しかし、新

田原に来れば、弾薬庫をつくれば、普天間で不

可能だったことが可能になります。だからつく

るんです」という国、防衛省側の言い分。それ

はおおむね正しいんでしょうという理解をして

いると、僕はとったんですよね。この違いがも

しなければ、今の違いを無視しなければ、「あ

る」「ない」、「できる」「できない」を無視

しなければ、「おおむね一緒だ」というのは言

えないんじゃないかと思うんですけど、いま一

度、説明をしてください。

（ ） 繰り返しになります○知事 河野俊嗣君

が、普天間基地には弾薬庫はないところであり

ますが、運用の中で、嘉手納基地の弾薬庫を使

用されている状況があるということでありま

す。全体として、緊急時の受け入れ機能を考え

る上で必要な施設として、今回提示されたもの

であると考えておるところであります。

弾薬庫というのは最もリスク○坂口博美議員

の大きい設備ですよ。神経質にならなきゃだめ

ですよ。今のは水かけ論で時間がどんどん過ぎ

ますから移りますけど、知事はたびたび、「自

分は県民の安心・安全は先頭に立って確保して

いくんだ」と言われますけれども、今回、知事

自身がこの問題についてなされるべきは何だと

思われますか。

（ ） まずは、地元と同様に○知事 河野俊嗣君

県としても、関係機関から必要な説明をしっか

り受けるということであります。先ほど答弁申

し上げましたように、具体的な施設につきまし

ては、今回初めて明示的に示されたものであり

まして、その詳細な内容についての丁寧な説明

を求めていきたいと考えております。

いやそれは求めてなきゃだめ○坂口博美議員

ですよ。例えば、知事の自宅の近くにできる

と。最初にぴんとくるのは「え、何を入れる

の。どれぐらい入れるの」。まず入れる物、そ

れから量。そんなに入れるんだったら、どんな

構造で守るのか。それを確認して、家族に「お

い、大丈夫だぞ」と言わなきゃ、「何をつくる

かわからないけど、大丈夫だよ、俺先頭に立つ

よ」と言ったって、そんなの通用しないです

よ。今あなたがやるべきはそこですよ。防衛省

に行って、既に確認されましたか。何を入れる

のか、どれだけのものを入れるのか。どういっ

た構造なのかというのは。

（ ） 施設整備の内容につき○知事 河野俊嗣君

ましては、国から説明を受けた際に、県として

は、弾薬庫等の施設の規模、安全性、維持管理

の方法等について確認を行ったところでありま

す。これに対して九州防衛局からは、施設の規

模や工期につきましては、今年度、測量や設計

を予定しており、その中で決まっていくという

ことでありました。
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また、弾薬庫の安全性に関しましては、国内

法に基づいた、非常に堅固で安全な建物を整備

し、通常時は自衛隊が適切に維持管理すると

伺ったところであります。

まだまだ現時点では不明な点も含め、今後

しっかりと確認をしてまいりたいと考えており

ます。

やっぱり説明を待つんじゃな○坂口博美議員

くて、いつ行かれて、どなたにどういうことを

聞かれましたか、このことに関して。僕だった

ら飛んでいって、「おまえたちは何を入れるの

か、どれだけ入れるのか、安全な設備をつくる

のか」と、必ず聞きますよ。言ってくれな

きゃ、また次の日行きますよ。だって、もう決

めているわけでしょう。そんなばかな話はない

ですよ、行き当たりばったりで、こんな大切な

問題を。

沖縄の翁長知事。僕は信条も違います、考え

方も違います、特に安全保障に関しては。た

だ、あの人の政治姿勢は立派ですよ。沖縄県民

を守るためには、これしかないということで。

僕らと考えは違いますよ、行く先は。でもそれ

を一貫して貫かれて、命を本当にかけられた

じゃないですか。この姿勢というのは、右左は

別として、どちらにせよ、知事は持つべきで

す。それは、先ほど言いましたように、宮崎

ファースト、宮崎の安心・安全は俺が守る、先

頭に立つ。この気概ですよ、大切なのは。これ

があったら、いても立ってもいられず、何度か

防衛省に行って、誰に会った、彼に会った、何

と言った、けしからん、理解できん、この区別

はもうやってなきゃだめですよ。先頭に立って

頑張っていただきたい。

時間が参りましたので終わります。（拍手）

次は、重松幸次郎議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 本年最後○重松幸次郎議員

の質問者となりました。公明党宮崎県議団の重

松でございます。通告に従い、順次質問を行い

ますので、知事を初め関係部長の皆様の明快な

御答弁をお願いいたします。

第197回臨時国会において、連日、活発な論戦

が展開されております。10月30日に公明党の斉

藤鉄夫幹事長、翌31日に山口那津男代表が、そ

れぞれ衆議院・参議院の代表質問に登壇し、斉

藤幹事長は、頻発する大規模災害を踏まえ、

「国民の命と暮らしを守るため、今こそ防災・

減災・復興という最重要テーマを「政治の主

流」に位置づけなければならない」と強調して

おります。

一方の山口代表は、「将来世代への責任とし

て、人口減少社会、人生100年時代、さらには団

塊ジュニアの世代が高齢者になる2040年ごろを

見据えた持続的な社会保障制度の姿を示してい

くことが求められる」と述べ、全世代型社会保

障の構築に意欲を示しての代表質問でありまし

た。

そこで私も、この2040年問題から始めたいと

思います。

日本は、急速な人口減少と高齢化という未曽

有の危機に直面しており、総務省は本年４月

に、「自治体戦略2040構想研究会 第一次報

告」を公表し、続けて７月には第二次報告が発

表されました。

第一次報告では、高齢者人口がピークを迎え

る2040年ごろにかけて迫りくる３つの「内政の

危機」を提示し、そのもとで具体的に挙げれ

ば、少子化により社会構造の変化に即した子育

て環境の整備が必要となり、小・中・高等学校

の統廃合、大学進学率の低い地方圏において高

等教育を受ける機会の喪失、医療・介護ニーズ
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の増加、労働力不足やインフラの老朽化、そし

て中山間地域の集落機能の維持が困難になるな

ど、2040年ごろの姿から逆算する形で取り組む

べき課題を整理され、そのために考えられる対

応が挙げられております。

第二次報告では、個々の自治体が全ての政策

を手がけるフルセットの行政事務を担うのは困

難と指摘し、サービス維持の方策として、複数

の自治体が「圏域」などの単位で連携して、行

政サービスを提供できるよう、法的枠組みの必

要性を提示されております。

この報告の共通テーマは、「人口減少下にお

いて満足度の高い人生と人間を尊重する社会を

どう構築するか」であります。そこで知事に、

「自治体戦略2040構想研究会」の報告を踏ま

え、人口減少が進む中での、本県における課題

と今後の取り組みの方向性について伺います。

以上を壇上の質問とし、残りは質問者席から

伺います。（拍手）〔降壇〕

（ ）〔登壇〕 お答えしま○知事 河野俊嗣君

す。

今後、人口減少が深刻化する中では、自治体

戦略2040の報告でも取り上げられておりますよ

うに、人材の流出による担い手不足によりまし

て、産業活動の低下、中山間地域の一層の疲弊

化に加え、都市部にも影響が広がっていくな

ど、さまざまな問題が顕在化してくる可能性も

懸念されるところであります。

このため、若者の流出抑制やＵＩＪターンの

促進などの社会減対策、女性・高齢者など多様

な人材が活躍できる環境づくり、さらには、今

後はＩｏＴなどの先端技術の活用による生産性

の向上やイノベーションの創出、公共施設の長

寿命化などに取り組むことも重要であると考え

ております。

これらを総合的に進めることで、人口減少の

中にあっても、持続可能で活力ある県づくりに

向けて、危機感を持ちながら取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

ありがとうございます。本○重松幸次郎議員

県では、全国より速いスピードで高齢化が進

み、若者の県外流出がさらに増加することが懸

念されております。

報告書の中でも、新たな自治体行政の基本的

考え方に言及されており、公共私それぞれの

人々の暮らしを支える機能を構築する「プラッ

トフォーム・ビルダー」としての役割や、その

際に、自治体の職員は関係者を巻き込み、「プ

ロジェクトマネジャー」となって、新たな活躍

の場や豊かな生活環境を求める人材が移住しや

すい環境を整備していくことが重要であると提

起しています。

さらに、「このような環境変化に対応して、

自治体が住民サービスを持続的、かつ、安定的

に提供していくためには、ＡＩ（人工知能）や

ロボティクスによって処理することができる事

務作業は全てＡＩやロボティクスに任せ、職員

は職員でなければできない業務に特化すること

が必要である」として、職員数の減少に対応し

ながら、業務効率化のために、ＡＩやパソコン

上の操作をソフトウエアで自動化する、いわゆ

るＲＰＡ（Robotic Process Automation）等の

導入で、スマート自治体への転換を促していま

す。

そこで、本県においてのこれらを見据えた、

ＡＩやＲＰＡなどの新しい技術の活用に向けた

取り組みについて、総合政策部長にお伺いしま

す。

（ ） ＡＩやＲＰＡ○総合政策部長 日隈俊郎君
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など新しい技術の活用が、民間企業において進

んでおりますことから、県庁内の業務の効率化

にも十分に寄与するものと認識しております。

また、他の自治体においても、住民の問い合

わせに自動応答するサービスや、パソコン作業

の自動化など、新しい技術を取り入れた動きも

出てきております。

一方で、取り入れるために新たな業務がふえ

るなど、デメリットもありますことから、コス

ト意識を持った対応が必要であろうと考えてい

るところであります。

このため、今年度、民間企業と共同で、ＲＰ

Ａ活用に向けた検証を行ったところでございま

すが、例えば、自動車税納税者の住所データの

更新に際しまして、今までは手作業で行ってい

た作業を国関係機関が保有するデータを反映す

ることで自動化するなど、県の業務の中で成果

が見込める定型的な作業について、引き続き活

用を検討してまいりたいと考えております。

繰り返しになりますが、○重松幸次郎議員

「今後、ＩＣＴの利用によって処理できる業務

はできるだけＩＣＴを利用するということを前

提とした自治体行政を展開する必要がある」と

しております。

あわせて、「人口縮減時代のパラダイム（方

法論）へ転換しなくてはならない」とあり、

「それは、行政内部の情報システムについて、

自治体ごとに開発し、部分最適を追求すること

で生じる重複投資をやめる枠組みが必要であ

り、システム更新時期に合わせて無理なく円滑

に統合できるように、期限を区切って標準化・

共通化を実施する必要がある」と提起しており

ます。

つまり、これから広域で自治体の連携を進め

る上では、個々に開発された情報システムで

は、データの移行や研修・訓練などに互換性が

なく、支障を来すためと考えます。この点を考

慮してＩＣＴの活用、しっかり準備を進めてい

ただきたいと思います。

この第二次報告の最終項目は、「東京圏のプ

ラットフォーム」であります。それは、「東京

圏を含む三大都市圏が、それぞれの最適なマネ

ジメント手法を考え、早急に近隣市町村との連

携やスマート自治体への転換への対応を講じな

ければ、人口減少と高齢化の加速に伴い危機が

顕在化し、ひいては我が国全体にとっての危機

となる」とありました。

一言で言うならば、「東京問題をどう考える

か」であると考えます。

このことについて加藤久和・明治大学教授

は、「人口減少時代の国土づくりを考える際に

は東京圏への一極集中を避けるわけにはいかな

い。現在では、若者を中心に地方から東京圏へ

の人口移動はとまらず、国際的に見ても人口集

積の規模は大きい。こうした過密性が「集積の

経済・規模の経済」という利点を提供している

という見方もあり、このことを否定するもので

はないが、一方で、混雑現象とも言える状況が

生じている。」とした上で、若者にとって子供

を生み育てる環境のおくれが低い出生率にある

こと、過密な住宅は高い地価・家賃をもたら

し、これが居住スペースの制約や公共施設の設

置を困難にしていること、長い通勤時間で育児

・仕事の両立を難しくしていることなどを挙げ

られています。

また、地方から呼び寄せた若者が高齢化する

中で、医療・介護サービスの不足は深刻化する

と見られ、さらには地震等の災害に行財政や経

済機能を集中させているリスクははかり知れな

いなど、幾つもの課題を指摘しております。

- 276 -



平成30年11月27日(火)

この東京圏の人口集積を見直さない限り、真

の地方創生は実現できない。では、なぜ東京圏

に人口移動が生じるのか。その原因は、若者を

中心に仕事や教育を求めているということ。言

いかえれば、若者が求める仕事や教育が地方中

心都市に存在するのであれば、過度な人口集積

は解消される。これは人口減少時代の新たな国

土づくりの方向性に合致するというコンセプト

であります。

そのコンセプトにおいて、「自治体は、都道

府県レベルよりも上位の地方自治体、九州では

「九州広域連携」を軸に議論することが必要」

としております。

そこで知事に、真の地方創生を実現するため

には、九州が一体となった広域連携も必要と考

えますが、そのお考えをお聞かせください。

（ ） 真の地方創生を実現す○知事 河野俊嗣君

るためには、地方がそれぞれの特徴を生かし

て、みずから考え、持続可能な地域づくりを進

めるとともに、特に観光や災害対策など連携を

することで、より大きな効果が期待できる分野

については、広域的に取り組むことも必要であ

ると考えております。

このため、九州地方知事会と経済界で組織を

します九州地域戦略会議では、九州が一体と

なった地方創生のアクションプラン、これにＪ

ＥＷＥＬＳプランという名前をつけて策定し

て、輸出の促進や外国人誘客のプロモーショ

ン、災害時の情報発信や受援体制の構築、大学

等と連携した産業人材育成など、各県の強みや

特性を生かして相互に補完することで、より効

果が見込める取り組みを進めているところであ

ります。若年層の圏域外への流出を防ごうと、

何とか九州内にとどめようというようなこと

を、連携して取り組んでおります。

また、来年、九州でも開催予定のラグビー

ワールドカップに合わせまして、開催県である

３県、その開催地だけではなく、九州各県の周

遊を図る広域観光ルートを作成するなど、一体

となって取り組んでいるところであります。

今後とも、こうした広域的な連携についても

積極的に取り組んで、真の地方創生の実現に向

けて、力を尽くしてまいりたいと考えておりま

す。

自治体戦略2040構想の実現○重松幸次郎議員

に向けて、みずからの圏域の姿を具体的に想起

し、そして九州一体となって対策に着手してい

ただきたいと要望いたします。

次に、消費税率10％への対応についてお伺い

します。

安倍晋三首相は10月15日の臨時閣議で、来

年10月の消費税率10％への引き上げを予定どお

り実施することを表明しました。

引き上げが予定されていた2015年10月、ま

た2017年４月は、経済への影響を懸念して先送

りになりましたが、先ほども議論させていただ

いたように、急速な少子高齢化に伴って増大す

る社会保障費を確保するため、我が党も推進す

べきと考えます。

そこでまず、今回の消費税率引き上げの意義

について、知事はどう認識しているのかをお伺

いいたします。

（ ） 今回の消費税率引き上○知事 河野俊嗣君

げ分の税収は、年金、医療、介護及び少子化対

策等の社会保障サービスのために要する経費に

充てることとされております。

現在、国や本県を含む地方におきましては、

厳しい財政状況、また急速に進む少子高齢化や

社会保障関係費の増大などの課題に直面してい

るところであります。
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全ての世代が安心でき、活躍できる全世代型

の社会保障制度を構築し、将来にわたって維持

していく安定財源を確保するためには、今回の

引き上げは重要な判断であると考えておりま

す。

御答弁いただいたように、○重松幸次郎議員

社会保障費の充実、少子化対策、また将来世代

への負担軽減（財政赤字の縮減）にもつながる

と考えます。

一方で、消費税率引き上げによる日本経済へ

の影響が懸念されること、また、なぜ財源を確

保する選択肢に消費税が有効なのかという疑問

の声があることも、承知しております。このこ

とについて、元京都大学教授で現在は京都女子

大学の橘木俊詔客員教授は、我が党の機関紙に

おいて次のように論じています。

「消費税引き上げにより、一時的に消費が落

ち込み、経済に悪影響を与える可能性もある

が、消費税率の引き上げがもたらす経済的な影

響は中長期的な視点で見たほうがよい。今回の

増収分は年金、医療、介護の充実に加え、幼児

教育無償化や、給付型奨学金の充実などに充て

られ、低所得者に恩恵が届く。つまり、福祉や

教育分野への支出が減ることで、実質的にその

人たちの所得が向上する。低所得者は、経済的

な理由で、生活に必要な商品・サービスの購入

を控えている場合があり、所得がふえれば、消

費をふやす行動に出やすい。このため、社会保

障の充実は、個人消費の増加と経済の好循環に

つながり、経済成長にも貢献するはずだ。」と

評価されております。

一方の、財源確保のための消費税について

は、「消費税は、税を負担する人と、国などへ

納税する人が異なる「間接税」であり、広い範

囲で浅く国民に負担をお願いするものだ。所得

税や法人税など「直接税」を引き上げるより

も、日本経済への悪影響が少ない。例えば、所

得税や法人税などが極端に高くなると、企業や

現役世代の勤労意欲や投資意欲を低下させてし

まうだろう。また、現在の社会保障制度は高齢

者に手厚い配分がなされている。教育分野の財

源にも充てられる消費税を払うことで、高齢者

も若者世代を支える姿を見せることができ、現

役世代の不公平感の解消につながる。「直接

税」の引き上げでは、若者世代の負担感が強ま

るだけだ。」と解説をいただいております。

先ほど知事は、「消費税の今回の引き上げは

重要」とお答えになっておりますが、同じ意見

ではないかと思っております。

さて、増税への不安や景気・経済への影響を

緩和するため、安倍首相も、「あらゆる施策を

総動員し、経済に影響を及ぼさないよう全力で

対応する」と述べられております。しかしなが

ら、消費税は所得の少ない人ほど負担感が重い

という「逆進性」があり、少なからず家計を圧

迫します。前回の引き上げ時には、駆け込み需

要に伴う消費の反動が生じ、経済成長に影響を

及ぼしました。

そこで政府は、10％引き上げに合わせて、酒

類や外食を除く飲食料品全般と定期購読の新聞

（週２回以上発行）の税率を８％に据え置く軽

減税率を導入します。食料品の軽減税率は、Ｅ

Ｕの28カ国中23カ国で導入され、混乱なく運用

されています。

軽減税率制度の円滑な実施に当たっては、全

ての事業者に必要な準備を完了しなくてはなり

ません。政府は、「軽減税率対策補助金」を実

施しており、10％と８％の複数税率に対応した

レジの設置や、受発注システムの改修に対応す

る準備を促しておりますが、日本商工会議所の

- 278 -



平成30年11月27日(火)

調査によりますと、「約８割の事業者が準備に

取りかかっていない」という結果が出ておりま

す。

そこで、消費税の軽減税率制度への対応に向

けて、商工業者に対して、県としてどのような

取り組みを行っているのか、商工観光労働部長

にお伺いします。

（ ） 軽減税率○商工観光労働部長 井手義哉君

制度が実施されることにより、家計の負担が軽

減される一方、事業者の負担等への影響が懸念

されているところであります。

このため、国におきましては、商工業者に対

して、適用税率の把握やレジの対応確認など、

準備が必要な事柄についての情報提供や、複数

税率に対応した機器導入への補助金による支援

が行われております。

県といたしましても、制度の円滑な実施に向

けて、国や関係団体等で構成される「宮崎県消

費税軽減税率制度実施協議会」の一員として、

制度の周知・広報等に取り組んでおります。ま

た、商工団体を通して、本制度の留意点や補助

金の申請方法、2023年10月から導入されるイン

ボイス制度などについてのセミナー開催や相談

窓口の設置等により、商工業者に対する支援を

行っているところであります。

さらなる支援をよろしくお○重松幸次郎議員

願いいたします。

昨日26日、経済財政諮問会議等で、消費税引

き上げに伴う経済対策の大枠が提示されまし

た。社会保障の充実を初め、軽減税率の導入と

合わせて、プレミアム商品券の発行や、キャッ

シュレス決済でのポイント還元、車や住宅など

の耐久消費財の購入支援などであります。

これらを国民にわかりやすく、また実効性の

高い施策を望むものであります。

そのほかにも消費増税を円滑に、かつ確実に

スタートさせるために、現場での課題を迅速に

受けとめ、明確な運用方法の周知を図ることも

重要です。例えば、「外食10％と持ち帰りの８

％の線引き」や、消費税を取引価格に正しく上

乗せする「転嫁対策」、そして、先ほどお話が

ありました、複数税率に必要とする「インボイ

ス（適格請求書）」の対応 このインボイス―

は導入から４年後に行われますが が必要で―

あります。

軽減税率制度の実施について、商店街の団体

みずからが理解促進のための取り組みを行って

いると聞きますが、具体的な取り組みについ

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

（ ） 軽減税率○商工観光労働部長 井手義哉君

制度の周知等につきましては、本年度、県商店

街振興組合連合会におきまして、商店街の方々

の疑問を解消するための軽減税率制度やインボ

イス制度等について学ぶ講習会の開催や、特別

相談窓口の設置が行われているところでありま

す。

またあわせて、県内４地区で税理士による巡

回相談が行われ、軽減税率の対象商品や増税後

の価格設定等について、個々の店舗を訪問して

相談対応されたと伺っております。

県といたしましても、来年10月の消費税率引

き上げと軽減税率制度の円滑な実施に向けて、

今後とも、国や商工団体と十分に連携を図りな

がら、制度の広報・周知に努めてまいりたいと

考えております。

関係団体と連携して、導入○重松幸次郎議員

開始まで、丁寧な説明とサポートをお願いした

いと思います。

ちなみに、先ほどの外食範囲の件であります

けれども、新聞記事では、「店側は販売時に客
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に対して、持ち帰りか店内飲食かを意思確認す

る必要がありますが、店内の掲示で確認する方

法も認められています。具体的には「イートイ

ンコーナーを利用する場合はお申し出くださ

い」との掲示があれば、申し出がない限り軽減

税率の対象として扱って問題がないということ

であります。また、どのようなものが外食に当

たるかは、サービスの提供の仕方によって異な

ります。例えばファーストフード店での場合、

テイクアウトは８％、店内飲食は外食扱いにな

ります。そば屋さんなどの店内飲食は外食です

が、出前は、顧客の指定した場所まで飲食料品

を届けるものであるため、軽減税率の対象とな

ります。映画館内の売店では、顧客は売店で食

べるわけではないので、飲食料品の販売に該当

し、軽減税率が適用されます」となっておりま

す。

お客様も消費者も、店側も、よくこれを理解

し、周知して、しっかり、そのスムーズな運用

を期待したいと思います。

次は、地域産業への支援について伺います。

去る９月18日に、公明党宮崎県本部と宮崎県

内の主要10団体「宮崎県経済団体協議会」との

政策要望懇談会を開催いたしました。

その折にいただいた要望の中から本県に係る

課題について、今回は農林業と建設業に関する

件をお尋ねいたします。

まず農林業について、ＪＡ中央会さんと経済

連さんからはともに、担い手不足や所得向上と

活性化が課題とした上で、耕作放棄地がふえて

いる「土地利用型農業」が課題であるとお聞き

しました。農協としても加工食品への入荷など

に努めていますが、さらなる支援が必要と感じ

ているとのことです。

そこで、土地利用型農業の推進に向けた県の

取り組みを、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 本県の土地利○農政水産部長 中田哲朗君

用型農業の振興には、露地野菜の生産拡大や農

地の有効活用を進めていくことが重要であると

考えております。

特に、加工・業務向けの需要が高まっている

露地野菜では、安定した所得が見込める契約取

引を推進するとともに、農家負担を軽減する機

械化体系の実証や、作業受託を担う農業法人等

の育成に取り組んでいるところであります。

また、農地中間管理事業を活用した農地集積

を進めるとともに、水田では、米と露地野菜な

どの高収益作物を組み合わせた、周年利用体系

の確立を目指しているところであります。

県では、今後とも、関係機関・団体と連携し

ながら、これらの取り組みを進め、収益性の高

い土地利用型農業を推進してまいりたいと考え

ております。

続いて、林業の振興につい○重松幸次郎議員

て伺います。

本県の杉の生産量は全国の15％を占め、27年

連続日本一を記録し続けております。木材価格

も回復基調にありますが、皆伐と再造林の時代

に入っています。

資源循環型の林業の継続が重要であります

が、再造林には費用がかかるので、公共農林予

算の確保を訴えておられました。

そこで、資源循環型の林業振興において、再

造林対策について県の取り組みを、環境森林部

長にお伺いいたします。

（ ） 本県の杉を中○環境森林部長 甲斐正文君

心とする人工林資源は、全国に先駆けて本格的

な収穫期を迎えていることから、今後、資源循

環型林業を確立する上では、再造林を進めてい

- 280 -



平成30年11月27日(火)

くことが大変重要であります。

このため県では、再造林を推進していくため

に、国の森林整備事業による補助を初め、県の

森林環境税を活用した、国の事業へのかさ上げ

補助を実施しております。

また、今年度から、造林の省力化や低コスト

化につながる、伐採から造林の一貫作業システ

ムを事業化するとともに、再造林に効果的なコ

ンテナ苗など、優良苗木の安定供給体制の整備

等に取り組んでいるところであります。

今後とも、森林整備事業等の予算確保に努め

ながら、山会議などを通じ、関係者が一体と

なった再造林対策に取り組んでまいりたいと考

えております。

懇談会の中でも農林業従事○重松幸次郎議員

者は、消防団や地域の学校を支えるなど、中山

間地域を支える力となっております。労働力の

確保が課題と話されております。

そこで、農林業の新規就業者確保の取り組み

について、環境森林部長、また農政水産部長、

それぞれにお伺いいたします。

（ ） 林業における○環境森林部長 甲斐正文君

新規就業者の確保対策につきましては、就業希

望者と事業者を結びつけるため、県内外におい

て就業相談会を開催するとともに、移住相談会

へ参加しているところであります。

また、就業者が安心して働くことができるよ

う、福利厚生や労働安全衛生の充実、就業者の

継続的雇用を行う林業事業体への奨励金の交付

などに取り組んでおります。

その結果、平成29年度は178名の方の新規就業

につながったところであります。

これらの取り組みに加え、本年度から、現場

作業員の労働強度の軽減につながる装備等の導

入支援に取り組むとともに、来年度からは、

「みやざき林業大学校」を開講し、実践的な人

材育成を総合的に行うための各種研修を実施す

ることとしております。

今後とも、魅力ある林業の職場環境づくりを

通して、新規林業就業者の確保に努めてまいり

たいと考えております。

（ ） 農業の振興を○農政水産部長 中田哲朗君

図っていく上で、新規就農者の確保対策は大変

重要な課題であると認識しているところであり

ます。

このため、大都市圏や県内で就農相談会を開

催するとともに、就農希望者に対しては、県内

法人等への派遣型就農研修「お試し就農」に取

り組んでいるところであります。

また、県立農業大学校が行う、農業経営者等

と連携したインターンシップや農業高校との交

流の取り組み、さらには、ＪＡ等が整備してい

るトレーニング施設への支援などにより、新規

就農者の確保に努めているところであります。

このような取り組みによりまして、昨年の新

規就農者数は、平成に入って最も多い406名と

なったところであります。

今後とも、市町村や関係団体と連携して、本

県農業を支える担い手の一層の確保に取り組ん

でまいります。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。新規就農を望む人材確保は全ての業界にお

いても、また喫緊の課題ですので、さらなる取

り組みをお願いいたします。

次は、建設産業についてであります。

「全国の公共事業費は６兆円で推移してお

り、それは本当にありがたいが、本県建設業の

現状は、以前の950社から500社を切る状況に

なっている、事業承継も依然厳しい状況だ。ま

た、業界も地方創生のため、担い手確保に週休
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２日制などを図りながら取り組んでいる。しか

し、継続的な資本整備がないと厳しいのと、単

年度会計が課題である。また、１年を通じて仕

事がある状況をつくってほしい」とのお話でし

た。

国に対しての要望でもありますけれども、公

共工事における発注や施工時期の平準化の取り

組みについて、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 公共工事の○県土整備部長 瀬戸長秀美君

平準化の取り組みは、労働者の処遇改善や企業

の経営基盤の強化を図る上で大変重要であるこ

とから、県におきましては、「早期発注」や

「ゼロ県債の活用」及び「余裕期間を設定した

工事の発注」の３つの施策に重点を置きながら

取り組んでおります。

県土整備部では、このうち「早期発注」につ

きましては、今年度当初予算における上半期契

約率の目標を、昨年度末の補正予算を考慮し

て60％以上と設定し、65％の実績でありまし

た。また、「ゼロ県債の活用」につきまして

は、今回の補正予算で、昨年度と同額の約35億

円の設定をお願いしており、年度間の切れ目な

い発注を行うものであります。さらに、工事着

手時期が柔軟に運用できる「余裕期間を設定し

た工事の発注」につきましては、昨年度と同じ

く100件程度実施する予定であります。

公共工事の平準化につきましては、国・県・

市町村が一体となって推進する必要があるた

め、今後とも、情報共有を図りながら、しっか

りと取り組んでまいります。

職場環境を改善して、資格○重松幸次郎議員

取得への援助、永年また技術評価への表彰など

を駆使し、人材確保を図るべきと考えます。

そこで、建設産業において、人材の育成・確

保は重要であると考えますが、県としてどのよ

うに取り組んでいくのか、同じく県土整備部長

にお伺いいたします。

（ ） 建設産業に○県土整備部長 瀬戸長秀美君

おきましては、建設投資の減少などを背景とし

まして、若年入職者の減少や技術者等の高齢化

といった問題が生じており、人材の育成・確保

は喫緊の課題となっております。

このため県では、産業開発青年隊や産業技術

専門校における建設技術者の育成を初め、建設

業団体等と連携し、若年者の職場実習や資格取

得を支援するとともに、高校生等の若い世代に

建設産業の魅力を伝えるため、出前講座やイン

ターンシップの実施などに取り組んでおりま

す。

また、現場の第一線で活躍されている技術者

に、誇りと意欲を持っていただくため、技術、

技能等にすぐれた方を、優秀施工者として毎年

表彰しているところであります。

今後とも、関係機関や建設業界と十分な連携

を図りながら、建設産業における人材の育成・

確保に、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

先日、うれしいニュースが○重松幸次郎議員

ありまして、宮崎県内の建設業関係者の方で、

宮崎市の河野誠司さんという方が、国土交通大

臣賞の表彰を受けられたと聞きました。またこ

としも、宮崎県職業能力開発関係表彰及び伝達

式が、来月行われます。今後ますますの御活躍

をお祈り申し上げます。

さて、２年前の６月議会でもお尋ねいたしま

したが、建設現場を支えるエキスパートとして

期待が高まる、「登録基幹技能者」という資格

者について伺います。

いただいた資料には、「登録基幹技能者は、
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熟達した作業能力、豊富な知識、現場を効率的

にまとめるマネジメント能力を備え、専門工事

業団体の資格認定を受けた技能者です。平成20

年１月の建設業施行規則の改正に伴い、新たに

「登録基幹技能者制度」として位置づけられ、

同年４月から経営事項審査の評価の対象となり

ました。また、登録基幹技能者の配置が「総合

評価」の加点対象項目となっており、元請企業

の「優良技能者認定制度」における認定要件と

して、登録基幹技能者が活用されています」と

ありました。

また、「登録基幹技能者の公共工事の総合評

価における評価・活用について、国土交通省で

は、平成17年度に北海道開発局が最初に導入

し、現在ではすべての地方整備局等が導入して

います。また、都道府県・政令指定都市では、

平成19年度に長崎県が最初に導入し、平成30年

度では22道府県と５政令市が導入しています。

さらに、都市再生機構が導入しており、総合評

価における本制度の評価・活用は着実に進んで

います」とありました。

そこで、総合評価落札方式における登録基幹

技能者の導入について、どのように考えている

のか、県土整備部長にお伺いいたします。

（ ） 登録基幹技○県土整備部長 瀬戸長秀美君

能者は、熟練した作業能力と豊富な知識を備

え、現場のマネジメント能力を有する者として

認定されることから、県におきましては、国に

準じまして、今年度より専門工事の入札におい

て、主任技術者の要件を満たすものとして位置

づけたところであります。

総合評価落札方式におきましては、国や他県

で登録基幹技能者を評価している事例もありま

すが、職種や地域によりまして技能者数が少な

いことや、企業においては資格取得のための負

担が大きいなどの課題が見受けられておりま

す。

一方で、国は、来年４月から運用予定の建設

キャリアアップシステムを活用した技能者の能

力評価制度を新たに導入し、今後、高い技能・

経験を有する登録基幹技能者等の公共工事での

評価方法を検討すると伺っております。

県としましては、建設業団体と意見交換を行

いながら、総合評価落札方式も含め、公共工事

での評価方法について検討してまいりたいと考

えております。

２年前の答弁でも「登録基○重松幸次郎議員

幹技能者の有資格者が少なく、地域によって偏

りが出る」と、その答弁が変わりないのが残念

でありますが、総合評価における都道府県の活

用で、九州・沖縄の工事件数は、平成29年度で

も468件、全国では1,553件、平成25年では374件

でありましたので、4.1倍にふえております。

発注者の声も記載されておりますので、１つ

だけ紹介します。「県内の登録基幹技能者数が

少ないが、技能者の増加促進及び改正品確法の

趣旨を踏まえ、より一層の技能者の活用促進と

処遇改善を図ることが重要であることから、登

録基幹技能者制度を活用している。」という発

注者の声があります。

実は、私の次男が長崎県の建設業の会社に勤

めておりまして、電話で、この登録基幹技能者

の件を確認したら、現場におって、大変効率

的、また安心感があり、この採用は重要だとい

う声があったわけであります。

また県内の業者さんからも、活用を求める要

望が出ております。今回もそのために質問をし

ております。せっかく県内には約600名の登録基

幹技能者がおられるのですから、公共工事にお

ける評価・活用を強く要望いたします。

- 283 -



平成30年11月27日(火)

続いて、観光振興について伺います。

初めに、観光客、外国人観光客を含む方々を

守るために、危機管理の充実についてでありま

す。

観光業は、我が県においては「地方創生」の

切り札であり、大切な主要産業であります。国

においても、2020年までに外国人観光客を4,000

万人までふやすことを目標とし、「観光立国」

を目指しております。

こうした中にあって、本年９月には、台風21

号の上陸や、北海道胆振東部地震で大きな被害

が発生し、関西空港や新千歳空港が一時閉鎖さ

れ、札幌市内では、ブラックアウトによる停電

等で大きな影響が出ました。とりわけ外国人観

光客にとっては、多言語での災害・交通・非常

情報が十分でないなど、災害時の対応に課題を

残したと報道されております。

本県でも、南海トラフ地震・津波が発生した

場合、空港周辺はもとより、青島や日南海岸な

どの沿岸部での避難場所、また霧島山系での火

山噴火などによる避難場所や避難経路など、災

害支援対策が大変気になるところであります。

そこで、災害発生時には、観光客が安全に避

難できるよう支援する必要があると思います

が、県の取り組みについて、危機管理統括監に

お伺いいたします。

（ ） 本県の観光○危機管理統括監 田中保通君

入り込み客数は、平成29年で年間約1,530万人と

なっており、南海トラフ地震等の大規模災害が

発生した場合に備えて、地理に不案内な観光客

が安全に避難できるよう対策を講じることは、

大変重要であると考えております。

このため、まず災害時にスマートフォンなど

でタイムリーに避難情報等が収集できるよう、

国が構築したＬアラートを通じまして、自治体

から直接、ウエブサイト事業者やスマホアプリ

事業者に、避難情報等の配信ができる体制がと

られております。

また、指定緊急避難場所をひなたＧＩＳで検

索できるようにするとともに、避難場所や避難

経路等の表示に取り組む市町村を支援している

ところであります。

今後とも、市町村や関係部局と連携しなが

ら、観光客の安全な避難の支援に努めてまいり

たいと考えております。

あわせて、災害時における○重松幸次郎議員

訪日外国人観光客に対する情報伝達手段につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

（ ） 訪日外国○商工観光労働部長 井手義哉君

人は、日本語が不自由であったり、土地勘がな

いことはもとより、地震や津波、台風などの経

験や知識がないことも想定されることから、災

害時には特に情報伝達面での配慮が必要である

と考えております。

そのため、災害時に避難場所や交通機関の運

行状況などの正確な情報が入手できる国の多言

語ホームページやアプリを紹介するチラシを、

駅や空港等の観光案内所で配布するなどして周

知に努めているところであります。

また、本年開設しました多言語コールセン

ターも、緊急時の情報提供や避難誘導に有効に

活用してまいりたいと考えております。

なお、実際に災害が発生した場合には、必要

に応じて県国際交流協会内に窓口を開設し、市

町村等と連携しながら相談対応を行うこととし

ております。

今後の取り組みをよろしく○重松幸次郎議員

お願いいたします。

交通機関・観光地・宿泊業などでの災害情報

とあわせて、バリアフリー対策にもさらに取り
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組んでいただきたいと思います。全ての旅行者

から、「宮崎は快適だ、安心だ」という声が広

がることを期待しております。

続けて、商工観光労働部長にお伺いします。

口蹄疫からの復興・再生をなし遂げ、いよい

よ来年度以降は、東京オリンピック合宿や国民

文化祭など大きなイベントが近づき、本県観光

にとりましても、好機到来であります。県内各

地を周遊させ、魅力をアピールすることが、こ

れからの課題と考えます。

宮崎の自然、伝統文化などを生かし、観光客

の滞在時間を延ばす仕組みづくりが重要と考え

ますが、県の取り組みをお伺いいたします。

（ ） お話にあ○商工観光労働部長 井手義哉君

りましたとおり、観光客の滞在時間を延ばす仕

組みづくりは、本県の観光消費額をふやすため

に、大変重要であります。

このため、みやざき観光コンベンション協会

に、旅行会社ＯＢの専門人材を配置し、地域の

資源を生かした体験メニューづくりに取り組ん

でおります。

その結果、本年10月には、県北９市町村と連

携して、地域の自然や伝統文化、グルメな

ど、53のメニューから旅行者が自由に選んで体

験できる「ひむか共和国クーポン」という旅行

商品を商品化し、大手旅行会社やインターネッ

トによる販売を開始したところでございます。

今後、その販売促進に積極的に取り組むとと

もに、同様の取り組みを県内の他の地域にも広

げることで、観光客の滞在時間を延ばし、地域

経済の活性化につなげてまいりたいと考えてお

ります。

先日、新聞記事で、県が宮○重松幸次郎議員

崎市の宮崎港に、官民連携で複合ビル整備の検

討に乗り出していることが出ておりました。港

の活性化と防災、また治安機能強化のためにも

必要と考えます。

宮崎港において検討している官民連携複合ビ

ルについて、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

（ ） 宮崎港にお○県土整備部長 瀬戸長秀美君

きましては、フェリーターミナル周辺での津波

発生時のより安全な緊急避難場所の確保や、建

築後約30年経過したターミナルビル、また、

約50年経過した中部港湾事務所の老朽化が課題

となっております。

一方、国道219号広瀬バイパスが完成します

と、一ツ葉有料道路などと一体的に利用可能と

なり、宮崎港や宮崎空港と西都インターチェン

ジが結ばれ、物流拠点である宮崎港の役割がま

すます重要になること、また、宮崎港と宮崎駅

を結ぶ都市計画道路の整備などにより、港周辺

の魅力がより一層高まると期待されることか

ら、民間企業も入居できる複合ビルは、官民双

方にメリットがあるものと考えております。

このため、その整備に当たりましては、民間

の資本やノウハウを活用した社会資本整備の可

能性なども含め、検討を進めてまいりたいと考

えております。

港湾事業の統制、また観光○重松幸次郎議員

・物流の活性化、そして防災・治安強化のため

にも、ぜひとも計画を進めていただきたいと思

います。

最後に、文化芸術・スポーツ振興についてお

尋ねいたします。

スポーツキャンプにおいては、本年プロ野

球、西武ライオンズ、広島カープ、それぞれ

リーグ優勝を果たし、さらにはパ・リーグのク

ライマックスシリーズで勝ち上がったソフトバ

ンクが、そのまま日本一の栄冠をかち取りまし
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た。

またＪリーグでも、本県でキャンプを実施し

ている川崎フロンターレが２連覇を達成いたし

ました。

国内外のスポーツ関係者には、「キャンプ地

みやざき」の好アピールができたのではないか

と思います。

スポーツキャンプシーズンである２月などの

宿泊者数が多くなるということが、本県の観光

の特徴であり、シーズン中の休日は、ホテルが

とれないなどの声もよく聞かれているところで

あります。

そこで、キャンプシーズンなどスポーツ需要

で宿泊稼働率が上がる本県の特徴を捉まえて、

スポーツランドみやざきを年間通じて全県的に

取り組むべきと思いますが、商工観光労働部長

にお考えをお伺いいたします。

（ ） 本県の宿○商工観光労働部長 井手義哉君

泊施設の客室稼働率は、九州各県と比べ、キャ

ンプやゴルフトーナメント等のある２月と11月

が高い水準にあるなど、スポーツランドみやざ

きは、本県観光の大きな強みであります。

この強みのスポーツ誘客による経済効果をよ

り波及させるため、県では、スポーツランドみ

やざきの全県化、通年化、他種目化を推進して

おり、今年度は、県内各地の多彩な合宿環境を

紹介するガイドブックを作成し、市町村との合

同誘致セミナーを開催するなど、幅広い誘致活

動に取り組んでおります。

また、年間を通じて楽しめるゴルフやサー

フィンなど、宮崎ならではの「する」スポーツ

に着目したプロモーションを、航空会社等と連

携して取り組むなど、スポーツ誘客にも努めて

いるところでございます。

今後とも、これらの取り組みにより、スポー

ツランドみやざきを、年間を通じて全県的に推

進してまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたしま○重松幸次郎議員

す。

最後に、文化振興について伺います。

先月６日、宮崎県議会文化芸術振興会のメン

バーで、大分県で行われました「国民文化祭・

全国障害者芸術・文化祭」の開会式に行ってま

いりました。

大会テーマは「おおいた大茶会」であり、こ

れは、「人を招き、もてなし、ともに楽しむ」

ことをイメージして、老若男女、障がいのある

方もない方も、誰もが参加し楽しむことができ

る大会を目指していますとのことです。51日

間、県内全市町村で事業が実施されておりまし

た。

開会式のオープニングステージ「ヨロコビ・

ムカエル？」では、300名を超える出演者が、屋

内と屋外とを映像や音響でつなぎながら、華麗

なるステージが繰り広げられて、その力のこ

もった演技を鑑賞させていただきました。特に

オープニングとエピローグで披露された県立由

布高等学校郷土芸能部の「神楽」の舞は圧巻

で、今でも感動がよみがえってきます。

いよいよ2020年は、宮崎での開催です。文化

祭の幕開けにふさわしい、開会式とオープニン

グステージに注目が集まりますが、国民文化祭

・全国障害者芸術・文化祭の、開会式などの総

合フェスティバルでは、宮崎の特色をどのよう

に出していくのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

（ ） 本大会では、○総合政策部長 日隈俊郎君

開会式、閉会式と、オープニングイベントとな

りますプレフェスティバル、この３つの事業を

「総合フェスティバル」としております。
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現在検討している案ではありますが、まずプ

レフェスティバルでは、文化の祭典の始まりを

多くの県民の皆様に実感してもらうため、大会

初日に、県庁前楠並木通りを歩行者天国にし

て、神話や神楽などの舞台演出や、宮崎ならで

はの食のおもてなしなどを考えているところで

あります。

次に、開会式でございますが、大会２日目

に、宮崎市民文化ホールにおいて実施を予定し

ておりますが、開会式典を含めた４部構成とし

まして、式典の前後には映像や音楽、さらには

多くの県民が参加する舞台により、大会キャッ

チフレーズ「山の幸 海の幸 いざ神話の源流

へ」の世界をわかりやすく表現したいと考えて

おります。

また、閉会式でございますが、大会最終日

に、県立芸術劇場を舞台に実施の予定でござい

ますが、本県大会の成果を振り返り、将来につ

ながっていくよう、若者を初め県民みんなで、

華やかな演出により締めくくりたいと考えてお

ります。

このように、総合フェスティバルは、障がい

のある人もない人も、一緒になって楽しめる企

画を心がけますとともに、宮崎らしさを前面に

出せるよう、知恵と工夫を凝らし、着実に準備

を進めてまいりたいと考えております。

大いに期待しております。○重松幸次郎議員

開会式の翌日は、私たち各市町村で行ってい

たリーディング事業、また分野別事業を見学し

てまいりました。各地域の特色ある伝統文化や

歴史的資源を活用した催しでありましたが、本

県での各市町村が行う分野別フェスティバルの

進捗はどのような状況か、総合政策部長にお伺

いいたします。

（ ） 市町村が行い○総合政策部長 日隈俊郎君

ます分野別フェスティバルでございますが、現

在、全ての市町村におきまして、文化団体等と

一体となった実行委員会を立ち上げ、それぞれ

地域の特色を生かした事業を検討していただい

ているところであります。

このような中、多くの市町村におきまして

は、お話にありました、先日まで開催しており

ました大分大会を視察し、事業や運営に関する

具体的な検討の参考としておられると伺ってい

るところであります。

県といたしましては、国文祭・芸文祭を契機

として行われます、各地域の資源を生かした取

り組みを、一過性のものではなく、地域に根差

し、大会後も継続できるよう助言等しますとと

もに、市町村の取り組みに対し、積極的に支援

してまいりたいと考えております。

市町村との連携また支援、○重松幸次郎議員

よろしくお願いいたします。

県内26市町村、その中にも伝統芸能・伝統文

化を継承する団体は数多くあると思いますが、

担い手の確保とあわせて、衣装や道具の修理等

に費用がかかるものと推察いたします。

伝統芸能の継承、また人材育成に関しての取

り組みと道具の修理等の支援について、教育長

にお伺いいたします。

（ ） 現在、県内には700以○教育長 四本 孝君

上の伝統芸能の保存団体がございますが、人口

減少や少子高齢化などによりまして、今後の保

存・継承が心配される状況につきましては、十

分認識をしているところであります。

そのため、伝統芸能の保護や継承の意識の向

上を目的に、地域や学校で活動を行っておりま

す文化財愛護少年団同士の交流会や、県内外で

神楽の公演を行うなど、日ごろの活動の成果を

披露するさまざまな機会を設けているところで
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あります。

また、道具の修理等につきましては、衣装・

太鼓などの経費に、一部助成を行っておりま

す。

今後とも、保存団体や市町村と連携を図りな

がら、保存・継承に努めてまいりたいと考えて

おります。

文化財を守り、活用するこ○重松幸次郎議員

とは、地方創生、観光拠点整備に役立つものと

信じます。そして、文化祭の成功に向けても御

尽力をいただきたいと思います。

この場をおかりいたしまして、「宮崎県議会

文化芸術振興会」の事務局長の立場で報告をい

たします。当振興会は昨年11月に発足し、ちょ

うど１年がたちました。井本会長を初め役員の

皆さんと協議しながら、２度の座学研修と県内

調査を１回、また、県内郷土作家による国文祭

を記念しての美術作品集を会員議員へ配付いた

しました。そして、先ほど質問しました、大分

での国民文化祭等の調査など、充実した活動を

させていただきました。

これからも、本県の文化芸術の振興のため

に、選挙がありますけれども勝ち超えて、再び

一堂に会し、活動を開始していきたいと考えて

おります。

最後に、国民文化祭・全国障害者芸術・文化

祭を契機として、本県の文化芸術の振興をどの

ように図っていくのか、知事のお考えをお聞か

せください。

（ ） 文化芸術は、豊かな人○知事 河野俊嗣君

間性や創造性を育むとともに、日常生活にゆと

りや潤いをもたらし、人生を豊かにしてくれる

ものだというふうに考えております。

また、地域の祭りや伝統芸能などは、地域の

連帯感や郷土愛の醸成にもつながり、社会の活

力を生み出しているものでもあると考えており

ます。

今回、国民文化祭、そして全国障害者芸術・

文化祭に向けまして、さまざまな準備をする中

で、県内各地域の文化団体の活動を活性化させ

るということ、そして、さらなるレベルアップ

を図っていくということ、あるいは、全国から

集う仲間と文化を共有し合うという経験は、文

化芸術のすばらしさや地域の文化資源に対する

認識を一層深め、県民の文化活動がより活発化

する契機になるものと考えております。

特に障がい者芸術につきまして、県民の皆様

の注目を高め、またそれを活性化する大きな機

会なのではないかと楽しみにしております。先

日、県立美術館で開催されておりました、障が

いを持たれた方の芸術作品展、ドリームアート

展という名前で行われておりましたが、その内

容に感動しますとともに、発表する場を提供す

ること、それがまた全国レベルであれば、より

それが刺激になるということを感じたところで

あります。

今後とも、文化活動を支える基盤強化や環境

の整備を進め、各地域の文化力の向上や担い手

の育成、子供たちへの魅力の伝承などにしっか

りと取り組み、本県のさらなる芸術文化の振興

を図ってまいります。

以上で質問の全てを終了い○重松幸次郎議員

たします。ありがとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

次に、今回提案されました議○ 原正三議長

案第１号から第29号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。
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議案第20号及び第21号採決◎

まず、教育委員会委員及び収○ 原正三議長

用委員会委員の任命の同意についての議案第20

号及び第21号について、お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第20号及び第21号について、一括お諮り

いたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、両案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第19号まで及び第22号◎

から第29号まで並びに請願委員会付託

次に、議案第１号から第19号○ 原正三議長

まで及び第22号から第29号までの各号議案並び

に新規請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす28日から12月３日までは、常任委員会、

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12月４日午前10時から、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会

平成30年11月27日(火)
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