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平 成 3 1 年 ３ 月 １ 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）１番 武 田 浩 一 自由 民 主 党 く し ま

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（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

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 右 松 隆 央 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 濵 砂 守 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 外 山 衛 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

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

- 123 -



◎ 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。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 皆さんおは

ようございます。平成最後の一般質問のトップ

バッターを務めさせていただきます黒木でござ

います。私は、これまでどのような質問をして

きたのかということで、調べてみました。中山

間地域の課題を繰り返し述べており、同じ質問

を何度も何度もよくも続けてきたものだと、冷

や汗の出る思いでありました。しかし、最後の

質問も、やはり中山間地域の諸課題について

伺ってまいります。

本県では、平成23年３月に「中山間地域振興

条例」が制定され、それに基づき「中山間地域

振興計画」を策定し、さまざまな取り組みを進

めてきています。しかしながら、人口流出に歯

どめがかからず、今後さらに見込まれる、急速

な新たな人口減少から生じると見込まれる課題

に対応するため、改定を行うことになっていま

す。

中山間地域に該当する区域は、人口は約４割

であるものの、面積は県土の約９割を占めてお

り、その対策も総花的にならざるを得ず、地域

のニーズに沿った具体的な課題に対応し切れて

いないのではと思います。

知事は「中山間地域振興計画」のこれまでの

成果をどう考えているか伺います。

改定される振興計画は、人口急減地域に対象

を絞り、真に必要な対策に具体的に取り組むべ

きと考えます。私は、所得対策、命と教育の格

差是正、それらを支える交通ネットワークの整

備ではないかと思います。

知事は所信表明の中で、「私が先頭に立っ

て、人口減少問題などの困難な課題へも果敢に

挑戦し、しっかり成果を出していく」と述べら

れました。「中山間地域振興計画」の改定方針

についても伺います。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

「宮崎県中山間地域振興計画」につきまして

は、地理的条件が厳しく、人口減少・高齢化が

進む中山間地域の振興を図るため、平成23年度

に策定したものであります。この計画に基づ

き、全庁を挙げて組織横断的に中山間地域の振

興に取り組んできたところであります。

この間、例えば、ドクターヘリの運航開始や

世界農業遺産などの地域資源ブランドの認定、

鳥獣被害対策の進展等、一定の成果があらわれ

ている一方で、人口減少が予想を超えて進んで

おり、今後、地域活力の減退や生活サービスの

維持・確保といった課題が一層深刻になること

が考えられます。

私は、この中山間地域は、豊富な自然や伝統

文化、豊かな食文化、そして温かな地域のきず

ななど、本県が大切に守り伝えるべきさまざま

な大切な価値というものを有している地域であ

るというふうに考えております。

今回の計画改定におきましては、人口減少下

においても、こうした地域というものを次世代

平成31年３月１日(金)
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に引き継いでいくことができるよう、担い手の

確保や第１次産業に就業しやすい環境づくり、

医療・介護、買い物といった生活に必要なサー

ビスを、複数の集落間のネットワークで圏域全

体として守る仕組みづくりなど、中山間地域の

喫緊の課題に対応する施策に重点化する方向で

検討してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○黒木正一議員 これから具体的に伺っていき

ます。まず、農業振興について伺います。

中山間地域振興計画には、時代に合った経

営、就業形態の創出として、集落営農組織など

の育成を図るとあります。そこで、集落営農に

ついて伺います。

日本の農家数が急速に減少している中、担い

手の一つとして期待されているのが集落営農で

あります。これは、集落で話し合い、各農家の

役割を明確にして、集落を単位として営農に取

り組むもので、中山間地域など条件の不利な地

域では特に担い手が不足しており、地域の農業

を維持するために不可欠とも言える仕組みであ

ります。

全国的には、数は頭打ち傾向のようですが、

本県の現状と今後どのように進めていくのか

を、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 集落営農につ

きましては、地域農業を維持・発展させる本県

農業の重要な担い手の一つであり、現在、県内

で140の組織が活動しております。

特に、中山間地域は、平地に比較して狭い農

地が多く、集落の営農におきましても、農業生

産だけでは地域を維持することが困難でありま

すことから、農産物の加工など、地域の実情や

特性を生かした組織体制や活動が必要と考えて

おります。

このため、県といたしましては、今後も農業

改良普及センターを中心に、市町村や関係機関

・団体等と連携して、地域の実情に応じた集落

営農の設立や組織運営、法人化等を支援してま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 所得向上対策について伺いま

す。

今、狭い農地の多い中山間地域は、集落営農

においても、農業生産だけでは地域を維持する

ことが困難と言われましたが、集落営農が単な

る中山間地域の人口減少と高齢化対策であるな

らば、それは持続することは難しいのではない

か、積極的な中山間地域像を描き、それに向け

持続可能な生産体制にしていくために、集落営

農への支援を抜本的に強化する必要があると思

います。

総務省の都市住民に対するウエブアンケート

では、移住で最も重視する条件において、仕事

（収入）があることが、55.8％で最も多くなっ

ています。零細、分散した農地でも収益の上が

る作物の創出などに、一体となって取り組むこ

とが必要と思います。

私は、平成23年６月議会以降２回にわたり、

美郷町にある林業技術センターに、農業技術、

鳥獣害対策、６次産業化への支援など中山間地

域農業を総合的に支援する組織を併設した、中

山間地域支援センターを設置すべきと訴えてき

ましたが、かないませんでした。

人口が急激に減少する中、思い切った所得対

策をやらなければ手おくれになってしまう。ず

るずると集落が消滅するのではないかという危

機感からでありました。

改めて、中山間地域の特徴に応じた所得向上

対策について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 人口減少や高
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齢化が著しい中山間地域を守っていくために

は、雇用の確保や所得向上につながる取り組み

を進めていくことが大変重要であると考えてお

ります。

このため、県におきましては、「第七次宮崎

県農業・農村振興長期計画」におきまして、

「中山間地域農業所得向上プロジェクト」を設

け、中山間地域の特性を生かした農業の振興

と、他産業と連携した所得の確保に向けた取り

組みを推進しているところでございます。

具体的には、夏季冷涼な気象条件を生かした

収益性の高いカラーピーマンなどの園芸作物の

生産拡大、ユズ、クリ等を活用した６次産業化

など、地域の特徴を生かした付加価値の高い農

業の振興、さらには、グリーンツーリズムなど

の推進に取り組んでいるところでございます。

今後とも、市町村、関係機関・団体等と連携

し、中山間地域の所得向上対策にしっかりと取

り組んでまいります。

○黒木正一議員 次に、農泊について伺いま

す。

グリーンツーリズムなどを推進しているとい

うことですが、民泊新法の施行により、一定の

条件下で、住宅による民泊業が可能となり、旅

館業法の許可による従来の農家民宿とあわせ、

農泊などの取り組みに選択肢が広がり、国内旅

行者はもとより、ふえ続けるインバウンドの受

け皿としても、中山間地域の活性化、所得向上

に生かせるのではないかという期待が寄せられ

ています。

本県における農泊の現状、また新年度予算で

支援事業に取り組むようですが、その概要につ

いても農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県における

農家民宿は、県内各地域にございまして、平

成29年末で171軒と、年々増加している状況にご

ざいます。

農泊は、農林水産業などの地域資源を生かし

たビジネスとして、中山間地域の所得向上を図

る上で有効な手段の一つであると考えておりま

す。

現在、県内の農泊は、修学旅行など団体受け

入れが中心でありますが、今後、インバウンド

等の新たな旅行需要を取り込んでいくために

は、個人旅行への対応をさらに強化していく必

要があると考えております。

このため今後は、宿泊施設や農業体験等の情

報のオンライン旅行予約サイトへの登録や、イ

ンターネットを活用したプロモーション活動な

ど、旅行者目線での効果的な情報発信と利便性

の向上に努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 農水省は、農泊支援地域を500

地域採択する予定ですが、現在までに採択し

た205地域のうち半分以上の104地域で外国人宿

泊者がいなかったとのことで、農泊推進のため

の情報支援が必要だと思います。

次に、女性の農業進出について伺います。

中山間地域振興計画では、農業の担い手育成

策として、女性、青年農業者が活躍できる場づ

くりを推進することになっています。集落営

農、農泊などが展開することで、女性の活躍の

場は広がっていますが、担い手としての女性の

活躍が、本県の農村振興上重要ではないかと思

います。

全国的には、女性の農業離れが進んでいると

言われていますが、本県の女性農業者の活動の

現状と今後の支援について、農政水産部長に伺

います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 女性農業者

が、女性ならではの知恵と感性を生かし、地域
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で生き生きと活躍することが、本県農業の成長

産業化を図る上で大変重要であると考えている

ところでございます。

このため県では、農林漁業にかかわる女性組

織６団体のネットワーク強化のための交流会の

開催や、農業や地域の活性化に取り組むグルー

プへの支援などを行っているところでありま

す。

特に、中山間地域におきましては、女性加工

グループが、加工品の開発・販売や農家レスト

ランの経営など、女性ならではの視点を生かし

て活動し、地域の活性化等につながっている事

例もございます。

県といたしましては、今後とも、このような

事例が増加し、女性農業者がさらに活躍できる

よう、市町村や関係機関・団体等と連携し、支

援してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 滋賀県では、女性農業経営者

を育てようと、「女性のための農業経営塾」を

開いており、今後広がるのではないかと言われ

ております。

このような質問をなぜしたのかといいます

と、２月の初め、熊本市であった農業関係の大

会で、ニュージーランドに短期間の農業研修に

派遣する事業に参加した４人の農業高校の女子

生徒の体験発表を聞いたからであります。ニ

ュージーランドは、世界最大の乳製品輸出国で

あり、男女平等を評価したジェンダーギャップ

指数が世界144カ国中９位―日本は114位です

が―と女性就農者の活躍が目覚ましいことか

ら選んだということです。

畜産は、農業でも人材確保が難しいことか

ら、担い手の育成、女性の活躍の推進にスポッ

トを当てた事業で、帰国後は報告会を行うほ

か、「輝く畜産アンバサダー」として学内外の

発表会などに参加し、成果を広く伝える役割も

担っています。

この４人は、２人が大学に進学し将来は畜産

経営者になる、１人は県職員になり畜産振興に

取り組みたい、もう１人は佐賀県の人だったと

思いますけど、宮崎大学に進学し、農業高校の

教師を目指すという発表を行いました。これを

聞いて、10日間ぐらいの派遣でありますけれど

も、このような経験は、担い手の確保はもとよ

り、若者に夢や可能性を与えるのではないかと

感じました。

そこで、農業振興とは離れますが、本県にお

ける青少年の国際交流の現状と今後の取り組み

について、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

青少年の国際理解の促進と人材育成の推進を図

るため、県内の青少年を海外に派遣するととも

に、海外の青少年にも本県に来てもらうという

相互交流を行う事業に取り組んでおります。

韓国との間では、小・中・高校生のホームス

テイ等に平成20年度から取り組んでおりまし

て、これまでに本県から327名の児童・生徒を派

遣しております。

また、香港は今年度から開始したところであ

りまして、５名の中学生を派遣いたしました。

来年度はこれらに加えまして、本県と協定を

締結している都市との交流を深めるため、台湾

との間での高校生の相互交流事業について、今

議会にお願いしているところでございます。

○黒木正一議員 観光みやざき未来創造基金を

活用した台湾の高校生との国際交流を、新規に

始めるということでありますが、先ほどの農業

高校の女子生徒に、何でその事業を知ったのか

ということを聞きましたら、４人の人全てが学

校の先生から勧められたということでありまし
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た。その事業は、全国の農業高校の校長会に呼

びかけて、全部で73名応募があり、20名が派遣

されています。本県からも若干名応募があった

ものの、残念ながら20名には選ばれませんでし

たけれども、先生方が積極的に背中を押す体制

づくりも必要ではないかと思います。

今後、インバウンド、外国人労働者増加な

ど、さらに国際化が進む中、若いうちから国際

交流の機会を経験することで、外国人への苦手

意識の払拭、コミュニケーション能力の向上な

ど、将来の宮崎県を担う人材育成のためにも、

青少年の国際交流を積極的に進めるべきと考え

ますが、知事の考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 青少年が海外を訪問

し、多様な文化や価値観を持つ人たちと交流

し、日本との違いなどを現地でじかに感じるこ

とは、今後ますますグローバル化が進展する中

で、宮崎の未来を担う国際感覚豊かな人材を育

成するといった観点から、また、改めて我が国

や宮崎の魅力や価値を見詰め直す機会を提供す

るといった観点から、とても大事なことである

と考えております。

このような考えに基づき、県では、青少年の

国際交流事業に取り組んできておりますが、市

町村や民間団体においても、文化・芸術、ス

ポーツ、教育など、さまざまな分野で交流の取

り組みが進められているところであります。

例えば、美郷町では韓国の中学生との交流事

業―私も昨年、林川中学の子供たちと意見交

換をいたしましたが―また、都城市では台湾

の小中学生とのスポーツ交流が、それぞれ毎年

実施されているところであります。

県としましては、こうした市町村や民間団体

等の取り組みと連携して、若い世代が海外にも

目を向けてみずから行動できるよう、青少年の

国際交流に、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○黒木正一議員 予算をつけて、ぜひ積極的に

進めていただきたいと思いますけれども、先ほ

どの農業高校の女子生徒の事業は、日本中央競

馬会の事業でありまして、東京までの旅費ぐら

いの負担でよかったということでありますの

で、ぜひいろんな派遣事業を後押ししていただ

くとありがたいというふうに思います。

次に、林業振興について伺います。

本年４月に「森林経営管理法」が施行され、

新しい森林経営管理システムがスタートいたし

ます。これは、森林所有者みずからが森林の経

営管理を実行できない場合に、森林所有者の委

託を受けて、市町村が伐採などを実施するため

の権利を設定し、その上で、林業経営に適した

森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託

し、伐採を実施するための権利を設定する。ま

た、林業経営に適さない森林については、市町

村みずからが経営管理を実施するというものだ

と思います。つまり、これは、森林経営計画が

策定されているところは経営管理されていると

みなされ、それ以外の森林に経営管理権が設定

され、経営管理権集積計画の対象となるという

ことであります。

全国的には、私有人工林のうち、経営計画が

策定されている森林面積は約３分の１程度のよ

うですが、本県の森林経営計画の認定率はどれ

ぐらいか、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の平成29

年度末における森林経営計画の認定率は、市町

村ごとに開きはありますが、県全体では民有林

面積の約43％となっております。

認定率の高い市町村では、適切に管理されて

いる森林の割合が多く、新たな森林管理システ
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ムの推進に必要な所有者不明森林の確認や、今

後の経営管理の意向調査等の作業は、相対的に

少なくなるものと思われます。

○黒木正一議員 スタートします森林環境譲与

税は、森林経営計画の認定率が高い市町村にお

いては使途が限られるのではないかという声も

あるわけですけれども、ほかにどのような使途

が考えられるのかを伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 認定率の高い

市町村では、適切に管理されている森林の割合

が多いということで、新たな森林管理システム

の対象の森林というのは、相対的に少なくなる

ものと思われます。このため、このような市町

村では、現在、国会に提出されております森林

環境譲与税の関連法案を踏まえますと、地域の

実情に応じ、担い手の就業・定着、事業体の雇

用改善や労働力確保への支援、それから、地元

産の木材による公共施設等の木造・木質化など

の施策の充実等に、森林環境譲与税の多くを充

てることが可能と考えております。

○黒木正一議員 森林経営計画の認定率は、県

内の市町村でも天と地の差ぐらい大きな差があ

ります。そのような状況の中で、一律に画一的

な制度を適用するというのはどうかとも思いま

すけれども、森林環境譲与税が目的に沿って有

効に活用されるよう取り組まなければならない

と思います。

次に、意欲と能力のある林業経営者について

伺います。

市町村が経営管理権を設定し、林業経営に適

した森林は、意欲と能力のある林業経営者に委

託し伐採などを行うことになりますが、再造林

や災害に強い施業など循環可能な林業の構築に

は、その選定が非常に重要と思います。

県が公募し、審査を行い決定するということ

ですが、選定の基準と登録後の運用について、

環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 森林経営管理

制度における意欲と能力のある林業経営者につ

いて、本県では「ひなたのチカラ林業経営者」

と名づけ、公募を行っているところでありま

す。

この経営者には、森林所有者にかわり長期的

に経営管理を行う能力が求められますことか

ら、素材生産量の増加や再造林の取り組み、伐

採・搬出等に関する行動規範の遵守などを選定

基準としております。

また、登録後の運用については、毎年、事業

の実施状況について報告を求めるとともに、コ

ンプライアンス面を重視し、無断伐採や林業死

亡、労働災害の発生などの事案を確認した場合

には、登録を一時停止するなど、厳格に行うこ

ととしております。

この３月には、第１弾として約50者に対し、

登録証を交付する予定としており、引き続き、

森林経営を任せ得る経営者の確保に努めてまい

ります。

○黒木正一議員 「ひなたのチカラ林業経営

者」ということでありますけれども、登録後の

運用が、循環型の林業を進めるためにはどうし

ても大事だというふうに思います。

さて、林業大学校がいよいよ開講いたしま

す。初年度、長期過程の定数を大きく上回る入

学者がいるということですが、部長以下熱心に

募集を行ったというふうに聞いております。実

践的な人材育成に取り組んでいただきたいと思

います。

育林従事者の確保について伺いたいと思いま

す。

先日、林業大学校の開講を前に、シンポジウ
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ムが行われました。そのときの基調講演では、

「日本の林業の特徴は、下刈りなど初期保育に

極めてコストがかかる。欧米と比べて造林コス

トは約10倍である」という話でありました。

全国の林業労働力の動向は、５年間で約１割

減少しており、そのうち伐木・造林・集材従事

者は１割の増加、一方、育林従事者は３割の減

少となっております。最も生産コストがかか

り、機械化も容易でない育林部門の従事者が大

きく減少しています。

本県においても皆伐が進む中、この部門の人

材確保が大きな課題であり、所得も高いとは言

えず、ここに光が当たる仕組みをつくらなけれ

ば、次の世代に豊かな森林を残すことはできな

いと考えます。

本県の育林従事者の現状とその確保に向けた

取り組みについて、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の資源循

環型林業の確立を図る上で、造林・保育を担う

育林従事者の確保は重要であります。その現状

は、育林作業の大半を担う県内の森林組合にお

ける作業班員の推移で見ますと、平成25年度以

降の５年間で約１割減少している状況となって

おります。

このため県では、就業相談会の開催や従事者

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、従事者の継続的雇用を行

う林業事業体への支援に取り組んでおります。

特に、過酷な夏場の下刈り作業について、従

事者の負担を軽減する装備などの導入に対して

も支援を行っているところであります。

今後とも、働きやすい林業の職場環境づくり

を通して、育林従事者の確保・定着に努めてま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 森林環境譲与税が育林従事者

対策に活用できないものかと、私は思います。

育林の省力化について伺います。

林業従事者が減る中、林業作業の中で特に人

手が必要な下刈りなど育林作業の省力化対策

は、各地でいろいろと試みが行われております

が、本県の取り組みについて環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 育林作業の省

力化は、施業の低コスト化や林業労働の軽減な

ど、林業経営の改善や担い手を確保する上で重

要な課題と考えております。

このため県では、コンテナ苗などを活用し、

伐採後すぐに造林を行う一貫作業システムの実

証事業に取り組み、地ごしらえや植えつけ作業

において省力化、低コスト化が図られることが

確認できたため、今年度から国の事業を活用

し、普及していくこととしております。

また、夏場の厳しい環境条件の中で行います

下刈りについて、部分的に行う坪刈りや筋刈り

の導入、身体的負担の大きい夏から秋・冬への

実施時期の移行、環境への負荷の小さい除草剤

の使用など、労働軽減が可能な下刈りの有効性

について実証を行っているところであります。

さらに、林業技術センターにおいて、育林期

間が短縮できる早生樹の導入に向けた研究に取

り組んでおり、このような取り組みを通じて、

育林作業の省力化に努めてまいりたいと考えて

おります。

○黒木正一議員 育林作業の省力化に取り組ん

でいただき、ありがたく思います。

そこで、除草剤の使用について言われました

けれども、このことについては、さきの議会に

おいて坂口議員からも質問がありました。

私のほうには、山側の人たちから、「ベトナ

ム戦争の枯れ葉剤使用、また富山県の草刈り十
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字軍を思い出す」というものから、「人が都会

に出ていく中で、山で頑張っているのは水源地

を守っているという誇りがあるからだ」といっ

たものまで、実証実験に対する多くの批判的な

意見が来ております。

下刈りは過酷な労働です。しかし、さまざま

な懸念の声に応えて、慎重を期すべきだという

ふうに思います。

次に、何度取り上げたかわかりませんけれど

も、鳥獣害対策について伺います。

全国的に鹿、イノシシの捕獲頭数が増加して

おり、野生鳥獣の被害額はここ数年減少してい

るとされております。しかしながら、鳥獣被害

は営農意欲の減退や耕作放棄の原因ともなって

おり、数字にあらわれる以上に深刻な影響を及

ぼしています。

私は山の中に住んでおりますが、林道や作業

道を通ると、鹿やイノシシが原因と思われる落

石が毎日あります。以前はこれほどなかったこ

とであり、鹿やイノシシが減ったという実感は

全くありません。

先月、山道を軽トラで通っておりましたら、

鹿かイノシシが落としたと思われる石がたくさ

ん落ちておりまして、それをどけようと車から

おりたら、下からガサガサと言わせてイノシシ

が１頭、飛び出てきました。慌てて山の上に逃

げましたけれども、次から次に出てきて、９

頭、群れをなして目の前を、すぐ近くを通って

いきました。そういう状況でもありますし、鹿

の群れにもよくあいます。そして、これまで諸

塚村には定住しないと思われていた猿の群れが

出てきまして、最近は小学校の校庭にまで出て

きたということで、これが定住することになら

なければいいがなと心配しているところであり

ます。

被害防止策として、防護柵の設置が行われて

おりますけれども、さらに個体数を減少させな

ければ、防護柵では限界があるという声があり

ます。これまでの本県の取り組みの効果と今後

の対策について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県では、鳥

獣による農林作物の被害軽減のため、鳥獣被害

対策特命チームや鳥獣被害対策支援センターを

中心に、市町村や関係機関とも一体となった取

り組みを推進しております。

具体的には、国の交付金等を活用いたしまし

て、市町村等が行う有害鳥獣の捕獲や、野生鳥

獣の侵入防止柵の整備等に対し支援を行います

とともに、地域の指導者育成や、住民への研修

会の開催などに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、平成29年度

の農林作物の鳥獣被害は約４億円と、年々減少

してきている状況にございます。

しかしながら、被害は依然として大きいこと

から、今後とも市町村と連携し、野生鳥獣の生

息状況や被害状況の実態把握に努めながら、地

域が一体となった総合的な対策を進めてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 ジビエ料理について伺いたい

と思います。

きのう、重松議員が質問いたしましたけれど

も、近年、全国的に捕獲鳥獣を地域資源とし、

ジビエとして利用する動きが広がっておりま

す。

本県においても、新たな処理加工施設の整備

が行われるなどの動きがありますが、ジビエ利

用が進むことは、捕獲圧を高めることにもつな

がり、所得の拡大も期待されております。本県

の状況について農政水産部長に伺います。
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○農政水産部長（中田哲朗君） 現在、県内の

ジビエは、精肉だけでなく、レトルトカレーな

どの加工品として一部利用されておりますが、

主要なイノシシ、鹿などにおきましても、捕獲

頭数の約３％しか利用されていないなど、十分

な活用がなされていない状況にございます。

このため県では、国の交付金を活用して、処

理加工施設の整備を支援するとともに、処理加

工従事者、調理師等を対象とした、衛生管理や

ジビエ調理等の研修会の開催、一般消費者への

消費拡大を目的とした、「みやざきジビエフェ

ア」などに取り組んでいるところであります。

今後とも、関係機関、団体と連携しながら、

中山間地域の活性化を図るためにも、本県産ジ

ビエの普及拡大に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 前にも言ったことがあります

けれども、今から48年前の県議会において、椎

葉村出身の議員が、「鹿を保護しなければ、ツ

キノワグマのように絶滅する。狩猟者も多く狩

猟税も上げるべき」と、今と全く逆の意見を述

べています。この50年で何が最も変わったの

か。過疎の50年とも言われますが、山村から人

が減ったことが一番ではないかと、私は思って

おります。

次に、教育政策。遠隔地域の高等教育に係る

負担軽減策について伺います。

現在、僻地の小中学校においては、都市部と

変わらない優秀な教師を配置していただいてお

り、学習塾などなくても学力は劣っていないと

いうふうに思います。

ただ、山間部における高等学校への進学は、

地理的条件の厳しさ、公共交通機関の不便さな

どから、自宅通学が困難な地域があり、寮や下

宿生活を余儀なくされ、都市部とは違った高額

な出費をしている現状であります。

その対策として、県では県内６カ所に地区生

徒寮を設置、また「へき地育英資金」を貸与

し、遠隔地に居住する保護者の負担軽減を図っ

ていただいております。

そこで、この２点について伺います。

まず、生徒寮についてでありますが、本県

は10年前から通学区域を撤廃しており、また中

学校卒業生も減少していることから、その運営

がどうなっていくのか心配する声も聞くところ

であります。現状と今後の方針について教育長

に伺います。

○教育長（四本 孝君） 中山間地域等出身生

徒の進学促進と保護者負担の軽減を図りますた

めに、県内６カ所に地区生徒寮を設けておりま

すけれども、平成30年４月における入寮率の平

均は85.5％となっております。

今後の運営につきましては、少子化で生徒数

が減少する状況の中でありますが、入寮者はこ

こ数年、一定数を維持しており、今後も入寮希

望者が見込まれますことから、引き続き、適正

な管理、運営を行って、地区生徒寮の利用を促

進してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 中学校卒業生が減っているに

もかかわらず、利用者はほとんど変わっていな

いということで、それほど依存度が高いという

ことでありますので、今後も充実した運営をお

願いいたしたいと思います。

次に、奨学金について伺います。高校生に対

する奨学金については、市町村独自に設けてい

るもの、また特定の職業に就労した者には返済

免除があるもの、償還金が一部免除されるもの

など多様化しておりますけれども、本県では、

一般育英資金に貸与額を上乗せした、へき地育

英資金を設けて対応しています。県へき地育英
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資金の貸与状況はどうなってるのかを教育長に

伺います。

○教育長（四本 孝君） 本県の育英資金にお

きましては、「一般育英資金」のほか、保護者

が僻地に居住する高校生等に対し、貸与額を大

きくした「へき地育英資金」の２種類を設けて

おります。

近年、一般育英資金、へき地育英資金ともに

貸与者数が減少しておりますが、高校生等の育

英資金全体に占める、へき地育英資金の貸与者

数の割合については、ここ数年、約６％となっ

ておりまして、一定の割合で利用されている状

況にございます。

県といたしましては、引き続き、制度の周知

を図るとともに、しっかりとその運用に努める

ことによって、遠隔地域に係る教育費負担軽減

に取り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 自宅通学困難地域において、

定住者はもとより、移住してきた場合に突き当

たるのが、一気に教育費がふえる―「高等教

育の壁」と言いますけれども、それではないか

というふうに思います。一定の貸与者がいると

いうことで、一層の充実、周知の推進をお願い

したいと思います。

次に、医療・福祉政策。僻地の医師確保につ

いて伺います。

僻地における医師確保は、歴史的な課題であ

ります。昭和40年代に県議会において、私の地

元の議員は、「村長が何度も何度も足を運び、

宿舎を整備し、高い給料を払い、苦労してよう

やく医師を雇ってもすぐに出て行ってしまう」

と、その困難さを訴えております。また、椎葉

村出身の議員は、「椎葉村の奥地の不土野とい

うところに広大な県有林がある。それを処分し

て医科大学をつくって医師の確保をしてほし

い」と訴えております。

県では、僻地における医師確保に、自治医科

大学卒業医師の派遣を行っていただいておりま

すが、多い派遣要請に応えられていない状況と

聞きます。

最近、「医師少数県」とか将来の医師不足予

想などが報道され、僻地の将来はどうなるのか

不安の声が大きく、根本的な対策が望まれま

す。本県の僻地における医師確保のこれまでの

成果と今後の対策について、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 僻地におきましては、

地理的条件等から民間による医療提供も限ら

れ、医師を初めとした医療従事者の不足が深刻

で、医療の確保が大変厳しい状況にあります。

住民が安心して医療を受けられるように体制を

整えることが、何よりも重要な課題であると考

えております。

このため、県としましては、自治医科大学卒

業医師の計画的配置を行うとともに、都市部の

病院の協力を得ながら、僻地の診療に協力をし

ていただける医師の派遣調整などにも取り組ん

でおり、その結果、人口減少が進む中でも、僻

地における医師の体制を維持してきたところで

あります。

今後、これらの取り組みに加え、宮崎大学や

県立病院等関係機関と連携し、来年度からス

タートします医師のキャリア形成プログラムを

活用して、若い医師が僻地医療に従事できる体

制を構築し、僻地の医療体制の確保・充実に努

めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 ひとつ抜本的な対策をとって

いただくようにお願いしたいと思います。数日

前の新聞に載っているのではっとしたんですけ

れども、医師に魅力を感じてもらう地域づくり

が大切だということが書いてありまして、なる
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ほどなというふうに思いました。ただ医師を派

遣してくれ、派遣してくれではなくて、そうい

う地域づくりというのも、地方ではしっかり取

り組まなければならないというふうに思いま

す。

次に、山間部における地域包括ケアシステム

について伺います。

介護保険制度が開始され、もうすぐ20年にな

ろうとしています。介護需要が拡大することか

ら、政府は、住まい・医療・介護・予防・生活

支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を推進しています。

しかし、医療や介護などのサービス資源が乏

しく、ひとり暮らし、２人暮らしの高齢者世帯

が点在する山間部では、既存の介護保険サービ

スだけでは高齢者を支え切れない状況になりつ

つあり、地域の力を活用しながら高齢者を支え

ていくシステムの構築が必要となっておりま

す。

私の地元、諸塚村では、特別養護老人ホーム

で働く介護職員の確保のために、勤続５年で100

万円を補助するというような事業も始めている

ほど、介護人材も不足している状況にありま

す。

新年度予算に、「山間部における地域包括ケ

アシステム体制強化事業」がありますけれど

も、その概要について福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 山間部で

は、医療や介護サービス、人材などの資源が乏

しい上、集落の規模が小さく、各地に点在する

などの地理的な制約もあり、高齢者を取り巻く

環境は非常に厳しいものがございます。

一方で、昔ながらの助け合いの精神が残って

いるといった強みもございますので、このよう

な強みを生かし、限られた資源をより効率的に

活用しながら高齢者を支える仕組みづくりが、

何より重要と考えております。

このため、県ではこれまで、「みやざき地域

見守り応援隊」など民間活力を生かした、地域

での見守りや支え合いを行う活動を支援してき

たところでございます。

今後は、この取り組みに加え、今議会にお願

いしております、来年度の新規事業「山間部に

おける地域包括ケアシステム体制強化事業」に

よりまして、広域連携による効率的なサービス

提供体制の検討など、山間部における地域包括

ケアシステムの構築に、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 高齢者がそこに住んでよかっ

たと思えるようなシステムづくりを、ひとつよ

ろしくお願いいたします。

次に、結婚サポートセンターについて伺いま

す。

中山間地域振興計画には、「出会いの場づく

りと結婚支援を推進します」とありますけれど

も、中山間地域では、結婚願望がある独身男性

は多いものの、若い女性が絶対的に少ない、そ

の現実を何とかしなければと考えていたとこ

ろ、ある新聞で、愛媛県が開設した結婚支援セ

ンターで裏方としてボランティアをしている方

の「婚活イベントに携わって、自分の若かりし

ころを思い出し、そわそわする」という投書を

目にして、平成26年６月議会で、本県でも取り

組んだらどうかと取り上げました。それが早く

も平成27年２月議会では、特に中山間地域の振

興や後継者確保のためにも事業化したいとし

て、「結婚サポート事業」が始まりました。

このセンターは、都城・宮崎・延岡市にあ

り、その遠隔地は気軽に相談に行こうにも容易
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ではなく、会員数も少ないのではないか、ま

た、裏方で支援する縁結びサポーターも限られ

るのではないかと思います。

中山間地域の市町村と連携し、会員の増加を

図るために情報を強化する必要があると思いま

すが、今後の推進策について福祉保健部長に伺

います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 「みやざき

結婚サポートセンター」は、宮崎、都城、延岡

の３カ所に設置しており、本年１月末現在の会

員数は1,114名でございまして、ボランティアと

して、男女の引き合わせ等に御協力いただく

「縁結びサポーター」には、62名の方に登録し

ていただいております。

しかしながら、議員御指摘のとおり、中山間

地域の多くの町村では、会員数はそれぞれ数名

程度、また、「縁結びサポーター」も数名にと

どまるなど、地域差が生じているのが現状でご

ざいます。

これまでも、市町村と連携を図りながら取り

組んでまいりましたが、今後はさらに、中山間

地域の市町村との連携を強化し、地域の隅々に

までしっかりと情報が届きますよう、広域活動

の強化を図りますとともに、出張窓口の開設や

事業所訪問等による、会員確保や利便性の向上

に努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 私の身近な人に登録を勧めま

したところ、結婚まで至りました。制度の周知

と会員の増加策を進めていただくように、よろ

しくお願いいたします。

次に、便利で安心な基盤づくりについて。ま

ず、国県道の整備について伺います。

これまでの県議会議員生活で一番要望の多

かったことは、国県道の整備促進でありまし

た。国県道の改良率、宮崎県は九州で最も低

く、中でも山間部は、その地形の悪さゆえ低い

改良率となっております。しかし、昔と比べる

とはるかに整備されており、かつて明治、大

正、昭和にかけ困難を極めた末にようやく開設

された、住友100万円道路とも言われた327号線

も、着々と改良が進んでいます。

また昨年、美郷町南郷の388号線の一つの工区

が完成し、地元の公民館主催による祝賀会が行

われました。地元の住民による踊りあり、歌あ

り、郷土料理の振る舞いありで、にぎやかなも

のでした。

本県は、自動車保有率も運転免許保有率も九

州一であり、特に公共交通機関の乏しい地域に

おいては、自家用車依存度が高く、道路の改良

は他人のためでなく、自分のためであり、それ

ほどうれしいのです。喜ぶ姿を見ると、このよ

うな地域こそ整備を進めるべきというふうに思

います。

中山間地域における国県道整備について、今

後どのように取り組むのか、県土整備部長に伺

います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 中山間地域

における国県道につきましては、住民の日常生

活を支えるとともに、産業活動の支援、さらに

は災害時の孤立解消など、果たすべき役割は大

変重要と考えております。

現在、国道につきましては、諸塚村から椎葉

村間の国道327号や、西米良村から西都市間の国

道219号などにおいて、重点的に整備を進めてお

り、平成30年度には、美郷町の国道388号牛山２

工区や諸塚村の国道503号八重の平工区などが完

成したところであります。また、県道につきま

しては、２車線での整備に加え、椎葉村の上椎

葉湯前線など、山間部の急峻な地形の箇所で

は、1.5車線的道路整備手法を取り入れるなど、
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工夫しながら整備に取り組んでいるところであ

ります。

今後とも、安全で安心して暮らせる県土づく

りに向け、予算の確保に努めるとともに、中山

間地域の道路整備が着実に進むよう、しっかり

取り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、耳川ダム通砂運用につ

いて伺います。

耳川水系は、平成17年の台風14号の大雨に

よって流れ込んだ大量の土砂によって氾濫し、

地域の市町村は甚大な被害を受けました。私の

地元の商店街は、２年連続の浸水被害であった

ことから再起できるか心配されましたが、国、

県、九州電力など関係者一体となった水防災事

業等により、再出発することができました。

このような甚大な被害を受け、国、県、市町

村、関係団体、地域住民は、これら土砂に起因

するさまざまな課題を流域全体で管理していこ

うと、平成23年に耳川水系総合土砂管理計画を

策定し、河川改修工事などに取り組んでいただ

いております。

ダムの改造によるダム通砂運用は、国内では

初めての取り組みでもあり、その効果が期待さ

れます。取り組み状況について、県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 「耳川水系

総合土砂管理計画」では、治水や河川環境改善

を図ることを目的に、九州電力が西郷ダムと山

須原ダムの改造を行うことで、台風などの大規

模な出水時に、ダムの上流から流れ込む土砂を

下流に流す「ダム通砂運用」が、重要な取り組

みとして位置づけられており、全国的にも先進

的な取り組みとして注目を集めております。

このような中、西郷ダムの改造工事が平成29

年に完成したことから、段階的な通砂運用を２

回実施しており、その後のモニタリング調査で

は、ダム下流への土砂移動により、一部、砂州

の拡大や瀬・ふちが形成されるなど、良好な河

川環境の再生が確認されております。

さらに、平成33年度に予定されております山

須原ダム改造工事の完成により、通砂運用のさ

らなる効果が期待されますので、今後とも、九

州電力や地域の方々と連携し、耳川の適切な管

理に努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 流域一体となったこの土砂管

理事業は、今後の河川事業の模範となる取り組

みとして高く評価され、土木学会環境賞も受賞

しております。また、流域の個性豊かなダム

が、観光資源としても今、見直されようとして

おり、今後が非常に楽しみであります。

最後に、過疎法について伺います。

過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎

法が２年後に失効することから、今後の過疎対

策に関する議論が始まっていると聞きます。

総務省が公表したアンケートによると、「日

本にとって過疎地は大切だと思うか」の問い

に、72％の人が「大切」と答え、「過疎地に対

する支援や対策」には、74％が「必要」と答え

ています。

また、過疎地が果たしている公益的機能につ

いて、データ分析の結果、農業産出額の50％を

占めるなど、食料供給や環境保全、多面的機能

の維持など、幅広い役割を発揮していることを

数値で裏づけています。

海外においては、それぞれ背景は違います

が、人口減少地域対策に予算、税制などで手厚

く支援が行われている国があり、日本では、過

疎法に基づく過疎債の発行等、地方財政措置な

どでの支援が行われております。

過疎法について、これまでの取り組みの評価
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と今後の対応を、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） いわゆる過疎法は、昭

和45年の施行以来、今日まで、４度にわたり制

定されております。本県におきましては、過疎

債や法に基づく各種支援制度を活用し、交通通

信体系の整備、産業の振興、生活環境の整備な

ど、総合的な過疎地域対策を進めてまいりまし

た。

このように、過疎法の果たしてきた役割は大

きなものがあったと考えておりますが、我が国

全体が人口減少時代に突入した中で、過疎地域

は、以前にも増して厳しい状況に置かれており

ます。国土の均衡ある発展を図っていくために

は、引き続き対策を講じていくことが必要であ

ると考えております。

このため、県としましては、国等に対して、

こうした地方の厳しい現状を訴えるとともに、

新たな過疎法の制定や各種支援制度の維持・拡

充を求めていくこととしております。

また、こうした動きとあわせ、県としまして

は、市町村と一体となって、地域の実情に応じ

た過疎地域の振興に努めてまいりたいと考えて

おります。

○黒木正一議員 新法へ向けて積極的に取り組

んでいただくように、お願いいたします。

通告していた質問は全て終わりました。一言

お礼を申し上げます。

私を県議会議員に引っ張り上げられたのは、

北浦町出身の、もう亡くなりました松井繁夫議

員であります。松井議員は、よく山奥の集落の

祭とかにも参加しておりました。そこでいつ

も、「こういう山奥の集落の祭りがなくなった

ときが日本の終わりだ」というふうに言ってお

りまして、私はそれを胸に、これまで山村のこ

とばかり取り上げてきました。それに対して執

行当局の皆さん、本当に御支援、御協力いただ

きました。そして、先輩議員、同僚議員の皆さ

ん、御指導いただき、ありがとうございまし

た。感謝を申し上げまして、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、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の横田照夫です。きのう、おとといの代表質問

と若干内容がかぶるところもありますが、改め

て、またちょっと違った視点で質問させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

昨年の台風24号で、私の住む地域にある２つ

の神社も大きな被害を受けてしまいました。基

本的には、憲法に政教分離がうたってあります

ので、神社などの修復には行政はかかわれない

ことになっています。

でも、こういう事例があります。平成16年に

発生した新潟県中越地震では大きな被害が発生

しましたが、国や県がする復興事業を補完する

目的で、新潟県が3,000億円を貸し付けるなどし

て、「公益財団法人新潟県中越大震災復興基

金」を設立しました。そして、その運用益に

よって、被災者への融資の利子補給や国の補助

事業の対象とならない小規模な農地復旧への助

成などが行われました。助成対象となる事業

は、随時、追加・見直しが行われ、２年後の平

成18年に、「地域コミュニティ施設等再建支援

事業」の中に「鎮守・神社・堂・祠」の再建支

援が追加されました。

神社は、地域コミュニティーの「心のよりど

ころ」「精神のよりどころ」だという捉え方が

あり、そうした認識に立って、「地域コミュニ

ティ施設等」の再生事業の対象に神社・ほこら

などが追加され、社殿の再建を支援するという

具体的方策が生まれてきたということです。つ
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まり、神社再建が地域コミュニティー再生には

不可欠だという考え方です。

この措置により、地震で倒壊した神社やほこ

らなどの再建・修復のために合計1,145件、総額

約30億円が助成されました。総事業費の４分の

３、上限2,000万円で助成されたそうです。

この基金では、被災者側が行う復旧・復興活

動への支援を原則としているため、神社の再建

・復旧の場合は氏子などによる寄附が前提とな

ります。でも、この基金からの助成なしには社

殿の再建は難しかったと言われています。

この中越大震災復興基金の場合、県が基金を

出資・貸し付けただけでなく、県職員が出向す

るなどして、実質上は県が運営する財団だった

んですけど、法律上は民間の団体でした。つま

り、神社などの再建に助成金を出した主体は、

法律的には民間団体であったため、憲法の「公

金支出の禁止」をクリアして、神社仏閣への助

成が可能だったと言えます。

本県でも南海トラフ地震の発生リスクが高

まっていますが、災害後も地域コミュニティー

を維持していくため、地域の「心のよりどこ

ろ」となっている神社等への修繕、復興等を支

援できないか、知事の考えをお伺いします。

あとの質問は質問者席にて行います。よろし

くお願いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

阪神・淡路大震災を初め、過去の大規模災害

では、地域コミュニティーが、避難生活におけ

る相互扶助や復興に向けたまちづくりなどに大

きな役割を担っており、災害時において地域コ

ミュニティーの維持・再生を図ることは、大変

重要であると考えております。

議員から御意見をいただきました、地域の心

のよりどころとなっている神社等の再建・修復

につきましては、御紹介いただきましたよう

な、新潟県中越地震や熊本地震においても、住

民が参加する祭りや行事などのコミュニティー

活動に活用される施設など、一定の要件を満た

すものに対して、市町村を通して支援した事例

があります。

本県におきまして南海トラフ地震等が発生し

た際には、こうした事も参考になるものと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 今、高齢化等人口減少の時代

に入り、神社等への氏子の負担力はますます先

細りになることが考えられます。2040年には、

全国にある神社の約40％に当たる３万1,000社が

消滅するおそれがあるとも言われています。

先ほどの中越地震の場合は災害時のことです

が、今後、地域や地域コミュニティーを維持し

ていくためには、「心のよりどころ」「精神の

よりどころ」としての神社等が絶対必要だと考

えますので、平時の場合においても、何らかの

形で行政が神社仏閣の修復等へかかわっていく

ことはできないか、検討の必要性を感じており

ます。

次に、「改正水道法」について、福祉保健部

長にお伺いします。

昨年12月に「改正水道法」が成立しました。

我が国の水道事業は独立採算制をとってお

り、原則水道料金で運営されていますが、人口

減少に伴い給水量は減少し、水道事業の収益が

減少することによって経営状況が厳しくなるこ

とが予想されます。

水道管路は、法定耐用年数が40年であり、高

度経済成長期に整備された施設の更新が進まな

いため、管路の老朽化はますます進むものと見

込まれています。
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こういう状況を受けて法改正が行われたのだ

ろうと思いますが、報道では「水道民営化」が

一番表に出ています。しかし、改正の概要を見

ますと、民営化は５つある改正項目の中の１つ

であって、決してそれだけではありません。法

改正を受けて、水道事業はどのように変わって

いくと考えておられるのかを伺ってまいりま

す。

まず、今回の改正法では、広域連携の推進が

うたわれています。

水道広域化に関しては、全事業体の６割がそ

の必要性を理解しているものの、その取り組み

を行っているのは２割程度となっています。広

域化が進まない要因として、料金や財政状況、

施設整備水準等の事業体間格差が挙げられてい

ます。国は、事業体自身が広域化検討の契機を

捉えられていない状況にあることから、広域化

の足がかりを与える推進役として、都道府県の

積極的な関与を望んでいるようですが、県は、

県内水道事業における広域的な連携の推進につ

いてどのように考えておられるのかをお聞かせ

ください。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県内の水道

事業におきましても、人口減に伴う収益の減少

や施設の維持・更新に係る経費の増大などの課

題がございまして、今後もますます経営環境が

厳しくなるものと予想されております。

県としましては、経営統合による広域化はも

とより、施設の共同設置や管理業務の共同化な

どの広域的な連携は、これらの課題解決に向け

た有効な手法の一つと考えております。

このため、市町村等との定期的な会議等にお

きまして、広域連携に関する意見交換や、先進

事例の紹介などに努めてきたところでございま

す。

また、将来の目指すべき方向性を示す「宮崎

県水道ビジョン」を来年度策定することとして

おりまして、現在進めております課題抽出や現

状分析を踏まえた上で、広域的な連携も含め、

県内水道事業の今後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。

○横田照夫議員 水道事業者は給水装置の工事

を施工する者を指定することができ、条例にお

いて、給水装置工事は指定給水装置工事事業者

が行うことになっています。しかし、これまで

は新規の指定のみで、休廃止等の実態が反映さ

れづらく、無届け工事や不良工事も発生し、苦

情件数も多くなってきているそうです。

そこで、今回の改正法では、給水装置工事事

業者の指定の更新制を導入することとしていま

す。給水装置工事事業者の指定更新制が導入さ

れることによって、どのような効果が期待でき

るのかをお聞かせください。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 給水装置工

事事業者につきましては、指定後の更新がない

ため、指定を行う市町村等において、休廃止等

の実態を十分把握できず、事業者への適正な指

導が難しいと伺っております。

このため、本県におきましても、御指摘のと

おり、工事に対する苦情や無届け等の違反工事

が毎年発生している状況にございます。

今回、５年ごとの更新制度が導入されること

で、事業者の定期的な実態把握や適正な指導が

可能となりますので、苦情の減少や違反工事の

防止などの効果が期待できるものと考えており

ます。

○横田照夫議員 私たち議員も、４年に一回選

挙がありますので緊張感を持って仕事をするん

だと思います。水道業者も、一回指定されれば

もう更新の手続はないということになれば、技
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術者がいなかったり設備を持っていなかったり

など、工事能力がないにもかかわらず工事を受

けていたということもあったかもしれません。

そういう不適切な業者を排除するためにも、更

新制は大事だと思います。

さて、一番話題になっている民営化ですが、

今回は、コンセッション方式という、水道事業

の運営そのものを民間企業に委ねる新たな仕組

みを選択肢の一つとして導入しようとしていま

す。コンセッション方式では、水道施設の所有

権は、国や県から認可を受けた水道事業者とし

ての自治体が持っていますが、長期にわたる事

業の運営権を民間企業に譲って、その対価を自

治体が受け取ることになります。運営権を買い

取った企業は、水道料金を設定して利用者から

徴収し、そのお金で施設の維持管理や修繕など

も含めて、水を供給します。

コンセッション方式をめぐっては、コスト削

減につながるとして宮城県が導入を検討してい

る一方で、ことし１月31日には浜松市が導入検

討を延期し、新潟県議会などが反対の意見書を

可決するなど、導入に慎重な自治体も少なくあ

りません。民間に運営を委ねて災害時に対応で

きるのか、経営が破綻したときにどうするの

か、業務や経営の状況を監視できる体制を整え

られるのかなどの不安もあります。

水道事業におけるコンセッション方式の導入

について、県はどう考えておられるのかをお伺

いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 今回の法改

正に伴い、国から示された水道事業におけるコ

ンセッション方式は、単純な民営化ではなく、

官民連携の選択肢の一つとして、住民サービス

の向上や業務効率化のメリットがある場合に、

市町村等の水道事業者が、議会の議決を経て導

入することになっております。

また、導入する際も、給水責任のある水道事

業者が、料金の上限や、管理運営の内容及び水

準を定めた上で、国の許可を得ることが必要と

されておりますことから、事業の安全性や継続

性について留意した内容になっているものと考

えております。

導入に当たりましては、今後、国が示すガイ

ドラインを踏まえ、各水道事業者が十分に検討

していく必要がございますので、県としまして

は、必要に応じて、適切な情報提供や助言に努

めてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 民営化した海外都市では、料

金高騰とか水質悪化を招き、少なくとも世界33

カ国の267都市で再び公営化されているとも言わ

れています。そういった事例もあることから、

多くの自治体が慎重な対応になっているのだと

思います。

法改正が行われましたが、まだ詳しい内容ま

ではわかっていません。今後、水道事業者であ

る自治体が誤りなき判断ができるように、しっ

かりと情報提供や助言をしていっていただきた

いと思います。

次に、フロン回収罰則強化について、環境森

林部長にお尋ねします。

冷蔵庫やエアコンなどの冷媒として使われて

いるフロン類について、政府が業務用機器から

の排出規制を強化する方針を決めました。関係

法の改正案の、今国会への提出を目指すそうで

す。

冷蔵庫などの冷媒には、以前は特定フロンが

使われていましたが、オゾン層を破壊すること

がわかり、使用が規制されました。そのかわり

に広く使用されることになったのが、オゾン層

を破壊しない代替フロンです。
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しかし、代替フロンはオゾン層は破壊しない

ものの、最大で二酸化炭素の１万倍もの温室効

果があるということがわかり、2016年に開かれ

た国際会議で新たに規制対象になりました。

現行の規制法では、事業者がフロン類を用い

ている機器を処分する際、専門業者に依頼して

フロン類を回収するよう求めています。一応、

違反した事業者には50万円以下の罰則規定が設

けられていますが、違反を繰り返さなければ罰

則は科せられず、違反の現場を取り押さえるこ

とも難しく、これまで適用例はなかったという

ことです。そのために、現在、業務用機器の廃

棄の際のフロン類回収率は30％台にとどまって

いる状態です。

改正案では、フロン類の回収済み証明書がな

ければ処理業者が機器を引き取れなくすること

や、一度の違反でも罰金を科すことになるとい

うことです。また、建物の解体情報をもとに、

都道府県が現場に立ち入り検査する仕組みも設

けるそうです。

エアコンなど業務用機器廃棄時のフロン類回

収率向上に係るフロン排出抑制法改正案に対す

る県の考えをお聞かせください。

○環境森林部長（甲斐正文君） 機器を廃棄す

る際のフロン回収率が低迷している要因は、国

の調査によりますと、建物解体時に回収が行わ

れなかった事例が特に多いと報告されておりま

す。

このため県では、国の通知に基づき、関係機

関による建物解体情報の共有化を図ったところ

でありますが、今回の改正案では、議員からも

お話がありました、現行法ではできなかった県

による解体工事場所の立入検査などが可能にな

ると伺っております。

さらに、事業者が機器を廃棄する際、処理業

者に回収済み証明書の確認を義務づけることな

ど、新たな仕組みが導入される方向でありま

す。

今回の法改正が実現すれば、必要に応じた立

入検査などで、機器廃棄時における事業者のフ

ロン類回収の履行が促進され、回収率向上が図

られるものと考えております。

○横田照夫議員 冷蔵・冷凍庫やエアコンなど

は、私たちの生活には欠かせないものになって

います。でも、フロン類などの回収をしっかり

とやらないと、温暖化が加速し、昨年の夏が人

災と言えるような暑さとなり、学校へのエアコ

ン設置が決まったように、さらにエアコンなど

の数をふやさなければいけないなどの悪循環に

陥ることになると思います。

国も、厳格化しないと大変なことになるとの

思いで今国会への法案提出に踏み切ったのだと

考えますので、県としてもしっかりとした対応

をしていただくようお願いしておきます。

次に、被災した農業用水路について、農政水

産部長にお尋ねします。

昨年の台風24号で、農業用水路も多くの箇所

で山腹崩壊や倒木により壊れてしまいました。

早期水稲地帯では、年が明けたら、すぐに田

んぼの準備が始まり、野焼きや田起こし、水路

の整備、苗の注文などをしなければなりません

が、水路が壊れていて水が流れなければ、それ

らの作業をしても意味がありません。

そこで、台風等の災害で被害を受けた農業用

水路の復旧にはどのような対応ができるのかを

お尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農業用水路の

災害復旧につきましては、一般的に、市町村が

事業主体となりまして国庫補助事業を活用して

実施することになります。

- 141 -



平成31年３月１日(金)

ただし、事業費が40万円未満の災害復旧につ

きましては、国庫補助事業の対象にならないこ

とから、市町村が単独で復旧したり、あるいは

管理者がみずから復旧する場合もあると伺って

おります。

なお、多面的機能支払制度や中山間地域等直

接支払制度に取り組んでいる地域におきまして

は、復旧にこれらの制度の交付金を活用するこ

とも可能となっております。

○横田照夫議員 土砂と一緒に何本もの巨木が

倒れかかって壊れた水路は、地元の水利組合や

農家だけではどうしようもないのが現実です。

その水路で、広い面積の水田が養われており、

水が流れなければ、結局は耕作放棄につながっ

てしまいます。

一昨年に発生した北部九州豪雨で被災した田

畑は、いまだに復旧は手つかずで、高齢化が進

む農家の意欲に影を落としているそうです。農

地が荒れたままでは、人口減少に拍車がかかる

し、集落の存亡にもつながりかねません。

昨年の硫黄山の噴火による長江川等の白濁に

より、川からの取水ができずに、えびの市、伊

佐市、湧水町で約1,400戸、1,080ヘクタール

で、やむを得ず稲作を断念しました。そのこと

に対して、国も県も作付が再開できるようにさ

まざまな対策を打っていますが、災害により取

水できないということでは、台風災害も同じだ

と思います。

台風で被災した農業用水路も次の作付に間に

合うように、行政がしっかりと復旧にかかわる

ことが必要だと思いますが、県の考えをお聞か

せください。

○農政水産部長（中田哲朗君） 議員御指摘の

とおり、災害復旧に当たりましては、次の稲作

に間に合うよう、迅速に取り組んでいくことが

非常に大事だと考えております。

このため県では、事業実施に当たり、市町村

に対し、事務手続や復旧工法のほか、工事の早

期着工・早期完成について、助言・指導を行っ

ているところであります。

また、復旧工事に期間を要するなど、国の査

定後の発注では次の作付に間に合わないような

場合は、国との協議により、査定前に工事に着

手できる制度もあることから、その周知に努め

ております。

引き続き市町村と連携して、災害の早期復旧

に向けてしっかり対応してまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 例えば、水路横の山の木が倒

れて水路を壊している場合、その木の撤去は山

の所有者がすることになります。でも、最近で

は所有者がわからないこともあります。そうい

う場合でも、その木は個人の財産ということで

勝手に切ることもできません。今後はそういう

こともふえてくることが考えられますので、そ

ういう場合の指針のようなものをつくっておく

ことも必要ではないでしょうか。

次に、家畜防疫体制についてお尋ねします。

家畜伝染病「豚コレラ」の感染が５府県に拡

大しました。昨年９月以降、岐阜県内で発生が

続き、国と県が拡大防止に取り組んできました

が、愛知、長野、大阪、滋賀の４府県でも新た

に感染が拡大してしまいました。初動に問題が

あったと言われていますが、それだけ感染力の

強い怖い病気だと言えると思います。そのこと

を考えてみますと、本県で９年前に発生した

「口蹄疫」が、他県に感染することなく県内だ

けでとどめられたことは、すごいことだと思い

ます。対応に当たっていただいた関係者に敬意

を表させていただきます。
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家畜伝染病は、国内ばかりではなく、例えば

中国では、豚コレラよりも致死率が高く治療法

もワクチンもない「アフリカ豚コレラ」が流行

していますし、韓国でも口蹄疫が発生していま

す。

今、それらの国等からの来訪者もふえてきて

おり、ウイルスや病原菌がどのように持ち込ま

れるかわかりません。韓国人経営のゴルフ場も

ふえてきていて、多くの韓国人ゴルファーも、

県内でゴルフを楽しんでいます。現在の空港や

ゴルフ場における水際防疫の対応状況につい

て、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 宮崎空港にお

きましては、国際線や国内線の全ての搭乗通路

に加え、空港ビルの出入口にも独自に改良を重

ねた消毒マットを設置するなど、水際防疫に積

極的に取り組んでいただいております。

また、年末年始など人の動きがふえる時期に

おきましては、県と動物検疫所が合同で、肉製

品の持ち込み防止などの啓発キャンペーンを実

施しているほか、動物検疫所では入国者のゴル

フシューズの消毒も行っていただいておりま

す。

一方、ゴルフ場につきましても、海外からの

旅行者の利用が多いことから、ゴルフ場経営者

協議会と連携して、靴底消毒を実施していただ

いております。

県といたしましては、空港や港湾、さらには

宿泊施設、ゴルフ場など、関係団体の協力を得

ながら、引き続き水際防疫体制の強化に取り組

んでまいります。

○横田照夫議員 農家からは、空港や港など外

国人が入国する場所にミストの消毒器を設置し

てほしいという意見が多くありますが、ミスト

消毒器を空港に設置できないか、農政水産部長

に考えをお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） ミスト消毒器

につきましては、空港が、さまざまな旅行者等

が利用する施設であり、床面が濡れることによ

る転倒の危険性や衣服への付着や吸引による影

響などを不安視する声もあることを考慮します

と、空港への設置は難しいものと考えておりま

す。

なお、動物検疫所による検証結果では、消毒

マットによる靴底消毒は病原体の持ち込み防止

に効果があるとされておりますので、今後と

も、空港ビルの協力のもと、消毒マットを設置

していただくとともに、旅行者等に対し、靴底

消毒の徹底を啓発してまいりたいと考えており

ます。

○横田照夫議員 今、本県畜産物の輸出が順調

に伸びてきていますが、一旦家畜伝染病が入る

と、これまでの努力が水泡に帰することになっ

てしまいます。県も畜産農家も県民も、同じ認

識を持って対応していきたいものだと思いま

す。

次に、無人航空機の利用についてお尋ねしま

す。

昨年10月に、大分県佐伯市番匠商工会の宅配

事業を調査してきました。佐伯市宇目地域の高

齢化率は52％で、山間部に人家が点在していま

す。高齢者の多くが１人か２人暮らしです。交

通手段がなく、自宅の近隣に商店がないなど、

年々買い物に不便な環境になってきているそう

です。

そこの住民が頼りにしているのが、佐伯市番

匠商工会の「高齢者等買い物弱者支援宅配事

業」です。電話をすれば、担当者が買い物を代

行し、食品から雑貨まで届けてくれて、まさに

宅配が生活の支えになっています。
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番匠商工会は、宅配事業を平成14年から始

め、現在126人が会員登録しています。年3,000

円の会費と加盟店の手数料、市の補助金300万円

で運営しています。ただ、車の維持費などの負

担は大きく、ビジネスとしては成立しないと言

われます。それでも、誰かがやらなければ高齢

者の暮らしは成り立ちません。地域を守るとい

う使命感で続けておられるそうです。そこで、

県内の買い物弱者等に対する宅配事業や移動販

売の状況について、商工観光労働部長にお伺い

します。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 買物弱者

等に対する宅配事業につきましては、公的な支

援により、都城市高崎町や小林市須木、西米良

村、美郷町におきまして、地元商工会による高

齢者等の見守りを兼ねた宅配事業が行われてい

るところであります。

また、民間におきましては、県内全域での個

別配送を行っている事業者があるほか、一部の

スーパー、コンビニなどにおいて、営業地域周

辺での宅配が行われております。

また、移動販売につきましても、公的な支援

によりまして、公民館等を活用した高齢者向け

サロン事業での移動販売が日之影町で、移動図

書館を兼ねた、地元の新鮮な野菜等の移動販売

が五ヶ瀬町で行われており、都城市や高千穂町

でも移動販売が行われております。

このほか、民間でも、一部のスーパー、コン

ビニなどにより、地域を限定した移動販売が行

われておるところであります。

○横田照夫議員 大分県は、佐伯市番匠商工会

と連携をして、この宇目地域で、ドローンによ

る宅配の実証実験をしています。昨年３月に、

目視飛行で重量10キログラム規模の運送を試み

て成功しました。

そして、国が昨年９月に、条件つきで「補助

者なし目視外飛行」による実験が可能という新

しい指針を出したのを受けて、先月から、今度

は目視外飛行の実証実験を開始し、約１カ月に

わたり「定期ドローン便」を運航し、実用化に

向けた技術や制度面の課題を洗い出すことにし

ているそうです。

今回の実験では、携帯電話通信による長距離

運搬と、離れた場所からの手動操縦の実現、目

視外による自動飛行の実施をポイントに設定

し、いずれも成功したということです。

２回目以降は条件を変え、データを蓄積しな

がら、実用化に向けた課題を検証していくそう

です。

大分県新産業振興室は、「県民の生活課題を

解決する手段として活用できるよう、着実に歩

みを進めていきたい」としています。

また、政府は「未来投資戦略2017」で、2020

年代には、人口密度の高い都市部でもドローン

による荷物配送を本格化させるという目標を掲

げています。

本県も中山間地の集落を多く抱えております

し、都市部でも免許証を返納するなどして買い

物弱者となった人がふえています。ドローン宅

配も含めて、買い物弱者対策をどのように考え

ているのかを、商工観光労働部長にお尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 少子高齢

化の進行や人口減少の本格化に伴い、買物弱者

対策が大きな課題となってきており、県ではこ

れまで、商工会等による宅配事業の取り組みへ

の支援や、中山間地域における買い物実態の聞

き取り調査、市町村との意見交換などを行って

きたところであります。

近年、ＩｏＴやＡＩ等の科学技術が急速な進
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展を見せる中、ドローンによる宅配は、これか

らの買物弱者対策の有効な取り組みの一つにな

るのではないかと考えております。

今後、買物弱者を取り巻く環境は、さらに厳

しくなると見込まれますことから、地域住民の

生活支援や地域福祉の視点も含め、関係部局等

が十分に連携を図りながら、市町村と一体と

なって、引き続き、地域の実情に合った効果的

な施策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 ドローンなどの最先端技術

は、新しい産業を生み出していく可能性が大き

いと思います。今までなかったビジネスを生む

種でもあり、社会の課題を解決する切り札でも

あると思います。

本県は、ドローンの可能性と今後の利活用に

ついてどのように考えているのか、商工観光労

働部長、お聞かせください。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ドローン

は、全国において、空からの撮影にとどまら

ず、撮影データの解析を初めとした高度利用が

進められており、今後、国における安全・安心

な利活用のためのルールづくりが進むことで、

災害時における救急・救助活動など、将来的に

は物の輸送に加え、人の輸送も想定した、さら

に幅広い分野での利活用が進むものと認識して

おります。

県内におきましても、ドローン操作に関する

人材育成とともに、鉄塔やダム、大規模な太陽

光パネルの点検業務での活用のほか、農業分野

においても、上空からの撮影・画像解析を用い

た水稲の生育診断などの実証試験が始まってい

るところであります。

このため、県としましては、国の動向を注視

しながら、今後の新たなルール・運用等の事業

者に対する周知や、最新技術に関する情報収集

・共有を行い、先ほどお話にありました買い物

弱者対策での配送も含め、ドローンの特性を生

かした、これまでにない新たなビジネスモデル

の創出など、県内企業の取り組みを後押しして

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 無人航空機といえば、先ほど

黒木正一議員の質問にもありましたが、県が取

り組んでいる「林業植林地における無人航空機

による農薬散布」があります。

この技術開発の取り組みについて、その内容

を環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の林業従

事者が減少傾向にある中、足元が不安定な山間

部において、暑い時期に蜂や蛇を避けながら人

力で行われる下刈り作業の省力化が大きな課題

となっております。このため、今年度からＧＰ

Ｓや無人航空機と農薬を組み合わせた技術開発

の取り組みを開始したところであります。

具体的には、昨年10月に技術開発委員会を立

ち上げ、研究の方向性について議論を行い、11

月には試験地において、自動飛行に必要な地形

データの計測と、検証に必要な農薬散布試験を

実施したところです。

また、今月上旬には、無人航空機による自動

飛行や農薬成分を除いた模擬剤による落下試験

を実施し、今月中旬に開催します技術開発委員

会において、これらの試験結果の評価を行いま

して、次年度に向けての課題を整理することと

しております。

○横田照夫議員 農薬をまく行為は、草花を枯

らし、昆虫や地中の微生物・ミミズ等を滅ぼ

し、土質力が減少し、さらには残留農薬が、や

がては川に流れ込み、川の生態系を壊し、海に

まで影響を及ぼし、環境破壊につながるとの意
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見もありますが、どのようにお考えか、環境森

林部長、お聞かせください。

○環境森林部長（甲斐正文君） 植林地用の農

薬については、環境への影響が最小限となるよ

う、事前に水生生物やミツバチへの影響、分解

のしやすさなどさまざまなリスク評価が行われ

た上で、農薬登録が行われております。

今回使用を検討している農薬は、昭和57年に

登録されたものです。平成２年には全国で

約4,000ヘクタールに相当する面積で使用され、

拡大造林の減少とともに減ってはおりますが、

平成28年の使用実績は約70ヘクタール相当と

なっております。

環境への影響については、これまで大学や関

係機関で研究が行われており、農薬散布後に造

林地から流出する河川水を調査した結果、農薬

成分は検出されなかったという結果も報告され

てはおりますが、さらに、本県においても独自

に調査を行うこととしております。

また、自然保護や養蜂関係者の皆様などから

も個別に御意見を伺っているところであります

ので、必要に応じて調査項目を追加することな

どにより、環境に配慮した技術開発を慎重に進

めていきたいと考えております。

○横田照夫議員 田んぼのあぜとか用水路、た

め池の堤防、道路の路肩やのり面などに除草剤

を散布すると、根っこまで枯らしてしまうので

地盤がもろくなって崩壊につながるので、除草

剤は使用しないようにという通達が、多くの自

治体から出されています。のり面部で除草剤を

使う場合の取り扱いについて、農政水産部長と

県土整備部長にそれぞれお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農業分野にお

けるのり面部の除草につきましては、農業用た

め池を管理しております土地改良区や水利組合

によりますと、のり面の崩壊等の懸念があると

いうことで除草剤を使用せず、草刈りで対応し

ていると伺っております。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県管理道路

の除草につきましては、車両通行の安全確保や

沿道景観の保全等を目的に実施しております

が、限られた維持管理費の中で、草刈り回数や

その範囲について多くの御要望をいただいてい

るところであります。

このため、「より効率的な除草対策」として

従来の草刈りと併用し、除草剤や成長抑制剤な

どの活用を進めているところです。

その使用につきましては、土地利用状況や景

観の阻害等に十分配慮するとともに、道路のり

面部については、根を枯らさず、のり面崩壊に

つながらない薬剤に限定するなど、周辺環境に

留意した取り扱いとしているところです。

○横田照夫議員 つまり、農政水産部も県土整

備部も、のり面に除草剤を使うと、のり面崩壊

につながる懸念があるという共通認識を持って

おられるということですよね。

当然、無人航空機で農薬をまく植林地は急斜

面だと考えます。そういう場所に農薬をまくと

いうことは、植栽木にも影響を与え、山腹崩壊

につながるのではないかと思いますが、どのよ

うにお考えか、環境森林部長、お聞かせくださ

い。

○環境森林部長（甲斐正文君） 今回の試験で

散布いたします農薬は、ススキや葛などの特定

の雑草に作用する選択性を有するものでありま

して、杉やヒノキの造林木や常緑広葉樹などは

枯れず、林地の裸地化にはつながらないものと

考えております。

植林地へ農薬散布を行った後の植生の状況に

ついて、これまで国有林や公設の林業試験場で
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行われた調査結果を見ますと、散布の翌年には

植生が回復することが報告されております。

また、農薬の散布は育林の初期段階に限定さ

れ、植栽木が雑草木に覆われることのない1.5

メートル程度の高さまで成長すれば、以後の散

布は不要となるため、植栽木の成長とともに林

地保全が図られるものと考えております。

しかしながら、議員御指摘のような御意見も

関係者からお聞きしておりますので、不安の払

拭につながるよう、薬剤散布の回数や量の抑制

も研究項目に加えるなど、一層慎重な技術開発

に努めてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 確かに、植林地の下刈りの労

力軽減を図ることの必要性もよく理解できます

が、きょうの宮日の「窓」の欄にもありまし

た、環境破壊を不安視する意見も多くありま

す。いずれにしましても、これから技術開発の

検討が始まるということですので、あらゆる方

面からの検討を行い、後の世に悔いを残さない

よう慎重な対応をお願いしたいと思います。

次に、建設産業の人材確保についてお伺いし

ます。

昨年12月８日、いわゆる「改正入管法」が成

立し、同月14日に公布されました。今、多くの

産業で人手不足・人材不足が言われています

が、それを補うために、単純労働を含めた外国

人労働者を雇い入れやすくするための法改正で

す。在留資格を特定技能第１号及び２号に分

け、建設業は１号に入りました。在留期間は５

年間で、家族の帯同は認められていません。

建設産業は、どの専門職種も若い人材が育っ

ておらず、このままで推移したら、近い将来の

インフラ整備は大変な状況になることが考えら

れます。そこで、多くの専門職種の皆さんが外

国人労働者の雇用に関心を持っておられるよう

です。でも、建設産業の専門職種はいわゆる技

能士が担っていて、その専門技術は簡単に身に

つくものではなく、長年の経験が必要です。だ

から、仮に外国人労働者を雇用したとしても、

すぐに専門職を任せることにはならず、とりあ

えずは熟練技能士が技能の仕事に専念できるよ

うに、いわゆる「こどり」をしてもらって、そ

のうちに技能を身につけてもらえばいいと考え

ておられるようです。

県内でも、建設業や農業など、多くの産業で

外国人労働者を雇いたいと考えておられる人が

いると思いますし、今後、外国人労働者がます

ますふえてくると思います。そこで、外国人労

働者を生活面で一層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、商工観光労働

部長、お聞かせください。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

現在、県国際交流協会に窓口を設け、外国人住

民からの教育、医療、防災などの生活相談に、

英語、中国語、韓国語など５カ国語に対応する

生活相談員を配置して、母国語での対応を行っ

ております。また、必要に応じて弁護士や行政

書士による法律相談対応も行うこととしており

ます。

今後、新たな外国人材の受け入れ拡大に伴っ

て、対応言語をふやすなど、外国人住民に対す

るより幅広い対応が必要となってまいりますの

で、県としましては、行政・生活全般の情報提

供や相談対応を多言語で一元的に行う、多文化

共生総合相談ワンストップセンターの設置を検

討しているところでございます。

また、外国人住民のコミュニケーション能力

を高めるため、日本語学習機会の充実などにも

取り組んでまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 建設産業で外国人労働者を受
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け入れることで、とりあえずは人手不足が補え

たとしても、根本的な解決にはならないと思い

ます。技能の継承ということを考えたら、やは

り、日本の若者が自信と誇りを持ってそれらの

専門職種に入ってきてくれるような就労環境、

労働環境を整えることが大事ではないでしょう

か。

建設業就業者の年齢別の構成割合は、50歳以

上が50％を超える一方で、29歳以下は９％しか

いないということです。たくさんある専門職種

のうちで、例えば鉄筋工とか型枠工とか、どれ

か一つでも仕事が滞ったら、その現場は仕事が

進まなくなります。先日の山下議員の代表質問

で、不調・不落が増加しているというお話があ

りましたが、皆さんたちが幾ら発注しても、業

者にマンパワーがないから、それに応えられな

いということになるのではないでしょうか。来

年度の予算に、「防災・減災、国土強靱化対

策」として補助公共・交付金事業を約171億円措

置するということですが、これも本当に計画ど

おりやれるのか、不安を感じます。

知事は、県政運営の基本姿勢で、政策の原点

は現場にあるとの思いで、「徹底した現場主

義」をとると言われました。今、建設現場はど

うしようもなくなるような状況が、もうすぐそ

こまで来ていると思います。どうしようもなく

なった場合、困るのは発注者であり、それらの

施設を利用する県民です。今後、橋梁など、長

寿命化のための工事もふえてきますし、今後も

公共工事がなくなることはありません。県民に

安全・安心を届けるためにも、技能・技術を

しっかりと後世に継承していけるような体制を

とることが大事だと考えます。

知事は、「リーダーに求められるものは、将

来を見据えて、変化に対応するための明確なビ

ジョンを示すこと」とも言われました。建設産

業が将来にわたってインフラ整備や災害への対

応等の役割を果たしていくためには、担い手の

確保・育成に取り組むことが急務であると考え

ますが、知事の見解をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 建設産業におきまして

は、御指摘のとおり、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、担い

手の確保・育成が喫緊の課題であると考えてお

ります。

このため県では、産業開発青年隊や産業技術

専門校におきます建設技術者の育成を初め、建

設業団体等と連携して、若年者の職場実習や資

格取得を支援しているところであります。この

うち、産業開発青年隊―これは今、全国で唯

一の建設産業の人材の養成の組織でありますが

―卒業生の県内就職をさらに促進するため、

来年度から、建設業の関係者が講師となりまし

て、県内で働く魅力などのＰＲを行う夜間講座

を開催することとしております。

また、建設産業の担い手を確保・育成するた

めには、下請・孫請を含む企業が、適正な利潤

を確保できることが大変重要であります。設計

労務単価の引き上げや経費率の加算、現場条件

に応じた積算等による適正な予定価格の設定や

発注の平準化などに努めているところでありま

す。

今後とも、こうした取り組みをさらに進める

とともに、関係機関や建設業界と十分連携をし

て、入札制度の検証や見直しなども含め、最近

では建設産業の新３Ｋというふうに言われてお

ります、給与がよい、休暇がとれる、希望が持

てる、こうした魅力ある職場となるような実現

に向けて、しっかりと取り組んでまいります。

○横田照夫議員 入札制度も含めて、これまで
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当たり前と思われてきた制度とか考え方を、も

うそろそろ考え直す、そういう時期が来ている

んじゃないかなと感じております。

予定の質問を全部終わりました。以上で、私

の一般質問の全てを終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○ 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42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） こんにち

は。ごらんのとおり、まだ４本足でありますけ

ど、家では２本足、時には３本足。それだけ健

康になりました。おかげで、我々の武器はしゃ

べりですから、菌がそこに行かんでよかったな

と思っております。

そういうことで、質問に入りますけど、毎年

私は楽しみにしているんですけど、今回、サラ

リーマン川柳が公表されました。私もサラリー

マンでしたから、それを見ると、本当に、穏や

かになって笑いが出て、健康にいいなと思って

います。その中の10首、いろいろ遠からず近か

らず、皆さん経験されるようなことかなと思い

ます。

まず１つ目、「意見箱 反映されずに ただ

の箱」と。「生産性 語る上司の 非効率」

「本題を 外れ会議は 活気付く」「会議中

本音と建て前 懐疑中」「上司宅 家ではこん

なに 動くのか？」「「前向きに 検討しま

す！」と 後ずさり」。私も、ここで一首詠ん

でみました。「「前向きに 検討します！」と

そのまんま」。これは座布団２枚ぐらい。

「来春は 10連休だが 定年後」。定年される

方、おめでとうございます。「忖度で ちがう

意見が 一致する」「休日に 働き方の 打ち

合わせ」「削減だ 改革起こすと 仕事ふ

え」。こんな川柳を見ますと、いろいろおもし

ろいですね。そういうことで、質問に入りま

す。

まず、知事に質問いたします。人口減少対策

についてであります。

知事の選挙公約の１番目が人口減少対策であ

りました。これはなかなか厳しい課題だと私も

思っております。そういうことで、新年度予算

において、人口減少対策には具体的にどのよう

に取り組んでいくのか、知事にお尋ねいたしま

す。

それから２番目、農業振興についてでありま

す。

本県の農業・工業・観光・林業の中で、それ

ぞれの課題はありますが、その中でも農業の課

題が一番深刻ではないかと私は思っております

ので、農業について質問いたします。

本県の平成28年農業産出額は3,562億円、平

成22年の口蹄疫発生どきには全国７番目に落ち

ましたが、平成26年からは５番目を維持してお

ります。しかし、残念ながら、平成29年の産出

額は、宮崎が3,524億円、対前年度38億円減って

おります。隣の鹿児島県の産出額は5,000億円、

対前年度264億円の増加であります。北海道を抜

きますと、鹿児島が全国１位ということになっ

ています。この差はどのようなことか、農政水

産部長にお尋ねいたします。

それから、中山間地域対策についてでありま

す。先ほど、黒木議員のほうからいろいろ話が
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ありました。まさしく議員の話の中身は、中山

間部じゃなく山間部の話かなと私は思っており

ます。いつも質問を聞きながら、彼の質問で大

体山間部のありようがよくわかりました。本当

にお疲れさまでした。それで、県の政策評価、

いろいろありますけど、この政策評価では目的

を達したということで、平成28年度の評価は

Ａ、29年度はＢとなっております。まず、本県

の中山間地域の定義はどうなっているのか、総

合政策部長にお尋ねいたします。

以下、質問者席から質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。人口減少対策の取り組みについてでありま

す。

当初予算におきましては、「未来を担う人財

の育成・確保」などを重点的な課題として、人

口減少への対応を強く意識した事業構築を行っ

たところであります。

具体的には、まず、自然減対策として、引き

続き、出会い・結婚のサポートや不妊治療費の

助成等を行うとともに、子育て支援拠点の設置

や多様な保育サービスの展開など、地域の実情

に応じた子育て支援の充実を図ってまいりま

す。

また、社会減の抑制に向けて、県立学校を核

とした地域人材の育成、インターンシップやき

め細かな就職支援、県内企業情報の発信の強化

を図るとともに、林業大学校の開講や農業・漁

業の経営資源承継のための新たな仕組みづくり

などを進めてまいります。

今後は、このような対策にしっかりと取り組

みながら、合計特殊出生率の向上や社会減ゼロ

への道筋をつけていくため、さらに踏み込んだ

対策も検討してまいりたいと考えているところ

であります。以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。中山間地域の定義についてであ

ります。

本県の中山間地域は、中山間地域振興条例第

２条第１項の規定によりまして、「過疎地域自

立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興

法」そして「半島振興法」及び「特定農山村地

域における農林業等の活性化のための基盤整備

の促進に関する法律」の規定により指定される

区域のほか、これらに類する地域として、農業

地域類型区分の「中間農業地域」「山間農業地

域」のいずれかに該当する区域となります。

この結果、本県の中山間地域は、一部指定を

含めまして23市町村となり、県土面積の約９

割、県人口の約４割を占めております。以上で

あります。〔降壇〕

○農政水産部長（中田哲朗君）〔登壇〕 お答

えいたします。農業産出額についてでありま

す。

本県の平成29年農業産出額は、畜産部門で、

肉用牛の出荷頭数の増加や豚の価格上昇等によ

り、前年から54億円増加いたしましたが、耕種

部門で、野菜の価格低下や果実の生産量の減な

どにより減少したことから、全体では前年よ

り38億円減少しております。

一方、鹿児島県は、豚とブロイラーの価格上

昇等により、畜産部門が204億円増加したことに

加えまして、バレイショの生産量増加や価格上

昇等により、耕種部門におきましても増加した

ことから、全体では264億円の増加となっており

ます。以上であります。〔降壇〕

○中野 明議員 済みません、座ったままで。

知事、まず答弁いただきましたけど、この人

口減少問題、本当に対策が大事なことだという
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ことはわかっております。ただ日本全体で言え

ば、１億を切るのが30年先ぐらいです。全体で

考えれば大したことはないなと思っていますけ

ど、地方ではやっぱり大変重要な課題だと思っ

ております。私も、これという決め手となるよ

うな考えがないので、知事もなかなかないと思

いますから、これ以上聞きませんけど。ただ、

私は、間接的ですけれども、やっぱり農業・工

業・観光などの産業の活性化が、人口減少対策

の主たるものになるんじゃないかなと思ってお

ります。やっぱり働く場所、所得、そういうこ

とが私は関係しているんじゃないかと思います

ので、ぜひ産業をね。一般的な話なので、ミサ

イルを撃ち込むように、ピンポイントで何かや

らないと、効き目はないなと思っているんです

よ。これは公約の第一番目ですから、なかなか

厳しいと思いますけど、頑張ってください。

中山間地域対策について、この中山間地域と

いう言い方は、本当によくわからんのですよ。

例えば、県の政策評価では、目的を達したとい

うことで28年度の評価はＡ、29年度はＢになっ

ているんですよね。そういう評価ができるわけ

ですけど、一般的にはＡとかＢとか見ると、目

的を達したというふうに捉えて、この中山間

部、私は中山間部といえば、大体山間部のこと

しか頭にないんです。それで定義を聞いたんで

すけどね。これ、現実的には、非常に厳しい状

況だと思うんですけど、実態はＡとかＢになっ

ているけれども、この中山間地域の現状をどの

ように認識しているのか、総合政策部長に。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 中山間地域

は、地理的条件等からしましても、県全体と比

較して厳しい状況にあり、その対策としまして

も、集落機能の維持や日常生活に必要なサービ

スの確保といった取り組みが中心となってまい

りますけれども、御指摘の政策評価につきまし

ては、そういった取り組みに対して評価された

ものと考えております。

しかしながら、議員御指摘のとおり、国勢調

査の結果を見ましても、人口減少は予想を超え

て進んでおり、山間部を中心に、中山間地域に

おける状況は一層厳しさを増しておりますこと

から、複数の集落が連携した、暮らしの機能を

確保する仕組みづくりとか医療・介護、防災と

いったセーフティーネットの構築等、中山間地

域対策に着実に取り組んでいかなければならな

いものと考えております。

○中野 明議員 中山間地域は県土の90％を占

めているという話ですよね。90％を占めている

中で、何か、今の「中山間地域は地理的条件等

から」というと、これは山間部のことを言って

いると思うんですよね。それから、「中山間地

域対策に着実に取り組む」というと、「宮崎県

の９割方を取り組む」という話になるのかな。

政策評価では、やっぱり山間部という言い方の

ほうが私はわかりやすいと思うんです。中山間

部というと、宮崎の１割ぐらいを除いてみんな

中山間部です。農政とかぶったりとか、そんな

話になるんじゃないかと思うんですけど、どん

なですか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほど答弁さ

せていただきましたけれども、現在、条例で定

められております中山間地域は、それぞれ法律

や統計上の分類で、地理的条件や人口減少の度

合い、市町村の財政力等で、特に振興が必要と

整理された地域を対象としたものでございまし

て、これは議発条例で制定されておるんです

が、条例制定の前年度に特別委員会で議論され

た上、定められたものというふうに認識してお

ります。
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御指摘のありますとおり、中山間地域の中で

も、山間部の状況というのは非常に厳しいもの

と考えております。その実情を捉えて、我々も

取り組んでいかなければならないというふうに

考えておるところでございます。

○中野 明議員 私も初めて知ったんですけど

ね。この中山間部の定義、９割になったという

のは、議発の条例でそうなったという話を聞き

ましたが、私、全然覚えがないんですけどね。

条例で決まったということであれば、私も恐ら

く賛成をしたと思いますけど、そういうこと

で、この政策評価については、分け方としては

技術的な面だと思っています。中山間部という

言い方をすれば、ＡとかＢとかわかってきます

から、部長、最後の置き土産として、山間部と

いう言い方をしてもらいたい。

○総合政策部長（日隈俊郎君） お話のとお

り、山間部の状況は大変厳しいということにつ

いては、私も十分認識しております。そういっ

た認識のもとで、今回の目標設定の中、この中

山間政策の検討の中で、十分考えていきたいと

考えております。

○中野 明議員 ぜひ、最後の仕事として頑

張ってください。以上。

次に、農政水産部長に壇上で答弁いただきま

した。私の質問より短いのかなと思いましたけ

ど。今議会は卒業される方がおりますから、最

後の記念写真の場にと思って、壇上にしたんで

すけどね。そういうことで、中田部長も10年前

ぐらいに一緒に仕事をした仲間でありますか

ら、これ以上言いませんけど。

それで質問ですけど、本県産黒毛和種の27年

から29年までの出荷頭数・県外出荷比率はどの

ようになっているか、農政水産部長に。

○農政水産部長（中田哲朗君） 公益社団法人

日本食肉格付協会によりますと、平成27年の出

荷頭数は４万6,126頭で、そのうち県外には２

万2,140頭が出荷され、比率は48％となっており

ます。

同様に、平成28年は４万3,283頭で、県外が１

万9,612頭の45％、平成29年は４万3,910頭で、

県外が１万9,321頭で44％となっておりまして、

県外での食肉処理の割合は減少傾向にございま

す。

○中野 明議員 確かに、パーセントで見ると

減少しているんですよ。それは間違いない。た

だ、実態を見ますと、27年と29年の出荷頭数の

差、 2 9年が 2 , 0 0 0頭減っているんですよ

ね、2,000頭。それで見ますと、2,000頭減って

いる中で、比率を見ると確かに減っているけれ

ども、頭数も減って、比率は減っていると。何

か、数字のマジックみたいな話で、きのうは

ちょっと遅くなって、パソコンがいかれて、

ちょっとぼうっとしていますけど。そんなこと

で、この出荷頭数、県外出荷。畜産といえば、

くどいけれどもやっぱり県内屠殺しない限り

は、付加価値は出らんのですよね。今、産業を

見ても、目の前で税収がふえる要素というの

は、これぐらいかなと思っているから私は何回

も質問しているわけですけど。とにかく鹿児島

は5,000億円ぼんと出てきて、宮崎県は下がった

と。一体これは何だろうと思うと、私はまだま

だ分析をする余地があるだろうと思うんです

よ。部長、最後にしっかり分析して卒業してく

ださい。答えはいいですよ。

○農政水産部長（中田哲朗君） 議員おっしゃ

いますとおり、出荷頭数自体が平成27年、29年

比べまして2,000頭ほど減っておりまして、それ

に伴いまして、県外への出荷頭数も頭数的に

は、おっしゃるとおり減っている状況にござい
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ます。比率は、県外出荷の比率は減っておりま

すけれども。ただ、平成27年から28年まで出荷

頭数は減っておりますけれども、29年から増加

のほうに傾向が変わってきておりまして、それ

以降は繁殖雌牛頭数もふえておりますので、全

体的に出荷頭数は増加してくるのではないかと

考えております。私どもとしては、出荷頭数が

ふえておりますので、できるだけ県内で屠畜で

きるような、体制づくりを、しっかりと今後と

もやっていく必要があるというふうに考えてお

ります。

○中野 明議員 私は農業の中でも畜産は、本

当に成長産業だと思っているんですよ。全国で

小規模農家がどんどんやめていく中で、しっか

り伸ばしていくべきだと思っております。それ

で、何回も質問しますけど、畜産、いわゆる肉

用牛は本県の一大産業です。産業としては本県

にいかに付加価値―国でいえばＧＤＰですけ

ど―を落とすかが最大の目的であると私は

思っています。しかし、肉用牛は約半分が県外

出荷になっている。この件については、知事、

そして郡司副知事にも、農政水産部長のときか

ら質問をしております。どのような検討がなさ

れたのか。郡司副知事、お願いします。

○副知事（郡司行敏君） 肉用牛の県内出荷頭

数をふやすための対策につきましては、畜産新

生推進プランにおきまして設置いたしました専

門部会において、検討を行ってまいりました。

その中で、食肉処理を行う関連産業の機能強化

を図ること、また宮崎牛のブランド力向上によ

る取引拡大などが重要課題として提起されてお

りまして、現在、関係機関・団体と一体となっ

て鋭意取り組みを進めているところでありま

す。

そのような中で、肉用牛の付加価値を高める

ため、小林市の食肉センターにおいて新たに

カット場が整備されたこと、また来年４月に
※

は、ＥＵ輸出にも対応したミヤチク都農工場も

稼働予定であることなど、具体的な動きが出て

きておりまして、このような施設整備により、

県内屠畜頭数も増加することが見込まれており

ます。

また、全共日本一を冠としたプロモーション

活動や、食肉関連企業の加工品開発、さらには

牛肉カット技術向上に向けた人材育成の支援な

どにも今、取り組んでおるところでありまし

て、これらの成果にも期待を寄せているところ

であります。

議員御指摘のとおり、畜産は家畜の生産のみ

ならず、飼料製造業や食肉加工業など裾野が広

く、地域経済を支える重要な産業でありますの

で、引き続き、県内出荷頭数の増加に向けて、

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 今のペースで行けば、10年先

何パーセント減るのかなと私は思っているんで

すけどね。これは畜産振興にとっては大事なこ

とですよ。やっぱり私は、根本から今の流通を

変えなきゃ改善できぬと思っております。今、

副知事は、知事の命令があれば自由に動ける身

ですから、ぜひ先頭に立って頑張ってくださ

い。知事、しっかり副知事に「やれ」と一言

言ってもらえば動きやすいですよ。いや本当そ

うですよ。知事の考えがわからんと、動けませ

んから。ぜひ、そういうことで頑張ってくださ

い。

それから、ちょっと雑になりますけど、この

間、「探検バクモン」というのを築地市場とい

うことで見ておったんですよ。中途半端だった

んですけど。そうしたら、私はびっくりした。

※ 158ページに訂正発言あり
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太田清海議員じゃないけど太田何とかという人

が、鹿児島黒豚をつくっているところ等をイン

タビューしておるんですよ。そうしたら、その

真ん前に、鹿児島黒豚、こう何のかんのいろい

ろと書いてあるんですよ。長かったですよ、恐

らく10分ぐらい。鹿児島黒豚が、ただで―私

は視聴率が高いと思うんです―それに出てい

たんですよ。「すごいな、宮崎は何豚かな」と

思いながら見ておったんですけど、あれもプロ

デューサーが仕組んで、わざわざああいうのを

したのか、たまたま偶然なのかわかりませんけ

ど、宣伝の仕方もいろいろ頑張っていただきた

いなと思っております。

そして次、インバウンド対策についてであり

ます。

平成30年の訪日外国人数は3,119万人、対前年

比8.7％増加になっています。本県の延べ宿泊数

と九州内における状況はどうなっているのか、

商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 国の宿泊

旅行統計調査の速報値によりますと、本県の平

成30年の訪日外国人延べ宿泊者数は32万4,000人

であり、平成29年の29万7,000人を上回り、過去

最高となりました。

一方、隣県では、大分県が133万9,000人、熊

本県が98万2,000人、鹿児島県が79万2,000人と

なっております。

本県は九州で最下位でありますが、対前年比

で9.3％増となっており、前年を下回る県が複数

ある中で、熊本県に次いで高い伸びとなってお

ります。

○中野 明議員 低いと伸び率が高くなります

けど、やっぱりトータルで見た場合、熊本、鹿

児島。私、ここに行っている国はどこかなと、

ちょっと見たんですけど、例えば、熊本県は香

港とか、鹿児島県は韓国とか、みんな違うんで

すね。だから、あんまり新幹線の影響というの

はないのかなと思ったりしたんですけど、やっ

ぱり航空関係に大きな影響があるかなと思って

いますので、そこら辺をしっかり分析しながら

ですね。ここで倍の差がついてる、隣の県で。

これは知事を先頭に頑張ってもらいたい。これ

はずっと年間通してですから。これも今一番、

宮崎県の経済波及効果を増すための大きな要因

だと思っております。もう目の前に来ておるわ

けですから。そういうところを、やっぱりピン

ポイントで頑張っていただきたい。要望してお

きます。

次に、新年度のインバウンド対策予算はどの

ようなことか。そのうち宣伝費、これはプロ

モーションとなっています。昔は宣伝費とか

言っておったんですけど、予算はどうなってい

るのかお尋ねします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 商工観光

労働部の平成31年度のインバウンド対策の予算

案といたしましては、本県の認知度向上や増加

しております個人旅行者をターゲットにしたプ

ロモーションの強化等に取り組むこととしてお

りまして、観光みやざき未来創造基金などを活

用し、前年度と比較して約8,400万円増の１

億3,800万円余を計上しているところでありま

す。

このうち受け入れ環境整備に係る予算を除い

た、いわゆるプロモーションの予算でございま

すが、これにつきましては、昨年度より約7,000

万円増の１億2,300万円余を計上しております。

今後も伸びが期待されますインバウンド需要

をしっかり取り込むため、外国人観光客の誘致

に戦略的かつ集中的に取り組んでまいりたいと

考えております。
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○中野 明議員 今度は金額が倍ぐらいになり

ました。それでいいか悪いかというのはわかり

ません。ふえたことだけは事実だということ

で、それなりの評価はします。あとは、やっぱ

り鹿児島、熊本、ここら辺がどれぐらい使って

いるかということを判断基準にしないと、うち

は5,000万ふえたからいいかと、そんな話じゃな

い。やっぱり隣県と競争ですから。競争するた

めにはそれなりの原資を入れんとしようがない

ですよ。かなり地理的要件とか、歴史的要件も

あるかもしれませんけど、そんなことを言って

おったら何もできませんからね。やるべきこと

はしっかり。インバウンドは、国の見方でも、

私もふえると思うんですけど、これは年間通し

て、やっぱり大きな税収にもつながりますか

ら。今これだけ来ておっても、宮崎の旅館の稼

働率は年間通すと、まだ６割ぐらいだと。そん

なことを聞いていますと、まだまだ余裕があ

る。それから、御存じだと思いますけど、リ

ピーターを見ると都会に来たら次は田舎。田園

風景とか、そういう嗜好も変わっていますか

ら、ぜひ農家民宿、そういうところも含めて、

隣県に負けぬように頑張ってください。

それで、これもまたテレビの話です。この

間、たまたまＮスペかな、見ておったら、中身

はくまモンの話だったんです。私は、くまモン

が何であんなに評判になって世界的に有名にな

るのかなと。みやざき犬、これ県と犬と、見分

けられないけど、みやざき犬とどこがそんなに

変わるかなというので見ていましたけど、やっ

ぱりそれだけ努力しているんですよ。熊本県

は、くまモン専門のスタッフが６人か７人いる

んです。そして、振りつけとかいろいろ研究し

たり。そこまで一生懸命研究して、そして東京

のど真ん中で人を集めてやったりとか、全然違

うんですよ。私は「みやざき犬」というのを忘

れたぐらいで。私は、悪いけど、ひなたのバッ

ジは好かんからつけんのですよ。いやいや、本

当に、いろいろ変わる。最初は太陽と緑の国、

Ｍの国とかね。くまモンなんか、熊本の議員さ

んがくれるんです。かわいいから、俺もいっと

きはつけておった。きょうはつけてくるのを忘

れましたけどね。そういうことで、くまモンの

バッジぐらいのものをつくって、もうちょっと

頑張って、引っ張りだこになるぐらい。そんな

に見た目は変わらぬと思うんですけどね。そう

いうことで、テレビを見たら、そんなのが出て

いまして、みやざき犬のぬいぐるみは何だろ

う、そんな感じがしましたので、ぜひこれも頑

張ってください。

それから、外国人留学生についてであります

けれども、これもネットで見ておったんです

よ。そうしたら、全国で留学生の数が宮崎県が

最下位だったんですよ。はあと思って、また、

それを２度見ようと思ったら、今度は場所がわ

からんで見られなかったんですけどね。

それでお尋ねしますけど、本県への外国人留

学生の数は、全国と比較してどうなっているの

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） 独立行政

法人日本学生支援機構によりますと、平成30年

５月１日現在の本県における外国人留学生の数

は552人となっております。

また、全国における外国人留学生の数は29

万8,980人でありまして、全国に占める本県の外

国人留学生の割合は約0.2％、全国順位は35位と

なっております。

○中野 明議員 これも今後、―今、グロー

バル社会とか、グローバル人材の育成とか、事

業が出ていますけど―こういうのを含めて外

平成31年３月１日(金)
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国人がふえたりすることによって、そうする

と、そういう人たちはやっぱり優秀な人が来て

いますから、帰ったらまた宮崎の宣伝になると

かね。窓口がありますけれども、これもしっか

り取り組んだら、インバウンドにも波及効果が

あるし、頑張ってくださいよ。何かネットを見

ると、40番とか30番しかいつも出てこないんで

すよね。これは大事なことですよ。今から外国

人と共生しないと、日本社会は成り立ちません

よ。ぜひお願いします。

次に、市街化調整区域についてであります。

これは去年かな、鎌原副知事に現地調査をして

いただきました。感想はいいですけど、ありが

とうございました。しかし、昭和45年というと

副知事は３歳ですから、比較はできないと思い

ますけど、とりあえず現場を見ていただきまし

た。それで、質問しますが、昨年２月議会の質

問で前部長が、市街化調整区域の未利用地につ

いては、実情を十分踏まえた上で開発許可の基

準の緩和を検討してまいりますと答弁していま

すが、見直しの状況はどのようなことか。県土

整備部長、お願いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 開発許可の

基準の見直しに当たりましては、市街化調整区

域を有する県内の関係市町との意見交換会を３

回開催したほか、各県の運用状況調査を行うな

ど、地域の実情を十分に踏まえた上で検討を

行ってまいりました。

検討の結果、宮崎県開発審査会審査基準を改

正し、既存集落などに属していない場所で一定

の要件を満たす、昭和45年の線引きの前に既に

宅地であった土地、いわゆる既存宅地におきま

して、自己居住用の一戸建て住宅を建築できる

よう緩和を行いました。

また、都市計画法施行細則を改正し、同法

第34条第11号に基づいて指定した区域における

旗ざお形状の土地に関する規制の撤廃を年度内

に行うこととしております。

このような見直しにより、市街化調整区域に

おける未利用地の活用が図られるものと考えて

おります。

○中野 明議員 確かに、おかげで緩和され

て、家も建っていますよ。自民党で３月に、綾

・国富の全戸にリーフレットを投げるんですけ

ど、そうしたら、去年より戸数が100件ふえた。

この結果が全てじゃないですよ。100件ふえたと

いうことで、印刷も100件ふえましたけれども、

そういうことで、本当にこの法律というのは、

個人の財産を、何も使う目的がないのに、ただ

法律で縛って、一生野ざらしにする。こんな法

律はおかしいと私は思っているんですよ。そう

いうことで、市街化調整区域内において、県の

権限で定めている開発許可の基準はどのような

ことか、県土整備部長。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 開発許可の

基準のうち県の権限で定めているのは、都市計

画法第34条第11号に基づく条例と、同条第14号

に基づく「宮崎県開発審査会審査基準」がござ

います。

このうち、条例では、開発を行うことができ

る大規模な既存集落の要件として、一体的な日

常生活圏を構成する、おおむね200戸以上の建築

物が連なっていることなどの基準を定めており

ます。

また、開発審査会審査基準では、一定の用途

の建築物を建てることができる既存集落の要件

として、敷地と敷地の距離がおおむね50メート

ル以内で、50戸以上の建築物が連なっているこ

ととしているほか、既存宅地に建築できる建築

物の高さを原則として10メーター以下とするこ
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となど、建築物の用途、目的、位置、規模等に

ついてそれぞれの基準を定めているところで

す。

○中野 明議員 いろいろ開発の関係があっ

て、これこれが宮崎県の権限とか、小さく分か

れていますけど、私が今回思ったことは、今、

集落の200戸連檐が抜けました。これは、11号の

条例で、家と家の間があと50メートル、そし

て、それが50連檐あれば集落とみなして、また

その間も第三者が住むことができるということ

ですよね。そういうことでありますと、何で50

メートルなのかと。昔は、この間に畑があった

んですよ。畑が、何もできんから草ぼうぼうに

なる。ただ、こういう50メートルを100メートル

にしたらどうなるのかというと、議論としては

私は勝つと思っているんですけどね。今後、50

メートルを100メートルにして、集落を50戸連檐

をつくる。こんな緩和をすべきだと思いますけ

ど、県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） お尋ねの既

存集落の要件であります敷地と敷地の距離な

ど、県が定めている基準につきましては、市街

化調整区域における未利用地の活用が図られる

よう、関係市町と引き続き意見交換を行いなが

ら、しっかりと検討してまいりたいと考えてお

ります。

○中野 明議員 市町村と前向きの意見交換を

して、本当に個人の財産が永久にどうしようも

ないんですから。こんなの、相続放棄も出てき

ますよ、将来は。そういうことで、ぜひ、次の

緩和に向けてお願いします。

次に、学力向上についてであります。一昨

日、右松議員のかなり格調の高い質問がありま

した。その格調の高い質問の次に来るのが、私

の質問です。そういう質を上げた結果どうなる

かという話なんです。

平成30年の全国学力・学習状況調査の結果を

どのように分析しているのか。教育長、お願い

します。

○教育長（四本 孝君） 本年度の全国学力・

学習状況調査における本県の結果は、小中学校

ともに全国平均を下回っておりまして、平均正

答率を見ますと、小学校では、トップの石川県

と比べ、１教科区分当たり約７ポイント、中学

校では、トップの福井県と比べ、１教科区分当

たり約６ポイント低い状況でございました。

子供たちの回答状況を分析してみますと、長

文の問題をもとに活用する力を問う「Ｂ問題」

につきまして、「問題を解く時間が不足してい

た」と答えた児童生徒の割合が、全国平均より

も高い傾向が見られております。

また、教員に対して行う、指導の状況に関す

る調査結果を、石川県や福井県などの成績上位

県と比較しますと、「国語だけでなく、各教科

などを通じて、読んだり、書いたりする活動が

少ない」という傾向も見られ、「読むこと」や

「書くこと」に関する取り組みが不十分である

と、分析をしているところであります。

○中野 明議員 その前は国語Ａかな、全国

で14、15番目行っておったと思うんですよね。

去年は平均点数以上というのがなかった。何と

言ったらいいかわかりませんけど。残念かなと

思うんですけど。これも、やっぱり教育長が幾

ら頑張っても、先生が頑張ってくれんとどうし

うようもないんでね。どうやったらそういう意

識向上につながるかとか、いろんな要素がある

と思うんですよ。秋田とか、福井県とか、ホー

ムページを見てもその差がわかりますね。やっ

ぱり見劣りする、宮崎県は。宮崎県のホーム

ページも、鹿児島と比べたら、やっぱり見劣り
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する。そこら辺から、しっかり見劣りしないよ

うに頑張ってほしいと思います。

それで、新年度予算で学力向上に向けた取り

組みはどのようになっているのか。

○教育長（四本 孝君）先ほどの分析でも申し

上げた、子供たちは、教師が思っている以上に

読めていないという分析結果から、県教育委員

会といたしましては、読解力の育成を図るため

の取り組みを進めてまいります。

具体的には、国語の授業を中心に、全ての教

科において、辞書をこれまで以上に用いて語彙

力を身につけさせたり、新聞などを活用して文

章のポイントを短く要約させたりする活動が、

各学校で組織的に展開されるよう、管理職への

研修や学校支援訪問等を通して、指導を徹底し

てまいりたいと考えております。

また、これまで行ってまいりました、「子ど

もの学びを支える学力向上推進事業」の取り組

みに加えまして、小学校高学年における教科担

任制の導入も、各学校の判断で可能とするな

ど、環境面の整備にも力を入れていきたいと考

えております。

○中野 明議員 やっぱり、こういう順位がつ

く以上は頑張らんといかんですよ。宮崎県は、

いつも下のほう。時には上位で見たいですよ。

ぜひ頑張ってください。

以上で終わりますけど……

○副知事（郡司行敏君） 訂正させてくださ

い。先ほど、ミヤチクの都農工場の稼働の時期

について、来年の４月の稼働というふうに話を

しましたけれども、これは正確にはことしの４

月。もう１カ月後のことでございます。訂正し

ておわびを申し上げたいと思います。失礼しま

した。

○中野 明議員 都農町が稼働すれば、県外出

荷が少なくなるというのは、前回の議論。その

後のでき上がった場合がどうなるのかなと、楽

しみにしております。

それから、部長さんの中には今年度で無事退

職される方がおられるかと。登壇させてもらっ

たこっちの質問の順番がわからんようになって

しまってですね。本当にお疲れさまでした。第

二の人生、頑張ってください。終わります。

（拍手）

○外山 衛副議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 質問に入る

前から、ぶるぶるなってどうするんだと、みず

からを鼓舞しながら、通告に従い、最後の一般

質問を行います。知事を初めとして、関係各部

長、教育長に答弁をお願いいたします。

初めに、知事に伺いたいと思います。一昨年

の９月議会、昨年の６月議会に引き続き、３度

目となるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）につ

いての質問となります。

ＳＤＧｓとは何ぞやにつきましては、過去２

回の質問で述べておりますので、本日は割愛を

いたしますが、昨年６月15日、私の質問の翌日

に、神奈川県が「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自

治体ＳＤＧｓモデル事業」として内閣総理大臣

から選定されたと記者発表をしております。

国は、地方自治体によるＳＤＧｓの達成に向

けた取り組みは、地方創生の実現に役立つもの

であり、その取り組みを推進することが重要と

いうことで、その一環として地方自治体の取り

組みを公募し、この日、６月15日に全国で29自

治体を「ＳＤＧｓ未来都市」として選定、その

うち、特に先導的な10の取り組みを「自治体Ｓ

ＤＧｓモデル事業」に選定しておりますが、記

者発表の内容は、両方に選定されたのは都道府

県で唯一神奈川県だけ、さらには、神奈川県と
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ともに、横浜市、鎌倉市もその両者に選定され

ており、一都道府県内で３都市が選定されたの

も神奈川県だけという内容でありました。

先月30日には横浜市において「ＳＤＧｓ全国

フォーラム2019」を開催し、そこでは、「神奈

川から「自治体の役割を明確にしたＳＤＧｓへ

の取り組み」を全国に発信する」として、「Ｓ

ＤＧｓ日本モデル宣言」を33都道府県を含む93

自治体から賛同を得て採択するなど、先駆的な

取り組みに着手しております。

前回の質問で私は、「持続可能な宮崎」を実

現するため、ＳＤＧｓについて一歩踏み込んだ

取り組みをすべきと訴えました。今議会には、

「県総合計画の変更」が議案として上程されて

います。ＳＤＧｓの理念、方向性は県総合計画

長期ビジョンにどのように反映され、政策には

どのように生かしていくのか伺いたいと思いま

す。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ＳＤＧｓにつきましては、経済・社会・環境

をめぐる広範囲な課題を統合的に解決し、持続

可能で強靱な、そして誰ひとり取り残さない社

会の実現を目指すものでありまして、本県にお

いても重要な理念であると考えております。Ｓ

ＤＧｓの理念や掲げられた目標の多くは、本県

の目指す方向性と基本的に合致しておりますこ

とから、今議会に上程しております総合計画長

期ビジョンの改定案の中で時代の潮流としても

掲げ、その要素をできるだけ施策にも反映させ

るよう努めたところであります。５つの長期戦

略においては、働き方改革などあらゆる人々の

活躍促進、福祉の充実や健康長寿への取り組

み、産業成長や資源循環、災害に強い県土づく

りなどに取り組むこととしております。

今後は、このような方向性を民間企業や関連

団体、さらには多くの県民の皆様と共有しなが

ら施策を展開し、人口減少が本格化する中に

あっても持続可能な地域づくりを進めてまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 ＳＤＧｓについては、自治体

のみならず、今の答弁にもあったように、企業

や団体、さらには県民も巻き込んでの取り組み

が重要と考えます。大企業の中には、ビジネス

チャンスや経済成長につながるということで、

積極的な姿勢を見せているところもあります

が、ＳＤＧｓの達成のためには、国内企業

の99.7％を占める中小企業が参画することが重

要な鍵になるとも言われております。中小企業

の取り組みを広げるためには、行政の支援も重

要になってきます。広島県では、ＳＤＧｓに取

り組む先進的な地元企業を紹介する事例集など

を作成することもしておりますし、ＳＤＧｓに

触れることができる環境づくりに取り組むこと

も重要だと考えます。ぜひとも積極的にかか

わっていっていただきたいと思います。

ＳＤＧｓの理念を日本に根づかせるために

は、未来を担う子供たちにもしっかりと理解し

てもらうことも重要でありますが、日本ユニセ

フ協会と外務省が新しく制作したＳＤＧｓに関

する副教材が昨年10月から全国の中学校約１万

校に配付され、３年生の公民の学習に活用され

ることになっております。本県の活用状況を教

育長に伺いたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 新しい学習指導要領

におきましても、子供たちが、貧困、紛争、資

源の枯渇などの人類が直面する課題を理解した
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上で、その解決策について考えていく学びを通

して、持続可能な社会のつくり手となるよう示

されているところであります。

そのような中、今お話にありましたような副

教材は、昨年末に各学校へ配付されております

けれども、主として中学校３年生の公民の授業

で活用されることが期待されております。幾つ

かの学校では既に実践されている状況も見られ

るところでございます。

県教育委員会といたしましては、学習指導要

領の説明会や教科の研修会におきまして、本副

教材の活用に関する情報提供や助言を行い、今

後、多くの学校で活用されるよう努めてまいり

たいと考えております。

○新見昌安議員 この副教材の来年度以降の取

り扱いについて気になっていたんですけれど

も、宮崎県ユニセフ協会を通して日本ユニセフ

協会学校事業部に確認してもらったところ、こ

の秋も配付する意向のようであります。また、

今年度の配付時には、活用状況の把握、今後の

教材制作・改善の参考にするためのアンケート

用紙も送ってあるようであります。しっかり協

力していただきたいと思います。

次に、「県民の声」について伺います。

昨年12月５日付宮崎日日新聞に、その利用が

低迷しているとの記事がありました。知事選直

前の特集記事でありました。知事は「対話と協

働」を本当に大事にされておりますが、「県民

の声」は、知事と県民をつなぎ、県政への提言

や意見を募る大事なツールでもあり、ちょっと

気になったところでありました。この現状をど

のように認識され、今後この制度をどのように

県政に生かしていかれるのか、再度、知事に伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私は、「対話と協働」

の県政を掲げ、県民の皆様との対話を大切にし

ておりますが、その中でも「県民の声」は、時

間や場所などに限られることなく、直接意見を

いただく重要な仕組みであると認識しておりま

す。

意見の件数の減少につきましては、以前あり

ましたような、知事個人に対する意見や要望・

苦情などは大幅に減少した、そういったことに

よるものでありますが、県政への関心の状況を

反映している面もあるのではないかと感じてお

ります。

この制度を生かす上では、意見をふやす工夫

も大変重要でありますし、これとあわせて、政

策に生かすという視点を持ち、しっかりと受け

とめる丁寧な対応が必要である、重要であると

考えております。意見をいただいた方には、連

絡先がわかる場合にはできる限り県の考えをお

答えするよう指示しているところであります。

今後とも、この「県民の声」という制度につ

きまして広く周知をしながら、県民との対話を

進める重要なツールとして積極的に活用してま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 スマートフォンで、県庁の

ホームページを見てみると、「県民の声」は、

「キーワードで探す」というコーナーの中で、

余り目立たない配置になっております。県民か

らのさまざまな意見や要望を寄せてもらいたい

というのであれば、もっと目立ったバナーにす

べきではないかと考えます。また、現代のコミ

ュニケーションを図るツールとしては、ＳＮＳ

も無視はできません。若年層に目を向けさせる

ためには、ＳＮＳでの周知にも取り組むべきと

考えますが、以上、総合政策部長に伺いたいと

思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 広く県民から
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意見をいただきやすい環境を整備することは、

大変重要だと考えております。議員からお話が

ありました、県ホームページにおける表示のデ

ザインにつきましては、できるだけ早く改善い

たします。

また、現在、「県民の声」に提言を寄せられ

る方の74.5％が40代以上でありますことから、

県政への関心を高めていくためにも、若い方々

への浸透が課題であると認識しておりますの

で、県のＳＮＳなど、さまざまな手段を通じま

して、「県民の声」という県との対話の窓口が

開かれていることを、広く周知してまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 前向きに取り組んでいただく

ようであります。ありがとうございます。

次は、持続可能な宮崎づくりということで、

まず、医療環境の向上に関して何点か伺いたい

と思います。

Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスによる肝がん・重

度の肝硬変患者の入院医療費を助成する取り組

みが、去年の12月からスタートしております。

これは2017年８月、我が党が厚生労働大臣に提

出した「2018年度予算の概算要求に向けた重点

要望」に盛り込まれたものでありますが、これ

を受け、2018年度予算に計上されたものであり

ます。これは、「治療研究促進事業」で、患者

の臨床データを今後の研究に活用することにな

りますが、県においては、昨年12月28日付で

ホームページに、この事業の内容を掲載されて

おります。厚生労働省によると、この事業の対

象者は全国で約7,000人いるとしております。そ

こで伺いますが、本県の助成対象者は何人ぐら

いになると推計しておられるのか、また、事業

開始に当たり、ホームページ以外ではどのよう

に周知に取り組んだのか、福祉保健部長に伺い

たいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 本事業の助

成対象となり得る、過去１年間で４カ月以上入

院されている県内の肝がん・重度肝硬変の患者

数は、国の推計手法を本県に当てはめますと、

平成30年度は約60人となります。

事業の開始に当たり、昨年８月以降、県内３

カ所で開催した肝疾患専門医療機関等を対象と

した説明会や、医療機関等で患者からの相談対

応を行います肝炎医療コーディネーター向けの

研修会におきまして、本事業を周知したところ

でございます。

今後とも、対象となる患者の方が確実に助成

を受けられるよう、医療機関等への本事業の周

知に努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 推計で約60人ということで、

助成対象者の数が少ないようには感じますが、

肝がん・肝硬変患者に対する支援がこれまでな

かなか進まなかった中で、今回の事業によって

一歩前に進んだのではないかと思いますし、対

象となる入院患者にとっては、ありがたいので

はないかと思います。ウイルス性肝炎は、放置

すれば「慢性肝炎」「肝硬変」そして「肝が

ん」という経過をたどるようであります。まず

は、今回の助成を滞りなく実施した上で、さら

なる対象の拡大にも取り組んでいくよう、私た

ちもしっかりと国に求めていきたいと考えてお

ります。

引き続き、福祉保健部長に伺います。昨年の

９月、我が党の機関紙である公明新聞に掲載さ

れた静岡県のある取り組みに非常に感動したの

で、紹介したいと思います。

低出生体重児のための母子手帳をつくったと

いうものでありました。妊娠時に配付される一

般的な「母子健康手帳」は、国が定めた様式に
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基づいて市町村が作成するものであり、妊娠期

から幼児期までの健康・成長を記録する大事な

ツールでありますけれども、低出生体重児、特

に1,500グラム未満の極低出生体重児が誕生した

場合、手帳に記載されている平均的な身長・体

重などよりも我が子の成長がおくれるため、親

はその子の成長を実感できず、不安で落ち込ん

でしまうことが多い。そのような親を励まそう

と作成されたのが、「しずおかリトルベビーハ

ンドブック」という手帳であります。これは、

静岡県と県立こども病院で生まれた低出生体重

児の親の会などが共同で昨年３月に作成したと

ありました。

電子版がありますので、私も読んでみました

けれども、本当にじんとくるできばえでありま

す。なぜなら、全ページが母親目線で編集され

ており、深い愛情を注いでいるのが感じ取れる

からであります。きめ細かな配慮と工夫が行き

届いていると感じました。不安でいっぱいの母

親を励まし、心の支えにもなるのではないかと

思います。低出生体重児向けの手帳、本県も作

成すべきと考えますが、見解を伺いたいと思い

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 低出生体重

児は、それ以外の新生児と比べまして、成長の

経過が異なり、さまざまな病気になるリスクが

高いことから、保護者の方は、適切な情報提供

を受け、養育上注意すべき点について把握して

おくことが重要でございます。

現在、市町村や周産期母子医療センターにお

いて、保健師等の専門職から保護者に対する情

報提供が行われておりますが、県としまして

は、適切に情報提供がなされるよう、研修会を

行っているところであります。

議員から御提案のありました手帳につきまし

ては、保護者へわかりやすく情報提供するため

の一つの手法と考えられますので、今後、市町

村や小児科医などから成る母子保健運営協議会

の場において、当該手帳も含め、情報提供のあ

り方について協議してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 部長も電子版を読まれたと思

いますので、感想をお聞かせください。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 私ごとにな

りますけれども、私も子供が１人おりまして、

生まれたときに、やはり2,100グラムということ

で、低出生体重児でございました。生まれてす

ぐ保育器に入れられて、なかなか抱っこするこ

ともできなくて、その当時非常に大きな不安を

抱えたという経験がございます。そういった意

味からも、低出生体重児をお持ちの保護者の方

が大変大きな不安を抱えていらっしゃるという

ことが、経験上、感じられるところでございま

す。

私も手帳を読ませていただきましたが、議員

がおっしゃるとおり、非常に内容が工夫されて

おりまして、お母さん方が非常に心配になられ

る、病気とか成長の過程に加えて、先輩のお母

さん方からのアドバイス、それからＱ＆Ａなん

かも細かく記載されておりました。こういった

ことを考えますと、非常に心の負担軽減にもな

りますし、心の支えになると考えられますの

で、こういった情報提供の手法、非常に参考に

なる取り組みではないかと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。私

も初めて知ったんですけれども、国際母子手帳

委員会という組織があるようであります。そこ

の女性の事務局長が次のようなコメントを寄せ

ておりました。「静岡の取り組みで特に優れて

いる点は、当事者目線が生かされているという
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こと。出産直後の親が一番つらい時に心強い冊

子をもらえることも大きい。不安による虐待や

育児放棄を防ぐ効果もある。行政と親の会が連

携し、こうした取り組みが全国に広がることを

期待する」、こういった内容でありました。ぜ

ひとも前向きに取り組んでいただければと思い

ます。

次に移ります。厚生労働省は先月18日、医師

の充足状況を判断する目安としてこれまで使わ

れてきた「人口10万人当たりの医師数」にかわ

り、より実態に即した都道府県や各地域の医師

数の偏りの度合いを示す「医師偏在指標」なる

ものを公表しておりますけれども、それによれ

ば、「医師少数３次医療圏（都道府県）」とし

て全国で指定した16県のうちに本県も位置づけ

られております。そのほとんどが東日本に集中

している中で、なぜか西日本は三重、山口、宮

崎の３県のみであります。厚生労働省は、こ

の16県については重点的に医師不足解消を促進

する方針とのことで、2036年度までにはその問

題を解消したいとありました。県において

は2019年度一般会計当初予算案に、医師確保を

目指してのさまざまな事業を盛り込んでおられ

ますが、「医師少数県」からの脱却に向けて、

どのように取り組んでいかれるのか、改めて知

事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回示されました医師

偏在指標では、本県は全国32位、九州では唯一

の「医師少数県」とされまして、大変厳しい結

果であると受けとめております。

これまでも、関係機関と連携をして、若手医

師の養成・確保、医師の地域間・診療科間の偏

在解消に取り組んでまいりましたが、こうした

取り組みをより一層強化しなければならないと

いうことを、改めて実感したところでありま

す。

そのため、新年度予算案におきまして、医師

修学資金貸与制度や専門研修資金貸与制度の見

直し、医師の養成・確保を中核となって行う地

域医療支援機構の体制強化を図るための事業を

計上したところであります。

今後とも、宮崎大学や県医師会、県教育委員

会等の関係機関との連携を一層強化し、オール

宮崎で積極的に取り組むとともに、国に対しま

しても、医師の都市部への集中に対する是正を

強く要望してまいります。

○新見昌安議員 しっかり取り組んでいただき

たいと、お願いをしておきます。

次に、県民にとっても利便性の向上に資する

方策の一つとなると考えられるキャッシュレス

決済について伺いたいと思います。

政府は、本年10月の消費税率10％への引き上

げに伴う需要の平準化対策として、中小・小規

模の店舗においてキャッシュレス決済で買い物

をする際に、消費者に原則５％のポイントを還

元する制度を導入するとしております。対象店

舗の決済端末導入費も支援してくれます。ポイ

ント還元する期間は、ことしの10月から来年６

月までの９カ月間ではありますが、キャッシュ

レスの普及に向け、一定の効果が見込まれま

す。キャッシュレス決済は、企業の生産性向上

につながるほか、現金輸送費や人件費の削減に

も役立ちます。世界の流れでもあり、インバウ

ンドのさらなる誘客を見据えれば、本県でも導

入へのスピードを上げなければならないと考え

ます。キャッシュレス化の推進について、県の

取り組み状況と今後どのように対応していくの

か、商工観光労働部長に伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） キャッシ

ュレス化につきましては、店舗業務の効率化や
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県民の利便性向上に加え、インバウンド需要を

取り込む絶好の機会であります、ゴールデン・

スポーツイヤーズ本番を迎えますことから、そ

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、昨年８月の商工関係者を対

象としたキャッシュレスセミナーを初め、こと

しに入り、県内３カ所でセミナーを実施するな

ど、導入事例の紹介や国の補助制度の活用等に

ついて情報共有を図ってきたところでありま

す。

また、観光関係者に対しましても、インバウ

ンドセミナーでの説明や、ホテル旅館業、飲食

業の組合との意見交換等を通じた周知活動を

行っております。

県といたしましては、10月の消費税率引き上

げに向けた国の動きも踏まえながら、セミナー

の開催等による事業者の理解促進に努めてまい

りますとともに、商工団体や商店街が中心と

なった地域独自の動きも出てきておりますこと

から、国や市町村等と十分に連携しながら、そ

うしたキャッシュレス化の取り組みの推進に、

さらに力を入れてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 キャッシュレス決済は、利便

性の向上のみならず、本県においても深刻な状

況にある人手不足を解消する一つの手だてとし

ても期待できます。県としてもしっかり普及に

取り組んでいかれるよう、後押しをお願いして

おきたいと思います。

次に、県外にいる大学生等の県内就職率の向

上を図る観点から、何点か伺っていきたいと思

います。

まず、奨学金返還支援事業に関して伺いま

す。この事業は、「みやざき産業人財確保支援

基金事業」として平成29年度にスタートしてお

りますが、宮崎の未来を担う若者の県内企業へ

の就職を進めるためにも有効な事業であり、多

くの県内企業に参画してもらいたいと考えると

ころであります。現在参画している企業はどれ

くらいあるのか、また、今後どのように取り組

んでいくのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県では、宮崎

の将来を担う産業人材を確保するため、県内企

業との連携のもと、当該企業に就職した学生等

に対する奨学金の返還支援に昨年度から取り組

んでいるところであります。

本事業に登録し、県とともに返還支援を行う

支援企業につきましては、これまで申請のあっ

た企業全てを認定しておりますが、昨年度が35

社、今年度が62社、そして来年度が82社と、

年々着実に増加しておりまして、人材確保のた

めの一つのツールとして、県内企業の間にかな

り浸透してきているものと認識しております。

今後は、さらに多くの企業に参画いただき、

学生等にとって魅力があり、利用したいという

気持ちを持ってもらうようにすることが重要で

あると考えておりますので、産業連携推進会議

等の関係団体や金融機関、市町村等で構成され

る会議の場において、広く周知を行うととも

に、実効性の高い人材確保策を学ぶための企業

支援セミナーの開催等により、支援企業をふや

してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 多くの企業の参画を、私も期

待したいと思います。

ところで、支援対象者となる学生の募集につ

いては、昨年10月１日から募集を開始し、２月

６日が締め切りであったことを、私自身も友だ

ち登録しているＬＩＮＥの「宮崎県公式就職応

援情報」で知ってはおりましたが、２月14日に

「二次募集」を行うという通知がありました。
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申し込みが少ないのかと感じたところでありま

す。情報発信が悪いのか、受け取る側の問題な

のか、はたまた別の要因があるのか定かではあ

りませんが、この状況をどのように認識してお

られるのか、また今後どのように取り組んでい

かれるのか、同じく総合政策部長に伺いたいと

思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 学生等の利用

状況につきましては、今年度は、昨年度の19名

を上回る30名程度を見込んでおりますが、支援

対象者数の目安であります40名には達しないも

のと考えております。

これは、県内企業において人材確保が困難な

状況が続いていることなどによるものでありま

すが、学生等に対する周知にさらに取り組むこ

とで、本事業のさらなる活用を促進する余地が

あるものと認識しております。

したがいまして、今後は、周知イベントの開

催及びウエブサイトや多様なＳＮＳの活用のほ

か、今年度から東京と福岡に設置しました、県

外の学生等に県内就職の働きかけを行います産

業人財掘り起こしコーディネーターを通じた、

支援企業のＰＲの強化等に取り組むこととして

おります。

このような取り組みを通じ、学生や保護者等

に対して、県内企業の魅力や「宮崎で暮らし、

働く」よさをしっかりと伝えることによりまし

て、若者の県内定着につなげてまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 これもよろしくお願いしてお

きます。

次に、知事に伺いたいと思います。県と宮崎

日日新聞社は先月15日、県外に流出する若者を

地元にとどめ、人口減少に歯どめをかけよう

と、「若者の県内就職促進に関する協定」を締

結しておられます。今回、宮崎日日新聞社と締

結した、若者の県内就職促進に関する協定につ

いて、その狙いと今後の取り組みの方向性を伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少問題や県内企

業の人手不足への対応が喫緊の課題となる中

で、地域や産業を活性化し、地方創生の実現を

図るためには、それを支える人材の育成・確保

に、関係機関が連携して取り組むことが重要で

あると認識しております。

宮崎日日新聞社におきましては、今年度から

新たに、学生等の県内企業への就職活動支援を

開始されたところであります。同社としては、

県が有する就職イベント開催のためのノウハウ

や市町村、大学等とのネットワークを活用でき

る一方、県としては、県内一円を網羅し、県内

で最も発行部数が多い同社の情報発信力を活用

できるなど、お互いの強みを生かすことができ

ますことから、今般、両者間での協定を締結し

たところであります。

この協定の締結によりまして、今後は、学生

やＵＩＪターン希望者等を対象とした合同就職

説明会の開催や、「みやざきで暮らし、みやざ

きで働く」よさをＰＲする冊子の発行などに共

同で取り組むことによって、より多くの方々に

県内企業の魅力や宮崎の暮らしやすさを知って

いただき、若者の県内就職を促進してまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございます。

もう一点、代表質問とも重複しますが、県外

大学生等への県内就職情報の提供について、現

在どのように取り組んでおり、今後どう強化し

ていくのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県外大学

生等への県内就職情報の提供についてでござい
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ますが、先日、日本大学との間で、本県では６

校目となるＵＩＪターン就職支援協定を締結し

たところであります。本県では、県外大学との

このような協定に基づき、各大学のキャリアセ

ンターを通じた学生への情報の周知や、県内で

開催されます、大学の保護者会等を活用した情

報提供など、大学と連携した情報発信を行うと

ともに、ホームページやメールマガジン、ＳＮ

Ｓなども活用しながら取り組んでおります。

また、企業の魅力を紹介する冊子、「ワクワ

クＷＯＲＫ！宮崎」と申しますけれども、これ

を作成し、県内外で開催する就職説明会等で配

布しております。さらに、大学等に進学した学

生の保護者のうち、希望のあった約6,000名の

方々に対して、県内就職に関するさまざまな情

報を郵送で提供しているところであります。

今後は、これらの取り組みをさらに強化する

とともに、本県へのＵＩＪターンを希望する方

と県内企業とを結ぶサイト「ふるさと宮崎人材

バンク」のリニューアルや、携帯端末用アプリ

の作成など、多くの学生や社会人の方々に対し

て、情報が、よりしっかり届く仕組みづくりに

努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 これもしっかり取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、地域未来投資促進法を活用しての県内

企業支援について、引き続き商工観光労働部長

に２点伺います。

地域の特色を生かした事業に挑戦する中小企

業を応援するため平成29年７月に施行された法

律が、「地域未来投資促進法」であります。こ

れは、企業立地促進法を改正し、それまで製造

業に限られていた支援対象を、今後成長が見込

まれるサービスや観光、農業などの分野にまで

広げてあります。

支援内容としては、中小企業を元気にするさ

まざまなメニューが用意されているようです

が、支援を受けるには、国が同意した都道府県

や市町村の基本計画に沿って、企業側が事業計

画をつくり、都道府県から承認を受ける必要が

あります。経済産業省によれば、都道府県が承

認した全国の事業計画は、昨年11月６日現在

で1,078件、本県では、ことし２月末現在で26件

となっているようであります。経済産業省が目

標とするのは、施行から３年後の2020年７月ま

でで2,000社程度ということですので、現在は半

分ちょっとであります。まだまだ利用の余地が

残っております。

以上を踏まえ、確認の意味も含めて伺いま

す。まず、本県においては、地域未来投資促進

法に基づく基本計画の策定をどのように行った

のか、伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

平成29年７月の地域未来投資促進法の施行に伴

い、将来、県内における付加価値を高め、質の

高い雇用創出を図る効果的な基本計画の策定を

行うため、県や県内全市町村、商工団体などの

関係機関・団体で構成する「宮崎県地域経済牽

引事業促進協議会」を設置し、本県の産業構造

や各市町村の実情等を踏まえながら、幅広い議

論を行ったところです。

その結果、対象地域を県内全域にすること

や、対象分野をフードビジネスやものづくり、

観光など、本県の特性や強みを生かしながら、

地域経済を牽引する事業が見込まれる分野とす

る基本計画を策定したところでございます。

○新見昌安議員 次に、県としては、事業者か

らの事業計画提出を促進するために、これまで

どのように周知してきたのか、また、今後どう

周知を図っていくのか伺いたいと思います。
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○商工観光労働部長（井手義哉君） 県ではこ

れまで、県内各地での説明会の開催や企業訪問

の実施、また、承認した事業計画を県のホーム

ページに掲載するなど、さまざまな形で本制度

の周知を図っております。

このような取り組みによりまして、先ほどお

話がありましたように、２月末までに26件の事

業計画を承認しているところでございます。承

認された企業等においては、設備投資に係る法

人税等の減税措置や政府系金融機関の低利融資

などの支援措置が活用できますことから、生産

性の向上や競争力の強化が図られることとな

り、ひいては本県経済の活性化につながるもの

と期待しております。

このため、県といたしましては、県内の多く

の企業等に本制度を活用していただくよう、引

き続き、市町村や関係機関・団体と連携をしな

がら、本制度の周知に努めてまいりたいと考え

ております。

○新見昌安議員 この法律は、地域にもともと

ある企業を生かす点に大きな意義があると言わ

れております。支援を受けることになった企業

には、文字どおり地域経済の牽引役となっても

らわなければならないと考えます。県としても

しっかり後押しをされるよう、要望しておきま

す。

次は、訪ねてみたい宮崎づくりについて、引

き続き商工観光労働部長に伺ってまいります。

来年度予算案に計上された「東京オリパラ等

合宿誘致・受入推進事業」には、本年９月に開

催されることになった「2019ＩＳＡワールド

サーフィンゲームス」への支援が盛り込まれて

おりますが、そのうち、会場となる木崎浜の環

境整備については、地元に移住した、あるい

は、足しげく通っている、いわゆるローカル

サーファーにとって、非常に期待が大きいもの

となっているようであります。

大会開催まで６カ月ちょっとに迫ってきた

今、道路や駐車場、トイレ、シャワー設備、

ネット環境、食事場所などなど、国内外からの

選手や観客に、快適な環境をいかに提供する

か、腐心されていることと思います。そこで、

ワールドサーフィンゲームスの選手や観客の受

け入れをどのように行っていくのか、伺いたい

と思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本大会

は、東京オリンピックの出場選手選考大会の一

つに位置づけられ、約50の国・地域から、トッ

ププロサーファーを含め約300名の選手の参加が

見込まれております。また、５万人を超える観

客も予想されているところであります。

このため、選手・スタッフにつきましては、

臨時的に県総合運動公園の中を通る専用ルート

を確保するとともに、ビーチに面した道路を拡

幅し、駐車可能なスペースを設ける予定でござ

います。

また、観客につきましては、県総合運動公園

内の駐車場側から松林を徒歩で通り抜けていた

だくことを基本に、臨時駐車場の確保など、先

日、宮崎市などと一体となって設置いたしまし

た実行委員会において、必要な交通対策等を講

じてまいりたいと考えております。

さらに、大会を盛り上げる会場設営や関連イ

ベントの開催など、参加する選手や訪れる観客

の方々に満足いただける受け入れ環境を整え、

「サーフィンの聖地みやざき」を大きくＰＲし

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 私は、サーフィンに関しては

全くの門外漢でありますけれども、大会終了後

も、木崎浜がすぐれたサーフポイントとしての
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知名度をさらに上げ、多くのサーファーが来訪

してくれるよう、大会を大成功に導いていただ

きたいと期待しております。

次は、「やさしい日本語」についてでありま

す。外国人に情報をわかりやすく伝える手段と

して、「やさしい日本語」が注目をされており

ます。もともとは阪神・淡路大震災をきっかけ

に、災害時の外国人の避難誘導に役立てようと

考案されたもののようでありますが、最近で

は、日常の行政情報や生活情報を伝える際にも

活用され始めております。

使い方のポイントは、短く切って話す。例え

ば「小さくて軽い」は「小さい。そして、軽

い」。尊敬語や謙譲語を使い過ぎない。例えば

「いつ日本にいらっしゃいましたか」というの

は、「いつ日本に来ましたか」。熟語はなるべ

く使わない。例えば「徒歩10分」は「歩いて10

分」といった具合であります。日本における外

国人との意思疎通の手段として活用できるとい

うことであります。

ＡＣジャパンの「オモイデはニッポンの人」

というテレビコマーシャルを最近目にすること

がありますが、登場するおじいさんやおばあさ

んが外国語を話しているとは思えません。多

分、この「やさしい日本語」で話しているので

はないでしょうか。それを考えると、外国人観

光客に対するおもてなしとして、多言語対応が

大事ではありますが、ある程度日本語を理解で

きる外国人のために、「やさしい日本語」にも

取り組むべきと考えるところであります。見解

を伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 県では、

外国人観光客にストレスなく快適に観光を楽し

んでいただくため、これまで観光案内板やホー

ムページの多言語化に取り組むとともに、多言

語コールセンターによるサービスの提供などを

行ってきたところであります。

議員から御提案のありました、日本語をわか

りやすい表現に言いかえて伝える「やさしい日

本語」の取り組みは、外国人に情報を正確に理

解してもらうだけではなく、触れ合いの機会を

ふやし、リピーターづくりにもつながる有効な

取り組みであると考えます。

県としましては、外国人観光客の誘致を促進

するため、多言語化等の取り組みに加え、今

後、おもてなしセミナーなどの機会を捉えて、

「やさしい日本語」の取り組みについて周知し

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次は、防災・減災に向けた取り組みについて

２点伺います。

まず、医療機関の防災減災対策強化について

福祉保健部長に伺います。

昨年相次いで発生した大規模災害では、各地

域の医療機関が機能不全に陥っております。内

閣府や厚生労働省のまとめによると、大阪北部

地震では、天井や壁の一部崩落、高架水槽が破

損して水漏れが相次いだほか、エレベーターの

停止も各地で多数発生したようであります。西

日本豪雨では、最大95の医療機関で断水や停電

が発生、断水は長期にわたり、血液をろ過する

人工透析に必要な水が足りなくなった医療機関

は、患者の転院先探しに追われるという状況も

発生したようであります。

南海トラフ巨大地震といった大災害の発生が

懸念される中、非常時でも医療機関が機能する

ための対策を講じておく必要がございますが、

厚生労働省は昨年10月から、約8,400に上る全国

全ての病院を対象に、災害時に診療を続けるた
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めの事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しているか

どうかの調査を始めております。来月までに結

果を取りまとめるようでありますが、その中で

は、ＢＣＰを策定していない災害拠点病院に対

しては、３月までの策定を義務づけ、一般医療

機関についても策定の協力を呼びかけるとして

おります。

本県の医療機関におけるＢＣＰの策定状況は

どうか伺いたいと思います。また、策定がおく

れている、あるいは策定していない医療機関に

対しては、県として策定に向けどのように支援

していくのか、伺いたいと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 本県の医療

機関のうち、12の災害拠点病院については、Ｂ

ＣＰの策定が指定の要件となっておりまして、

その期限が本年３月末となっていますことか

ら、ほとんどの病院で策定が完了しているとこ

ろであります。また、その他の医療機関の策定

状況につきましては、現在調査中であります

が、多くの医療機関が、これから策定する予定

となっております。

医療機関において、ＢＣＰを策定し災害に備

えることは大変重要でありますことから、県と

しましては、引き続き医療機関に対し、その策

定を働きかけてまいります。

また、関係部局や策定に関するノウハウを持

つ損害保険会社等と連携しまして研修会等を開

催するなど、本県の医療機関においてＢＣＰの

策定が進むよう、積極的に支援してまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 厚生労働省も今後、ＢＣＰに

関する研修会を開催する方針だと聞いておりま

す。参加を促すとともに、災害発生時を想定し

た訓練等にも取り組むよう、バックアップをお

願いしておきたいと思います。

最後に、農政水産部長に伺います。

先ほど述べた昨年の大規模災害、特に西日本

豪雨では、広島県を中心に多くのため池が決壊

して家屋が浸水し、死傷者も出ております。こ

れは記憶に新しいところであります。

このときに決壊したのは32カ所だったそうで

すが、そのうち29カ所は、都道府県が選定し、

堤の補修などを優先的に進める、いわゆる「防

災重点ため池」ではなかったということで、国

はその後、全都道府県で、防災重点ため池に限

らず、決壊した場合に家屋や公共施設などに被

害を与えるおそれのある８万8,133カ所のため池

の緊急点検を実施し、危険度の高い1,540カ所で

水位を下げるなどの応急措置を講じたようであ

ります。

さらに国は、豪雨や地震によるため池の決壊

被害を防ぐため、防災上重要なため池を指定

し、自治体による管理を強化する新法案を今国

会に提出しております。国としては、早期に成

立させ、台風の上陸がふえる時期を前に施行し

たい考えのようであります。

その中身は、決壊した場合、周辺に被害を及

ぼすおそれのあるため池を「特定農業用ため

池」として都道府県が指定し、形状変更を許可

制にするほか、都道府県による防災工事の命令

や代執行ができるようにするとありました。ま

た、ため池は全国におよそ20万カ所あるそうで

ありますが、その所有者や構造などを把握する

ため、所有者らに届け出を義務づけ、都道府県

によるデータベースの整備も進めるようであり

ますし、特定農業用ため池に指定されるのは全

国で数万カ所に上ると言われる中で、法律はま

だ成立してはいないものの、事前の準備は周到

に行う必要があると思います。限られた時間の

中でどのように取り組んでいかれるのか、伺い
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たいと思います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県におきま

しては、平成25年度に受益面積0.5ヘクタール以

上のため池についてデータベースを構築し、毎

年、更新を行っております。

また、昨年の西日本豪雨によるため池の被害

を受けまして、現在、防災重点ため池の見直し

や、受益面積0.5ヘクタール未満のため池につい

てもデータベース化を進めておりまして、５月

末までに終了予定としているところでありま

す。

お尋ねの、今国会で審議されている新たな法

案に基づく「特定農業用ため池」の指定等につ

きましては、手続などの具体的な内容がいまだ

示されておりませんが、今後、詳細が明らかに

なれば、市町村とも十分に協議し、迅速に対応

してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 自治体による管理を強化し、

決壊による水害を防止する。これがこの法案の

最大の目的であります。万遺漏なきよう準備を

しておいていただきたいとの思いで質問したと

ころでありました。よろしくお願いをいたしま

す。

手元に、宮崎日日新聞に掲載された平成11年

６月定例県議会の一般質問日程を知らせる「県

議会からのお知らせ」というコピーがありま

す。私の古びたファイルから引っ張り出してき

ました。４月の県議選で初当選をさせていただ

き、初めて質問に臨んだ議会でもありました。

同期生の濵砂守議員、丸山裕次郎議員、国会議

員になられた松下新平議員、そして満行潤一議

員も質問をされております。当時は１日４人、

４日間の日程でありました。16人のうち８人

は、きょうの議場にはおられません。改めて、

この20年という年月を感じているところであり

ます。

汗びっしょりになった議会でありましたが、

自分の席に戻って、最後に次のように述べまし

た｡これはそのときの質問の内容ですけれども、

「月曜日の新聞に掲載された「県議会から

のお知らせ」の中に、次のようにありまし

た。「県議会は私たちの暮らしの根っこで

す」。どなたが考えたのかは知りませんが、

県議会の存在を的確に表現したすばらしいコ

ピーだと思います。根っこは目には見えませ

ん。目立たない存在です。しかし、根が地中

深く張っていなければ、地上の幹も枝葉も存

在しません。私も根っこである県議会を構成

する議員の一人となった以上は、経済も福祉

も教育もすべて盤石な、「太い幹」の上に、

全ての県民が幸せを感じられる宮崎という

「青々とした枝葉」を茂らすためにも、これ

からしっかり勉強し、県民の声をどんどん吸

い上げながら議員の責務を果たしていこう、

根っこの一部に徹していこうと思っておりま

す。要望がいつの間にか決意発表になってし

まいましたが、以上で私の質問のすべてを終

わります」

このような内容でありました。今、20年間を

振り返り、このときの決意発表どおりに議員の

務めを果たしてきたかとみずからに問うと、冷

や汗が出てまいりますが、多くの県民の皆様に

支えていただきながら、ここまで来ることがで

きました。心から感謝をしているところであり

ます。改めて、御支援いただき、お世話になっ

た方々に御礼を申し上げます。とともに、４月

の選挙に臨まれる議員の皆様には、ぜひとも勝

ち抜いていかれるよう祈念申し上げます。そし

て再び、県政の発展に御尽力いただくようお願

い申し上げ、全ての質問を終わります。長い間
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本当にありがとうございました。（拍手）

○外山 衛副議長 お疲れさまでした。

以上で本日の質問は終わりました。

次の本会議は、４日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時38分散会
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