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平 成 3 1 年 ２ 月 2 8 日 （ 木 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
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商工観光労働部長 井 手 義 哉
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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

選 挙 管 理 委 員 長 吉 瀬 和 明

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道
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議 事 課 長 齊 藤 安 彦
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◎ 代表質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎・立憲民主党の渡辺創

です。昨年２月議会の一般質問を皮切りに、５

議会連続で本会議質問に立っておりますが、今

期最後の定例会でも会派を代表して、代表質問

に立つ機会をいただきましたので、存分に活用

してまいります。執行部の皆様におかれまして

は、宮崎の未来をしっかりと見詰めた御答弁を

いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

さて、2014年２月12日に旗揚げをした宮崎県

議会会派「県民連合宮崎」は、先日結成５周年

を迎えました。結成により、諸派側で唯一、全

ての常任委員会に委員を出すことが可能にな

り、県議会第２会派として議会運営にも一定の

責任を果たすことができたと考えています。歴

代の議長、副議長、議運委員長を初め、さまざ

まな議会交渉において、時に一致点を見出し、

時に厳しく議論を交わしてきた他会派の皆様に

も敬意を表し、感謝申し上げます。

さて、当時したためた「会派結成趣意書」を

振り返ると、私たちはみずからの姿勢を「宮崎

県の再置県という先達の功績から130年を経た

今、難局の続く宮崎の未来に希望の光を見出

し、県民一人一人がそれぞれの幸福や夢を追求

可能な社会を築きたいと考えます。同時にお互

いを尊重し、多様な価値観を認め合い、全ての

人々に居場所と役割のある社会をつくりたいと

思います。そのことを踏まえ、私たちは宮崎県

議会においてみずからの役割を明確に認識し、

県政の健やかな発展に向けて厳しいチェックの

目を持ち、積極果敢な政策提言を行うことを誓

います」と掲げています。

この５年間、所属議員がそれぞれ、この設立

趣意に沿って活動してまいりました。改選期を

控えておりますが、県民連合宮崎は今後もその

理念を貫き、県議会における存在感を示してい

きたいと考えております。今回の代表質問も、

設立趣意を意識しながら組み立ててまいりたい

と思います。

それでは、具体的な質問に入ります。河野知

事は、昨年末の知事選において見事３選を果た

されました。27万9,566票という大変大きな得票

での勝利でした。改めてお祝いを申し上げま

す。

既に２カ月がたち、業務に邁進しているとこ

ろと推察をいたしますが、少し記憶をさかの

ぼっていただきたいと思います。17日間の選挙

戦では県内をくまなく回り、多くの県民との接

点を持たれたことと想像します。その中で、県

民が求めていること、また声なき声、声にでき

ない思いも含め、県民の声をどのように受けと

めたのか、知事のお考えをお伺いします。壇上

での質問は以上とし、残余の質問につきまして

は自席で行いますので、よろしくお願いいたし

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

私はこれまでも現場主義を掲げ、機会を捉え

て、県内各地に出向くよう心がけてきたところ

であります。

今回の選挙でも県内の市町村をくまなく回る
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中で、多くの県民の皆様からさまざまな生の声

をお聞きし、改めて政策の原点は現場にあると

の思いを強くしたところであります。

高速道路を初め、社会基盤整備の進展など、

これまでの取り組みによる新たな成長の動きも

感じられたところでありますが、一方で、農林

水産業や建設業、介護・福祉分野での担い手不

足、特に中山間地域での若者の流出による人口

減少や高齢化の進行など、県民の皆様の切なる

声をお聞きしたところであります。

また、大変寒い時期でありますが、現場で頑

張っておられる県民の姿を目の当たりにし、地

域の暮らしや産業をしっかりと守っていかなけ

ればならないということを痛感したところであ

ります。

今回いただいたさまざまな御意見や、私が肌

で感じたことを、今後の県政運営や施策の推進

にしっかり反映させていくとともに、今後と

も、現場主義と対話と協働による県政運営を徹

底してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

もう少し知事の政治姿勢について伺ってまい

りますが、その前に選挙管理委員長にお伺いし

ます。今回の知事選挙の投票率と選挙管理委員

会としての選挙結果をどのように受けとめられ

ているか伺います。

○選挙管理委員長（吉瀬和明君） 今回の知事

選につきましては、直前まで無投票の懸念が

あった中でございますが、有権者がみずから知

事を選ぶことができたのは、大変意義があるも

のだったと考えておるところでございます。

しかしながら、投票率はこれまでの知事選で

最低となる33.9％と、有権者の３割余りにしか

投票してもらえなかったことにつきましては、

本県の地方自治のあり方を考える上で大変危機

感を感じているところであります。

投票率は、その時々の政治情勢、候補者の政

策や争点など、さまざまな要因に左右されると

ころではありますが、選挙管理委員会といたし

ましては、より多くの有権者が政治や社会に関

心を持ち、投票を通じて積極的に社会参加して

いただけるよう、選挙啓発に取り組むととも

に、教育委員会や関係機関等とも連携しなが

ら、主権者教育を初めとした県民の政治意識の

向上に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

全県で33.9、宮崎市に至っては28.82。都城市

も29.50という結果でした。低投票率というのは

今回の選挙の大きなポイントであったかと思い

ます。私は選挙で頑張られた方々に低投票率の

責任があるとは思いませんけれども、知事は今

回の低投票率についてどのように感じられた

か、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、県政は少子高齢

化、人口減少を初め、さまざまな重要な課題が

山積をしております。それに対して、今後の宮

崎県政はどういう方向に向かっていくのか、そ

の選択というものが有権者に委ねられた。それ

が、今回のような投票率の低さ。私としても大

変残念に思っているところであります。

今、選挙管理委員長が言われたように、選挙

啓発という観点からも、参政権の行使の重要性

を改めて徹底するということ。投票しない、白

紙委任するということが、地域の将来にとって

大変危険なことであるということは、繰り返し

徹底して啓発に努めていく必要があるのではな

いかと思っておりますが、知事として、また一

政治家としても、県政に対してより興味を持っ
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ていただけるような、また、より参加意識を

持っていく、頑張ってみんなで宮崎をつくって

いくんだという機運を高めていく、そのような

努力を重ねていきたいと考えております。

○渡辺 創議員 選挙の構図、そして構図がで

き上がるまでの流れというのが県民の関心を呼

ばなかったということであれば、そこにかか

わってきた政治関係者、自分も含めてというこ

とになりますが、じっくりと考えるべきところ

があるのかなとも感じているところです。

少し気分を変えて、前向きに伺いたいと思い

ますが、知事は、選挙戦を通してさまざまな提

起をされてまいりました。議会冒頭の所信でも

述べられましたが、３期目にどのように取り組

むお考えか、知事のお考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 私は知事就任以来―

当時は口蹄疫等からの再生・復興という課題が

ありました。また、新たな成長に向けてという

ことで、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、宮崎ブランドづく

り、産業人財の育成などに全力で取り組んでま

いりました。

その結果、東九州自動車道などの交通インフ

ラの整備・充実、農業産出額や輸出額の拡大、

１人当たり県民所得の増加など、新たな成長に

向けた流れの確かな手応えが感じられていると

ころでありまして、今後、この流れをしっかり

と軌道に乗せていく必要があると考えておりま

す。

こうした中で、私は今回の選挙におきまし

て、この４年間で重点的に取り組む施策を４つ

の柱に整理してお示ししております。「人口減

少問題に徹底して取り組むこと」「地域経済の

着実な成長を図ること」「安心・安全で心豊か

な暮らしを築くこと」、そして「スポーツ・文

化で地域に活力をもたらすこと」であります。

私はこの４つの柱に基づき、これまで積み重ね

てきた実績や経験というものを最大限に活用し

ながら、人口減少など困難な問題にも果敢に挑

戦いたしまして、しっかりと成果を出せるよ

う、全力を尽くしてまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 政治姿勢について最後の質問

にしますが、知事は提案理由説明の中でも、

「宮崎の未来に対する大きな責任を自覚」とし

た上で、この４年間を「100年先の宮崎県のあり

ようを方向づける極めて重要なもの」とされて

います。素直に考えれば、知事がお考えの宮崎

の未来像をより確実に実現するためには、あと

４年と言わず、もう少し長い期間、県政を背負

う覚悟が必要なのでないかと考えますが、いか

がでしょうか。

知事選前には、県議会でも知事への評価を明

らかにするやりとりが多数ありました。その中

には、大変大きな勢力の中から「３期目までは

ＯＫだ」という趣旨の発言もあったと記憶して

おりますし、また、昨日の代表質問の中でも、

この４年間を「総仕上げ」との表現も議会側か

らあったというふうに理解をしております。政

治家の出処進退は極めて大切なことですので、

軽い気持ちで聞いているわけではありません。

知事が難局の３期目を乗り切るためには、知事

自身のみずからに関する中期計画とは言わなく

ても、せめて「におい」や「香り」ぐらいには

して、みずから空気を醸成しなければ、我々県

議会や県民も、どのように河野県政を受けとめ

ていけばいいのかということがわかりづらくな

ると思います。それが１期や２期で終わらず

に、10年をまたごうとする任期に足を踏み出し

た知事の責任ではないかと考えますが、知事は
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いかがお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 県政の重要課題、さま

ざまな問題がありまして、例えば人口減少問

題、これは何十年というスパンで考えていくべ

き問題でありますし、高速道路の整備にして

も、また直近の国体にしろ、いずれにせよ、こ

の３期目の４年間で完結する施策というものは

ないわけでありまして、やはり、常に長期的な

ビジョンを持って政策を進めていく必要があ

る、それが重要なことであります。

本県の目指すべき将来像につきましては、本

議会におきまして、総合計画「未来みやざき創

造プラン」の長期ビジョンの改定を提案させて

いただいているところであります。こうした将

来像、将来を見据えた明確な目標というものを

しっかりお示しすること、そして、それを心が

けながら政策に取り組んでいくことが大変重要

であります。よくゴルフに例えて申し上げるん

ですが、ヘッドアップをしてはいけないという

ふうに思っております。将来像を見据えながら

も、今、このなすべきことに集中し、私として

は一日一日全身全霊を傾けて県政運営に取り組

んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 知事は２期目、３期目への出

馬を決意するに当たっても、いずれも主要経済

団体の要請を理由にされました。もちろん、

「皆さんに求められる知事」というのも極めて

大事ですが、「自分のビジョンを実現するため

に私自身が強い熱意と覚悟があるので決断する

のだ」という主体性も重要ではないかと思うと

ころです。

以前にも申しましたが、戦後公選８人の知事

の中で２期以上務められた知事は、いずれも６

期目に入られた黒木知事と松形知事だけです。

そのお二人に近づきつつあるというのが、県政

史的な今の知事の立ち位置であると思います。

ちょっと調べましたが、全国47都道府県の現

職の知事の現時点での任期の標準値は2.87期と

いうことになります。３期目の知事が18人い

らっしゃって、４期目が11人、５期目が１人、

７期目が１人いらっしゃいます。平均年齢

は62.36歳。54歳の知事は若いほうから８番目と

いうことになります。こういう客観状況の中

で、河野県政のなし遂げたいことを、そしてな

し遂げるための覚悟を県民に示していくために

は、今までるる申し上げましたようなことも重

要ではないかと思いますので、会派代表質問の

冒頭に改めて申し上げまして、次の質問に移ら

せていただきます。

現在、国会でも大きな問題となっている毎月

勤労統計、いわゆる毎勤をめぐる不正に関連し

てお伺いします。

毎月勤労統計調査とは、「民間や官公営事業

所の賃金や労働時間、雇用状況の変動を把握す

る目的の調査」で、前身の調査を含める

と、1923年（大正12年）から続いている重要な

国の基幹統計です。従業員500人以上の企業につ

いては全数調査というルールがあるにもかかわ

らず、実は抽出調査になっていたということが

発覚し、今の混乱につながっています。

国が基幹統計でこのような不正を行うという

ことが、そもそも国民にとっては、何をよりど

ころにすればいいのかという不信を招くわけで

すが、何があったのかということは国会での議

論に委ねるとして、県の関連についてお伺いし

ます。この毎月勤労統計に関連して県が行って

いる業務はどのような内容か、総合政策部長に

お伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 毎月勤労統計

調査でございますが、これは賃金、労働時間及
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び雇用の変動を明らかにすることを目的に実施

されておるものでありまして、常用労働者の

数、給与及び労働時間等について調査し、その

結果は、景気動向の把握や労働経済の分析、雇

用保険や労災保険等の給付額の算定などに利用

されております。

県では、厚生労働省からの委託を受け、統計

調査員の任用、調査対象事業所を把握するため

の調査、調査票の配布、回収及び本県に係る集

計・公表に関する事務を行っております。

○渡辺 創議員 今回の不正発覚後、国から県

に対して何らかの指示、連絡はありましたで

しょうか。また、今回の不正問題が宮崎県分の

毎月勤労統計に影響を及ぼす可能性があるか否

か。総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 昨年12月28日

に―年末でございますが―毎月勤労統計調

査に係る不適正な取り扱いが公表されて以降、

１月22日に厚生労働省から、直近の平成30年10

月分の本県分の調査結果に係る公表期日及び公

表方法について、照会がありました。

また、１月末に公表予定であった本県分の平

成30年11月分調査結果については、予定どおり

公表するよう、１月26日に指示がありました。

本県分の調査結果への影響について、厚生労

働省からは、今回の問題は、東京都分に係る調

査方法の誤りであることから、東京都以外の道

府県への影響はないと見込まれるが、現在、精

査中であるというふうに伺っております。

○渡辺 創議員 今の御答弁によれば、県の毎

月勤労統計自体への影響は薄そうということで

すが、毎月勤労統計の結果はさまざまなものに

反映されています。その数値が修正されること

になれば、影響は多岐に及ぶというふうに考え

ます。現時点での県行政への影響を総合政策部

長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 毎月勤労統計

の結果は、国民経済計算の推計にも用いられて

いるため、毎月勤労統計の再集計が行われたこ

とを受け、内閣府は、１月25日に国民経済計算

の修正・公表を行いました。

県が行う県民経済計算の推計につきまして

は、この国民経済計算の結果等を加工したデー

タを国のほうから提供を受けまして作成してお

りますけれども、まだ、そのデータが示されて

いないため、例年３月に行っている県の公表が

おくれる見込みであります。

また、県においても調査票の配布・回収に際

し、今回の問題を理由とした調査拒否が２件発

生しておりまして、今後、県民からの協力が得

にくくなるのではないかと懸念しているところ

であります。

○渡辺 創議員 毎月勤労統計の結果が反映さ

れるＧＤＰの統計が提供されないために、県と

しては毎年３月に行っている県民経済計算の公

表ができずにいるということと理解しました。

内閣府が１月25日に出した資料にそのことが詳

しく書かれておりますが、ことし３月に公表予

定だった県民経済計算というのは、平成28年度

分と理解をいたします。

また、答弁の中で、県民経済計算の公表時期

への影響のほかに、調査拒否が起きているとい

うことでありました。厚生労働省のホームペー

ジを見てみますと、「毎月勤労統計の調査対象

となった人や法人には調査に回答する義務があ

る」とされています。このことを踏まえても、

今の状況は深刻な状況だと受けとめるべきだと

いうふうに考えます。

今回の統計不正に関しては、２月５日の定例

会見で、知事も基幹統計の結果を「国民共有の
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財産」とされた上で、「大変残念なこと」とい

うふうにおっしゃっておりますが、今回の調査

結果のゆがみが県の労働行政に影響を与える可

能性がないのかどうか、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） 現時点で

は、県の労働行政を進めていく上で直接的な影

響は確認できないところであります。

なお、「働きやすい職場「ひなたの極」」の

認証において、「常用労働者１人当たりの所定

外労働時間が県平均所定外労働時間と比べて少

ないこと」を審査項目の一つとして設定し、毎

月勤労統計調査の結果を基準に判断しておりま

す。

同調査結果のうち全国平均については、先

月、再集計値が公表され、所定外労働時間に変

更はありませんでしたので、認証審査への影響

はないものと考えておりますが、今後、厚生労

働省において精査中である本県の再集計値につ

いて、注視してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 厚労省の資料によると、毎月

勤労統計の結果は、今、国会でテーマとなって

いますが「経済指標の一つとしての景気判断」

に加えて、「都道府県の各種政策決定に際して

の指針」と位置づけてあります。ですので、そ

の点を十分に踏まえて、今後の動きにも注意が

必要だと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

引き続き、この機会に、県が実施している各

種統計についてお伺いしたいと思います。

今回、少し勉強しましたが、国が統計法で定

める基幹統計調査は56あります。この基幹統計

のうち県が委託を受けて行う調査は幾つあるの

か。また県が独自に条例で定めて実施している

調査の有無。また、ある場合には、その内容に

ついて総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 統計法で定め

る56の基幹統計のうち、本県では、国からの委

託を受けまして34の統計調査を行っておりま

す。

また、県では、県指定統計条例に基づきまし

て、産業動態統計、物資流通統計調査、現住人

口調査の３つの調査を実施しております。

その内容でありますが、まず、産業動態統計

は、足元の経済状況を判断する鉱工業指数の基

礎資料とすることを目的としまして、製造業等

の生産高、出荷高、在庫高の把握をするもの

で、毎月実施しております。

次に、物資流通統計調査でございますが、経

済波及効果の分析に活用される産業連関表の基

礎資料とすることを目的としまして、県内事業

所で生産された製品が、どの地域、どの業種で

消費されたかを把握するものでありまして、お

おむね５年に一回実施しております。

最後に、現住人口調査でございますが、各種

行政施策の基礎資料とすることを目的としまし

て、県内市町村の人口・世帯の移動状況を把握

するもので、毎月実施しております。

○渡辺 創議員 県が関与する調査で最大規模

の調査は、国勢調査だろうと推察しますが、最

近の国勢調査である平成27年調査の概要を、総

合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 平成27年国勢

調査では、県内に在住している約46万世帯、

約110万人を対象に調査を行いました。

調査に当たっては、統計調査員5,500名とその

指導等を行う指導員883名の方々に、平成27年７

月から11月の５カ月の間、事前準備や調査活動

に従事していただいたところであります。

○渡辺 創議員 県内で調査員、指導員合わせ
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て6,000名以上という規模の調査ですので、大変

大きな調査だというふうに思います。国勢調査

を初め各種統計調査を実施するに当たって、今

浮き彫りとなってきている課題とその対策を、

引き続き総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 近年の個人情

報保護に対する意識の高まりや、オートロック

マンションの増加などによりまして、統計調査

を取り巻く環境は厳しくなってきております。

また、調査員の高齢化や人員不足等に伴いま

して、調査員確保についても困難になってきて

いる状況にございます。

このため県では、チラシの配布やラジオ等を

活用し、県民に統計調査の重要性を啓発すると

ともに、マンション管理会社等に対しまして

は、調査の周知・協力依頼などを行うなど、調

査環境の整備に努めているところであります。

また、調査員の確保に向けましては、市町村

を通じて、統計調査員となる意思を有する方を

あらかじめ登録し、資質向上のための研修等を

行うなどしているところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

国の不正問題はともかくとして、今、統計調

査自体が非常に難しい曲がり角にあるというこ

とがわかってきました。いずれにせよ、統計自

体の信頼が失われるという事態になっては元も

子もないというところですから、少なくとも宮

崎県においては万全の取り組みを模索いただき

ますようにお願いを申し上げまして、このテー

マを終わります。

次に、２巡目国体に向けた体育施設整備につ

いてお伺いします。

都城市山之口での整備を決めながら、関係競

技団体との意思疎通に課題が露呈していた陸上

競技場整備についても、知事の記者会見等を見

ておりますと、大方のコンセンサスが得られた

という状況かと理解をしております。その意味

では、宮崎市錦本町への整備を決めたプール、

さらに延岡のアリーナ型体育館を含め３施設と

も、整備に向けて新たな段階に駒を進めたとい

うところだと考えますが、新たな段階を迎えた

今、整備費の見通しと財源確保に向けた考え方

を、改めて総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 主要３施設の

整備費用につきましては、他県の例を参考に計

算した概算では、陸上競技場が約200億円、体育

館は約85億円、また、プールについては、一部

屋外の場合で38億円から58億円程度、全て屋内

の場合で78億円から98億円程度を見込んでおり

ます。

これらの施設整備に当たり、陸上競技場と体

育館につきましては、それぞれ地元市にも整備

費用等の一部を負担していただくこととしてお

りますが、活用可能な国の補助金あるいは交付

金や、県債の活用、一般財源を組み合わせて対

応していくこととなります。

また、プールにつきましては、官民連携によ

る整備手法の可能性について、引き続き検討を

進めていくこととしております。

○渡辺 創議員 最大幅で総額385億円から400

億円弱ぐらいなのかなと理解しました。今、御

答弁にもありましたが、県は計画の当初から、

立地基礎自治体に対しても一定規模の財政負担

を求めていくという方針を示しているわけです

が、当該自治体との現時点での協議状況はどの

ような状況にあるか、総合政策部長にお伺いし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） まず、陸上競

技場につきましては、県と都城市が分担して施

設整備を行うこととしておりまして、全体事業
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費約200億円のうち、都城市は公園区域西側の造

成と、補助競技場や多目的広場、駐車場整備な

ど、50億円程度の事業を実施していただくこと

となっております。

また、体育館につきましては、これまでの施

設規模や整備の進め方等について確認したとこ

ろでありまして、費用負担や役割分担について

は、引き続き延岡市と協議していくこととして

おります。

なお、プールにつきましては、どの市町村か

らも整備の希望がなかったことから、県におい

て宮崎市錦本町に整備することとしましたが、

今後、施設の整備に向け、都市計画上の取り扱

い等について宮崎市と協議を進めてまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 都城の負担についてですが、

協定を結んで全体事業費の10分の１程度という

ふうに伺っていた気がしました。きのうも本会

議で、山下議員の質問でやりとりがありました

けれども、先ほどの50億というのは、都城市が

国から受ける交付金等も含めたもので、いわゆ

る真水は「20億円」程度というふうに理解をし

てよろしいかと思います。

続けて、県総合運動公園にある既存プールに

ついてお伺いします。このプールは、陸上競技

場よりも１年早い昭和48年の開場ですので、既

に45年が経過しております。スタート台や水温

管理に課題があるというふうに、これまでも議

会では説明を受けてきたところですが、新プー

ルの建設後、この既存プールの取り扱いについ

てはどのように考えているのか。総合政策部長

に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 今回、プール

を新たに整備することで、これまで県総合運動

公園のプールで開催されていた各種大会等は、

基本的には新しいプールを活用してまいりたい

と考えております。

したがいまして、県総合運動公園にある既存

プールのあり方については、競技団体や関係機

関の御意見等も伺いながら検討してまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 次に、現在の県体育館につい

て伺います。９月の代表質問でも指摘をしまし

たが、現県体育館用地について、県は少なくと

も平成38年の２巡目国体までは練習場等として

活用するという方針です。その県体育館用地

を、宮崎市が構想中のアリーナの候補地４カ所

の一つとして挙げています。９月にも申しまし

たので、繰り返しませんが、大変強い違和感の

ある出来事でした。県には８月に戸敷市長が知

事を訪ねて、その旨を伝えたということです

が、その後、具体的な協議等は行われているの

か、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎市のア

リーナにつきましては、現在、宮崎市におい

て、基本構想策定に向けさまざまな検討が進め

られていると伺っておりますけれども、具体的

な説明や相談は、まだいただいていないところ

でございます。

○渡辺 創議員 宮崎市は今年度中に基本構想

を策定する方針というふうに聞いております

が、用地を県から提供してもらうのか、売却で

あればどうなるかなど、これがリアルな話かど

うかわかりませんが、基本構想の策定にも関係

してくるのではないのかなというのが、正直に

感じるところです。事前の調査というのは、土

地の持ち主と全く協議もせずに、意思も確認す

ることも行わずに行えるものなのか。やはり違

和感が拭えませんが、質問を続けます。

県体育館は昭和43年６月の開場ですので、既
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に50年となります。指定管理のため算出が難し

いかもしれませんが、現在、年間の維持管理に

どのくらいの費用が必要なのか。また、直近の

大規模修繕の規模を、教育長にお伺いしたいと

思います。

○教育長（四本 孝君） 県体育館は、指定管

理者による維持管理を行っておりまして、経費

総額から利用料金を差し引いた指定管理料の積

算額は、年間約2,700万円となっております。

また、直近10年間で行った大規模な工事は、

耐震改修工事と電気設備工事の２件であり、要

した経費は約4,000万円となっております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

山之口への陸上競技場整備を決める段階で、

県は、県民の理解醸成と意思形成には一定の時

間がかかるということを学んだはずです。予定

地が決まり、国体に向けた体育施設整備は新た

な段階に入りました。次は、現有施設の活用法

や跡地利用、さらには整備に必要な財源負担を

どのようにして平準化させていくのかなどをで

きるだけ早く県民に示すことが、県民の納得い

く施設整備ということにつながっていくのでは

ないかと思いますが、知事のお考えをお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） ７年後の国体及び全国

障害者スポーツ大会に向けた今回の施設整備

は、スポーツランドを掲げる本県にとりまし

て、本県の将来に向けた大きな投資―金額的

にも大きいとともに、大変重要な投資であると

いうふうに考えております。

その額につきましては、今後設計を進めてい

く中で、また精査していくこととなりますが、

共同整備を行う地元市の負担や、国の補助制度

等の活用に加え、整備費用や維持管理費を抑え

るための工夫も行いながら、可能な限り、財政

負担の軽減について取り組んでまいりたいと考

えております。

また、現在の施設や跡地の利活用につきまし

ても、競技団体や関係機関の御意見を伺い、十

分に連携しながら、方向性を整理し、あわせ

て、県の方針をできるだけ県民の皆様にお示し

できるよう、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 特に現有施設については、こ

の国体をめぐる議論が始まった当初は、原則的

に「スクラップアンドビルド」だという方向で

県は話をしていたと私は感じていました。その

後、何となく話が体育施設の増設・拡大という

方向に明確な意思なきまま流れていっているの

ではないかという不安を少し感じています。も

ちろん、利用できるものは県民の利便のために

可能な限り使うというのは、一つの考え方だと

思いますし、それならそれで明確な方針を示せ

ばいいのだろうと思います。

県体育館は既に50年、プールも45年です。新

施設と既存施設の２つが利用できる期間が長く

なればなるほど、当然、新たに利用できるよう

になった県民や利用層というのは広がるわけで

す。そういう皆さんは、古い施設を閉めるとい

う段階が来れば、当然、代替えの施設が欲しく

なるというのは、人間の自然な欲求であるとも

思いますので、そのあたりも踏まえて、新設の

見通しが立ってきたからこそ、既存施設をどう

するのかということも、きちんと判断すべき時

期が近づいてきていると思っています。この点

は問題提起にとどめて、このテーマ最後の質問

に移りたいと思います。

２月21日の宮崎日日新聞によると、宮崎市が

構想を持つアリーナ建設を、県が、民間資本の

活用も検討しながらプール整備を予定している
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宮崎市錦本町で一体的に整備することに関する

ことを求めている、というような声があるとい

う中身の報道でございました。総合的に状況を

考えると、大変厳しい話のように感じています

が、仮に宮崎市からそのような申し出があった

場合、検討の余地があるのか。知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎市の錦本町県有グ

ラウンドに整備することとしました県プールに

つきましては、ＰＦＩ方式によります整備の可

能性や都市計画上の取り扱いについて、今後、

具体的な検討、協議を進めていく、そのように

しております。

宮崎市のアリーナ構想では４つの候補地が挙

げられており、県体育館敷地はその一つとされ

ておりますが、錦本町県有グラウンドは対象に

されていないところであります。市のアリーナ

構想とは別に、現時点でプール整備の検討を進

めているところであります。

ＰＦＩの検討後は、設計や建設作業に移行す

ることとなり、７年後の国体開催に向けたスケ

ジュールに余裕はありませんので、現時点で

は、私自身も直接お話を伺っておりませんし、

２つの施設の一体的な整備というものを想定し

ているわけではありません。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

それでは続いて、ＪＲ宮崎駅西口の民間事業

者による複合ビル建設に合わせ、県は新年度の

新規事業として、宮崎駅西口駅前広場整備事業

として設計等に必要な3,000万円を計上していま

す。整備方針を決めた経緯と整備の基本的な考

え方を、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎駅西口の

再整備につきましては、民間事業者による複合

ビルの建設計画を契機として、昨年７月に宮崎

市が地元の商店街振興組合連合会などからの要

望を受けまして、８月に宮崎市長から知事に対

して、にぎわいの創出に向けた再整備の要望書

が提出されたところであります。

県としましては、中心市街地の活性化はもち

ろんのこと、県全体への観光物産面の波及効果

や鉄道の利用促進なども期待されますことか

ら、再整備を進めることとしたところでありま

す。

再整備に当たりましては、新たに、にぎわい

を創出し、人の流れを中心市街地につなげると

ともに、歩行者の安全にも配慮してまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 民間事業者による開発の概要

と、県が取り組む広場再整備の概要を、総合政

策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 事業者による

開発概要によりますと、複合ビルは「ＪＲ宮交

ツインビル」として建設予定でありまして、駅

前広場南側には商業テナント・映画館・オフィ

スなどを有する10階建てのビルが、また、その

西側には商業テナントから成る６階建てのビル

が、2020年秋の開業を目指し、それぞれ建設さ

れるとのことであります。

県による広場再整備につきましては、南側の

ビルに隣接する歩道等を中心に、にぎわいを生

み出す「イベント空間」や、人の流れを町なか

につなげる「にぎわい・交流空間」として進め

るとともに、利用者の利便性・安全性を向上す

ることで、誰もが楽しめる広場づくりを目指し

ていくこととしております。

なお、整備全体については検討の段階であり

ますが、整備の中心となります広場南側の面積

は、約6,500平方メートルとなっております。

○渡辺 創議員 わかりました。ありがとうご
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ざいました。

今回、このテーマを質問するに当たって、執

行部のいろんな部署の方々とお話をさせていた

だきましたが、県の立場からすれば、中心市街

地のあり方というのは、基礎自治体の果たすべ

き役割ということはよくわかりました。それは

そのとおりだと思いますが、それはわかった上

で、しばらく勝手につぶやこうかと思います。

今、宮崎市では、市街地中心部の軸を転換さ

せようという動きが進みつつあると感じていま

す。実現性の確度はともかくとして、大きな箱

物の事業、例えば、「市庁舎の整備問題」と、

先ほども議論の中にも出てきた「アリーナ構

想」が検討されている、それが当たるかと思い

ますが、市庁舎問題は、今月22日の市民懇話会

で、「総意として建てかえが望ましい」という

方向が示されています。現地（今の市役所の場

所）以外での適地としては、これまでの議論の

中では、宮崎駅東口の中央公園や、またもや県

体育館用地が挙がっているということになって

います。そしてアリーナのほうも、宮崎駅東部

東側の４カ所が候補地となっている状況です。

さらに今回の西口整備。このような全体状況を

加味すると、「ああ、宮崎市の市街地の中心軸

は、橘通りから、どちらかといえば駅、高千穂

通り、そして駅を真ん中にした東西エリアに流

れていくのかな。そういう人の流れをつくって

いくのかな。スライドしていくのかな」という

イメージを俯瞰して感じることができるかと

思っています。

そのことは、宮崎市が昨年８月に西口整備を

求めて県に提出した要望書の中でも、駅東エリ

アに「多機能複合型アリーナ構想を検討中」と

した上で、「駅の東西エリアを連結させて中心

市街地の大きな人の流れを造成したい」と記さ

れていることからも明らかだと思います。

話を原点に戻しますが、宮崎市街地のあり方

は、当然「市町村の仕事」という県の立場は十

分に踏まえた上で―ただ、ここは県都、宮崎

は県都でもあります。宮崎県の中心でもありま

す。あえて言いますが、宮崎県の中心部の都市

機能のあり方について、県と宮崎市の間で十分

な理念の共有を図っておくことは重要ではない

かと思います。県は、宮崎市の要望を聞き入れ

て、西口整備に大きな県費を今後投入する予定

なわけです。その意味でも、この西口広場整備

も、一角となるまちづくりのイメージでありま

すので、そのまちづくりのイメージを的確に共

有しているにこしたことはないだろうと思いま

すが、知事の御見解はいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 地方行政さまざまな施

策がありますが、都道府県、市町村、適切な役

割分担のもと、法令に従って、それぞれ自主的

に判断し、また進めていくということが大事で

あるとともに、その連携も大変重要であろうか

と考えております。

県全体の浮揚を図るためにも、県内市町村と

の緊密な連携が必要であるという考えのもと

に、これまでも「対話と協働」を基本に取り組

んできたところであります。特に今、御指摘の

ありました宮崎市は、県庁所在地、県都であり

ます。県内人口のほぼ３分の１を擁し、県庁や

空港などの行政機関、また交通機能が集積をし

ている宮崎市との連携というものは、極めて重

要であろうと考えております。幸い、宮崎市と

県とのさまざまなコミュニケーションが図られ

る状況にあろうかと考えておりますので、今後

とも、その連携、意見交換また課題の共有に努

め、相乗効果を発揮しながら、県政の浮揚に努

めてまいりたいと考えております。
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○渡辺 創議員 話は尽きませんので、このあ

たりにしたいと思いますが、知事がおっしゃっ

たように、それぞれの施策の相乗効果を図って

いくという意味でも、県と宮崎がどうあるのか

という理念の共有というのは、極めて大事なお

話じゃないかと思いますので、県の立場から

も、ぜひ関心を向けていただければと思ってお

ります。

それでは、テーマを変えます。次に、教職員

の採用・働き方に関して、教育長にお伺いをし

てまいりたいと思います。

これまでも本会議質問等で扱ってまいりまし

たテーマですが、改めてこの機会に整理をさせ

ていただきたいと思います。

まず、県内の公立小中学校で勤務する教職員

の総数と、そのうち臨時的任用講師及び非常勤

講師が占める割合はどの程度になっているで

しょうか。

○教育長（四本 孝君） 平成30年５月１日現

在における公立小中学校教員の総数は、6,193人

であります。また、そのうち臨時的任用講師

は、789人で12.7％、非常勤講師は、常勤１人当

たりの勤務時間で換算いたしますと、66人で1.1

％であります。

○渡辺 創議員 正規の先生以外の方々が大

体13％程度と理解をします。それでは、正規の

教職員数に不足が生じた場合、各学校はどのよ

うにして臨時的任用講師や非常勤講師を確保す

るのでしょうか、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 臨時的任用講師等が

必要になった場合には、校長が、県教育委員会

に登録されている任用希望者の名簿をもとに面

接を行った上で、適任者を任用しております。

○渡辺 創議員 では、その臨時的任用講師の

募集スケジュールはどのような流れになってい

るのか。また、平成30年度、今年度の任用状況

をお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 臨時的任用講師等の

登録申し込みにつきましては、年間を通して随

時受け付けておりますが、特に、次年度４月か

らの任用希望者につきましては、10月から12月

末を募集期間として設定し、集計の後、２月に

教育事務所を通じて、各市町村教育委員会に登

録者名簿を配付しております。

また、随時受け付けている登録者分につきま

しても、任用希望者の情報をその都度提供して

おります。

次に、平成30年度の登録者の任用状況につき

ましては、11月末現在で、臨時的任用講師及び

非常勤講師の登録者数は、小・中・県立学校合

わせて1,538人、そのうち、任用されている数

は1,276人となっております。

○渡辺 創議員 登録数が1,538人で、そのうち

任用されている方が1,276人ということですの

で、登用率は83％程度かと思います。また、教

育委員会の方々にさらに実態を伺うと、任用さ

れていない方でも、ほかの仕事についていらっ

しゃったりとか、市町村の支援員として仕事を

なさっている方というのもたくさんいるという

ことですので、年度途中での登用がなかなか難

しいという実態がわかってきました。

なぜこのような数字を確認していったのかと

いうと、実は先月、私のところに１通のファク

スが届きました。宮崎市内にある、とある小学

校に勤務をされている先生からでした。その内

容は、勤務している学校の窮状を訴えるもの

で、具体的な例示は避けますが、比較的小規模

な学校でしたが、年度途中に退職や休職になっ

た先生がいらっしゃって、学校の６分の１のク

ラスが担任不在の状況が続いている。学校の全
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職員でカバーをしているが、かわりの先生、つ

まり臨時的任用講師も見つからずに、先生方は

出張にも出ることができなく、体調が悪くても

学校を休むこともできない状況が続いていると

いうものでした。教育委員会にも確認をお願い

しましたし、偶然にもその学校の保護者の方や

関係者の方を知り得る立場にあったので、話を

聞いてみましたが、訴えにあったとおりの状況

ということでした。決して校長先生や教頭先生

が悪いという話ではなくて、多くの皆さんが一

生懸命頑張っているけれども、それが改善でき

ないという状況で、ある意味では、本当に深刻

だなと感じたところです。

さまざまな状況で、先生方も退職とか休職を

余儀なくされたということですが、この現状と

いうのは、働いている先生方もそうですが、学

校に通っている子供たちにとっても、大変落ち

着かないというか、辛いという状況ではないだ

ろうかと思います。このような状況も踏まえ

て、教職員確保の現状と課題について、教育長

のお考えをお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 学校におきまして教

員の不足が生じた場合に、速やかに講師等を任

用するということは、極めて重要なことだと認

識をしております。

一方、学校現場では、講師等を確保すること

が、以前に比べて厳しい状況になってきており

まして、今後、講師等の登録をいかにふやして

いくかが大きな課題であると認識しているとこ

ろであります。

県教育委員会では、これまでも、電子登録の

導入による登録手続の簡素化や登録を随時受け

付けとするなど、講師等の確保に取り組んでま

いりました。さらに、任用希望者の拡大を図る

ため、広報番組や新聞の県政掲示板等を活用す

るとともに、教員養成課程のある大学への広報

活動を行うなどして、登録制度の一層の周知に

努めております。

今後とも、学校現場に教員数の不足が生じる

ことのないよう、正規職員の適正な採用も図り

ながら、講師等の確保に努めてまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 大変な状況だと思いますが、

よろしくお願いしたいと思います。続けて、今

の御答弁の最後のほうにもありましたが、採用

に関してお伺いしたいと思います。

６月の一般質問で、長年、教職員採用に著し

い偏在があって、競争倍率に大きな違いがあっ

たこと、また、この構造的な課題によって、長

く採用の機会に恵まれず、臨時的任用講師を続

けるしかなかった先生方が多数いるということ

を指摘させていただきました。その上で、今年

度実施の採用試験から、今まで40歳以下とされ

てきた年齢制限が事実上撤廃されて、受験機会

が大きく広がったことを高く評価しているとこ

ろです。

採用試験の結果、これまでは受験資格がな

かった41歳以上の中から、今年度の採用試験で

は小学校で19名、中学校で８名、高校で１名、

特別支援学校で３名の計31名が正規教員として

の道が開かれ、その割合は全体の11％に達して

いると伺っています。しかも、そのほとんどの

方々が臨時的任用講師として働いてきた先生方

ということですから、大変望ましい結果になっ

たのではないかなと思っています。そこで、今

後の採用見通しと、今年度の採用試験の結果に

ついて、教育長の所感をお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（四本 孝君） 平成31年度の教員採

用内定者数は391名でありまして、ここ10年間で
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最も少なかった平成24年度の120名と比較します

と、３倍以上にふえているところであります。

ここ数年、定年による退職者が大幅に増加し

ておりまして、今後も同様の状況が見込まれま

すことから、これからの数年間は、平成31年度

と同程度の採用者数となると考えております。

また、今回の試験から、お話にありましたよ

うに、年齢制限を実質的に撤廃するなど、より

受験しやすい環境を整えたところであります。

これによりまして、学校現場で活躍している

ものの、年齢制限で受験できなかった臨時講師

が採用内定となるなど、専門性にすぐれ、即戦

力となり得る人材の確保が図られたと考えてい

るところであります。

○渡辺 創議員 数年間は、今回と同規模程度

の採用が続くということですので、今回残念

だったという先生方にも、ぜひ引き続き頑張っ

ていただきたい、正規教職員への道が開かれる

ことを期待したいと思います。

続けて、教職員の働き方改革に関連して数問

お伺いいたします。新規事業の中に、「スクー

ル・サポート・スタッフ配置事業」というのが

挙がっております。学校現場の負担軽減を狙っ

た事業と思いますが、どのような学校への配置

を考えているのか。また、このスクール・サ

ポート・スタッフとなる方というのはどのよう

な人材をイメージしていて、具体的にはその

方々への業務指示は誰が行うのか。教育長にお

伺いします。

○教育長（四本 孝君） スクール・サポート

・スタッフにつきましては、教員の事務負担軽

減を目的に配置することとしておりますが、配

置校につきましては、昨年10月に実施いたしま

した「教職員勤務実態調査」等の結果をもと

に、市町村教育委員会と協議を行いまして、決

定したいと考えております。

また、採用者については、特別な資格等は要

しないわけでありますが、学校の業務に詳しい

元教員や当該学校に理解のある卒業生の保護者

など、教育に興味・関心のある方の採用を想定

しております。

なお、この取り組みは初めての試みであり、

配置当初はさまざまな課題が出てくることも予

想されますので、先進県の事例等も紹介しなが

ら、具体的な業務や校内でのコーディネートの

あり方について助言するなど、教員の事務負担

軽減につながるよう支援をしてまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 今回は２年間の事業として計

画をされているようですが、効果をどのような

形で検証していくのか。また、効果が確認され

た場合には、規模を拡大していって宮崎県内の

多くの学校に配置されていくと、そういうイ

メージで捉えていてよろしいのでしょうか。教

育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） スクール・サポート

・スタッフ配置の効果につきましては、今後実

施を予定しております「勤務実態調査」におい

て、時間外業務削減や事務負担軽減などの観点

から検証を行いたいと考えております。

また、配置の効果が確認できた場合には、そ

の効果を広く周知するとともに、市町村教育委

員会とも連携を図りながら、配置拡充に向けて

検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 本当に先生方、大変お忙しく

て大変だなというのを感じています。そういう

多忙をきわめる学校現場の負担を軽減して、先

生方に、本来的な役割である子供たちと向き合

うという時間をつくってもらおうというのは、

極めて大事な取り組みだろうと思います。その
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意味では、先ほどのスクール・サポート・ス

タッフ事業や部活動の外部指導者登用等、新年

度事業の中にも注目されるべき事業が盛り込ま

れているというふうに理解をしています。

教育委員会では現在、「学校における働き方

改革推進プラン」を取りまとめて、新たな取り

組みを進めているところですが、その内容を見

てみますと、家庭や地域との関係を見直し、役

割の見直しというのも含まれるかと思います

が、そのあたりが大きなポイントの一つになっ

ているかなと思います。地域との関係性も含め

て、負担軽減のためには、新たな取り組みを進

めていくという意味では、逆に新たな課題とい

うのも生まれてくるのではないかと思います

が、どのように対処していくお考えか、教育長

にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 「学校における働き

方改革推進プラン」では、専門スタッフの配置

や家庭・地域等との連携によりまして、業務の

役割分担を行い、教職員の負担軽減を図ること

としております。

しかし、これらを推進していく上では、家庭

・地域の理解を得ることや、外部人材の活用の

あり方などの課題も予想されます。

そこで、プランの推進に当たっては、家庭・

地域の方々にもわかりやすいリーフレットを作

成し、丁寧に説明を行うとともに、学校におい

ても、教職員の意識改革はもとより、外部人材

の有効かつ円滑な活用について、常に共通理解

を図るなどの取り組みを促進したいと考えてお

ります。

今後とも、広く学校現場や家庭・地域の声を

聞きながら、プランの着実な実行に努めてまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

テーマは変わりますが、引き続き教育長にお

伺いしてまいります。県立五ヶ瀬中等教育学校

についてお伺いします。

この五ヶ瀬中等教育学校は、日本で最初の中

等教育学校であり、その前身の段階の1994年の

開校以来、宮崎県が誇る特性のある学校として

歩みを進めてきました。今春が開校25年という

ことになるのでしょうか。

この五ヶ瀬中等教育学校で、定員40名を募集

要項等では公表しない形で、長期にわたって男

子22名、女子18名の定員で固定し、入学選考を

行ってきたことが、昨年11月、我が会派の満行

潤一議員の本会議質問で明らかになりました。

文教警察企業常任委員会でも大きな議論となっ

たところです。教育委員会は、「教育の機会均

等の観点で問題がある」として改善に向けた検

討をスタートしたはずですが、検討状況はどの

ようになっているでしょうか。教育長にお伺い

します。

○教育長（四本 孝君） 五ヶ瀬中等教育学校

における男女比の改善につきましては、現在、

県教育委員会におきまして、当該校長や小中学

校の校長会の代表を含めた検討会を立ち上げ、

募集人員や児童・保護者への情報提供のあり方

について検討を進めているところでございま

す。

募集人員につきましては、全寮制教育という

学校の特徴を踏まえますと、施設上の制約を受

けざるを得ないことから、一定の男女別の定員

を設ける必要があると考えております。

また、その内容については、受検者に対し正

確な情報を提供する観点から、入学者選抜要綱

に記載する方向で検討しているところでありま

す。

今後、来年度の募集に向けまして、関係者等
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の意見を伺うなど、議論を重ねてまいりたいと

考えており、男女比の改善につきましては、６

月をめどに結論を出す予定でございます。

○渡辺 創議員 今の御答弁では、「男女別の

定数を引き続き設ける」という内容だったかと

思います。全寮制というスタイルをとっている

ために、施設面での制約があるという事情はわ

からなくはないんですが、男女別に枠を設ける

という形では、その数が仮に20対20とか、男女

同数になったからといって、それが教育機会の

均等が図られたというふうに言えるかという

と、そうではないかなと思います。男女分けて

選抜をするというところが既に機会の平等に当

たらないというのが、この問題の根本だと思う

ところです。

ちなみに、これが採用等労働行政にかかわる

ような話、つまり就職ということであれば、男

女別に採用数を設けること自体が既にアウトな

わけです。同校は、今春25周年という節目を迎

えます。全寮制というスタイルをとる限り、そ

れを理由にするのであれば、例えば50周年目を

迎えるころにも男女別の選考を続けることが果

たしてできるのか。今回は答えは求めませんけ

れども、もう少し根本的なところでの見直しを

求められているのではないかという気がしてな

りません。そこは意見として申し上げておきた

いと思います。

また、今回の検討会には、いわゆる識者とい

うか外部の視点が入っておりません。小中学校

校長会の代表というのが外部だというようなお

話も、若干、教育委員会からは聞こえました

が、一般的に言えば、それは外部とは言いがた

いという気もするところです。ぜひ、そのあた

りも、もう少し幅を広げた議論が必要ではない

かと考えるところです。この件については以上

とさせていただきます。

テーマを変えまして、企業インターンシップ

について議論をしたいと思います。

就職活動の前段階として、大学生等を対象に

したインターンシップという言葉を聞き始めた

のは、ちょうど私が大学生のころでしたので、

かれこれ20年以上の時間が流れたと思います。

最近は、県の事業の中でも頻繁にインターン

シップという言葉を耳にするようになりまし

た。県の労働政策部門が関与してきたインター

ンシッププログラムの実績を、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） インター

ンシップは、大学生等が県内企業の理解を深め

るよい機会になることから、県内就職促進や早

期離職防止に重要であると考えております。

このため、商工観光労働部におきましては、

県内企業とインターンシップを希望する学生と

のマッチングに平成24年度から取り組んでおり

まして、平成29年度までの６年間で、県内企

業113社において、延べ841人の学生がインター

ンシップに参加したところであります。

○渡辺 創議員 県は昨年度からインターネッ

ト上で、宮崎でのインターンシップを希望する

学生と地場企業のマッチングを行う「みやざき

インターンシップＮＡＶＩ」を導入しました

が、その狙いと特徴をどう考えているのでしょ

うか。また、新年度は、さらなる推進強化を図

るということでございますが、どのような目標

値を設定しているのでしょうか。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） 「みやざ

きインターンシップＮＡＶＩ」は、インター

ネット上でマッチングを行うことで、学生と企

業双方の事務的な負担を軽減するとともに、県
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内企業のインターンシップ情報を集約化し、広

く県内外の学生に県内企業の魅力を発信するこ

となどを狙いとして導入したものであります。

その特徴といたしましては、大手人材紹介会社

が運営するサイトには掲載されていない小規模

な企業の情報も無料で掲載しているところにあ

ります。

また、来年度の目標値は、「インターンシッ

プＮＡＶＩ」にプログラムを登録する企業数125

社、参加学生数180人であります。

○渡辺 創議員 私も何度かこのサイトを見せ

ていただいたのですが、大変よい取り組みだな

と思います。印象としては、ワンデーのイン

ターンシップが非常に多いという印象を持ちま

した。業種も思いのほか幅が広いなという印象

を持ったところです。そこで、企業側の立場か

ら検証してみたいと思いますが、昨年度、参加

登録をしながら、学生の受け入れがなかった企

業、言いかえると、インターンシップに登録し

たけれども、学生が来なかった、マッチングが

うまくいかなかったという企業が何社あったの

か。また、受け入れがなかった原因をどのよう

に分析し、今後どのような取り組みをするつも

りなのか、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） 昨年度、

「インターンシップＮＡＶＩ」にプログラムを

登録した企業112社のうち、学生の受け入れのな

かった企業は、67社となっております。

受け入れのなかった主な原因は、企業の知名

度がそれほど高くないこと、登録者の約８割が

文系の学生であるにもかかわらず、理系の学生

を希望する企業が多いこと、企業の魅力を伝え

るプログラムが提供できていないことにあると

考えております。

今後は、県内企業との連携を一層強化するた

め、企業からの相談全般に対応する企業支援員

を来年度から新たに配置し、未実施企業や学生

の受け入れがなかった企業等を訪問し、プログ

ラムの作成支援などを行うこととしておりま

す。

特に、受け入れ実績のない企業につきまして

は、実情を踏まえたプログラムづくりなど、き

め細かな支援を行ってまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 112社のうち67社が実績がない

というこの数字は、かなり重たい数字というふ

うに受けとめざるを得ないのかなと思っていま

す。参加を決めた企業の皆さんの意欲がそがれ

るようなことがないように、答弁にもありまし

たけれども、企業サイドに立った応援、後押し

というところが重要ではないかなと強く思うと

ころですので、新年度の対応は、そのあたりに

重点を置いたものにしていただきたいと思うと

ころです。

このテーマ最後の質問にしますが、インター

ンシッププログラムに宮崎県が取り組む最大の

理由は、「地場企業」と「宮崎志向の学生」を

つなぐということにあると思います。そこにこ

だわりを持たないのであれば、大手の民間の業

者が提供するインターンシッププログラムでい

いと思うわけですので、ぜひ、その面をきちん

と強化していくためにも、地元の企業や学生の

ニーズをもっと的確に把握する必要があるとい

うふうに思いますが、その点、知事はいかがお

考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 全国的な人手不足を背

景としまして、都市部の大企業を初めとして、

学生の採用活動が早期化しております。そうい

う中で、地元企業や宮崎志向の学生のニーズを

的確に把握することは、ますます重要になって
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きているものと認識しております。

私もこれまで、学生や若手社会人、企業経営

者の方々から直接お話を伺うために、業種別、

分野別のふれあいフォーラムや立地企業への

フォローアップ訪問などを行ってきているとこ

ろであります。また、先日は、東京で、本県出

身の社会人や学生とＵＩＪターン促進に向けた

トークイベントを開催するなど、県内外でさま

ざまな機会を捉えて意見交換を行っているとこ

ろであります。

また、個人的な話で恐縮ですが、まさに今

週、私の大学３年の子供が、ある県ゆかりの企

業でインターンシップを行っているところであ

りまして、参加した側の感想、それから実施し

た側の感想も、それぞれを聞き取りながら、そ

の実態や課題などの把握に努めてまいりたいと

考えておるところであります。

インターンシップは、県内企業への就職や定

着につながる重要な取り組みでありますので、

できるだけ多くの企業と学生とのマッチングが

図られるよう、それぞれのニーズを踏まえた上

で、今後とも引き続き、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ぜひ知事も、息子さんにもそ

の辺よく聞き取りをしていただきたいと思うと

ころですが、先ほど申しました、「インターン

シップＮＡＶＩ」の参加学生向けアンケートと

いうのがあります。知事はごらんになったこと

があるかどうかわかりませんが、選択肢形式に

なっていて、何と言ったらよいのか、非常に

「配慮した」というか、「優しい」というか、

「遠慮した」というか、聞く内容が、もう

ちょっと突っ込んでいろんなことを聞いてもい

いんじゃないのかなと。例えば、宮崎への就職

の意欲がどれほど強いのかということを把握で

きるような中身であったりとか、せめて出身高

校がどこにある学生さんがこういうところに参

加しているのかとか、その辺をもう少し踏み込

んで情報収集して、今後の戦略を練る十分な材

料にしていただけないかなと思います。現場で

は、学生さんにも気を使い、大変御苦労がある

んだろうと思いますけれども、ぜひそういう検

討もお願いしたいと思います。

次に、硫黄山の活動活発化による影響等につ

いてお伺いします。

硫黄山の活動とそれに伴うえびの市長江川の

水質変化による農業への影響に関する県の現状

認識を、危機管理統括監と農政水産部長にそれ

ぞれお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 硫黄山の活

動状況につきましては、昨年４月の噴火以来、

硫黄山の南側で、活発な噴気と泥の噴出活動が

続いております。

また、気象庁によりますと、霧島山の深い場

所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の

伸びも継続しておりまして、火山活動の長期化

も考えられるとのことであります。

河川の水質の状況につきましては、上流部で

は強い酸性を示すなど、噴火当初とほぼ同等の

水質で推移しております。下流の川内川合流付

近では、おおむね環境基準を達成する傾向が見

られますが、現在でも水質は変動しておりまし

て、継続した水質調査が必要だと考えておりま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 農業分野への

影響でありますけれども、昨年の河川白濁によ

り、農業用水としての利用が困難となった地域

の水田は、全体で463ヘクタールでございます。

このうち、当初計画していた作物から変更が

あった水田は269ヘクタールとなっており、飼料
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作物や地力増進作物などへの転換を余儀なくさ

れたところでございます。

また、えびの市の主要品目であります主食用

米につきましては、当該地域で作付が148ヘク

タール減少いたしましたけれども、一方で、ほ

かの地域での作付拡大によりまして、えびの市

全体では89ヘクタールの減少にとどまったとこ

ろでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

新年度予算案の中に、石灰石を活用した水質

改善の実証実験がありますが、その狙いに加え

て、順調に効果が確認できた場合、本格的な運

用に向けたスケジュールをどのように考えてい

るのか。環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県におきまし

ては、これまでの実証試験結果を踏まえ、こと

しの農業用水が必要な時期における、河川の全

水量による実証試験を実施したいと考えており

ます。

この水質改善は、自然を相手とする大変難し

い取り組みでありますが、実証試験において

は、石灰石を用いて、上流部での水素イオン濃

度（ｐＨ）を１程度改善させ、さらに自然の浄

化作用による、下流域における水質改善効果を

確認することとしております。

特に、ことし、川内川からの取水再開を予定

している堂本頭首工の水質安定化に向けた課題

を検証し、効率的な運用方法などを検討するこ

ととしております。

県では、検討結果を踏まえ、来春から、水質

改善策の運用を始めることを目標に、国やえび

の市と連携しながら、実用化に向けた具体的な

対策案を、ことし秋に取りまとめたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 県が部局横断的に状況改善に

向けて取り組んでいるということがよくわかり

ました。今後、えびの市の当該地域が安心して

営農を継続していくためには、一つの方法論で

はなくて、多角的にというか、さまざまなアプ

ローチで安全性の担保を図るということが必要

なんだろうと思いますが、その点、県の認識を

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この地域は稲作を中心

とした農業を展開しておりまして、本県を代表

する米どころの地域であります。今後も営農を

継続するためには、まずは、安全な農業用水の

確保が重要であると認識しております。

このため今年度、用水路の改修や、水質が悪

化したときに取水を自動的に停止するシステム

の整備等を行っておりまして、ことしの水稲の

作付可能面積は、昨年より約138ヘクタール増加

する見込みとなっております。

今後とも、長江川以外の河川や湧水等を利用

した代替水源の確保を進めますとともに、生産

された農作物の安全性の検査や、えびの高原で

の水質改善に向けた実証実験に取り組むなど、

地元えびの市としっかり連携しながら、安心し

て営農できる環境づくりを進めてまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。引

き続きの取り組みをお願いいたします。

次に、企業局の所有するドローンについてお

伺いします。

今、官民を問わずさまざまな場面で、ドロー

ンの活用の可能性が広がりを見せているわけで

すが、県企業局での活用状況を、企業局長にお

伺いします。

○企業局長（図師雄一君） 平成27年度から今

年度までに、全国26の公営電気事業者のう

ち、11団体がドローンを導入しているところで
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すが、本県は平成28年度に、４Ｋズームカメラ

搭載機など２台のドローンを導入しておりま

す。

また、操縦者の育成につきましては、他県に

先駆けて、国のガイドラインに準じた「操縦者

育成研修実施要領」を制定し、独自の操作訓練

を行っており、現在、全国で最多となる24名の

操縦者を育成しております。

これまで、送電線鉄塔上部の点検や、急斜面

の水路の調査、ダム上流部の河川状況調査など

に活用しており、これにより、危険を伴う高所

での作業が安全かつ容易に行えるとともに、目

視が困難な箇所についても、より詳細な調査が

可能となったところであります。

さらに、平成29年度には、全国的にも珍しい

水中ドローンを１台導入しておりまして、比較

的透明度が高いダム貯水池などにおきまして、

取水口等の調査を効率的に行うことが可能と

なったところであります。

○渡辺 創議員 一定の訓練を経た操縦者を全

国最多の24人も養成しているというのは、ちゃ

んと人的な養成も行って、ドローンを宝の持ち

腐れにしないという意味で、まじめな取り組み

だと思います。ドローンには今後の幅広い活用

が期待されるわけですが、そのあたりを企業局

長どのようにお考えでしょうか。

○企業局長（図師雄一君） 今後のドローンの

活用につきましては、引き続き操縦者の養成を

継続しながら、ドローン使用体制の強化を図

り、企業局が所有する施設全般の管理を初め、

一ツ瀬川県民ゴルフ場のＰＲ動画の撮影などに

も活用してまいりたいと考えております。

また現在、国におきましては、ＩＣＴやＡＩ

技術を活用した送電線等の点検の完全自動化な

どを目指して、官民研究会を立ち上げていると

ころであります。

企業局といたしましても、このような動向を

注視しながら、将来的には、最新技術を活用し

た高度な利用や多様な活用方法について、検討

してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 実は、局長とも御一緒しまし

たが、昨年の12月に、日南市の酒谷であった

「緑のダム造成事業記念植樹祭」に、日南市選

出の外山副議長や髙橋透議員とともに参加させ

ていただきました。その際に、企業局のドロー

ンのデモ飛行を見せていただきました。機体の

操縦をされる方と映像の撮影をする方が２人ペ

アになって、非常に巧みにドローンを飛ばし、

すばらしい技術で大変感心したところでありま

した。こういう職員さんたちを地道に養成して

いくという取り組みが、必ず宮崎県企業局の将

来的な強みになると思いますので、ぜひ引き続

き頑張っていただきたいと思います。

次に、警察本部長にお伺いをいたします。

警察本部では、この春の異動に合わせて、警

察官の居住地制限の緩和を図りましたが、その

狙いと具体的な緩和の内容をお伺いしたいと思

います。

○警察本部長（郷治知道君） 本県警察官は、

勤務部署の管轄区域内への居住を原則として、

これまで、家庭の事情等がある職員について

は、その例外としておりましたが、家族との同

居を進めることにより、警察官の経済的・精神

的負担の軽減と健康管理の向上を図る、ワーク

・ライフ・バランスなどの働き方改革をより一

層推進する、働き方改革等により優秀な人材を

確保するなどの狙いで、本年２月から、一部の

職員を除き、居住地から勤務部署までの最短の

所要時間が１時間以内の者について、管轄区域

外からの通勤を可能とする居住地規制の緩和の
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試行を開始しております。

○渡辺 創議員 かなり大幅な緩和と。全国的

には同じようなことに取り組まれているところ

もあるということですが、緩和後、警察官の皆

さんの勤務地と居住地の関係はどのようなイ

メージになっていくのか。また、今回の緩和に

より、当然、今までの単身赴任手当とか通勤手

当、その辺の変動が起こってくるというふうに

思いますけれども、経費面での状況変化はどの

ようなことが想定されるのか、またそのあたり

の見通しはどうなっているのか。警察本部長に

伺います。

○警察本部長（郷治知道君） これまでは、ほ

とんどの警察官が管轄区域内に居住しておりま

す。今回の居住地規制の緩和の試行では、事件

・事故の発生に備えまして、勤務部署ごとに、

管轄区域内居住者が勤務員数に占める割合を少

なくとも５割以上としておりますことから、お

よそ５割から６割の警察官が管轄区域内に居住

するのではないかと思われます。

また、経費につきましては、今回の居住地規

制の緩和の試行により、単身赴任者が減少する

と思われ、そのことによる単身赴任手当等の減

少、管轄区域外からの通勤者が増加すると思わ

れ、そのことによる通勤手当等の増加などが予

想されますが、予算の範囲内で対応できると考

えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。

ここまでの答弁の内容を踏まえた上で、いろ

いろ警察本部の皆さんにも伺いましたが、警察

官の皆さんの自宅、持ち家がある方々というの

は、大体約７割から８割が宮崎市内に居住とい

うことのようでありますので、その辺を考慮す

ると、実際に大きな変化がありそうな警察署と

いうのは、宮崎市から車で１時間以内で行ける

という幅ですので、例えば、高鍋であるとか高

岡であるとか、日南であるとか西都であると

か、そのあたりが具体的にイメージしやすい警

察署なのかなという印象を持ったところです。

警察官の皆さんのワーク・ライフ・バランスが

整うというのは非常にいいことだと思います

が、一方で、管内居住率が下がるということに

対して、住民の皆さんの「安心感」という観点

で、その面の不安を持つ方もいらっしゃるかも

しれません。そのあたりについての御見解を、

警察本部長に伺います。

○警察本部長（郷治知道君） 今回の居住地規

制の緩和の施行では、夜間・休日の事件・事故

の発生に備えまして、警察署の署長・副署長・

課長等の幹部、捜査・交通部門等に従事する係

長、若手巡査等を管内居住としております。

夜間・休日の事案に際しましては、これまで

どおり、当該幹部以下、当直勤務員や交番勤務

員等が対応するとともに、事案の規模等によ

り、必要に応じて、他の管内居住者及び管外居

住者が応招して適切な対応をとり、住民の皆様

の安全と安心を守ってまいります。

○渡辺 創議員 警察官の皆さん、職務上も大

変大きな責任を背負いながら、また家庭のこと

も考えなければならないわけですから、その辺

がうまくいくことは大事なことだと思いますの

で、引き続き、事業がうまく回るように、ぜひ

御配慮いただきたいと思います。

次に、性的マイノリティーをめぐる課題に関

してお伺いしたいと思いますが、今年度事業の

中に、理解促進のための県庁レインボーライト

アップ事業が入っています。これまでに、この

議会でも必要性を説いてまいりましたが、県と

してきちんと向き合う姿勢の証明として、「性

的マイノリティー」という言葉を事業名に盛り
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込むべきだと主張してきました。その趣旨を踏

まえて、年度初めの段階で初めて性的マイノリ

ティーという言葉を事業名に冠していただいた

んだと理解をしておりますが、事業の狙いを改

めて総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県では、昨

年、性的マイノリティーの理解促進への取り組

みの一環として、８月の人権啓発強調月間の最

初の１週間、６色のレインボーカラーによる県

庁舎のライトアップを試行的に行ったところで

あります。

この取り組みは、広く新聞報道等でも取り上

げていただき、多くの方々にごらんいただきま

した。この結果、性的マイノリティーの理解に

ついて県民の意識が高まり、啓発の効果があっ

たものと考えております。

このため、来年度以降もこの事業に取り組む

こととしたところでございまして、ライトアッ

プを初め、さまざまな手法による啓発を行って

いくことで、性の多様性について、さらに理解

促進を図ってまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

現在、県庁本庁周辺の庁舎などにある多目的

トイレには、性的マイノリティーを象徴する

「レインボーマーク」が表示されています。こ

れは、私が性的マイノリティーをめぐる課題を

本会議で初めて取り上げた平成28年９月の議会

で、全日空の空港ラウンジトイレの取り組みを

参考に、表示してみてはどうかと提案したこと

を受けて、県執行部で丁寧に検討いただき、

翌29年に始まったものです。当時は桑山病院局

長が総務部長で、御答弁をいただきました。

その際、私は、「多数にとっては気づかない

ような障壁であっても、当事者にとっては非常

に大きな課題となる。そんな課題の除去にみん

なで力を合わせて取り組む、そんな宮崎県で

あってほしいと願うところです。多目的トイレ

についても、県が市町村や民間を引っ張ってい

くという観点からも、今回提示したＬＧＢＴの

方々が少しでも過ごしやすくなるように対応を

求めたい」と検討を願ったところでした。実

は、当時はそう簡単に実現するとは正直考えて

おりませんでしたので、県には本当に真摯に誠

意を持って検討いただいたことを、心から感謝

しております。

その取り組みが始まって、一定の時間がたち

ました。宮崎でも、性的マイノリティーをめぐ

る課題に対する認識は広がり、理解醸成も少し

ずつ進みつつあります。そのような中で、多目

的トイレのレインボーマーク表記についても、

賛否両論の声が聞こえるようになりました。執

行部も直接把握されていると思いますが、肯定

的な意見と否定的な意見、両方があります。そ

のことに関する私の認識は、昨年６月21日の宮

崎日日新聞の連載記事の中でも取り上げられて

おり、正直な心情を吐露しております。その部

分をちょっと読みます。

「一般質問をきっかけに、県庁トイレにレイ

ンボーマークが付き、当事者と知事との意見交

換も実現した。「ほんの少しの前進（渡辺県

議）」に手応えを感じる一方、トイレのマーク

については「当事者は望んでいない」との否定

的な意見も耳にした。「アライ（支援者）とし

て少しずつ理解しようと考えながら進んでいる

が、いつも手探り」と渡辺県議。「議員の仕事

は繰り返し問題提起して、制度や仕組みを変え

るための環境を整えること。丹念に、丁寧に続

けていきたい」」となっています。

多目的トイレのレインボーマークについて

は、大阪府内の自治体など、一度表記を始めて
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から、当事者の声をもとに取りやめる自治体も

出てきています。今回、私もあることがきっか

けになり、改めて複数の当事者の皆さんや関係

者の皆さんに意見を聞いてみましたが、本当に

賛否両論それぞれというところでありました。

自分が提起したことの再考を促すのは、県に

は申しわけなく、大変心苦しい思いもあります

が、時間の流れ、状況が変化する中で、施策の

判断を見直すことはあります。私は、今回の質

問に当たり、賛否両論あるのであれば、そのこ

とが「生きづらさ」―この場合は「使いづら

さ」になるかもしれませんが―につながって

いる方々の意見に重きを置くというのは一つの

考え方ではないかという結論に至りました。県

の認識を総務部長にお伺いしたいと思います。

○総務部長（畑山栄介君） 県庁舎の多目的ト

イレのレインボーマークにつきましては、多様

性を受け入れる環境づくりの観点から、性的マ

イノリティーの方への配慮として、議員からお

話がありましたとおり、平成29年に本庁域の庁

舎や総合庁舎などに表示を行ったところであり

ます。

これは、体や心の性にかかわらず、自由に利

用してほしいとの思いから、「どなたでもご自

由にご利用ください」という文言とともに表示

をしているものでありますけれども、「社会的

な理解が深まる」などの肯定的な意見がある一

方で、「マークがあることで逆に使いづらい」

といった意見があることも承知しているところ

でございます。

この多目的トイレのレインボーマーク表示に

つきましては、関係部局とも協議しながら、取

り扱いを検討してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 どのような判断に至ったとし

ても、決して県の取り組みに誤りはなかったと

いうことだと私は思っています。最も心配しな

ければならないと思っているのは、例えば、こ

ういういろんな経験を経て、取り組みが後ろ向

きになってしまうことだと思います。私は、こ

の間の県の取り組みを高く評価しているという

ことを改めて申し述べまして、このテーマを終

わりたいと思います。

次に、地元紙の報道が相次いでおりますが、

宮崎県保育推進連盟をめぐる政治献金の話題に

関連し、市立保育所への委託費の一部が政治団

体への会費として支出されていたのではないか

という指摘がなされています。県は調査を行っ

たと聞いていますが、どのような調査を実施し

たのか。福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 私立保育所

の運営費は、市町村が委託費として支出してお

りまして、その負担割合は、国が２分の１、県

と市町村がそれぞれ４分の１ずつとなっており

ます。

委託費の使途は、人件費、管理費、事業費に

制限されておりまして、政治団体として活動を

行っている県保育推進連盟への会費支出は、不

適切となります。

このため、平成25年度から30年度までの６年

間に私立保育所であった期間がある333施設に対

し、会費の支払いの有無や支払い原資を確認す

る書面調査を、市町村を通じて本年１月31日か

ら２月22日を調査期間として実施したところで

ございます。

○渡辺 創議員 書面調査、今月22日までの回

答期限だったようですが、その書面調査の結果

はどのような結果になったでしょうか、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 書面調査の

平成31年２月28日(木)

- 100 -



結果、調査対象の全施設から調査票の提出がご

ざいまして、「委託費から支出した」と回答し

た施設が38施設ありました。

このうち、多くの施設が、委託費を管理する

施設会計から支出したと回答しておりますが、

施設会計には、委託費以外の収入も含まれてお

ります。

このため、今後、どのような理由から「委託

費から支出した」と判断したのか、各施設に出

向いて、会計書類の確認や聞き取り調査を行う

こととしております。

なお、会費の支払いの有無や処理方法につい

て、「不明」と回答した施設が６施設ありまし

たので、あわせて調査を行うことといたしまし

た。

○渡辺 創議員 いわば、今、調査は一段階目

が終わって、ここからより詳しい調査というこ

とだと理解しました。ただ、「支出していた」

という回答も一定水準あったようであります。

全ての調査が終わって、最終的に不適切な支出

が確認された場合には、県としてはどのように

対応する考えなのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 今回の調査

により、委託費からの会費の支出を確認した場

合は、委託費の減額などの対応について国や関

係市町と協議しながら、適切に対処してまいり

ます。

また、委託費の適切な支出について、施設に

対する指導を強化するなど、その徹底に努めて

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。状

況を見て、適切な対応を願いたいと思います。

それでは次に、文化財保護法の改正について

お伺いをしたいと思います。

文化財保護法が改正されて、４月１日から施

行されるということのようであります。それぞ

れ自治体等の関与についても、法律の改正に

よって影響があるようでございますが、県とし

てはどのように対応する考えでしょうか。教育

長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 改正文化財保護法

は、文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社

会総がかりでその継承に取り組んでいけるよ

う、地域における文化財の計画的な保存・活用

の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化

を図ることを目的としております。

このため、市町村におきましては、地域が一

体となった文化財の保存・活用に取り組むため

に、必要に応じて地域の文化財の保存・活用を

支援する民間団体の指定、地域の関係機関で構

成される協議会の設置などを含む計画を策定

し、国がその計画を認定することとなりまし

た。

県といたしましては、これまで市町村担当者

向けに、法改正についての説明会を実施したと

ころでありますが、これらの取り組みが各地域

で計画的に推進されるよう、今後とも支援を

行ってまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

文化財と言えば―文化財登録はされていな

いので、厳密に言えば文化財ではなく、狭義の

文化財ということにはならないかと思いますが

―旧都城市民会館のことが大変話題になって

おります。日本を代表する建築家である菊竹清

訓氏が設計をしたという、この旧都城市民会館

についてですが、都城市が解体という方針を決

めたようであります。それについてイコモスか

らヘリテージアラートが出されるという事態に

なりました。県の所管という話ではありません
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ので、その点は重々わかっておりますが、都城

市、またかかわる皆さんも、市民の皆さんの意

見聴取もいろんな形でされてきたようでありま

すので、大変難しい判断であったんだろうなと

いう印象を持ちますけれども、知事の御見解は

いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 旧都城市民会館は、都

城市の市政40周年を記念しまして、日本を代表

する建築家であります菊竹清訓氏が設計された

建造物で、建築関係者から高い評価を得ている

ということは十分承知しております。

都城市におかれましては、これまで長い時間

をかけて、活用策の検討や市民の意見を聞き取

るなどの手続を踏まえた上で、解体の方針につ

いて苦渋の決断をされたものと受けとめている

ところであります。

○渡辺 創議員 苦渋の選択というか、判断と

いうのは、まさにそのとおりだろうと思いま

す。いずれにせよ、文化財の登録がされている

わけではなかったとしても、宮崎県内に立地を

して、非常に価値の高いものを、多くの皆さん

がその価値を大事に思ってくださっているとい

う、その思いは、やはり我々も大事に受けとめ

なきゃいけない。最終的な判断がどうなるかは

別の問題としても、そういうふうに宮崎県内に

あるものの価値を、改めてこれが重要なものだ

というふうに思ってくださるという思いには、

ある意味でいろんな判断がありますが、寄り添

う面も必要なのかなという思いもするところで

ございます。

次の質問に移りたいと思います。次は、会計

管理者にお伺いいたします。

民間の取引においては、キャッシュレス化が

急速に進んでいます。例えば、東京五輪の開催

とか消費税の増税も、その流れに拍車をかけ

て、キャッシュレス化をより一層進めるという

状況になりつつありますけれども、県の歳入に

おけるキャッシュレス決済の取り組み状況と課

題をどのようにお考えになっているでしょう

か。お伺いします。

○会計管理者（福嶋幸徳君） 県民の利便性を

向上していく観点から、公金の収入方法の多様

化を図っていくことは、とても重要であると考

えております。

現在、本県では、自動車税において、クレ

ジットカードや口座振替による収納を、また県

営住宅使用料では、口座振替収納を実施するな

どの取り組みを行っているところであります。

さらに今年度からは、一部においてスマート

フォンアプリを活用した収納も開始したところ

であります。

キャッシュレス決済は、現金を扱うことに伴

う事故の減少などのメリットがある一方で、普

及拡大に向けては、ＱＲコードの標準化や

キャッシュレスに不安を持つ方々への対応など

の課題がございます。

引き続き、国や他県の動向等に十分留意し、

関係部局と連携を図りながら、適切な対応に心

がけてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

次に予定しておりました、重度障がい者の皆

様への医療費支払方法に関する質問は、昨日の

自民党の山下議員の代表質問と趣旨が重なりま

すので、割愛をさせていただきたいと思いま

す。

項目としては最後となりますが、平成25年か

ら設置が可能になった営農型太陽光発電、いわ

ゆるソーラーシェアリングについて、農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

この仕組みは、農地に足の長いパネルを設置
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して、農地としての機能を維持しながら、太陽

光発電を可能にする仕組みです。いろいろ課題

もあるかと思いますが、狙いどおりの効果を上

げれば、農家の所得向上の一助になるとの考え

方もあるようですが、県内での設置状況はいか

がでしょうか。

○農政水産部長（中田哲朗君） 営農型太陽光

発電は、今、議員からお話がございましたとお

り、営農を適切に継続しながら、農地の上部空

間に太陽光発電設備を設置することにより、農

業と発電を両立する仕組みでございます。

本県におきましては、平成26年１月以降、小

林市や高鍋町など県内８市町におきまして、10

の施設が設置されております。なお、主な栽培

作物としましては、センリョウやサカキなどと

なっているところでございます。

○渡辺 創議員 全国でもまだ1,000件程度とい

うことのようですので、実態としては、まだ広

がっているとは言いがたいという状況にあるの

かなと思いました。先ほども申しましたが、う

まく機能するのであれば、農家の所得向上につ

ながる可能性があると思いますけれども、今、

御答弁いただいたような現状等を踏まえた上

で、課題と今後の対応の必要性についてどのよ

うにお考えか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 営農型太陽光

発電では、通常の30％から60％の太陽光のもと

での栽培となり、どのような農作物が適してい

るかなどの情報が不足している状況にございま

す。

また、先ほども申し上げましたけれども、本

県では、センリョウやサカキなどの花木類の栽

培が多く、これから本格的に出荷を迎えること

になりますことから、どの程度の収量が確保で

きるかなど不透明な状況もございます。

そのため、引き続き、県内の状況の把握や他

県の栽培事例の情報収集に努め、農業者へ必要

な助言・指導を行ってまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 以上で質問を終わりますが、

今議会で最後となられる執行部の皆様には、長

きにわたって県への御貢献、本当にありがとう

ございました。私は、議会で過ごした時間はま

だ８年だけでありますが、この間、皆さんと交

わした議論やいろんな思い出、以前のポジショ

ン等々での思い出もよみがえってくるところで

あります。生意気なことを申したこともあった

かと思いますが、どうか御容赦をいただければ

と思います。県民連合宮崎一同、感謝を申し上

げまして、我々も春の関門をくぐり抜け、再び

この場で県勢向上のための議論を展開できるよ

う誓いまして、代表質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時37分休憩

午後１時０分開議

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎です。通告に従い順次質

問をさせていただきますので、知事を初め関係

部長の明快な御答弁をお願いいたします。

我が党の山口那津男代表は機関誌・公明月報

において、「今年は日本の政治にとって、歴史

的な節目になる年でもある。４月から５月にか

けて、天皇の退位と新天皇の即位が行われ、元

平成31年２月28日(木)

- 103 -



号が変わり、新しい時代が幕を開ける。元号が

変わる中でも、公明党は一貫して「大衆ととも

に」という「人間主義」の立党精神を掲げ、今

年の秋には結党55周年を迎える。新たな時代創

造への本領を発揮して、これからもネットワー

ク政党として、大切な役割を果たし抜いてい

く。」と大綱にこのように語っております。

その大切な役割とは、何といっても「国民の

声を聞く」ということですが、私たちであれば

「県民の声を聞く」ことであり、どんな小さな

声にも耳を傾けて、それを集約し、県政や国政

につなぎ反映させていく。私も今回、県民の声

を議会質問につなげてまいります。

一部質問が重複する部分もありますが、党県

議団を代表いたしますので、御容赦ください。

初めに、知事に伺います。知事３度目の御当

選おめでとうございます。厳しい財政と複雑な

課題が山積する県政でありますけれども、知事

がリーダーシップを発揮されて、スローガンで

ある「対話と協働」で進んでいただきたいと思

います。そこで、河野知事３期目に当たり、政

策課題のうち、最も重要と考えているのは何か

を伺います。以上を壇上からの質問とし、以下

の質問は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

急速な少子高齢化を迎える中で、人材の確保

や中山間地域対策、医療・介護・福祉の充実な

ど、本県が取り組むべき課題は山積しておりま

すが、中でも人口減少問題への対応が、これか

らの県づくりを進める上での最重要課題と考え

ております。

若者を中心とする社会減を抑制し、合計特殊

出生率2.07の実現に道筋をつけることは容易で

はありませんが、この問題に早急に対応しなけ

れば、ますます人口減少が進み、本県の活力が

大きく失われかねない、極めて重要な時期を迎

えていると考えております。

この人口減少の流れを何とかして変えたいと

いう強い思いを持って、未来を担う若者が、本

県で暮らし、働き、結婚し、子供を生み育てた

いと思えるような、魅力的で、希望が持てる宮

崎づくりを、県内の市町村や企業、団体等の皆

様方との連携、協力をいただきながら、オール

宮崎で力強く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〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

本県の目指すべき方向性の中で、この「人口減

少問題への対応」が最も重要と位置づけて取り

組まれるとのことです。

私も昨年11月議会の冒頭に、団塊ジュニアの

世代が高齢者となる2040年問題を議論させてい

ただきました。まさしくこの20年後を見据え

て、国と地方も連携して、政策を次々と進めて

いくことが重要だと考えます。

その上で、来年度予算の編成が出されまし

た。一般会計では対前年比2.4％増の5,955

億2,000万円となっております。そこで、平成31

年度当初予算編成の基本的な考え方について、

知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 平成31年度当初予算案

は、知事選挙等の関係で「骨格予算」として編

成しておりますが、国の平成31年度当初予算案

が、10月１日からの消費税率引き上げを踏ま

え、経済への影響を考慮した編成となっている

こと、また、本県経済等への影響も勘案し、政

策的経費を含め、年間を通して必要となる経費

を計上しました「骨太の骨格予算」として編成

したところであります。
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さらに、現在策定中であります新たなアク

ションプランの実現に向けた施策を、６月補正

予算において上積みし、今後の県づくりをより

強力に推し進めてまいりたいと考えておりま

す。

また、国におきまして、「防災・減災、国土

強靱化のための３か年緊急対策」が、今年度か

らの３年間で集中的に実施されますことから、

県におきましても、30年度２月補正予算と合わ

せて、国の手厚い財源を活用して必要額を計上

し、重要インフラ等の防災・減災対策に積極的

に取り組むこととしております。

○重松幸次郎議員 わかりました。我が党もこ

としの重点政策の中で、10月の消費税率引き上

げを円滑に達成させ、その増収分で「全世代型

社会保障」を構築することと、「防災・減災・

復興を政治の主流に」と押し上げていくことを

盛り込んでおります。

本県の課題に的確に対応し、積極的に推進し

ていただきたいと思います。

それでは、県の施策で４つの視点から順次質

問いたします。

まず「人財の育成・確保」についてでありま

す。毎年5,000名近い高校生が、進学や就職で県

外へ飛び立ちます。知識やスキルを身につけ、

そして人脈を広げて、また宮崎に戻ってきてほ

しいと願うところです。

そのために、県内企業の就職情報や、宮崎の

魅力をどう発信させるかが鍵となりますが、

「宮崎の魅力発信」ＵＩＪターン就職促進事業

の事業内容について、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 「宮崎の

魅力発信」ＵＩＪターン就職促進事業につきま

しては、人口問題への対応や産業人材確保の観

点から、国の地方創生推進交付金を活用し、従

来の取り組みを強化するものであります。

具体的には、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」をリニューアルし、県内企業の詳

細な情報や採用情報などを充実させるととも

に、この人材バンクの携帯端末用アプリを作成

することにより、県内企業の魅力や本県の暮ら

しやすさを効果的に発信することとしておりま

す。

また、大学等進学者の保護者への情報提供を

充実させるほか、ＳＮＳを活用することなどに

より、県内就職に関する情報を県内外の若者に

しっかり届ける仕組みづくりに取り組むことと

しております。

さらに、県内企業等へのインターンシップの

参加促進などにより、ＵＩＪターンの促進に一

層努めてまいります。

○重松幸次郎議員 大都市圏にある企業との賃

金格差などはあるでしょうけれども、宮崎の生

活スタイル、例えば気候や自然、豊かな食材、

人柄や子育て環境のよさなどの魅力を発信して

いただきたいと思います。

「外国人材の受け入れ」についても伺いた

かったのですが、昨日の山下議員の質問を参考

にいたします。

農水産業の人材・担い手も不足しているよう

です。昨年12月にスタートしましたＴＰＰ11

や、欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰ

Ａ）等との自由貿易圏が誕生いたしました。国

内の１次産業が、貿易の自由化により価格変動

が大きくなり、厳しい局面に遭うことが予想さ

れる反面、参加国を対象に、ＴＰＰ11では5.1億

人、ＥＰＡでは6.3億人に農畜産物や工業製品の

輸出拡大で、経済成長のチャンスも広がると期
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待されます。農業経営の基盤を強化し、安定供

給への備えを進めるべきと考えます。

そこで、農業においては、農地を利用するし

ないにかかわらず、農業経営を法人化する動き

がふえているようです。法人化することで、就

農環境や税制上の優遇措置などのメリットも享

受できるようですけれども、本県の農業法人の

現状と今後の育成に向けた取り組みについて、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県内の農業法

人数は、昨年実施いたしました実態調査により

ますと、778法人で、このうち売上高１億円以上

の法人が、全体の３分の１以上を占めておりま

して、事業拡大や多角化など、意欲的な取り組

みが進んでいるものと認識しているところであ

ります。

このような法人経営体を育成していくこと

は、本県農業の国際競争力を高める上で大変重

要でありますことから、今年度、県農業再生協

議会に農業経営相談所を設置し、法人化や規模

拡大など、経営の発展段階に応じた支援を行っ

ているところであります。

今後も、本県農業の成長産業化を牽引する重

要な担い手となる農業法人の育成に向け、引き

続き市町村等関係機関と連携しながら、支援を

強化してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 将来を見据えて、取り組み

を支援していただきたいと思います。市町村と

の連携もよろしくお願いいたします。

続けて、今年１月にスタートしました「収入

保険制度」について伺います。自然災害によ

る2018年の農林水産分野の被害額は5,661億円に

上り、本県でも、昨年の台風24号の被害で大き

な爪跡を残しました。

地域温暖化の影響などにより自然災害が頻発

・激甚化する中、農業のセーフティーネットは

喫緊の課題と考えます。

そして、先ほど述べましたＴＰＰ11とＥＵと

の経済連携協定により、農作物の価格変動が大

きくなることが予測されます。そこで、収入保

険制度の内容と、加入促進の取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 収入保険制度

は、青色申告を行う農業者を対象に、自然災害

や市場価格低下などによる収入減少が発生した

場合、過去５年間の平均収入をもとに、最大で

年収の８割以上を補う制度でございます。

本制度は、対象品目が限定されておらず、新

しい作物の導入や販路の拡大に取り組む意欲的

な農家の後押しにもなることから、県としまし

ても、農業共済団体やＪＡ等と連携しながら、

加入促進に努めているところであります。

具体的には、農業共済団体による農家への戸

別訪問のほか、生産部会での制度の説明や新

聞、ラジオなどの各種媒体を使ったＰＲを行っ

ているところでございます。

○重松幸次郎議員 繰り返しになりますけれど

も、これまでも、農業共済制度に加入していれ

ば一定の補償を受けることができたようであり

ます。しかし、収穫量の減少のみが補償の対象

で、価格下落などによる減収は対象外であった

ということであります。対象品目が限られてお

り、収入保険制度ではほぼ全ての農作物で、加

工品も含めて対象となるということです。

品目や販路拡大を目指そうとしている意欲的

な農家の取り組みを後押しし、ひいては大手企

業による農業参入を促進することにつながると

期待できます。また、人材確保のためにも補償

は大切であります。この制度の周知、よろしく

お願いいたします。
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「人財の育成・確保」についての最後になり

ますが、昨年８月、中央省庁による障がい者雇

用の水増し問題が発覚し、全国の地方自治体で

も次々と判明し、国民の間に不信感を生みまし

た。「共生社会実現」をかけ声倒れに終わらせ

ないためにも、徹底した原因究明と再発防止の

検証が必要です。

我が党の「行政機関等における障がい者雇用

対策本部」は、昨年10月に、この問題の対応を

めぐり、障がい者の就労支援に取り組む４団体

（全国社会就労センター協議会など）と意見交

換をし、団体側は、「障がい者が能力を発揮で

きる職場環境の整備を」と訴えられ、さらに各

行政機関が法定雇用率達成に向けて障がい者の

採用を進めていくことに関して、「数だけを追

い求めた雇用では、本人の特性と仕事内容のミ

スマッチが生じ早期離職につながる」との指摘

があり、職場定着に向けたカウンセラーの配置

や、在宅就労など障がい者に応じた多様な働き

方などを求められたとの内容でありました。

障がい者の自立と雇用を促進するためにも、

各個人の特性や能力を採用側にも伝え、理解を

示すことが必要と感じます。

そこで、特別支援教育課の新規事業で、夢×

人×地域「社会とつながる特別支援学校」推進

事業の目的と取り組み内容について、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 本事業は、障がいの

ある幼児児童生徒の自立を促し、地域の一員と

しての社会参加を促進することを目的として、

産業人材の育成や地域での生活を充実するため

の自立支援に取り組むものであります。

具体的には、軽度知的障がいを対象とした

「職業コース」等の教育内容の研究や、学校と

地域の企業などが連携して「働くモデル」の共

同開発を行い、就労支援の推進に取り組むもの

であります。

また、挨拶など基本的生活習慣の習得状況を

確認するための評価シートの作成や、大学や医

療機関等の専門家を活用した教育の充実を通し

て、地域において自立した生活ができるよう支

援を行ってまいります。

これらの取り組みにより、幼児児童生徒が、

将来、社会で活躍することや、地域でよりよい

生活を送るための力を身につけることを目指し

てまいります。

○重松幸次郎議員 障がいの有無にかかわら

ず、誰もが安心して働ける社会を構築すること

は、重要です。地域産業を担う人材の育成と自

立支援をよろしくお願いいたします。

次のテーマは、「力強い産業づくり」につい

て、何点かお伺いいたします。

初めに、昨年の11月議会で質問いたしました

が、人口減少が進み、自治体職員数の減少に対

応しながら、業務効率化のために、ＡＩ（人工

知能）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

転換を促していくことをお尋ねしました。

今回早速、具体的な取り組みがなされており

ますけれども、ＩＣＴ活用ステージアップ促進

事業の内容と効果について、総合政策部長にお

伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 少子高齢化や

人口減少が進行する中にあって、ＩＣＴなど科

学技術を積極的に活用することは、産業分野で

の生産性の向上や、社会生活でのさまざまな課

題解決に寄与するものと認識しております。

今回の新規事業のＩＣＴ活用ステージアップ

促進事業におきましては、県が率先して、県税
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業務などの定型的な業務や、県民からの問い合

わせ対応などの非定型業務に、ＲＰＡやＡＩな

どのＩＣＴを導入し、検証を行うとともに、得

られたノウハウ等を、産学官で構成する勉強会

やフォーラム等の開催を通じて、広めてまいり

たいと考えております。

このことにより、住民サービスの向上はもと

より、観光や福祉・医療などさまざまな分野

で、より高度なＩＣＴの活用が一層促進され、

ひいては、新しいサービスの創出なども期待で

きるのではないかと考えております。

○重松幸次郎議員 ＡＩで自動化することに

よって、本当に効率的な業務ができるというこ

と。また、それを県が主導し、市町村や民間ま

で広く情報共有等を行うことで、課題解決また

は新しいビジネスモデルの推進に寄与していた

だけると期待しております。

次に、森林・林業の活性化について、環境森

林部長に２点お伺いいたします。

森林施業の効率化・省力化や需要に応じた高

度な木材生産等を可能にする「スマート林業」

を実現するために、ＩＣＴや機械化の導入と活

用は重要です。

また、昨今問題になっている誤伐・盗伐の対

策も視野に入れ、伐採から流通・生産加工まで

可視化することが求められています。

そこで、新規事業である「みやざき木材サプ

ライチェーン・マネジメントシステム実証事

業」の内容とその効果について、お伺いいたし

ます。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の林業・

木材産業のさらなる発展には、誤伐・盗伐の抑

止や収益性の向上を進めていくことが極めて重

要であります。

このため、本事業により、モデル地域におき

まして、素材生産事業者、原木市場、製材工

場、工務店などから成る協議会を設置し、ＱＲ

コード等を活用した木材のトレーサビリティー

システムの構築を図り、流通過程の「見える

化」に取り組むこととしております。また、原

木と製材品の需給マッチングにより生産・流通

の合理化を進め、コスト低減についても検証し

てまいります。

全国に先駆けた本システムを試行し、実用化

に向けた課題や効果をしっかり検証した上で、

事業の成果を県全体に展開することにより、合

法木材の流通促進や林業・木材産業の収益性向

上に資するものと考えております。

○重松幸次郎議員 川上から川下まで一体と

なったシステムの構築をお願いします。

さて、本県は杉素材生産量が27年間連続日本

一であり、ますます木造需要の高まる一方で、

伐採後の再造林が放棄される森林が増加するこ

とが懸念されます。

このような状況の中で、再造林に係る施策の

方向を定め、森林の持つ多面的な機能を持続的

に発揮させるとともに、将来にわたり資源を循

環利用させることが求められます。

そこで、再造林に関して、新しい事業である

木質バイオマス活用型再造林推進モデル事業の

内容とその効果について、お伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県内の木質バ

イオマス発電所向けの林地残材利用量は近年増

加傾向にあり、昨年度は、乾燥前の重量にして

約50万生トンが活用されたところであります。

本事業では、林地残材の活用による成果を山

元に還元し、再造林を推進することとしており

ます。

具体的には、森林所有者、素材生産事業者、

造林事業者から成る地域協議会を設置し、これ
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らの関係者が伐採前に再造林を前提とする協定

を締結し、林地残材や風倒被害木を木質バイオ

マスとして活用する場合に、その搬出経費等を

助成することとしております。

このことにより、木質バイオマス資源の活用

及び着実な再造林の推進を図るとともに、循環

型林業の確率に努めてまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 ＦＩＴ（固定価格買取制

度）の開始後に稼働を始めた木質バイオマス施

設が、県内に６カ所あるとお伺いしました。林

地残材をしっかり活用して、その収益で再造林

の促進につながるアイデアは、林業先進県であ

る本県ならではの取り組みと考えます。定着す

るように、取り組みをよろしくお願いいたしま

す。

さて、本県の豊富な農林水産資源を活用し、

県内で加工して国内外で販売する、まさしく

「外貨を稼ぐ」取り組みが一層求められます。

そこで、今年度で終了する「みやざき農商工連

携応援ファンド」の成果、また今回提案の「み

やざき農商工連携応援ファンド等創設事業」の

目的、効果について、これは知事にお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 県では、平成21年度か

ら今年度まで、「みやざき農商工連携応援ファ

ンド」によりまして、中小企業者と農林漁業者

とが連携して行う新商品開発の取り組みなどを

支援してまいりました。

この結果、昨年度末時点で、助成額は約３

億1,000万円であり、支援した新商品の売上は

約16億2,000万円となっております。また、これ

らの商品の中には、例えば「ゴボチ」や「百白

糀」などのように、全国規模のコンクールで表

彰を受けたものも出てきているところでありま

す。

このような成果を踏まえ、引き続き、農商工

連携によるフードビジネスを推進するため、今

議会でお願いしております「みやざき農商工連

携応援ファンド等創設事業」では、後継ファン

ドの造成や関連事業を実施することとしており

ます。

これらの取り組みを通じまして、県内の加工

技術により、本県が誇る農林水産資源の付加価

値を高めることで、地域経済の活性化を図って

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 御答弁にありましたとお

り、これまでに約3.1億円の助成があり、またそ

の結果、16億2,000万円の売り上げにつながった

ということでございます。新たな商品開発やみ

やざきブランドづくりに貢献しております。引

き続き、農商工連携事業をよろしくお願いいた

します。

次に、「みやざきジビエフェア」についてで

あります。これまで何回か鳥獣被害対策を取り

上げて、捕獲された鹿やイノシシの肉や革を、

地域資源として活用することを提案しておりま

した。

今月は県内各地の飲食店で、みやざきジビエ

フェアを開催されておりますが、このような取

り組みをされた背景、また目的について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 野生鳥獣につ

きましては、農林作物等への被害が問題となっ

ておりますけれども、一方で、その利活用が進

めば、中山間地域の活性化につながる重要な資

源であると期待されているところであります。

しかしながら、ジビエに対する消費者の認知

度が低く、飲食店等での利用が進んでいないこ

とから、県内で捕獲された野生鳥獣のうち、ジ
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ビエとしての利用は約３％と非常に低い状況に

ございます。

このため、県といたしましては、県民の皆様

にジビエの魅力を広くＰＲし、消費拡大を図る

ため、今回初めて、多くの飲食店等に参加して

いただき、１カ月にわたる「みやざきジビエ

フェア」を開催したところでございます。

県といたしましては、今後もこのような取り

組みを継続しながら、ジビエのより一層の普及

拡大を図り、中山間地域の活性化を推進してま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 私も宮崎市内２カ所で、鹿

肉のローストとかイノシシのみそ煮などをおい

しく食してまいりました。来年も是非フェアを

開催していただきたいと思いますし、できまし

たら、スタンプラリーを抽選会等とも組み合わ

せて開催していただければと考えております。

水産業の振興について２点お伺いいたしま

す。

昨年末に、水産業の成長産業化を目指す改正

漁業法が参議院本会議で可決され、成立したと

のことでした。

その背景には、長く世界をリードしてきた日

本の水産業の衰退は著しく、ピークだった1984

年の1,282万トンから430万トンに落ち込み、か

つて200万人以上いた漁業者も15万人に激減し、

うち９割以上が零細な個人経営者で占められて

いる。しかも、その半数が60歳以上で、深刻化

する後継者不足が漁村の疲弊につながってい

る、それを抜本的に改革することが目的と、新

聞社説にありました。そこで、改正漁業法のポ

イントと、県としてどのように対応するのか

を、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 改正漁業法

は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業

化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バラン

スのとれた漁業就業構造を確立することを目的

といたしております。

改正の主なポイントといたしましては、科学

的な根拠に基づく資源を維持・回復する新たな

資源管理システムの構築、また、競争力を高め

るための漁業許可制度の見直し、さらには、養

殖・沿岸漁業の発展に向けた海面利用制度の見

直し等があります。

県といたしましても、改正漁業法の趣旨を踏

まえ、関係者の意見もしっかり聞きながら、海

域の適切かつ有効な利用により漁業生産力を高

めるなど、本県水産業の成長産業化に向けた取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。漁業者の豊

富な経験と企業経営のノウハウを互いに生かし

ながら、水産業の成長を支援していただきたい

と思います。

同じく、水産業の県単事業である「みやざき

の養殖成長産業化プロジェクト」の目的、その

事業内容について、再度、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本事業は、成

長産業化が見込まれる海面養殖業の収益性向上

を図るため、従来よりも早い時期に成長等にす

ぐれた人工種苗を生産・供給することで、生産

コストの削減等により、養殖経営の基盤強化を

図るものでございます。

具体的には、マダイ及びカワハギの採卵時期

を調整いたしまして、従来よりも早い時期に種

苗を生産し、養殖業者に供給するとともに、飼

育試験を行い、成長や形がすぐれているかと

いった種苗性の評価を行うこととしておりま

す。

このような取り組みによりまして養殖期間が
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短縮され、生産コストの削減が図られますとと

もに、端境期等への出荷により有利販売が可能

となるなど、養殖経営の改善が図られるものと

期待しているところでございます。

○重松幸次郎議員 技術のさらなる進歩を確立

していただき、県全体の水産業の底上げを目指

して支援をお願いいたします。

次のテーマである「観光・交流の拡大」につ

いてであります。

初めに、国民文化祭と全国障害者芸術・文化

祭がいよいよ来年行われます。

具体的な事業内容の検討と準備に入らなけれ

ばなりません。そこで、国文祭・芸文祭におけ

る県実行委員会主催の事業では、本県の特色を

どのように出していかれるのか、知事に思いを

お聞かせ願います。

○知事（河野俊嗣君） この大会では、開会式

などから成ります「総合フェスティバル」以外

にも、県実行委員会主催事業として、各種シン

ポジウム・イベントを実施したいと考えており

ます。

その際の視点でありますが、本県は、記紀に

描かれた神話の舞台でありまして、各地にさま

ざまな神楽が伝承されておりますほか、今やア

ジアや日本を代表する文化イベントとなりまし

た「宮崎国際音楽祭」や「若山牧水賞」に加え

まして、豊かな山の幸、海の幸、そしてそれら

を紡ぐ食文化といったものがあります。

事業の実施に当たりましては、こうした「神

話・神楽」「国際音楽祭」「若山牧水」「食文

化」といった、本県が誇る文化資源を前面に打

ち出しまして、全国の皆様に強くアピールして

いきたいと考えております。

また、「共に生きて共に感じる芸術文化事

業」としまして、障がいのある人とない人がと

もにつくる演劇やコンサート、ステージパ

フォーマンスやアート展等を展開していきたい

と考えております。

今後も、文化の発信や交流を通して、本県の

魅力を一層理解してもらえますよう、また、障

がいのある人もない人も一緒になって参加し、

楽しめる大会となるよう、さまざまな工夫を凝

らしながら、着実に準備を進めてまいります。

○重松幸次郎議員 本県の芸術・文化そして地

域資源が観光の柱となりますように、取り組み

を加速させていただきたいと思います。

ところで、この国文祭・芸文祭の開催がある

こと自体を、まだ県民の多くは知らないようで

あります。県内外の皆さんへ周知・アピール

し、機運を高めることが重要でありますが、大

会開催の機運醸成をどのように図っていくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 大会開催の機

運醸成につきましては、500日前や１年前などの

節目節目にプレイベントを開催するとともに、

公式ポスターやカウントダウンボード、懸垂幕

等を設置しまして、県民の皆様の大会に対する

期待感や高揚感を高めてまいりたいと考えてお

ります。

また、全県的な盛り上げにつながるよう、県

内26市町村で行われる祭りや各種イベントに、

市町村巡回広報チームが、大会マスコットキャ

ラクターでもあります「みやざき犬」とともに

出向き、小さなお子さんから高齢の方々まで、

広く関心を持ってもらえるような取り組みを展

開してまいります。

さらに、ことし11月に新潟大会の閉会式で行

われる引き継ぎ式におきまして、本県文化の魅

力を強くアピールできるアトラクションを披露

するとともに、県外で行われるイベント等と連

平成31年２月28日(木)

- 111 -



携しまして、効果的なＰＲを行うなど、さまざ

まな機会を捉えて、大会開催の機運醸成を積極

的に図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。来年オリン

ピック・パラリンピックも同時開催でありま

す。スポーツイベントとの相乗効果もあろうか

と思いますので、さまざまなツールを駆使し

て、機運の醸成をお願いしたいと思います。

ことしから2021年にかけては、ゴールデン・

スポーツイヤーズと言われており、国際的なス

ポーツイベントが目白押しとなります。また、

本県においても、ワールドサーフィンゲームス

や、ラグビーＷ杯の公認キャンプ、そしてオリ

ンピック・パラリンピックの事前合宿などが予

定されているところであります。

そこで、ゴールデン・スポーツイヤーズとい

う絶好の機会を捉えて、平成31年度は、訪日外

国人の誘客のためにどのような事業に取り組む

のかを、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ゴールデ

ン・スポーツイヤーズがいよいよスタートする

平成31年度は、観光みやざき未来創造基金を活

用しまして、外国人観光客の誘致に戦略的かつ

集中的に取り組むこととしております。

主な取り組みといたしまして、ゴールデン・

スポーツイヤーズ誘客強化事業により、ラグ

ビーワールドカップの開催等を機に首都圏を訪

れる外国人観光客や在京メディア、キャンプの

取材等で本県を訪れる海外メディア等に対し、

本県の観光や食などの魅力を直接アピールいた

します。

さらに、「Welcome to みやざき」海外プロ

モーション事業により、訪日客の増加が見込ま

れる欧米豪市場での認知度を高めるため、ウエ

ブサイトによる情報発信等に取り組むととも

に、個人旅行客が増加しております東アジア地

域に対して、現地のテレビや雑誌などメディア

等を活用したプロモーションを強化してまいり

ます。

○重松幸次郎議員 御答弁いただいたように、

ゴールデン・スポーツイヤーズ誘客強化事業

と、もう一つの「Welcome to みやざき」海外プ

ロモーション事業とあわせて、外国人観光客の

増加を図っていただきたいと思います。

そこで今度は、外国人が宮崎空港におり立っ

たところで、観光地までのアクセスを案内し、

利用する手段を強化しなくてはなりません。

インバウンドの誘客とともに、観光地までの

二次交通対策が重要と考えますが、今回の二次

交通インバウンド対応支援事業の内容と、期待

される効果について、総合政策部長にお伺いい

たします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 個人旅行客を

中心とするインバウンドの一層の増加が見込ま

れる中、本県では、宮崎の空の玄関口である宮

崎空港などと観光地を結ぶ二次交通の機能強化

が喫緊の課題であると考えております。

このため、今回の事業では、空港から観光地

までの直行便や、既存路線バスの観光地までの

延伸など、二次交通を充実するための実証運行

調査や、案内表示の多言語化、路線バス車両へ

のＷｉ－Ｆｉ設置、経路検索サービスでの公共

交通情報の充実など、インバウンドの旅行環境

整備に対する支援などを行うこととしておりま

す。

この事業により、東京オリンピック・パラリ

ンピック等が開催される2020年以降も見据えつ

つ、公共交通で移動できる観光地の選択肢をふ

やし、利用者の利便性・満足度を高め、リピー

ターを含めたインバウンドを増加させること
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で、県内経済の活性化を図るとともに、地域公

共交通の維持・発展につながるものと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 宮崎空港から観光地までを

結ぶ二次交通機能強化、グーグルなどの経路検

索サービスを充実させていただきたいと思いま

す。

このテーマの最後に、宮崎マリーナの指定管

理者制度についてであります。

施設名は、宮崎港マリーナ施設と宮崎県サン

ビーチ一ツ葉でありますが、臨海公園と阿波岐

原森林公園を含み、すぐれたロケーションを美

しく管理され、多目的広場における大型イベン

トを初め、その他のイベントを開催しており、

年間に28万人にも及ぶ利用者数となっておりま

す。

さらに、マリンレジャーの振興拠点として、

ヨットやプレジャーボートを係留できるマリー

ナを中心に、将来は、国土交通省により登録さ

れた現在全国168カ所ある「海の駅」に追加登録

されることを望んでいます。

そこで、サンマリーナヨットクラブの理事や

メンバーから伺った話でありますけれども、他

県では、マリーナの運営はほとんどがマリン専

門業者が携わり、船のメンテナンスや海事情報

をマリン関係団体と共有して的確に伝えられて

いるとのお話でした。

みやざき臨海公園の指定管理者に、船のメン

テナンスまたは航行に必要な情報などの提供が

できる、マリン専門スタッフを配置できないの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） みやざき臨

海公園は、県民に快適な水辺空間を提供すると

ともに、海洋性レクリエーションの振興に資す

ることを目的として整備され、県内外の方に幅

広く利用されているところであります。

サンマリーナ宮崎における船のメンテナンス

は、マリーナ内の民間修理工場を御利用いただ

いており、また、指定管理者では、小型船舶免

許の一級を取得した者を従事させ、航行に必要

な気象、海象等の情報についても提供している

ところであります。

今後とも、利用者の皆様方から御意見を伺い

ながら、マリーナ全体のサービス向上に努めて

まいります。

○重松幸次郎議員 より専門的なスタッフを配

置していただきたいという要望であります。現

在の指定期間が平成34年３月までとなっており

ます。そのときまでに継続して検討していただ

きたいと思います。

最後のテーマであります「安全・安心な暮ら

しの確保」について伺います。

初めに、骨髄バンクドナー登録の推進につい

てであります。

既に御承知のとおり、女子競泳のエース、池

江璃花子選手が、みずからの意思で、白血病で

あることを今月12日ツイッターで明かし、午後

には日本水泳連盟が記者会見を行いました。

昨年８月のアジア大会で６冠を達成してＭＶ

Ｐに輝き、来年の東京オリンピックでもメダル

を期待されていた注目の選手だけに、全国に衝

撃が走りました。

池江選手を初め、この病気に立ち向かってお

られる全国の患者さんにお見舞いを申し上げ、

一日も早い完治を願っております。

日本では毎年新たに約１万人以上の方が白血

病などの血液疾患を発症しています。白血病の

治療方法の一つとして、骨髄移植があります

が、骨髄バンクを介して骨髄移植や末梢血管細

胞移植を必要とする患者さんは、毎年少なくと
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も2,000人程度います。

平成31年１月末現在でありますけれども、全

国の骨髄バンクのドナー登録者数は約49万4,000

人と、年々増加傾向にあり、これまでに非血縁

者間で約２万2,000件以上の骨髄移植・末梢血管

細胞移植が行われているようです。

しかし、ドナー候補者の健康状態などによっ

ては、骨髄液などの提供ができない場合もある

ため、ＨＬＡ型が適合するドナー候補者が見つ

かったとしても、移植を受けられない患者さん

がいるというのが実情です。また、ドナー登録

年齢が超過するなどで登録取り消しになるド

ナーが、毎年２万人います。ですから、一人で

も多くの患者さんを救うためには、毎年多くの

ドナー登録が必要です。

まず、骨髄バンクへの本県のドナー登録の状

況について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 骨髄ドナー

登録は、18歳から54歳まで可能で、55歳になる

と登録が取り消しとなります。本県では、新規

登録者数が取り消し者数を上回っておりまし

て、その結果、登録者数は毎年増加しておりま

す。平成31年１月末現在の登録者数は3,899人

で、平成26年１月末現在の3,314人と比較しまし

て、５年間で585人増加しているところでござい

ます。

○重松幸次郎議員 県内で3,899名。人口1,000

人当たりでは8.68名でして、ほぼ全国平均であ

ります。

しかしながら、全国的にも40代の登録者が最

も多く、10代・20代の登録が少ないのが現状で

あります。いかにして若年層を含めドナー登録

を推進していくかが課題であります。

ことしの１月に、日本骨髄バンク・地区普及

広報員の研修会が福岡市であり、本県の中村福

代会長が参加しました。その中で、県と日赤と

ボランティア団体の三者が連絡会議を行ってい

るところが、全国で半数ほどあり、九州では鹿

児島県のみということで、この連絡会議が設置

されている県はドナー登録が伸びている結果が

あるとの報告でありました。そこで、宮崎県、

日本赤十字社、骨髄バンク推進連絡会議との連

携体制の強化など、ドナー登録の推進に向けた

県の取り組みについて、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 骨髄移植は、白血病な

どの治療が困難な血液疾患に対する有効な治療

法でありまして、一人でも多くの患者がこの治

療を受けられるよう、ドナー登録の拡大が大変

重要であると認識しております。

このため県では、各保健所にドナー登録窓口

を設置するとともに、関係団体と連携し、大型

商業施設やプロ野球キャンプの会場等におきま

して、集団登録会を実施しているところであり

ます。

あわせて、ドナーの安定的確保のためには、

若年層の登録を進めることが重要でありますた

め、高校３年生を対象に、リーフレットを配布

するなどの普及啓発などにも努めているところ

であります。

ドナー登録のさらなる拡大に向けては、関係

者相互の緊密な連携が必要でありますことか

ら、これまでもいろんな形で連携を図ってまい

りましたが、県としましては、今後、日本赤十

字社宮崎県支部やボランティア団体の「みやざ

き骨髄バンク推進連絡会議」等の関係者が一堂

に会する意見交換の場を設けるなど、連携強化

に努めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 「関係者が一堂に会する意
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見交換の場を設ける」との力強い御答弁をいた

だきました。連携強化への取り組みをお願いい

たします。

さて、骨髄移植を行うためには、検査や移植

入院合わせると約８日間必要とされます。ド

ナー登録をし、運よく適合通知が来ても仕事を

休めないという方が多くいらっしゃいます。そ

うした中で厚生労働省は、骨髄バンク事業推進

のため、ドナー休暇制度創設を経済団体や都道

府県に要請しているとのことです。

有給休暇とは別にこの制度があれば、肉体的

・精神的負担が軽減できるのでありますけれど

も、まだ一般企業に浸透していない現状と聞き

ました。では県庁内ではいかがでしょうか。

県職員が骨髄移植のドナーとなったり、災害

時のボランティアなどに参加することは、社会

貢献を進めていく上で重要と考えますが、休暇

制度はどのようになっているのかを総務部長に

お伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 職員が、社会の一

員として地域活動などに自主的に参加し、社会

に貢献できる環境を整えることは、大変重要で

あると考えております。

このような観点から、休暇制度として、骨髄

の提供等を行うため、必要な日数の休暇が取得

できる「ドナー休暇」や、災害による被災者の

支援や福祉施設における活動に参加する場合

に、年間５日の範囲内で「ボランティア休暇」

を設けているところであります。

○重松幸次郎議員 わかりました。県内企業へ

の周知、啓発もよろしくお願いいたします。

ちなみに、みやざき骨髄バンク推進連絡会議

には、現在、県議会メンバーでは、丸山議員、

二見議員、有岡議員、そして私と４名が携わっ

ております。

１人のドナーによって救える命があります。

これからも支援の輪を広げていきたいと思いま

す。

先日、徐々に難聴が進んでいる母を持つ女性

の方と会話をいたしました。意思疎通を図るた

め、互いに手話講習に通っているとのことをお

聞きしました。病気や事故などで、誰もが聴覚

や視覚障がいを患うことはあり得ますので、支

援体制を充実させることが大切です。そこで、

今回提案されている「手話等普及促進条例推進

事業」の内容について、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） お尋ねの事

業につきましては、本議会へ議案を提出してお

ります「手話等の普及及び利用促進に関する条

例」の効果的な推進を図るものでございます。

具体的には、障がいのある方の意思疎通や情

報伝達の支援を強化するため、手話通訳者、点

訳・音訳奉仕員などの養成や点字新聞の提供な

ど、これまでの取り組みを拡充して実施すると

ともに、失語症の方の支援者等の養成など、新

たな取り組みも行う予定としております。

また、条例に係るパンフレットを幅広く配布

し、条例の基本理念や県民、事業者の役割等に

ついて、普及啓発にも取り組むこととしており

ます。

これらの取り組みにより、障がいの特性に応

じた意思疎通手段の利用を促進し、障がいのあ

る方の生活の質の向上と社会参加の促進を図っ

てまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 この条例により、障がいの

ある方とない方が、相互にその人格と個性を尊

重し合いながら共生することができる地域社会

を実現することを目指して支援していっていた

だきたいと思います。
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最初に申し上げましたように、我が党の重要

政策の一つに、「防災・減災・復興を政治の主

流に」押し上げていくことを盛り込んでおりま

す。

平成に入ってからは、阪神・淡路大震災や東

日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、猛暑、豪

雪などなど、枚挙にいとまがありません。まさ

に平成最後の漢字は「災」であります。そのこ

とを象徴しております。

南海トラフ巨大地震と津波の確率が高まって

いる予測の中で、防災・減災への備えを加速し

ていかなくてはなりません。そこで、宮崎県地

震・津波被害想定調査の内容と、その調査結果

をどのように活用していくのか、危機管理統括

監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 本県では、

南海トラフ地震などによる被害を軽減するため

に、平成25年度に策定しました「新・宮崎県地

震減災計画」に基づきまして、さまざまなソフ

ト・ハード対策を講じているところですが、計

画策定から５年が経過し、津波避難施設の確保

など各種対策が進んできております。

今回の調査では、前回の「地震・津波被害想

定調査」で用いました、早期避難率や津波避難

施設の数などの各種データを最新のものに更新

しまして、例えば県内の人的被害想定３万5,000

人が、現状ではどのくらいまで減らすことがで

きているのかなど、減災効果の算定を行うこと

としております。

また、「新・宮崎県地震減災計画」に掲げま

した取り組みの効果について調査・分析しまし

て、課題の抽出を行うこととしており、調査結

果は、新たな施策の立案や計画の見直しなどに

活用してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 各種データを最新のものに

更新され、それをもとに減災計画、また新たな

施策に活用するということで理解いたします。

どうか事業を進めていただきたいと思います

が、今月も北海道南部や各地で地震が頻発して

おります。

災害を忘れない。やがて３年目を迎える熊本

地震を思い出し、教訓にしたいと思います。少

し時間がありますので、もう一度改めて紹介さ

せていただきます。平成28年４月14日の木曜

日、また２日後の４月16日土曜日、前震と本震

に見舞われ、震度７を記録いたしました。被害

状況であります。人的被害としては、死者211

名、重傷者が1,142名、軽傷者1,604名。また、

建物被害としては、全壊家屋は約8,000棟、半壊

家屋は約３万4,000棟、一部損壊家屋は約15

万3,000棟、被害は合わせて約21万棟に及びまし

た。

また、各地で190件に及ぶ土砂災害が発生し、

道路寸断等の物的被害をもたらしたほか、ライ

フライン被害も甚大であり、中でも、水道の復

旧に約３カ月を要した地域（南阿蘇村）も生じ

ました。

これら直接被害に加えて、農林水産業、観光

業などの地域産業への影響も大きく、熊本地震

による熊本県・大分県の被害額は最大約4.6兆円

と推計されております。これは、内閣府防災情

報のページから引用させていただきました。

もしも日向灘でこのクラスの地震が発生すれ

ば、津波が起き被害はさらに拡大することは明

白であります。

「災害を忘れない。風化させない。自分の命

は自分で守る」を原則として、機会あるごとに

防災意識を高める啓発を、よろしくお願いいた

します。

次に、特定外来生物の管理について伺いま
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す。

昨年２月の議会でも紹介をさせていただきま

したが、私は地元自治会のイベントで「江田川

フィールド散策」に参加し、市民の森からイオ

ンモール横まで約５キロを、小学生や保護者と

一緒に江田川沿いに歩き、水辺の生物・植物の

観察や学習をしました。

その中で自治会役員より、外来種の水草オオ

フサモが繁殖し過ぎて、駆除しても追いつか

ず、在来生物が淘汰されることを危惧する話を

聞きました。そこで、特定外来生物は県内で何

種類確認されているのか。また、特定外来生物

はどのような影響を与えるのかを、環境森林部

長にお伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県で確認さ

れている特定外来生物は、動物や昆虫が11種、

植物が５種の、合わせて16種であります。

これらの中には、在来魚を捕食するオオクチ

バス（通称ブラックバス）や、強い繁殖力を持

ち、在来の植物の生育を阻害するオオフサモな

ど、既に定着しているものもあり、県内の自然

環境に大きな影響を与えているところです。

また、毒を持って人をかむハイイロゴケグモ

や、屋根裏に侵入したり農作物を食べたりする

アライグマが確認されるなど、人の生活や農林

水産業への影響が懸念されております。

これらの特定外来生物は、繁殖力が強く、一

たび県内に定着すると駆除が難しくなることか

ら、侵入初期での防除対策が大変重要と考えて

いるところであります。

○重松幸次郎議員 動物と昆虫で11種。植物で

５種。合わせて16種あるということですが、特

に人に危害を及ぼすものには、ハイイロゴケク

モと合わせて、セアカゴケグモ。

植物では、特定外来生物には指定されており

ませんが、種子に硬いトゲを持ち、公園の芝生

や花壇等において子供などの肌に刺さってけが

をさせるおそれがあるメリケントキンソウなど

もあるようです。では、県は特定外来生物の防

除に係る普及啓発、被害の予防にどのように取

り組んでいくのかを、再度、環境森林部長にお

伺いいたします。

○環境森林部長（甲斐正文君） 特定外来生物

の被害を予防するためには、「悪影響を及ぼす

外来生物を入れない」「飼っている外来生物を

野外に捨てない」「外来生物をほかの地域に拡

げない」という被害予防３原則に沿った適正な

取り組みが重要であります。

このため、新規事業「特定外来生物等適正管

理事業」において、外来生物の調査や検討会を

開催し、防除対策などを幅広く県民に普及啓発

するための外来生物リストを作成することとし

ております。

また、侵入初期の段階にあるアライグマの監

視と速やかな捕獲を行うため、市町村と連携し

て捕獲従事者を育成してまいります。

さらに、現在、ハイイロゴケグモの生息が確

認されている地域で、関係機関と連携して防除

対策を実施し、生息域の拡大を防ぐこととして

おります。

○重松幸次郎議員 これからも、輸入貨物に紛

れ込んだり、ペットとして飼っていた外来種生

物を放置することが予想されます。効果的な防

除対策をお願いいたします。

最後の質問項目となりました。交通安全対策

について、警察本部長にお伺いいたします。

もうすぐ新入学のシーズンであります。新学

期が始まれば、毎日、通学路を通って登下校す

ることになります。子供さんにとって危険が少

ない道が選ばれておりますが、それでも各地で
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連日のように交通事故が発生しており、「絶対

に安全な道」とは言い切れません。

そこで、私も平成24年に県議会で質問いたし

ましたが、生活圏内の道路また通学路で30キロ

以下で通行する路面標識「ゾーン30」を、市内

至るところで目にするようになりました。

地域を回っていますと、小中学生の保護者の

皆さんからは大変喜ばれております。そこで、

改めて確認したいと思いますけれども、ゾー

ン30の設置目的と整備状況及びその効果につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 「ゾーン30」

は、幹線道路に隣接する住宅地域等の生活道路

や通学路における交通事故の防止を目的に、区

域内を一律に時速30キロメートルとする速度規

制を行うとともに、通過交通を抑制し、地域住

民の安全を確保しようとするものです。

整備状況につきましては、地域住民の合意の

もと、道路管理者等と連携しながら、平成24年

度を初年度として、今年度までに県内36カ所を

整備しております。

効果につきましては、平成28年度までに整備

した35カ所について、整備前と整備後の各１年

間の人身事故件数を合計で比較しますと、前者

の127件に対して後者は86件と、41件減少してお

ります。

また、地域住民等からは、「車の速度が落ち

た」「交通量が減った」などの声が寄せられて

おります。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。41

件、割合にすると人身事故が約３割以上減少し

ているという結果でございます。ゾーン30の効

果があらわれてきているようです。

ドライバーも路地に入ると―渋滞を避けて

路地に入ってくるわけですけれども―緑色の

大きな路面標識を意識してか、一瞬、本当に慎

重になっているのではないかと思います。

ゾーン30について、平成27年に我が会派の新

見議員も質問されておりまして、この取り組み

は、今のところ平成28年までとの答弁でありま

したが、市内中心部以外の通学エリアでは、ま

だ設置してほしいという要望を受けることがあ

ります。そこで、ゾーン30の今後の整備予定に

ついて、再度、警察本部長にお伺いいたしま

す。

○警察本部長（郷治知道君） 「ゾーン30」の

今後の整備につきましては、本年度、日向市比

良地区に１カ所を整備しましたが、来年度以降

も、地域住民の要望や現場の交通状況を踏まえ

つつ、小中学校等の通学路を含む区域のほか、

公共施設や病院・児童遊園など高齢者や子供が

利用する施設を含む区域など、歩行者等の安全

確保を図ることを念頭に、より柔軟なゾーン設

定を検討していきたいと考えております。

○重松幸次郎議員 この事業の継続をお願いし

たいと思います。通学路での悲惨な事故は絶対

に避けなければなりません。

このゾーン30のほかにも時間規制標識、また

減速ドットマーク、路肩のグリーンベルト、ポ

ストコーン、そして視覚障がい者のために横断

歩道の真ん中に点字ブロックを設置したエス

コートゾーンなど、さまざまな標識がありま

す。さまざまな安全対策をお願いいたします。

以上で質問を終わりますけれども、公明党宮

崎県議団としましても、最初知事がおっしゃっ

た、人口減少対策にしっかり取り組んで、地方

と国と連携をとりながら進めてまいりたいと思

います。ちょっと早いですけれども、大変お世

話になりました。ありがとうございます。（拍

手）
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○ 原正三議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時58分散会
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