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令和３年度宮崎県・市町村連携推進会議総会

（会議概要）

◇ 冒頭挨拶

（知事）

年度初めの大変御多用のところ、また、コロナ禍対応もある中で、全市町村長に御出席

いただき、心から感謝を申し上げる。

昨年度はコロナの影響により本会議を開催することができず、様々な意見交換をオンラ

イン会議等で実施した。オンライン会議も意義深いものがあるが、先ほどまでの開会前の

時間に、様々な情報交換や意思疎通が図られている様子を拝見し、対面で行うことの重要

性も感じたところ。

昨日、感染防止を徹底しながら、聖火リレーを無事実施することができた。そのことに

手応えを感じながら、東京オリンピック・パラリンピックや国文祭・芸文祭といった行事

の成功に結び付けていきたい。

そういった状況の中で、まずはコロナ対応、特にワクチン接種や第４波にあっての感染

防止対策や経済・県民生活の回復が大変重要な課題であると考えている。

引き続き、県と市町村とで密に連携を図りながら対応していくことが必要であると考え

ており、また、日頃の御理解と御協力にも改めて感謝申し上げ、冒頭の挨拶とさせていた

だく。

◇ 県の重点施策、市町村との連携協力事項説明

（知事）

「県の重点施策・県と市町村との連携協力事項」のうち次の事項を説明。

①新型コロナウイルス感染症の現在の状況と対策等について（資料１－１）

②デジタル化の推進とマイナンバーカードの取得促進について（資料１－２ ３～５頁）

③森林経営管理制度について（資料１－２ １５頁）

④事業承継支援の取組について（資料１－２ １７～１８頁）

＜質疑・意見＞

（都城市長）

コロナ関連として、１点御礼を申し上げたい。

先般等市役所内でクラスターが発生した際、都城保健所の職員に大変スピーディーにＰ

ＣＲ検査等を実施していただいた。

検査の方法についても、保健所と市とで協議を行った結果、市の業務の停滞が生じない

ように最大限御配慮いただき、大変有難く思っている。
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◇ 地方行政に関する意見交換

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について（市長会提案テーマ）

（市長会 会長（宮崎市長））

今般の新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種については、各自治体へのワクチ

ン供給が始まり、各市町村においても、順次接種を開始しているところである。

本県においては、高齢者へのワクチンの優先配分方針が示され、高齢者の多い宮崎市や

都城市などの９市が先行してワクチン接種が実施される予定である。今後、全市町村にワ

クチンが行き渡る見通しとなっており、各市町村でもワクチン接種に係る準備等を進めて

いるところであるが、県内全域での円滑なワクチン接種のためにも各自治体の状況を共有

することは重要である。

ついては、ワクチン接種に係る県や市町村の取組状況や課題、県と市町村が連携して行

うべき事項について意見交換を行いたい。

その中で、先日オンライン会議により開催した宮崎県市長会定例会において、ワクチン

接種に関する意見交換を行ったところであるが、特に次の２点について、市長会として県

に要望したい。

１つ目は、ワクチン接種のスケジュールの明確化である。

ワクチン接種状況や供給状況については、４月２０日の知事会見において、県民に対し

て概要を御説明いただいたところであるが、今後の市町村における接種事務をより円滑に

進めるため、現在、県において実施されている医療従事者への接種や、今後のワクチン供

給のスケジュールについて、より詳細な状況が分かり次第、県において明確に提示してい

ただきたい。

もう１つは、ワクチン副反応等コールセンターの機能強化についてである。

今回のワクチン接種において、接種後の副反応に係る相談など、市町村で対応困難な専

門的な相談等を住民から受け付ける体制を確保するのは、県の役割であると考えている。

現在、県において「宮崎県新型コロナワクチン副反応等コールセンター」を設置してい

ただいているところであるが、現在の運用としては、開設時間は午前９時から午後８時ま

で、電話回線は２回線、相談対応者も２名という状況である。

今後、県内市町村でワクチン接種が本格的に開始された場合において、現在の運用状況

のままでは、コールセンターに電話が殺到して回線がパンクする懸念がある。

その結果、市町村が設置するワクチン接種の予約を目的としたコールセンターに電話が

寄せられることや、夜間急病センターへの問合せや来院者が増加し、市町村の一次救急業

務に支障をきたすことも懸念される。

ついては、県の「副反応等コールセンター」について、①現在午前９時から午後８時ま

でとなっている開設時間の延長、②コールセンターの電話回線数の増設、③電話相談に対

応する人員（専門職）の増員、をお願いしたい。

ワクチン接種は国家プロジェクトであり、何としても成功させなければならないと考え

ている。そのためには、県と市町村が一体となって、しっかりと役割を果たしながら取り

組むことが必要であることから、県におかれても、御支援御協力をよろしくお願いしたい。

（知事）

コロナ対策として、県と市町村の連携体制の下で取り組むべき重要課題がこのワクチン

接種であろうと考えており、この重要なテーマを取り上げていただいたことにまず感謝を

申し上げる。

まず、医療従事者約５万人分は、５月１０日の週までに医療従事者の２回接種に相当す
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る分の配送が行われる見込みで、６月には医療従事者の接種が完了する見込みである。

高齢者約３５万人分については、６月末までに高齢者の２回接種に相当する分の配送が

行われることが示されている状況の中で、本県としては８月をめどに接種を完了する方向

で進めてきたところ。

ただ、先日、菅総理から、「高齢者の接種を７月までに完了するよう政府を挙げて取り

組む」という表明がなされたこともあり、これをどのように実現していくかというのがワ

クチン接種における非常に重要な課題となっている。

先日、地方創生臨時交付金を国が新たに５，０００億円分増額すると表明されたことに

ついて、総務省の自治財政局長にお礼の電話をしたところ、総務省としても、７月までの

ワクチン接種について必要なサポートをしていきたい、という話も受けたところである。

４月上旬の調査結果によれば、県内２６市町村のうち、約半数が７月をめどに完了する

見込みであるが、残りの市町村では体制整備など非常に大きな課題があると認識している。

医療従事者の確保や接種スケジュールの問題、住民の方々との調整等様々な課題があると

思うが、大きな目標に向けて少しギアを切り替えながら、議論を進めていきたいと考えて

いる。

そのような中、県としても体制を強化するべく、ワクチン接種に係る特命担当として、

元・福祉保健部長でもある渡辺政策調整監を配置し、国・県・市町村との連携を図る役割

を担わせることを考えている。

課題は山積であるが、県民の期待も非常に大きいものがある中で、他県で達成できて宮

崎県だけ未了といった結果は許されないと考えており、その期待に応えていくのが我々の

役割であると思うのでぜひ御協力をお願いしたい。

（宮崎市長）

ワクチンの供給体制に関する部分がある程度理解したところであるが、ワクチン接種の

副反応等コールセンターの体制についてもお聞きしたい。

（福祉保健部長）

ワクチン接種の円滑な実施についてこの場を借りて感謝申し上げる。

副反応等コールセンターについては、県薬剤師会にお願いをしているところであるが、

現時点では相談の大半がワクチン接種の窓口に係ることであり、副反応に関する相談は多

くないと聞いている。

ただ、仰るとおり、これからワクチン接種が本格化していく中で、どういう体制をとれ

ばよりスムーズになるかということは現在検討しているところであり、夜間・休日の対応

や回線増についても今後早急に検討を進め、体制増強に努めてまいりたい。また、専門家

についても、様々な専門的知見からアドバイスができる体制を整えていきたい。

市町村の夜間急病センター等ともスムーズに連携できるような体制についても検討が必

要であると考えている。

（新富町長）

現時点で唯一、接種完了時期が「検討中」となっていたのが新富町である。接種の体制

整備に努めてきているところであるが、問題となっているのが医療従事者の確保である。

通常診療しながらどのように集団接種等に御協力いただくのか、という問題が解決できな

いまま現在に至っている。

医療従事者の確保については県に実施していただき、医療チームの集団接種という形で

派遣をしてもらえるとありがたい。県の医師会等に対してどのようなアプローチされてい

るのか御教示いただきたい。
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また、もう１点、かかりつけ医療機関のことに関して、基礎疾患を抱えてかかりつけ医

療機関を持っている高齢者が町内に３割程度いるが、そのうち更に約３割程度が町外（宮

崎市や高鍋町）にかかりつけ医療機関を持っている状況である。そのかかりつけ医療機関

で接種ができるのかできないのかが医療機関によってまちまちであり、周辺市町村も含め

た基本的な方針等を、県において広域的に示してもらえるとありがたいと考えている。

（福祉保健部長）

大変貴重な御指摘に感謝申し上げる。

医療従事者の確保については一番の課題である。具体的には時間外の対応、休日の集団

接種等を組み合わせながら考えていかざるを得ないところなので、まず、県医師会に対し

ては、県からも必要な情報共有を図っているところ。

ただ、実際のところ、市郡医師会からは異なるアプローチがされているところなので、

県医師会と市郡医師会のアプローチの両方を組み合わせながら、うまく連携を図っていけ

るようにお願いをしていきたいと考えているところ。

かかりつけ医療機関に関しては、年度初めに照会した際に、まずは各市町村で対応する

との回答もあったところで、広域的に県が主導していくことには至らなかった。どのよう

なやり方が望ましいのかについては、御相談いただければ、県としてもしっかりサポート

していきたいと考えている。

（新富町長）

７月までに２回接種するというのは非常にタイトなスケジュールだと思う。国の試算で

は医師２名、看護師６名で１日約２８０名行うという試算だったかと思うが、通常診療を

行いながら、その人数を県内全体で確保するというのはかなり難しいと感じている。医師

会に協力依頼をして人数を確保して、チーム編成していただかないと不可能ではないかと

思っている。

（小林市長）

小林市では４月１９日に９０００人の方に接種券の配付をしたところであるが、コール

センターに予約が殺到して、電話がつながらなくなり、私の家にまで電話がくる始末にな

ってしまった。

ワクチンが届いていれば予約を入れることができるが、ワクチンが届かないので予約を

入れることができない。なぜ予約が取れないのかを理解されていない方もいるので、県か

ら、「６月までは各自治体に高齢者分がしっかり配送される予定である」といったことを

メッセージとして、テレビ等を使って広報していただきたいと考えている。

何度電話をかけても予約が取れない、電話がつながらないという状況であると、ワクチ

ン接種を諦めてしまう人も出てきてしまうことも懸念されるため、しっかりとした広報を

県にお願いしたい。

（知事）

先日３日続けて記者会見を実施し、ワクチンのスケジュールなど申し上げているところ

であるが、圏域区分の変更の話がより大きく報道されているような状況もあるので、いか

に的確に情報発信し、県民に伝えるかということを今後も工夫していきたいと考えている。

（日隈副知事）

先日、私のところにも総務省の審議官から７月末までにワクチン接種を終えてほしい旨

の電話があったところであるが、前提として、ワクチンの配布・供給の部分を国において
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責任をもってしっかりやっていただきたい、ということを私の方から申し上げた。

（えびの市長）

えびの市では７５歳以上の接種がスタートしたところであるが、居住地外における接種

の手続が大変だと聞いており、事務的な負担が減るような何らかの方策があれば御一考い

ただきたい。

（福祉保健部長）

まずは、居住地外接種のしくみなどをしっかりと周知を図っていくことが大切だと思う

ので、ホームページ等も活用しながら、できるだけスムーズに接種が進むよう検討してま

いりたい。
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◇ 地方行政に関する意見交換

路線バスの維持・確保について（町村会提案テーマ）

（町村会 会長（西米良村長））

我々地方自治体にとっては、住民の安全安心な生活環境や利便性の高い地域交通の確保

は極めて重要な政策課題である。

中でも、高齢者、学生など、いわゆる交通弱者と言われる人が、通院・通学、買い物と

いった日常生活を支える路線バスの維持・確保は大変重要な課題である。

住民の足である路線バスは、人口減少の影響も受けての利用者減による赤字路線の拡大、

運転手不足による減便等、路線の維持・確保が危惧される中、自治体による補助やバス事

業者自身の企業努力により何とか維持されてきた。

しかしながら、昨年度来の新型コロナウイルスの感染拡大により、高齢者を中心とした

外出自粛、休校やオンライン授業の普及、テレワークの導入等で人の流れを小さくしよう

としてきた結果、路線バスの利用者は激減している状況である。

このような状況が続くと、事業者がどこまで耐えることができるかとの懸念がされてお

り、路線バス事業の恒久的な赤字化により事業者が撤退した場合、市町村が事業を継承せ

ざるを得なくなるが、関係市町村で広域的なバス事業を運営することは、人的・財政的観

点から困難である。

このような状況も踏まえ、地域公共交通の今後のあり方について、皆で知恵を絞ること

ができないかと思い、意見交換テーマとさせていただいた。

（知事）

こちらも重要なテーマについて提案をいただき感謝申し上げる。

一昨年度の本会議でも黒木会長より、地域公共交通についての問題提起をいただき、こ

れまで県・市町村、事業者が一体となってバス路線の維持・充実を考えていくという取組

が進められてきたところ。

これまでも県としては様々な財政支援を行いながら、効率化を図っていくための見直し

への支援などを実施してきたところであるが、御指摘のあったとおり、人口減少・高齢化

といった構造的な問題に加えて、新型コロナの影響により大きな負荷がかかり大幅に収益

が悪化した宮交グループが３月に「事業再構築プラン」を公表するなど、バス事業者は極

めて厳しい経営状況にあることから、今後、県としては、市町村や交通事業者と連携しな

がら、路線の維持・充実に具体的な取組を進めていきたい。

（木城町長）

木城町においては鉄道がないことから、高齢者や学生にとっては町外への移動手段や観

光客流入やまちづくりの観点からも、タクシーと並んで路線バスの重要性は高いと考えて

いる。

そこで、町内を巡回する町営バスの運行を行うとともに、昨年１０月からはデマンド方

式による乗合タクシーも運行を始めたところではあるが、どちらもあくまで町内の移動に

かかるものであり、町外への移動については路線バスが必要という認識である。

そこで３点皆さんと情報共有をしたいと考えている。

まず１点、路線バスの運行について、赤字路線が拡大しているが、生活の足を確保する

ためには関係自治体においてもしっかり支援をしていく必要があると考えている。また、

路線の見直しなどについても事業者との連携強化が必要であると考えているところ。

２点目、今後は、広域的な移動手段として、従来のバス事業者運行だけではなく、市町
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村運行の広域的な路線バスの運行形態についても検討する必要があるのではないかと考え

ている。

３点目、これが最も重要であると考えているが、一人でも多くの住民に乗ってもらうよ

うな手立てを考えていかなければならない。公共交通機関の利用促進を図っていきながら、

県、市町村、事業者とでしっかりと連携し、必要な路線バスの維持確保に取組んでいくこ

との合意形成が図れればと考えたところである。

（総合政策部長）

一昨年度もこの会議の中で、路線バスの維持についての提案をいただいた。それから、

免許返納のニーズが高まる中で、そういった層を取り込んでいきながら利用促進を図って

いき、事業者の赤字を圧縮していくという目標を持って事業を展開してきたところである

が、新型コロナの影響を受けて、押し流されてきてしまったという状況にある。

各市町村にも、事業者から色々とお話が行っているかと思うが、県、市町村、事業者と

で連携、情報交換をやりながら進めていくことが重要であるのはもちろんのこと、事業者

側にも赤字を減らすための効率化を図っていくという観点は必要であり、利用促進につい

ても共に頑張っていく、という形を作っていきたい。具体的な話についてはこれから検討

を進めてまいりたい。

（えびの市長）

先日九市の会議の中でも話題に出たところであるが、鉄道事業であれば宮崎県鉄道整備

促進期成同盟会のような要望や実情を把握するための窓口があると思うが、バス会社との

間で同様の窓口を設置する考えはないか。

（総合政策部長）

これまではバス対策協議会の中で、それぞれの地域の実情を踏まえた方針を出して話し

合い等進めてきたところであり、まずはこの枠組みの中で実施することを考えているが、

不十分な点等あれば、次の段階として考えていく必要があるかもしれない。

（延岡市長）

九市会議の中で、バス路線の運行距離等は減っているにもかかわらず、宮交の経費はほ

とんど減っていないという話が出た。

バス路線の運行等に関して、市町村がバラバラに話をするのではなく、全県的な一定の

判断基準に基づいて判断していくことが必要なのではないかと思う。そのためにも、全県

的な議論のテーブルが必要であり、先ほど話のあったバス対策協議会は現在は年に１回程

度の開催だと思うので、これを頻繁に行う等により、統一的な考え方を議論する場を積極

的に設けていただければと思う。

また、各所に確認したところ、滋賀県、富山県、福岡県では、一つの市町村内での路線

バスや代替的なコミュニティバスの運行又は利用促進に対して県が一定の補助をしている

とのことである。県によっては踏み込んだ対応をしているところもあるので、宮崎県でも

他県の事例なども見ながら検討いただきたいと思っている。

さらに、延岡市ではマイナンバーカードと連携し、バスでも利用できるポイントを付与

する制度の検討を進めている。そのように市民の皆様にバスを利用してもらうようなイン

センティブとなるような取組を進めてはいるが、バス事業経営と照らし合わせての路線の

再編の話となると情報が不足している部分もあるので、検討のためのテーブルを設けてい

ただきたい。
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（総合政策部長）

財政支援の話について、予算との兼ね合いもあるが、検討していくべき話であろうと考

えている。まずは、バス路線そのものの効率化をどこまで図っているのかということにつ

いて議論する必要がある。効率的な運行形態に向けて、市町村の皆様ともきめ細かく情報

交換できるよう、バス対策協議会等の場で具体的な話をさせていただきたいと考えている。

（西米良村長）

バス路線費用については、各市町村が様々な方法で負担しており、各市町村で負担割合

を決めて実施しているところなどもある。

市町村をまたぐ広域的な路線については市町村では実態が分からない部分がある。県と

一緒になって、バス対策協議会に幹事会を設けるなど役割の拡大強化を図り、細かい部分

の議論を進めることができるよう、県には骨を折っていただきたい。

（日之影町長）

これまでは路線ごとに事業者から赤字額が示され、関係市町村で按分をしながら補填を

してきた。延岡高千穂間の幹線でいえば、国・県の補助、関係市町村で負担金を出して、

事業者の負担はほとんどないが、他の路線を見ると、市町村負担がなく、事業者の負担が

１，０００万円を超えるような路線もある。そのような路線が複数ある状況があるので、

県と市町村、事業者を入れて、今後どうするかということを詰めて話合いをする場が必要

だと思う。

（総合政策部長）

これまでの県のスタンスとしては、県が負担すべきところは負担し、それ以外について

は市町村と事業者において負担してもらう、という部分があったが、御指摘のとおり、市

町村によって異なる対応が出てきているのが実情である。

まずは効率化をどこまで図ることができるかということを事業者の方と市町村の皆さん

と精力的に話合いをさせてもらいながら取り組んでいきたい。

◇ 総括挨拶

（知事）

実際に対面で会議をする意味を感じることのできる意見交換となった。

ワクチン接種については、様々な難しい課題があるが、高齢者について７月末までに接

種を終えることができるよう努力をしていくという方向性を確認し、バス路線については、

県、市町村、事業者が一体となって路線維持に向けた取組、話合いを進めていくという方

向性を共有することができた。

本日も多くの方から意見をいただくことができたところであるが、このように意見を交

わし合う関係を大切にしながら、対面での意見交換に加えオンライン会議も併用しながら、

更に県と市町村の連携を密にして、諸課題へと取り組んでまいりたい。

（了）


