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平 成 2 7 年 ２ 月 2 5 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 松 村 悟 郎 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同

（ ）24番 中 野 明 同

（ ）25番 宮 原 義 久 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 十 屋 幸 平 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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議案第78号及び報告第１号追加上程◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第78号及び報告

第１号の両案の送付を受けましたので、これら

を日程に追加し、議題とすることに御異議あり

ませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

議案第78号及び報告第１号の両案を一括上程

いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○福田作弥議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の御説

明に先立ち、１点御報告をさせていただきま

す。

先週、国土交通省から、九州中央自動車道の

一部となります一般国道218号北方延岡道路蔵田

―北方間につきまして、４月29日に開通するこ

とが発表されました。この区間の開通により、

北方延岡道路、延長13.1キロメートルが、１年

近く工期を短縮して前倒しで全線開通すること

となり、九州中央自動車道の全線開通に向け一

歩前進したものと考えております。国土交通省

を初めとする関係者の皆様の御尽力に深く感謝

申し上げますとともに、力強く応援いただいた

県民の皆様を初め、県議会、市町村、関係団体

の皆様に、心からお礼を申し上げます。

今後とも、九州中央自動車道、東九州自動車

道の県南区間及び都城志布志道路の早期完成、

事業化に向けまして 一昨日も九州地方整備―

局に参りまして、金尾局長に要望させていただ

いたところでございますが 引き続き、国や―

関係機関に強く働きかけを行うなど、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

それでは、提案いたしました議案の概要につ

きまして御説明申し上げます。

まず、補正予算案についてであります。今回

の補正は、国の緊急経済対策の実施に伴う経費

について措置するものでありまして、公共事業

や地方創生の取り組みを先行して実施するため

の経費等について措置するものであります。

補正額は、一般会計102億1,428万1,000円であ

ります。これに要します歳入財源は、国庫支出

金85億9,313万円、繰入金６億6,698万7,000円、

県債９億2,170万円、その他3,246万4,000円であ

ります。この結果、一般会計の歳入歳出予算規

模は5,651億6,414万5,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、公共事業でありますが、国からの補助

金等を受けて実施する道路や土地改良、治山事

業等の補助・交付金事業と国が実施する直轄事

業への負担金を合わせまして、約21億円を措置

することとしております。

次に、今回、国が創設しました地域活性化・

地域住民生活等緊急支援交付金、いわゆる地方

創生交付金を活用した事業であります。総額

約31億円を計上しており、このうち、景気回復

がおくれている地方における消費を喚起するた

めの地域消費喚起・生活支援型の取り組みとし

まして、県外からの誘客を図るための割引価格

での旅行券、宿泊券の発行や、県が選定するふ

平成27年２月25日(水)
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るさと名物商品の割引販売などを行うととも

に、市町村が実施するプレミアム付き商品券の

発行等に対する支援を行うこととしておりま

す。

また、来年度策定することとしております地

方創生に係る総合戦略に先行して実施するため

の地方創生先行型の取り組みとしまして、昨

年11月に基本協定を締結しました川崎市との連

携事業や、本県への移住・ＵＩＪターンの促進

を図るための拠点の整備、さらには地域経済を

牽引する中核的な企業の育成など、新たに59の

事業を推進することとしております。

最後に、これら以外の事業としまして、木材

加工施設等の整備や、畜産業の収益性の向上等

を図るための施設整備に対する支援などを行う

こととしております。

なお、今回の追加補正予算案に計上しました

事業のほとんどは翌年度へ繰り越し、平成27年

度当初予算及び６月に提案予定の肉付け予算と

一体的に執行することとしております。

次に、報告第１号「専決処分の承認を求める

ことについて」であります。

育英資金貸付金の返還請求に係る訴えの提起

について、時間的制約から専決処分を余儀なく

されたことから、地方自治法第179条第３項の規

定により、議会に報告し、その承認を求めるも

のであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○福田作弥議長

代表質問◎

ただいまから代表質問に入り○福田作弥議長

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりに取り運びます。〔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、自由民主党、横田照夫議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○横田照夫議員

ざいます。自由民主党の横田照夫です。いよい

よ、私たちの今任期最後の定例議会となりまし

た。ほかの議員が選挙の準備をされている中、

非常に焦りを覚えながら質問の準備を進めてき

ました。自由民主党を代表して、代表質問をさ

せていただきます。

まずは、河野知事、２期目の御就任、おめで

とうございます。大きな得票差で当選をされま

したが、それは県民の期待のあらわれではない

かと思います。２期目の御活躍を御期待申し上

げます。

当選祝いのときに、たしか鳥飼議員だったと

思うんですけど、「知事と私たち議員との蜜月

の日々はきょうまでです。あしたからはまた

ちょうちょうはっしでいきましょう」と挨拶を

されました。全くそのとおりだと思います。そ

ういう思いで質問に臨ませていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

まずは、選挙の際に河野知事が県民に示され

ました政策提案と、昨年10月に地方創生担当大

臣に提出された「真の地方創生を実現する「み

やざきモデル」の提言」にうたわれている内容

について、知事並びに関係部長に質問します。

知事にお伺いしますが、政策提案の冒頭の挨

拶の中で、「まさに、今こそ、「みやざき新時

代」を築くべき時です。私は、県民の皆様とと

もに、活力にあふれ、国内外に開かれた「みや

ざき新時代」を築くこと、そしてその先に、

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を実現するこ
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とを目指して、全力で取り組んでまいります」

と書いておられますが、どのようなビジョンを

持って臨もうと考えておられるのかをお聞きし

ます。

「１期目の４年間、「現場主義」に徹し、県

内各地を回って市町村、企業、各種団体、県民

の皆さんとの対話に努め、そこで把握した行政

ニーズを的確に施策に反映させてきた」とあり

ます。確かに、知事の話を聞こうとする姿勢は

よく感じられました。ぜひ今後もその姿勢を貫

いていただきたいと思います。

河野知事が有する「国との太いパイプ」を活

用してとも書いてあります。内田副知事も同じ

ように国との太いパイプ役として国交省から来

ていただいておりますが、やがて２年目が終わ

ります。両副知事の去就についての考えをお伺

いします。

重点政策１、人口減少社会に向けた宮崎から

の挑戦で、全国に宮崎モデルを示すとありま

す。人口減少対策は全部局にまたがる政策総動

員になると考えますが、知事の政策提案におけ

る人口減少社会に向けた「宮崎モデル」とはど

ういうものかをお聞かせください。

次に、福祉保健部長にお伺いしますが、政策

提案に「子ども・子育て支援は、大切な「未来

への投資」」と書いてあります。また、地方創

生提言には、「子育てや女性の就労支援を充実

させ、生み、育てる魅力にあふれる環境を創出

する」とあります。こういう考えをもとに、新

しい計画である「みやざき子ども・子育て応援

プラン」が作成されようとしているんだと考え

ますが、今後の子ども・子育て支援に関する各

種施策をどう位置づけ、展開していこうと考え

ておられるのでしょうか。

知事にお伺いします。「現役世代や高齢者の

県外からの移住を積極的に支援する」とありま

すが、昨年行われましたアンケート調査で、地

方自治体の移住支援策を利用するなどして移り

住んだ人が、４年間で2.9倍にふえたことがわ

かったそうです。2013年度移住者で最も多かっ

た県は鳥取県で962人、続いて岡山県の714人、

島根県や岐阜県、長野県が500人台、鹿児島県や

高知県が400人台となっています。でも、残念な

がら宮崎県は 統計の仕方が違うとのことで―

はありますが 63世帯で、全国の中でも決し―

て多いほうではありません。島根県では、地域

が求める移住者像を示して、移住希望者に、つ

いてほしい仕事、住宅、生活圏の情報などを

パッケージで提供しているそうです。九州大学

の小川名誉教授は、「こういう人に来てほしい

と要望し、優遇策を提示する手法は、ある意味

で契約型移住だ。明確な目的が共有できて定住

率が高まる」と指摘しておられるようです。他

県が移住施策を強化している中、本県はどのよ

うに取り組んでいくのかをお聞かせください。

次に、総合政策部長にお伺いしますが、地方

創生提言の中に「みやざきへの移住の促進」と

ありますが、具体的にはどのような施策を展開

していくお考えでしょうか。

また、知事にお伺いします。政策提案に「地

域内の資源やお金が有効に循環する地域経済循

環システムの取組を推進する」とありますが、

知事の考えておられる地域経済循環システムと

はどういうものでしょうか。

地方創生提言に地域内循環の項目がありま

す。地域経済循環システムの構築に向け、環境

森林部と農政水産部として具体的にどのような

取り組みを支援していこうと考えておられるの

かを、両部長にお伺いします。

以上、壇上での質問を終わり、後は質問者席
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から質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、県政運営のビジョンについてでありま

す。私は、この１期４年間、県勢の発展のため

に「一所懸命」の精神で取り組んできたところ

であります。おかげさまで、陸・海・空の交通

インフラ整備の大きな進展や、フードビジネス

等の産業面における新たな成長の加速化など、

これまでの取り組みにより、活力にあふれ、国

内外に開かれた「みやざき新時代」を切り開い

ていくための発展基盤を整えることができたも

のと考えております。２期目に当たり、引き続

き、徹底した現場主義と、対話と協働による県

民に信頼される県政の推進を基本としまして、

県民、市町村、関係団体等の皆様と連携して、

これまで育ててまいりました成長の芽というも

のをさらに伸ばして、一つ一つ具体的な成果を

上げてまいりたいと考えております。そして、

その先にある、国内外に開かれ、諸産業に活力

があり、安定した雇用が確保され、暮らしの質

が豊かで、人が躍動する宮崎、経済的な豊かさ

とお金にかえられない価値との両方が調和を

し、心豊かに幸せに暮らすことができる「くら

しの豊かさ日本一の宮崎」の実現に挑戦してま

いりたいと考えております。

次に、副知事の去就についてであります。稲

用副知事、内田副知事には、平成25年４月の就

任以来、精力的に職務に取り組み、県勢の発展

に尽力いただいておるところであります。副知

事１人体制のときと比べますと、知事、副知事

３人ということで、非常に幅の広い、またいろ

んな対外的な対応をこなすことができたという

ことを感じておるところでございます。きょ

う、この３人のネクタイ、たまたま赤・青・黄

色でございますが、こういう信号機のように役

割分担、機能分担をしながら県政運営に努めて

おるところでございます。両副知事には、引き

続き、私の補佐や職員の指導のほか、重要プロ

ジェクトの総括等に関し、その力を十分に発揮

してもらいたいと考えております。

次に、政策提案に掲げた宮崎モデルについて

であります。これは、人口減少が全国的に問題

となる中、高い合計特殊出生率や恵まれた子育

て環境を初めとする本県のさまざまなポテン

シャルを最大限に生かしつつ、若者の県外流出

の抑制や積極的な移住対策に取り組むことによ

り、少子化からの脱却や社会的人口減少の抑

制、特に厳しい状況にある中山間地域の振興等

について、本県ならではの取り組みを進めるも

のであります。現在、国を挙げた地方創生の取

り組みが進展していますが、この宮崎モデルを

具体化し、地方創生に向けた本県の取り組みを

示すため、宮崎県版の「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を９月を目途に策定していきたい

と考えております。今後とも、地方創生に対し

ては、宮崎で成功しなければ全国でも成功はな

いだろうという強い意気込みで臨み、地方創生

のトップランナーとして、本県の人口減少に歯

どめをかけられるよう取り組んでまいります。

次に、移住施策への取り組みについてであり

ます。これまでも本格的な人口減少社会の到来

を大きな課題の一つとして捉え、移住・ＵＩＪ

ターンの促進に取り組んでまいりましたが、地

域間の競争が激化している中、情報発信やフォ

ローアップをより強化する必要があるものと考

えております。こうした中、私が政策提案で掲

げた「みやざき新時代」を築くためには、人口

減少問題への対応、そして移住・ＵＩＪターン
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の強化というものが極めて重要であると認識を

しております。このため、本日提案しました補

正予算案の中に、東京有楽町にあります「ふる

さと回帰支援センター」に、移住・ＵＩＪター

ンにワンストップで対応できる情報発信・相談

拠点を設置することなどを柱としました、移住

・ＵＩＪターン促進の大幅な強化策を盛り込ん

だところであります。今後は、このセンターを

中心に、官民一体となって本県のポテンシャル

を十分に発揮して、人口減少社会に取り組む宮

崎モデルを全国に示していけるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

最後に、地域経済循環システムについてであ

ります。本県の経済活性化のためには、県内の

成長産業や中核的企業の育成を図り、国内外で

幅広く事業を展開することにより、県外からい

わば外貨を稼ぐこと、そしてそれを地域内で

しっかり循環させていく仕組み、すなわち地域

経済循環システムが重要だと考えております。

このたび見直しを提案しております総合計画の

長期ビジョンにおいても、産業成長戦略と地域

経済循環戦略を掲げておりまして、国内外から

資金や仕事を呼び込む競争力の高い中核的企業

の育成や、その中核的な企業と県内中小企業と

の連携強化、取引の拡大、さらにはバイオマ

ス、水力等の再生可能エネルギーの活用を含め

た地域内の生産と消費をつなぐ地産地消の取り

組みなど、県内経済が自立的に循環していく仕

組みを構築することで、県際収支の改善や県内

経済の活性化につなげてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（橋本憲次郎君）

答えします。

移住促進の具体的な取り組みについてであり

ます。本日提案しました補正予算案の具体的な

内容といたしまして、まず、官民一体となった

推進体制の整備を図ることとしております。ま

た、東京にワンストップ窓口を整備し、住まい

や仕事などに関する情報発信や、本県出身者な

ど潜在的な移住希望者に対しての積極的な働き

かけ等を行うこととしております。県内では、

市町村との情報交換等や、就労先確保のための

県内企業の開拓・マッチングを行う拠点を、宮

崎駅前のみやざきＪＯＢパークプラス内に整備

することとしております。さらに、市町村が行

う受け入れ体制整備への支援拡大や、農林業体

感ツアー、中山間地域における農林業での受け

皿の確保等に、関係部局で連携して取り組むこ

ととしております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

みやざき子ども・子育て応援プランについて

であります。子供は未来を築く社会の希望であ

るとの認識のもと、今回の計画では基本理念と

して、子どもの育ちと子育てをみんなで支え、

子どもの最善の利益が実現できるみやざきづく

りを掲げております。内容といたしましては、

新たに、幼児教育・保育施設について、住民

ニーズを踏まえた供給量を示し、計画的にその

充実を図ることとしております。

また、子ども・子育て支援に関する各種施策

として、地域全体で子育てを支える社会づくり

を推進するため、未来みやざき子育て県民運動

の展開による機運の醸成や、県下全域における

子育てサポート体制の充実などを図ってまいり

ます。さらに、ライフステージに応じた希望が

かなう社会づくりを進めるため、独身者の出会

いや交流の場の創出、健やかな妊娠・出産への

対応や、放課後児童対策の強化などに努めてま

いりたいと考えております。以上であります。
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〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（徳永三夫君）

えいたします。

地域経済循環システムの構築についてであり

ます。環境森林部では、全国トップの杉素材生

産量を誇る本県の豊かな森林資源を活用いたし

まして、「伐って、使って、すぐ植える」とい

う宮崎ならではの林業の循環システムの確立に

取り組むこととしております。このため、伐採

に当たりましては、林内路網や高性能林業機械

の整備をさらに進め、素材生産の効率を図ると

ともに、木材の利活用においては、木質バイオ

マス発電への未利用材の活用や、木造化・木質

化のさらなる推進に取り組みます。また、植栽

に当たりましては、花粉の少ない杉苗木を中心

に、本県が開発いたしましたＭスターコンテナ

苗の生産拡大等を図り、再造林の周年化や低コ

スト化を進めます。

本県林業・木材産業は、現在、大型製材工場

の進出や木質バイオマス発電施設の稼働など、

まさに新たな時代を迎えようとしておりますの

で、この追い風を生かしながら、裾野の広い成

長産業化を図り、山村地域の振興はもとより、

日本林業の推進役としての役割を果たせるよう

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

地域経済循環システムの構築についてであり

ます。農政水産部では、昨年10月に国に提言し

た地方創生の「みやざきモデル」にも掲げてお

りますが、産地間連携や業種間連携などの多様

な連携による本県農水産業の付加価値の創出

や、地産地消の推進などに取り組むこととして

おります。このため、需要の増加が見込まれる

加工・業務用農作物の産地化や１次加工施設の

整備、平場と山間地域との連携による農作物の

リレー出荷や畜産飼料供給体制の整備、さらに

は農水産業の６次産業化の取り組み等を支援す

ることとしております。また、販売力の強化、

生産力の向上、人材の育成の３つの視点に着目

した産地経営体構想を推進し、連携の基礎とな

る力強い産地の育成を図ることにより、農水産

業を核とした地域経済循環の取り組みを促進

し、地域産業の振興を図ってまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

今、知事のほうから、両副知○横田照夫議員

事に対しましては、ネクタイの色と同じように

役割分担をしっかり果たしながら、引き続きお

残りいただくという答弁がありました。稲用、

内田両副知事に、これまで２年間の実績をア

ピールしていただき、あわせて今後２年間に向

けての抱負をお聞かせいただきたいと思いま

す。

現在、復興から新た○副知事（稲用博美君）

な成長に向けた各種施策の推進などに全庁を挙

げて取り組んでおりますが、この中で私には、

知事と職員の間のつなぎ役、まとめ役を担うと

いうこと、それから県議会、市町村、関係団体

等の皆様のさまざまな御意見を伺い調整を図る

など、施策を円滑に推進していく、いわば潤滑

油のような役割を与えられているというふうに

思っております。

このような中で、例えば、私がチーフになり

進めております庁内のプロジェクトチームの中

で、人財づくりに関する政策論議を行いまし

て、知事にも提案をいたしました。その結果と

して、人財基金の設置など施策の構築につな

がったものもあるというふうに自負していると

ころであります。
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また、フードビジネスの推進など、全庁的・

全県的な取り組みを必要とするものについて

は、各種団体と県とが一致協力して進めなけれ

ばならない。今現在、その機運あるいは体制が

図られつつあるというふうに感じているところ

です。

今後、地方創生を進め、みやざき新時代を切

り開いていくためには、県職員、市町村、関係

機関の皆様と連携をさらに深めていくことが必

要でありますので、そういった役割をしっかり

と担っていきたいと思っております。

これまで２年間、国○副知事（内田欽也君）

や企業等とのパイプ役はもちろんであります

が、各種インフラ整備あるいは農林水産業、商

工業の振興、南海トラフ巨大地震等に対する防

災・減災対策について、その取り組みを着実に

進め、本県のさらなる成長、発展に全力で取り

組んできたところであります。

その中で、東九州自動車道を初めとする高速

道路網の整備が大いに促進されましたし、ま

た、稲用副知事と連携した取り組みになります

が、香港定期便の新規就航とか、公共交通機関

へのＩＣカードの導入といった、本県の交通を

取り巻く状況が大きく進展しましたことを大変

うれしく思っているところであります。

今後、地方創生の中で宮崎が輝くためには、

本県の実情を踏まえた政策を、これまで以上に

推進していくことが必要であると思っておりま

す。引き続き、職員の皆さんと一緒になって、

宮崎のポテンシャルを生かした政策立案や、地

方の声を反映させた国への政策提言、情報発信

等を積極的に行ってまいりたいと思っておりま

す。

それぞれありがとうございま○横田照夫議員

した。それぞれの立場での御活躍を御期待申し

上げます。

次に、地方創生提言の「呼込む」の項目に、

「地方への新しいひとの流れをつくる」とあり

ます。若年層人口の東京一極集中を解消し、県

内への若者定着促進のため、県内の魅力ある学

びの場づくりにどう取り組むのかを、総合政策

部長にお伺いします。

本県からの○総合政策部長（橋本憲次郎君）

人口流出の大きな要因の一つといたしまし

て、18歳時点での県外大学への進学が挙げられ

ると思っております。これは、18歳人口の約26

％を占める首都圏において大学入学者数が約41

％を占めており、そのような首都圏への大学の

集中もその一因であると考えております。この

ため、首都圏の大学定員数の抜本的な見直しを

図り、地方への大学移転促進等を進めること

や、そのための県内の魅力のある学びの場づく

り等について、昨年10月、国に提言させていた

だいたところでございます。今般、国が示しま

した総合戦略では、首都圏の大学定員数の見直

しなど抜本的な対策がそのまま盛り込まれると

いうわけではございませんが、今後、県内の大

学や産業界と十分連携を図りながら、県内の魅

力ある学びの場づくりのための教育・研究環境

の整備等につきまして、総合的に取り組んでま

いりたいと考えております。

簡単にできるとは思いません○横田照夫議員

けど、非常に大事なことだと思いますので、積

極的に推進していただきたいと思います。

次に、政策提案に「西都原古墳群などを世界

遺産登録へ向けて取り組む」とあります。本県

には、男狭穂・女狭穂に代表される西都原古墳

群を初め、生目、新田原、持田などの古墳群、

さらには、先日大量の首長級の副葬品が見つ

かった、えびの市の島内地下式横穴墓群など、
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相当な人口を擁する高度の文化を持った集団が

いたことを想像させる遺跡が数多くあります。

このことが、神話の源流が宮崎にあるという根

拠にもなっているんだと思います。ぜひ真剣

に、世界文化遺産登録へ向けて取り組んでほし

いと考えますが、その思いを、知事、お聞かせ

ください。

本県は、日本発祥にま○知事（河野俊嗣君）

つわる神話の舞台でありまして、各地に神話や

伝承、神楽などの伝統芸能が息づいておるとこ

ろであります。また、今、議員から御指摘があ

りましたように、西都原や生目、新田原などの

古墳群を初め、最近大きな話題となりました、

えびの市の島内地下式横穴墓群などは、日本の

歴史を語る上で、この日向の地が極めて重要な

地域であること、また、近畿ともつながりのあ

るかなりの有力者がいたのではないかというこ

とが推測されておるところであります。こうし

た貴重な文化遺産の価値を見詰め直すことは、

県民の郷土に対する誇りや郷土愛を育みますと

ともに、子供たちの教育や地域づくり、観光振

興などにもつながるものであると考えておると

ころであります。

このようなことから、この議会に提案をしま

した総合計画の長期戦略に文化・スポーツの振

興を掲げますとともに、西都原を初めとした古

墳群の世界文化遺産登録を目指すこととしたと

ころであります。さまざまな課題がございます

が、本県の文化遺産を世界に誇る人類共通の宝

として次世代へ引き継げるよう、皆様の力をか

りながら積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

ドイツ人の考古学者でありま○横田照夫議員

すウェルナー・シュタインハウスさんは、「西

都原古墳群ではほぼ完全に保護されている古墳

群が見られる。何世紀にもわたって、特にこ

の100年間はその状況が余り変わっていない。こ

の古墳群は長い間、地域住民の中で歴史的・文

化的景観の重要な一部として認識されてきた。

古墳時代の精神的景観の痕跡さえある程度認証

できる。近代的な開発にのみ込まれなかったこ

の歴史的場所の雰囲気には誰もが巻き込まれ

る」と言っておられます。世界文化遺産登録に

は、単体ではなくて群として存在していること

とか、その周りの自然景観などが一体として保

存されていることなども大きな要素だと伺いま

した。そういう意味でも本県の古墳群は十分に

その価値があると思います。また、地元の人が

県外の人に、なぜここに古墳があるのかを説明

できることも大事だと伺いました。今は文化財

課が調査を進めている段階と聞いております

が、ある程度まとまったら全庁的な取り組みと

していって、全県挙げて世界文化遺産登録に向

けて進んでいければと思います。

次に、地方創生提言に東九州道・九州中央自

動車道早期整備がうたわれております。東九州

自動車道においては、来月21日には、佐伯―蒲

江間の開通により宮崎市と大分市までが高速道

路で結ばれることになります。この開通によ

り、大分自動車道を経由すれば福岡市などにも

高速道路が直結できるわけであり、九州縦貫自

動車道とあわせて循環型の高速道路ネットワー

クになりますことから、この整備効果に大いに

期待をしているところであります。一方で、高

速道路はつなげてこそのネットワークである中

で、県内の高速道路はまだまだ未開通区間が多

く残されており、本県における地方創生の基盤

としても、一日でも早く全線開通することが重

要であると思います。そこで、未事業化区間と

なっている東九州自動車道日南―串間―志布志
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間の現在の状況について、県土整備部長にお伺

いします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の日南―串間―志布志間につきましては、

昨年７月に、全線バイパスとして整備する概略

ルートが決定され、現在、国土交通省におきま

して、市街地や農地、山林などの現地の状況を

踏まえた詳細なルート検討が行われている状況

であります。県としましては、概略ルートが都

市計画区域を通る可能性が高いことから、都市

計画決定の手続が必要だと考えておりまして、

ルート確定後、速やかに対応できるよう、現

在、農地や文化財等に係る必要な手続の洗い出

しなど、鋭意準備を進めているところでありま

す。今後とも、県内の高速道路に残る未事業化

区間が一日でも早く事業化されますよう全力で

取り組んでまいります。

以上、知事の政策提案と地方○横田照夫議員

創生策についてお聞きしました。これらは、い

つまでに実現するという、いわゆるマニフェス

トではなくて、県が進むべき方向をうたった県

政目標だというふうに思います。ぜひ、この目

標に向かって、そしてそれを実現させるために

大いに努力していただくことを要望いたしま

す。

それでは次に、今議会に提案されております

予算案について質問します。

まず、今議会に提案されている平成27年度当

初予算案は、なぜ骨格予算なのか。また、冒

頭、知事の政策提案の内容について幾つか質問

しましたが、知事の考えや政策提案の内容を十

分に盛り込むことができたのかを、知事にお伺

いします。

平成27年度当初予算案○知事（河野俊嗣君）

につきましては、知事選挙等の関係から、私が

選挙のときにお示ししました政策提案を踏まえ

た新たなアクションプランを現在作成中である

ということや、それを踏まえた事業につきまし

て、職員などと十分協議する必要があることか

ら、義務的経費や経常的経費を中心とした、い

わゆる骨格予算として編成したところでありま

す。ただし、県民生活や県内経済への影響が生

じないように、早急な対応を要する経費であり

ますとか、一定の公共事業費、これは年間所要

見込み額の80％程度措置をしておるところであ

りますが、それらは計上しているところであり

ます。

この中に、私の政策提案に掲げております

「人財づくり」や「産業・雇用づくり」、また

「豊かなくらしづくり」に対応する事業につい

ても、可能な限り盛り込んだところでありま

す。さらに、これに加えて、新規事業や政策的

な経費の多くは、新たなアクションプランとあ

わせて、またさまざまなアイデアを凝らしなが

ら、６月議会に肉付け補正予算として計上する

こととしておりまして、その中で、地方創生に

向けた取り組みにつきましても、あわせて検討

を深めてまいりたいと考えております。

私も、知事がかわるわけでは○横田照夫議員

ないので、最初から本格予算でいいんじゃない

かなと思っておりましたが、そういう事情だと

いうことで、わかりました。６月肉付け予算

で、しっかりと知事の政策を盛り込んでいただ

ければと思います。

去る２月３日に、「地方への好循環拡大に向

けた緊急経済対策」を実行するための国の平

成26年度補正予算が成立したことに伴い、本

日、執行部より平成26年度２月追加補正予算案

が提案されましたが、この補正予算案について

どのような考えで編成されたのかを、知事にお

平成27年２月25日(水)
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伺いします。

地域経済は、いまだ回○知事（河野俊嗣君）

復途上にあるわけでありまして、その活性化に

加えて、人口減少・高齢化に対応する地域の特

徴を生かした取り組みが求められている。ま

た、自然災害リスクへの対応というものは、本

県を初めとする地方にとって喫緊の課題である

わけであります。

このような考え方のもとに、２月追加補正予

算案につきましては、国の緊急経済対策に伴う

措置として、本県が創設を強く要望しておりま

した、いわゆる地方創生交付金を活用した公共

交通利用の周遊旅行券や農家民泊券の発行な

ど、消費喚起のための取り組みでありますと

か、結婚・出産・子育ての総合サポートや移住

者の就業支援など、地方創生に向けた先行的な

取り組みに加え、防災・減災対策としての公共

事業など、総額として102億円余を計上したとこ

ろであります。今後、平成27年度当初予算及び

肉付け補正予算とあわせて一体的に執行するこ

とにより、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を

目指しまして、本県経済の活性化、地方創生、

安全・安心な暮らしの確保等に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

安倍首相は、「アベノミクス○横田照夫議員

を全国津々浦々まで届ける」と言われてきまし

た。今回の補正予算の事業で消費が喚起され

て、県内経済が活発に回り出すような状況に

持っていけるよう、しっかりと取り組んでいた

だければと思います。

次に、行財政改革プランについてですが、本

県では、非常に厳しい財政状況にある中で、県

総合計画に掲げる施策を着実に推進していくた

め、平成23年度から、新たな行財政改革の指針

となる、みやざき行財政改革プランを策定し

て、今日に至っております。そのプランは今年

度をもって終了しますが、新たなプランの策定

状況について、総務部長にお伺いします。

行財政改革プラン○総務部長（成合 修君）

につきましては、厳しい財政状況の中、持続可

能な行財政基盤の確立を図るためには、引き続

き行財政改革に取り組む必要がありますことか

ら、昨年より新たなプランの策定について検討

を行い、現在、素案を取りまとめたところでご

ざいます。この素案では、現行プランの基本理

念など大きな方向性は継承しつつ、新たな視点

としまして、職員の能力や県有財産の資産を最

大限に活用しながら、多様化・高度化する県民

ニーズに的確に対応できる行財政基盤の確立を

図ることとしております。今後は、この素案を

もとに、行財政改革懇談会やパブリックコメン

トを実施しまして、県民の皆様の幅広い御意見

も伺いながら、プランの策定に向けた取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

行財政改革プランの一環とし○横田照夫議員

て、公共施設等総合管理計画の策定が重要だと

考えます。本県でも、高度経済成長期にかけ、

行政ニーズに対応するため集中的に公共施設を

整備し、県民の利便性の向上に努めてきまし

た。しかし、必要性の薄れた施設とか余剰ス

ペースが生じた庁舎なども出てきており、集約

化とか施設総量の縮減等の取り組みも必要に

なってくると考えます。公共施設等総合管理計

画の策定についての考え方を、総務部長お聞か

せください。

公共施設等総合管○総務部長（成合 修君）

理計画につきましては、今後も厳しい財政状況

が続くことが見込まれる中、長期的な視点を

持って、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化

などを計画的に行うことにより、財政負担の軽
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減・平準化を目指すものでありまして、この計

画の策定は、行財政改革を進める上で大変重要

な取り組みであると認識しております。このた

め県では、昨年７月に全庁的な検討組織を立ち

上げまして、現在、県が保有する全ての公共施

設等の現状把握や分析など、計画策定に向けた

具体的な検討を行っているところであります。

今後、関係部局と十分連携を図りながら、将来

に向けた公共施設等の管理の指針となる考え方

を取りまとめてまいりたいと考えております。

厳しい中にも県債残高は着実○横田照夫議員

に減少してきています。さらなる健全財政を目

指して臨んでいただきたいと思います。

次に、２巡目国体と全国障害者スポーツ大会

についてお伺いします。

スポーツでの県勢の活躍は、県民に大きな感

動と勇気を与えてくれます。ここ最近の県勢の

活躍には目覚ましいものがあります。一昨年

は、高校サッカーで鵬翔高校が全国優勝を果た

してくれましたし、それに続いて、高校野球の

夏の甲子園大会では延岡学園高校が準優勝をし

てくれました。昨年暮れに行われました全国高

校駅伝大会は、小林高校が１・２区で39位と出

おくれながらも、３区で何と22人抜きの17位、

さらに順位を上げていき、アンカーではトラッ

ク勝負で２人抜きをし、最終的には５位入賞と

いうすばらしい結果でした。さらに、昨年秋に

長崎県で行われました長崎国体では、本県選手

団が天皇杯で19位という驚くべき成績を残して

くれました。目標だった30位台をはるかに超え

る19位という成績に、本県県民の持つ潜在能力

の高さを改めて感じ取ったところです。

本県では、昭和54年の「日本のふるさと宮崎

国体」から36年がたち、２巡目国体への期待が

日増しに高まってきております。先日、県体育

協会が国体招致を決議され、それをもとに県、

県教育委員会、県議会に対して国体招致要望書

が提出されました。そこで、知事は国体招致に

対してどのように判断されるのかをお聞かせく

ださい。

今、プロ野球やＪリー○知事（河野俊嗣君）

グのキャンプが活況を呈して、スポーツランド

みやざき、面目躍如たるところでありますが、

一方で、各種スポーツ大会における本県選手の

活躍を通して、県民の皆様に元気・勇気・感動

を与えられるよう、スポーツ競技力の向上にも

取り組んできたところであります。さらに、心

身ともに健康で活力ある生活につながるよう、

生涯スポーツの振興も図ってまいりました。

本県では東京五輪を好機と捉え、「みやざき

おもてなしプロジェクト」を今進めているとこ

ろでありますが、今回、宮崎県体育協会から国

体の招致に関する要望書をいただき、関係の皆

様の熱い思いをお伺いする中で、２巡目の国体

の開催が、宮崎の魅力を県内外に発信する機会

となるとともに、県民の誰もがスポーツに親し

むことができる、スポーツによる人が輝く宮崎

づくりに大きく弾みをつける重要な大会である

との思いを一層強くしたところであります。

現在、本県は、東九州の新時代を迎え、国内

外に大きく羽ばたこうとしておるところであり

ます。私は、平成38年の第81回国民体育大会及

び第26回全国障害者スポーツ大会を本県に招致

することを決意したところであります。県議会

におかれましても、ぜひ、国体等の招致につい

て決議をいただき、県民の皆様とともに、活力

にあふれ、国内外に開かれた「みやざき新時

代」を築いて、未来へ飛躍するための第一歩と

なるよう、御支援をお願いいたします。

大変重い判断をしていただい○横田照夫議員
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たと思います。これで２巡目国体に向けて大き

く前進することになると思います。当然、国民

体育大会と全国障害者スポーツ大会は付随する

ものですので、あわせての招致になると思いま

す。県議会も国体招致に対しての決議をしなく

てはいけませんけど、今年度、スポーツ振興対

策特別委員会が設置され、１年かけて国体招致

に向けての調査を行ってきましたので、間違い

なく決議をされるものと考えます。県民一丸と

なって２巡目国体を目指していけたらと思いま

す。

国体を招致するに当たっては、まずは県民の

理解が必要だと考えますが、どのように機運の

醸成を図っていかれるんでしょうか、教育長に

お伺いします。

国体や全国障害者ス○教育長（飛田 洋君）

ポーツ大会の招致は、県民の皆様のスポーツへ

の関心を高め、その振興に寄与するとともに、

宮崎の魅力や自然、文化のすばらしさを全国に

発信する絶好の機会であると考えております。

全国規模のイベントとして宮崎で開催したとい

うことで、その意義を考えるときに、平成22年

の全国高校総合文化祭は、口蹄疫で非常事態の

宣言の中、いろんなイベントを自粛するという

申し合わせの中で、やるかどうかぎりぎりで開

催をいたしたんですが、本県の意気込みを全国

に発信でき、復興に向けた大きな力となったと

確信しております。国体等の開催も同様に、ス

ポーツの枠にとどまらぬ大きな意義があると確

信いたします。今後、県民の皆さんが一体とな

り、熱い気持ちを持って取り組んでいただける

よう、さまざまな機会を通してＰＲするなど、

一層の機運醸成に積極的に努めてまいります。

県内の競技施設はほとんどが○横田照夫議員

前回の国体のときにつくられたもので、相当老

朽化しているし、競技施設がない競技もありま

す。施設整備に対しては、まず初めに、どの市

町村でどのような競技を受け入れてもらえるの

かを決めることが大事だと思います。地域バラ

ンスや大会後の活用なども視野に入れながら、

市町村や競技団体との協議を重ねることが大事

ではないでしょうか。また、アリーナの建設を

望む声もあります。アリーナとは、傾斜がある

階段状の観客席、いわゆるスタンドに全周を囲

まれた競技場のことで、競技スポーツのみなら

ず、コンサートやコンベンション会場としてな

ど多目的に使用されます。大分市は現在、ア

リーナ構想策定委員会を立ち上げ、魅力あふれ

るまちづくりに寄与する活気あふれるスポーツ

文化の振興と発信の中核施設として、アリーナ

建設に向けて議論が進められているそうです。

事業規模としては100億円を超える大型事業にな

るようです。宮崎県体育館は、置県80周年を記

念して昭和43年に建設された県内唯一の県立体

育館です。県内競技施設の中心的な施設ではあ

りますが、建設から既に47年が経過をし、床板

が剥離するなど老朽化が進んでいる状況です。

２巡目国体のメーン会場の一つとして、アリー

ナとして建てかえることはできないかという意

見も聞きました。２巡目国体の開催に向けたス

ポーツ施設の整備に対する考えを、教育長お聞

かせください。

県内のスポーツ施設○教育長（飛田 洋君）

につきましては、県、市町村ともに老朽化が進

んでいることや、障がい者に配慮したバリアフ

リー化に対応できていない状況もありまして、

２巡目の国体や全国障害者スポーツ大会を開催

するには課題があると認識いたしております。

国体等の招致が決まれば、競技団体の意向を十

分にお伺いし、市町村と連携を図りながら、施

平成27年２月25日(水)
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設の現状と今後の整備計画を把握した上で会場

地を検討することになろうかと思います。施設

整備については、アリーナを含めさまざまな要

望があることは承知いたしておりますが、開催

後どう活用できるかも含め、十分に吟味しなが

ら検討を進めていきたいと考えております。

２巡目国体を目指すならば、○横田照夫議員

当然、競技力の向上も図っていかなければいけ

ません。また、未普及競技を強化することが全

体の成績アップにつながるということも聞きま

したが、未普及競技に対する考えも含め、どの

ような方向性を持って競技力向上を図っていこ

うと考えておられるのか、教育長の考えをお伺

いします。

現在、競技団体や県○教育長（飛田 洋君）

体育協会、行政などがスクラムを組んで、競技

力向上を図るために競技力向上推進本部を設置

し、組織的に選手の育成強化やメディカルサ

ポート体制の充実等に取り組んできているとこ

ろであります。また、平成９年度からは教員採

用で特別選考に取り組み、未普及競技の指導者

を含め、計画的な指導者の確保に努めてきてい

るところであります。今後、新たな取り組みと

いたしまして、将来、オリンピック・パラリン

ピックなどで活躍できる有望選手を小学生のう

ちから発掘し育成したり、女性アスリートが活

躍できる環境整備などに努めるなど、総合的に

対策を進めてまいりたいと考えております。

これから２巡目国体に向けて○横田照夫議員

の県民の期待が膨らみ、意識の高揚が図られる

ことを望んでいきたいと思います。

次に、指名競争入札についてお伺いします。

建設産業は、地域の災害対応や雇用を支える

重要な産業でありながら、重層的な下請構造な

どにより、他産業と比べ厳しい収益構造となっ

ていることに加え、政権交代により、近年持ち

直しは見られるものの、長期にわたる公共投資

の減少により、厳しい経営環境に直面していま

す。

本県では、平成18年の官製談合事件を受け、

平成20年１月、県が建設工事の指名競争入札を

廃止して７年が経過をしました。この間、最低

制限価格付近の価格帯での受注など企業間の競

争も激化し、本県の建設産業はさらに厳しい状

況に置かれております。県議会自民党としまし

ても、地域における建設産業の重要性を強く訴

え、たび重なる要望・申し入れや、県議会にお

ける質問などを通じて、再三再四、知事に英断

を求めてきました。こうした中、口蹄疫や新燃

岳の噴火、さらには東日本大震災などの自然災

害が相次ぎ、知事も、災害対応力の強化の観点

から、地域の建設業者の育成の必要性を強く認

識し、平成25年７月から、建設工事における指

名競争入札の試行に至っています。

また、国においても、昨年６月、いわゆる改

正品確法が公布され、将来にわたる公共工事の

品質確保や、災害対応を含む地域維持の担い手

の中長期的な育成・確保への配慮などが、法の

理念に追加されました。折しも、改正品確法を

踏まえ先月末に策定された、いわゆる発注関係

事務の運用指針においても、工事の性格や地域

の実情等に応じて多様な入札方式の中から適切

な方式を選択し、または組み合わせて適用する

よう求められています。昨年度及び今年度の12

月末までの試行については、良好な結果が得ら

れた旨の報告がありました。試行以来１年７カ

月が経過し、決断の機が熟したと思います。建

設工事における指名競争入札の検証結果と今後

の取り扱いについて、知事にお伺いします。

建設産業は、インフラ○知事（河野俊嗣君）
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整備や雇用確保ということで、地域社会を支え

る重要な産業であるところでありますが、私

は、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、新燃

岳の噴火などへの対応を通じて、災害時などそ

の役割の重要性というものを痛感しておるとこ

ろであります。また昨年、今御指摘のあった品

確法に追加をされました、地域の建設業者の中

長期的な育成・確保という理念は極めて重要だ

と考えております。建設工事の指名競争入札に

つきましては、災害対応力の強化という観点か

ら、地域の建設業者の育成等を目的に２年近く

試行しているところでありますが、本県独自の

企業の選定方式により透明性・競争性が確保さ

れ、工事現場に近い企業の受注割合が高いなど

の効果が認められているところであります。ま

た、建設業者へのアンケートを見ましても、約

８割の企業が、何らかの形での指名競争入札の

実施を希望しておるところであります。

このため、試行の目的を達成しました指名競

争入札につきましては、制度化をするととも

に、3,000万円未満の工事につきまして、一般競

争入札と併用し、さらなる建設業者の育成・確

保に努めてまいりたいと考えております。

これも重大な決断をしていた○横田照夫議員

だいたというふうに思います。今は電子入札な

どが導入されて、指名競争入札になっても、心

配されるような事態にはならないと考えます。

建設業界全体が業として成り立つような積算の

あり方とか、ダンピング防止のための入札のあ

り方など、今後も実情に応じて見直しを進めて

いただきたいと思います。

次に、県立宮崎病院の再整備について伺いま

す。

今後、超高齢化社会を支える地域包括ケアシ

ステムの構築に当たりましては、医療機能の充

実や医療と福祉との連携強化も大変重要な課題

であります。特に医療の分野においては、急性

期や慢性期、あるいは在宅医療との役割分担を

しっかりと行い、県民が必要に応じ適切な医療

を確実に受けられるような社会の構築を図って

いく必要があります。このような中、県では現

在、県民医療の中核を担う県立宮崎病院の再整

備についての議論が行われており、私も委員で

あります厚生常任委員会では、去る１月、病院

局から、全面的な建てかえ案と一部既存病棟を

活用する大規模な改築案について説明がなさ

れ、３月には最終的な基本構想を策定するとの

報告がありました。また、全面的な建てかえ案

は、耐震性や療養環境、中核病院としての診療

機能が向上するものの、既存病棟を活用する案

と比較すると建築費は高くなるようです。一方

で、既存病棟を活用する案では、利便性、効率

性の観点から課題も多いとのことでした。

県全体の中核病院である県立宮崎病院につい

ては、県民医療の確保の観点から、その機能の

一層の充実により、県民が安心して医療を受け

られるよう整備を図っていただくとともに、万

が一の災害に対しましても、県を代表する公立

病院として万全の備えをしていただきたいと考

えますが、知事としてどのような整備を行って

いこうとお考えなのかをお伺いします。

県立宮崎病院は、現○知事（河野俊嗣君）

在、施設の老朽化や狭隘化などが課題となって

いるわけでありますが、高度急性期医療や救急

・災害医療など大変重要な役割を担っておりま

して、本県医療の充実に欠かせない病院だと考

えております。このため、平成24年度以来、再

整備に係る検討を重ね、特に今年度は全面的な

建てかえ案と一部既存病棟を活用する大規模な

改築案に絞って、さまざまな観点から詳細に検
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討を行ったところであります。私としまして

は、全県レベルの中核病院あるいは基幹災害拠

点病院等として、今後ともその機能を果たして

いくという使命を考えますと、将来を見据えた

上で十分な機能強化が図られ、さまざまな課題

も改善できる全面的な建てかえが必要であると

考えております。

次に、エコクリーンプラザみ○横田照夫議員

やざきについてお尋ねします。

公益財団法人宮崎県環境整備公社が運営する

エコクリーンプラザみやざきにおいては、平

成17年の供用開始以来、県央地域10市町村から

の委託による一般廃棄物処理と、県の公共関与

による産業廃棄物処理が行われております。県

においては、平成25年２月議会における中野一

則議員の質問に対し、地元対策協議会との協定

において、施設の使用期間のめどとなってい

る15年間が経過する平成32年をもって公共関与

を終了することを方針として表明されました。

以降、議会での質問とか常任委員会にて、公共

関与終了に際しては、「当該施設の整備に当

たっては、県が関与したことによって地元対策

協議会との同意が得られた経緯もあり、地域住

民が不安とならないよう丁寧な対応をしてもら

いたい」とか、「関係市町村の理解が得られる

よう、丁寧に協議を進めていただきたい」と、

議会からも要望しております。平成25年２月の

表明から２年が経過しましたが、現在の進捗状

況はどうなっているのか、知事にお伺いしま

す。

エコクリーンプラザみ○知事（河野俊嗣君）

やざきにつきましては、計画当時の課題であり

ました県内の産業廃棄物の処理能力不足が解消

されますとともに、モデル施設としての役割を

果たしたと判断したことから、平成32年をもっ

て公共関与を終了する方針を表明したところで

あります。それ以降、副知事や担当部長が関係

の市町村長を訪問するなどして、昨年９月に公

共関与終了に対する御理解をいただだき、さら

に、宮崎市北地区及び佐土原並びに国富町の３

つの地元対策協議会につきましても丁寧に説明

を行ったところでありまして、本年１月に全て

の地区の御理解を得たところであります。これ

を受け、今後、環境整備公社の理事会におい

て、平成32年での産廃処理事業の終了が決定さ

れるものと考えております。

なお、地元対策協議会との協定に基づく地域

振興事業でありますとか、浸出水調整池に係る

損害賠償請求訴訟につきましては、県として最

後まで責任を持って取り組んでまいります。

次に、平成25年３月に発生し○横田照夫議員

た灰溶融炉の爆発事故以来、現在も灰溶融炉は

停止している状況であると聞いておりますが、

この灰溶融炉は今後どうされるのか、環境森林

部長にお伺いします。

灰溶融炉につ○環境森林部長（徳永三夫君）

きましては、県、参画市町村及び公社でその必

要性について検討を行ったところ、停止した状

態におきましてもダイオキシン類や有害物質の

発生が十分に抑制でき、周辺の生活環境への影

響がないと判断したことから、今後の方向性と

いたしまして廃止することとしました。このこ

とにつきましては、地元対策協議会に説明をい

たしまして御理解が得られましたので、今後は

公社理事会において正式に決定されるものと考

えております。

それぞれ地元対策協議会の御○横田照夫議員

理解が得られたということをお聞きしまして、

安心をしたところです。その方向で取り組んで

いただきたいと思います。
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次に、農協改革について質問します。

ＪＡ全中は、今月９日に政府案の受け入れを

表明し、事実上、ＪＡ全中の組織体制を抜本的

に見直す農協改革案が決定をしました。ＪＡ全

中は、農協法に基づく組織から一般社団法人へ

と転換し、現在のＪＡ全中の監査部門は分離

し、新たに監査法人を新設することとなりまし

た。貯金量200億円以上の農協は、公認会計士に

よる会計監査が義務づけられます。農家以外で

も農協に加入できる准組合員の利用規制は先送

りすることとなりました。政府側は、「ＪＡ全

中の監査権限をなくし、地域農協に自由裁量を

与えれば、農家の所得増加につながる」と説明

をしてきましたが、各組合長は、「なぜ所得増

加につながるのか理解できない」と言っておら

れますし、農家にも不安の声が多くあります。

県として今回の農協改革をどう判断しておられ

るのかを、知事にお伺いします。

今回の農協改革につき○知事（河野俊嗣君）

まして、国は、地域の農協が主役となり、農業

の成長産業化に全力投球できるような改革を進

めることとしており、県としましても、農協み

ずからが時代の変化に対応した改革を進めてい

くことが重要であると考えているところであり

ます。農協は、地域農業の発展はもとより、地

域経済や生活を支える社会基盤として非常に重

要な役割を担っているものと考えておりまし

て、今後とも、ＪＡグループがそれぞれの地域

においてその役割をしっかり果たしていく必要

があるものと考えております。今回示された国

の農協改革案につきましては、今後の法制化も

含めてどのような影響が出てくるのかを注視し

ていくとともに、本県の農業・農村の振興を図

る上で大変重要な役割を果たしているＪＡグ

ループとの連携を一層強化してまいりたいと考

えているところであります。

今回はＪＡ全中の指導・監査○横田照夫議員

だけを廃止するということになりましたけど、

将来的にはＪＡ全農の株式会社化とか金融・共

済部門の切り離しにつながっていくんじゃない

でしょうか。組合員だけでなく一般住民も、Ｊ

Ａを信頼して、ＪＡバンクとかＪＡ共済を多く

の人が利用しておられます。この金融・共済部

門の運用資金は合わせて120兆円とも言われ、外

資も含め大銀行とか大手保険会社からすると、

喉から手が出るほど欲しい市場だと言われてお

ります。この部門をＪＡから切り離すというこ

とは、まさに郵政改革と同じ構図と言えるので

はないでしょうか。営農指導はもともと利益が

出る部門ではないし、経済事業も黒字になる部

門ではありません。そういう利益の出ない本来

業務をしっかりとやるために、金融や共済部門

で得た利益を活用するのがＪＡの総合事業で

す。金融・共済部門を切り離してＪＡが経営で

きるわけがないと思いますが、どのように判断

しておられるのかを農政水産部長にお伺いしま

す。

農協は、農業○農政水産部長（緒方文彦君）

者の営農と生活を支援するために、信用事業、

共済事業、経済事業、営農指導事業を総合的に

実施しているところですが、このうち営農指導

事業は、それ自体が直接利益を生み出す分野で

はなく、主に信用・共済事業の利益を活用して

実施しているのが実情でございます。このよう

なことから、信用・共済事業が完全に分離され

た場合、営農指導事業の実施が難しくなるもの

と懸念をいたしております。

今回は、准組合員の利用規制○横田照夫議員

を人質にされて改革案をのまされた格好ですけ

ど、准組合員の利用規制はあくまでも先送りで
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ありまして、近い将来には規制されるんじゃな

いでしょうか。またこれまで、例えばＴＰＰに

対する反対行動などＪＡ全中を中心に行ってき

ましたけど、そういう統一的な反対行動にも影

響が出てくるんじゃないかと思います。ＴＰＰ

は大詰めを迎えつつあるようにも思えますが、

これまで知事も含めて反対行動をとってきまし

た。今回の農協改革はＴＰＰに影響を及ぼすと

考えられますが、ＴＰＰに対しての現時点での

知事の考えをお聞かせください。

ＴＰＰ協定交渉につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、政府による正式な説明や発表がない

中で、米の輸入枠拡大や牛肉・豚肉の関税引き

下げなど、さまざまな報道がなされておるとこ

ろでありまして、多くの農家に不安が広がって

いるものと受けとめているところであります。

県としましては、これまでも、地域や現場の声

をしっかりと届けていくため、ＪＡグループ等

の関係団体と一体となって、国などに要請を

行ってきたところであります。今後も、農家の

皆様が安心して営農に取り組むことができます

よう、引き続き、ＪＡグループ等と連携を図り

ながら、衆参両院の決議を踏まえた粘り強い交

渉と、十分な情報提供というものを国に求めて

まいりたいと考えております。

なし崩し的な国の進め方に強○横田照夫議員

い不満とか不安を覚えます。これからも、本県

のためになるのかならないのかをしっかりと判

断して行動をとっていかなければいけないと、

このように考えておるところです。

次に、畜産政策について質問します。

子牛の価格が高騰を続けています。子牛の生

産頭数が減少していることが主な原因です。こ

こ数年、子牛価格は過去最高水準の高値傾向が

続いています。にもかかわらず、高齢により、

やむなくリタイアする農家がふえています。佐

土原町の繁殖牛部会は、数年前に平均年齢が70

歳を超えました。どこも同じような傾向にあり

ます。このままでは市場が成り立たなくなる日

もそう遠くないのではないでしょうか。また、

子牛を買って肉まで仕上げる肥育農家にも危機

感が募っています。県内の肥育農家は技術向上

に努め、ここ最近の上物率は目をみはるものが

あります。しかし、その努力も報われず、子牛

高、円安等による飼料高などでほとんど利益は

出ない状況です。多くの関係者の長年の努力に

より全共２連覇という偉業をなし遂げ、名実と

もに日本一になった宮崎牛に黄色信号が点滅し

ていると言っても過言ではないと思います。こ

のような状況の中、子牛の増頭対策についてど

のように考えておられるのか、農政水産部長に

お伺いします。

子牛の増頭を○農政水産部長（緒方文彦君）

図っていくためには、繁殖基盤の維持・強化に

加えまして、生産性の向上を図っていくことが

重要でございます。このため、本議会でお願い

しております、畜産競争力強化整備事業及び肉

用牛生産基盤強化対策事業等により、地域の中

心的な経営体における規模拡大や新規就農を推

進するとともに、繁殖センターの整備促進やコ

ントラクターの育成等を図りまして、飼養管理

や飼料生産の分業化を推進するなど、繁殖経営

を継続できる環境づくりを行ってまいります。

また、繁殖技術指導等によりまして、１年１産

を目標に分娩間隔の短縮に努めますとともに、

分娩時や生まれた子牛の死亡頭数を減らすこと

で、出荷される子牛の増頭を図ってまいりたい

と考えております。

一産取り肥育という技術があ○横田照夫議員

ります。本来、一産もせずに肥育に振り向けら
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れる雌牛に一産だけさせて、その後に肥育をし

て肉として出荷するという方法です。雌牛の大

半は肥育用になりますが、それらの雌牛に一産

でも生ませたら相当な増頭になると考えられま

す。いわゆる繁殖資源の有効利用です。今、Ｊ

Ａは肥育センターやキャトルステーションを

持っています。肥育センターで飼育する雌牛に

一産だけ産ませ、その子牛はキャトルステー

ションで育てるという方法もあると思います。

一産取り肥育についての県としての考えを、農

政水産部長にお伺いします。

一産取り肥育○農政水産部長（緒方文彦君）

は、子牛頭数が減少している状況の中で、子牛

の生産頭数を増加させる手段として有効である

と認識をいたしております。しかしながら、分

娩時の事故など課題もあり、また現在取り組ん

でいる農家も少ないことから、一般の肥育農家

が取り組むには、繁殖技術や分娩前後における

飼養管理技術の習得が必要であると考えており

ます。そのため県といたしましては、一産取り

肥育を行っている農家の技術体系を調査いたし

ますとともに、肥育農家等が繁殖センターや

キャトルステーションを活用する一産取り肥育

生産体系の構築について検討してまいりたいと

考えております。

肥育農家への対策も急務だと○横田照夫議員

いうふうに思います。農家の努力により上物率

は格段に上がってきているにもかかわらず、子

牛価格の高騰とか飼料価格の高どまり等、自分

たちの力ではどうにもならない要因で経営が悪

化しています。何らかの対策が必要と考えます

が、農政水産部長いかがでしょうか。

肥育農家対策○農政水産部長（緒方文彦君）

につきましては、まず、経営安定対策としまし

て、粗収益がコストを下回った場合に、差額の

８割を生産者と国の積立金から補塡する肉用牛

肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊

事業が実施されておりまして、県では生産者積

立金の一部を助成しているところでございま

す。また、肥育農家が安定的に素牛を確保でき

るよう、関係機関と連携して繁殖基盤を強化す

るとともに、地域内あるいは経営内での一貫体

制を推進しているところであります。さらに、

県産牛肉の販路拡大によりまして、枝肉販売価

格を向上させることも重要でありますので、宮

崎牛を中心に、国内外におけるプロモーション

活動や販売促進フェア等にも取り組んでおりま

す。今後とも、これらの取り組みを強化するこ

とによりまして、肥育農家の経営安定に努めて

まいりたいと考えております。

全共２連覇できたのは、優秀○横田照夫議員

な牛を残して肥育できたからだと思います。で

も、いつもの子牛競り市では優秀な子牛はほと

んど県外に持っていかれて、県内には余り残っ

ておりません。これでは宮崎牛ブランドはでき

ないと思います。答弁にありましたように、計

画的な地域内一貫体制など、優秀な子牛が県内

で肥育できるようなシステムづくりにも取り組

んでいただくよう要望いたします。

また、予算を繁殖と肥育とに分けるのではな

くて、宮崎牛生産全体として捉え、柔軟な使い

方を検討することも大事ではないでしょうか。

先日聞いたんですけど、東京の人と生産県の人

との考え方の違いを言われました。生産県の人

は、いいものを安く売ることが売れることにつ

ながると考えがちですけど、東京の人は、高い

か安いかが大事で、中途半端は余り買わないそ

うです。価格の高いことが品質の保証だという

ことです。日本一の宮崎牛ですので、思い切っ

て松阪牛より高い値段をつけてみてはどうで
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しょうか。

次に、建設人材の確保についてお伺いしま

す。

昨年、建設関連産業の合同就職説明会が、宮

崎、都城、延岡の３会場で開かれました。宮崎

会場では、20社が参加し、求人数は79名にも上

りましたが、会場を訪れたのは高校生３人を含

む10人だけでした。都城は11社62人の求人に対

して10人、延岡は10社52人の求人に対して、わ

ずかに一般求職者３人だけだったということで

す。関係者は、余りの参加者の少なさに落胆の

色を隠せなかったそうです。改めて建設関連産

業の人手不足の現状が浮き彫りになったと言っ

ても過言ではないと思います。

また、東日本大震災の復旧・復興事業とか東

京オリンピックに向けてのインフラ整備が進む

ことにより、人材の流出がさらに進むことも考

えられ、建設分野における人材確保は喫緊の課

題と言えます。60歳以上の建設技能労働者は全

体の20％ぐらいに上り、今後も引退による労働

者の減少は続き、10年後には大半が引退する見

込みと言われています。若年入職者の確保が必

要ですが、一定の能力を備えた技能労働者を育

成するためには、おおむね10年程度の時間がか

かると言われています。建設業における新規学

卒求人に対する未充足率は41.6％、高校卒業者

の３年目までの離職率は50％で、どちらも製造

業の割合を大きく上回っています。つまり、

入ってくる者は少なくて、やめる者は多いとい

うことです。県として、建設産業の人手不足の

現状とその原因についてどのように認識をして

おられるのか、商工観光労働部長にお尋ねしま

す。

公共事業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

の減少に伴い建設業就業者が減る中で、東日本

大震災の復興事業や国土強靱化に向けた公共工

事など、発注が増加に転じた結果、建設業の人

手不足が深刻化していると考えております。こ

のような中、平成26年度の新規事業として「建

設技能労働者確保事業」を実施しておりまし

て、御質問にありました就職説明会はその取り

組みの一つであります。参加者の状況は私ども

も報告を受け、人材確保の困難さを再認識した

ところであります。

次に、人手不足の原因でありますが、建設業

界団体のアンケート調査では、「収入の低さ」

「休日の少なさ」「福利厚生の未整備」などの

雇用環境への不安が挙げられており、これらが

要因ではないかと考えております。

人材確保が難しい理由の一つ○横田照夫議員

に、この業界への先入観があり、その魅力が正

しく理解されていないということがあると思い

ます。このことに関しては、教育機関との連携

が必要で、教員の建設業への理解向上も欠かせ

ないと思いますし、就職活動前の学生に、建設

業で働くイメージを伝達することも大事だと思

います。若いころから建設業の魅力を知っても

らうことが大切だと思いますが、どのような取

り組みをされているのかを、商工観光労働部

長、県土整備部長、教育長それぞれの立場でお

伺いします。

商工観光○商工観光労働部長（茂 雄二君）

労働部では、小中学校に技能士を派遣し、もの

づくり等を通して技能のすばらしさを実感して

もらう「匠の技ジュニア体験教室」を実施する

とともに、卓越した技能者や技能者育成に貢献

する企業の表彰、さらには、技能まつりの開催

等を通じて、技能士の社会的評価の向上や技能

尊重の機運醸成に努めております。また、県職

業能力開発協会では、技能五輪全国大会での優
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勝者を広く紹介するなど、技能の魅力を広く県

民にアピールするとともに、高度な技能を持っ

た「ものづくりマイスター」が若い技能者を育

成する取り組み等を行っております。今後と

も、さまざまな機会を通じて建設業分野の魅力

の発信に努めてまいりたいと存じます。

県土整備部○県土整備部長（大田原宣治君）

では、「土木の日」の出前講座におきまして、

小学生を対象に石橋の模型を使ったものづくり

体験などを実施しており、本年度は11校655名に

参加いただいたほか、小中高生に対しましてト

ンネルなどの現場見学会を実施しております。

また、高校生に対しましては、県と業界が連携

して、建設産業の魅力を伝える授業や就業体験

も実施し、特に平成24年度から延岡工業高校の

生徒が、県や地元企業と一緒に取り組んでいる

祝子川の多自然川づくりは、全国でも高い評価

を受けており、そのことによりまして建設産業

への関心も高まり、建設業への就職者数も年々

増加していると伺っています。今後とも、こう

した取り組みの充実を図り、建設産業の魅力を

若い世代へ広く積極的にアピールしてまいりた

いと考えております。

児童生徒が、建設業○教育長（飛田 洋君）

を初め、人々の暮らしを支えるさまざまな職業

の役割や魅力を知ることは、極めて重要であり

ます。このため小中学校では、身近な職場の見

学や職場体験等を行うなど、児童生徒に、望ま

しい職業観をみずから身につけさせるための取

り組みを推進いたしております。また来月、県

が配付する予定のキャリア教育実践事例集に

は、技能五輪全国大会左官部門で優勝された本

県出身者の体験談を取り入れ、この事例の紹介

などを通して、さまざまな職業のやりがいや誇

りを伝えてまいりたいと考えております。さら

に、工業高校では、建設現場の見学や土木測量

の技術研修を実施するなどして、建設業に携わ

るプロの魅力を感じ取る取り組みを行っている

ところであります。

新規入職者に対する能力向上○横田照夫議員

を図るための支援が必要だと考えますが、認定

職業訓練校での訓練とかキャリアアップなどの

機会をつくってやることが大事だと思います。

県は事業者に対してどのように取り組んでおら

れるのかを、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

認定職業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

訓練は、民間事業主等がその従業員に対して行

う職業訓練で、従業員のスキルアップを図る機

会として極めて重要であると認識しておりま

す。このため県では、認定訓練校に対し、訓練

に要する経費等に助成を行っているところであ

ります。現在、助成を行っている県内13校の訓

練校のうち８校で建設関連人材の育成を行って

おり、県といたしましては、今後とも引き続き

助成を行い、人材育成を図ってまいりたいと考

えております。

先ほど答弁の中にもありまし○横田照夫議員

たが、現在、建設技能労働者確保事業推進委員

会が設立されて、人材確保に向けて活動をして

おられます。建設人材が大幅に不足している

中、この委員会の役割はさらに大きくなると思

われますが、その役割と今後の活用について、

商工観光労働部長にお伺いします。

お尋ねの○商工観光労働部長（茂 雄二君）

推進委員会は、先ほど申し上げました建設技能

労働者確保事業を実施するために設置された組

織であります。本年度は、この委員会を中心

に、とび・土工等さまざまな業界が一体とな

り、合同就職説明会の開催のほか、県内全ての
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高等学校への訪問を通じた建設業のＰＲや、ハ

ローワークでの就職セミナーを毎月行うなど、

入職者の確保に積極的に取り組んでおります。

このような取り組みの結果、50名を超える採用

者・内定者の確保につながるなど、一定の成果

が得られております。人手不足につきまして

は、深刻な状況が続いておりますので、平成27

年度当初予算案に当該事業を引き続き計上して

おりまして、人材確保を支援してまいりたいと

考えております。

先ほどの答弁にもありました○横田照夫議員

ように、建設人材が育たない理由に、給料が安

いとか、休日がとれない、社会保障に入れても

らえないなどがあります。これらを解決するた

めには、元請が下請、孫請の利益分まで考慮し

た応札をすることとか、１年を通した発注の平

準化などが必要だと思います。もうそろそろ、

発注側のいわゆる単年度主義を見直す時期では

ないかと考えているところです。

次に、高齢者福祉についてお伺いします。

宮崎県高齢者保健福祉計画には、地域包括ケ

アシステムの必要性が、「内閣府が実施した世

論調査によると、高齢になっても現在の住まい

で生活を続けたいという人が最も多い。高齢者

が介護や支援が必要な状態になっても、可能な

限り住みなれた地域で安心して生活ができるよ

うに、自助、共助及び公助を適切に組み合わ

せ、医療・福祉等を含む幅広い専門職種とも連

携しながら、医療、介護、予防、生活支援、住

まいの５つのサービスを一体化して提供し、高

齢者を地域全体で支えていく」とあります。し

かし、本当は、そこには表現されていない別の

理由があると思います。団塊の世代がみんな後

期高齢者になる2025年、つまり10年後には高齢

者人口は今より約260万人増加しますが、増加す

るのは75歳以上の後期高齢者の人口層です。つ

まり、医療・介護のハイリスク層の人口が260万

人ふえるということです。このままでは、10年

後には介護サービスを受ける人が今の1.3倍にな

ることになります。生産年齢人口が減少してい

く中、それは財政的に耐えられないので、制度

を変えていこうということではないでしょう

か。つまり、入院・入所施設の抑制を行い、そ

のために施設に入れなかったり退院した高齢者

が、自宅や住みなれた地域で自分らしい暮らし

ができる仕組みを構築し、その受け皿として地

域包括ケアシステムが考えられたんだと思いま

す。

しかし、介護を家族間で行うことに限界が生

じ、社会全体で支えていこうということで介護

保険制度が始まったと理解をしておりますが、

地域包括ケアシステムではどのように在宅での

生活を支えていこうとしていかれるのかを、福

祉保健部長にお伺いします。

地域包括ケア○福祉保健部長（佐藤健司君）

システムの構築に当たっては、高齢者個々の状

態に応じて、いかに必要なサービスを提供して

いくかの視点が最も重要であります。このため

県では、要介護状態にある在宅の高齢者に対応

する観点から、訪問介護等の居宅サービスの充

実や24時間対応の訪問看護など、利用者のニー

ズにきめ細かく対応できるサービスを普及して

まいります。また、市町村においては、今後、

理学療法士等による介護予防を実施するととも

に、ＮＰＯなど多様な主体による買い物などの

サービス提供体制を整備することになりますの

で、県におきましては、これらの取り組みを適

切に支援してまいりたいと考えております。

財務省は、社会保障費抑制の○横田照夫議員

ために介護報酬を約４％引き下げようとしてい
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ます。この背景には、平均で８％を超えている

介護事業者の利益率を、中小企業並みの2.2％に

合わせるべきということがあるそうです。さら

に、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホー

ムが、内部留保として１施設当たり平均約３億

円、全体では２兆円を超える資金を持っている

と言われていることにもあります。しかし、こ

の利益率はあくまで平均値であって、大幅なマ

イナス改定が実現すれば、利益率を低く抑えて

サービスの向上を図る事業者ほど大きな打撃を

受けることになります。現状でも特養の３割が

赤字になっており、報酬ダウンでさらに多くの

施設が赤字になるとの意見もあります。介護職

員の処遇改善のために給料アップのための加算

はするというものの、「経営が悪化すれば加算

分が職員に回らない」との懸念の声もありま

す。そういうことになれば、職員の離職はさら

に進むことになるのではないでしょうか。今回

の介護報酬の見直しにより、経営や介護サービ

スへの影響が懸念されておりますが、どのよう

に考えておられるのかを福祉保健部長にお伺い

します。

今回の改定○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、介護保険制度の持続可能性を高め、より効

果的かつ効率的なサービスを提供するため、基

本報酬の引き下げの一方で、介護人材の確保及

び中重度の要介護者や認知症の方へのケアに配

慮した加算が強化されるなど、めり張りをつけ

た内容となっております。県としましては、改

定の趣旨を踏まえ、職員の処遇改善や専門的な

ケアの充実等により、サービスの質の向上と経

営の安定化が図られるよう、事業者に対して適

切に助言・指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

地域密着型サービスとして、○横田照夫議員

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応

型訪問介護などが創設され、昼夜を問わず24時

間対応でのサービス施設もふやしていくという

ことです。そのために国は、暫定値であります

が、2025年には30万人程度の介護人材が不足す

ると試算をしているようですが、本県では2025

年にはどれだけの人材不足が見込まれているん

でしょうか。また、それに対してどのように確

保を図っていかれるのかを、福祉保健部長お聞

かせください。

2025年に見込○福祉保健部長（佐藤健司君）

まれる介護サービス利用者数などをもとに推計

した需給推計によりますと、4,000人を超える介

護職員の不足が見込まれます。このため今後、

介護人材を確保するために、介護の現場におい

て、働きやすさ、働きがいを高めることによ

り、入職者の増加、在職者の離職防止に取り組

むことが重要であると考えます。県としまして

は、引き続き事業者に対し、賃金・雇用環境の

改善や介護職員の研修機会の確保に取り組むよ

う指導・助言を行うとともに、養成機関、事業

者等関係機関と連携・協議の場を設け、具体的

な対策を検討してまいります。

先ほど、建設人材の確保の質○横田照夫議員

問をしましたけど、全くそれと同じように、介

護人材の確保も、今でも厳しい状況であります

ので、さらなる検討をしっかりとやっていただ

きたいというふうに思います。

宮崎県高齢者保健福祉計画には、医療・介護

・予防以外に生活支援や住まいについても、う

たってあります。安否確認や買い物支援、日常

生活に必要な交通システムの確立など、多様な

生活支援サービスも必要になってくると思いま

す。私はこれまで、移動販売とかオンデマンド

交通システムの必要性を訴えてきましたが、ぜ
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ひ、そういうことにも方向づけをしていただけ

ればと思います。また、住まいに関しても、在

宅介護の負担を軽減するための手すりの取りつ

けとかバリアフリー化など、住宅の改修や改造

が必要だと考えます。福祉保健部の観点からだ

けでなく、部局横断的な取り組みで、高齢者が

住みなれた地域で安心して暮らせる環境づくり

に取り組んでいただきたいと思います。

次に、高齢者のための交通安全対策について

お伺いします。

交通事故死亡者数は全体として右肩下がりで

減少していますが、対照的に高齢死亡者数は

減っていないそうです。本県でも高齢化社会が

ますます進展してきている中、高齢者が事故の

被害者だけでなく加害者になるケースもふえて

きており、高齢ドライバー問題として大きく浮

上してきています。本県の75歳以上の運転免許

証保有者数及び保有率と、あわせて、平成10年

度から実施されている免許証の自主返納制度に

係る本県の返納状況について、警察本部長にお

尋ねします。

平成26年12月末○警察本部長（坂口拓也君）

における75歳以上の運転免許保有者数は６

万3,405人で、全運転免許保有者の8.3％を占め

ております。また、運転免許証返納者数につき

ましては、平成24年が986人、平成25年が1,154

人、平成26年が1,185人となっており、年々増加

している状況にございます。

免許証を自主返納した場合、○横田照夫議員

いろいろな優遇策が準備されているようですけ

ど、自主返納した場合どのようなメリットがあ

るのかを、警察本部長にお尋ねします。

この制度は、運○警察本部長（坂口拓也君）

転に不安を有する高齢者が運転免許証を返納し

やすい環境を整えるため、運転免許証を自主的

に返納した高齢者を対象に、公共交通機関の運

賃割引などの支援を行うものであります。運転

免許証を自主的に返納した高齢者は、運転経歴

証明書または高齢者運転免許証返納カードの交

付を受け、これらの証明書を提示することによ

り、路線バスの高齢者用定期券購入割引、タク

シー・バス乗車券の交付、飲食店や温泉施設利

用時の割引など、さまざまなメリットを受ける

ことができます。現在、自治体や関係機関等206

事業所の協力により、78種類のメリット制度が

確立されております。

公共交通機関が周りからなく○横田照夫議員

なったり、買い物できる店が近所からなくな

り、高齢になっても車に依存しなければ生活で

きない人がふえてきています。そういう中、高

齢運転者が高速道路を逆走するケースとか、ア

クセルとブレーキを踏み間違うなどの事故も増

加しています。また、認知症が進んだ高齢者の

運転は非常に危険です。警察本部は、平成27年

度改善事業「高齢者のための交通安全対策事

業」を上げておられますが、具体的にどういう

施策を考えておられるのか、警察本部長にお伺

いします。

昨年、本県で○警察本部長（坂口拓也君）

は、交通事故による高齢者の死者が31人と全体

の63.3％を占め、全国平均を10ポイントも上

回っております。また近年は、高齢運転者が加

害者となる事故も増加しており、高齢者に対す

る参加・体験・実践型の交通安全教育をさらに

強化する必要があります。本事業では、高齢歩

行者対策として、横断中の危険を疑似体験でき

る歩行環境シミュレーターを活用した安全教育

を引き続き行うこととしているほか、高齢運転

者対策として、運転操作を体感できるドライビ

ングシミュレーターを登載した交通安全教育車
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を更新し、この車両を活用して、交通安全教育

を専従で行う交通安全教育隊を民間委託するこ

ととしております。また、高齢運転者によるド

ライバーズコンテストを県内10カ所で開催する

こととしております。これらの事業を推進する

ことにより、高齢者に運転中や歩行中の危険等

を体感していただくなど、より実践的な交通安

全教育を通じて、高齢者の交通事故防止に努め

てまいりたいと考えております。

次に、企業局の今後の経営方○横田照夫議員

針についてお伺いします。

企業局は、昭和13年に県営電気建設部として

発足して以来、県内水資源の有効活用、水害防

止等を目的として、６つの河川総合開発事業を

実施し、県政に貢献をしてこられました。昭

和25年に、木城町にある石河内第一発電所を始

めに、現在、13カ所、合計出力15万8,035キロ

ワットの水力発電所を運用し、地域経済の発展

や電気の安定供給に大きく貢献しています。

しかし、現在、国においては、電気の安定供

給の確保、電気料金の最大限抑制、電気利用の

選択肢や企業の事業機会の拡大を目的に、「地

域を超えた電気のやりとりを拡大する」「電気

の小売を全面的に自由化する」「送配電ネット

ワークを利用しやすいようにする」ことを改革

の柱として、電力システム改革を進めようとし

ています。この改革は、戦後行われてきた電力

政策を根本的に変えるものであり、企業局の基

幹事業である電気事業のあり方に大きな影響を

及ぼすものと考えます。企業局は、このような

電力システム改革などの環境の変化にどのよう

に対処していこうと考えておられるのでしょう

か。企業局の今後の経営方針について、きょ

う、私と同じ色のネクタイをしております企業

局長にお伺いします。

企業局では、来年○企業局長（四本 孝君）

度から向こう10年間の経営の基本指針となりま

す「宮崎県企業局経営ビジョン」を策定中であ

りますが、その中で電気事業につきましては、

電力システム改革への的確な対応、施設・設備

の適正な維持管理など４つの項目を、基本戦略

として取り組んでまいりたいと考えておりま

す。特に、お話のありました電力システム改革

につきましては、企業局の経営に大きく影響す

るものでありますので、今後の動向を見きわめ

ながら的確に対応していきたいと考えておりま

す。

企業局の管理する水力発電は○横田照夫議員

重要な社会インフラと考えられますが、60年以

上経過したものもあり、老朽化がかなり進んで

いると思われます。これらの対策としてどう取

り組んでいく予定かを企業局長にお伺いしま

す。

企業局では、水力○企業局長（四本 孝君）

発電所について定期点検や必要な補修を実施

し、安全な運転と長寿命化に取り組んでいると

ころであります。大規模改良の目安となりま

す60年を経過している発電所のうち、まだ改良

の終了していない日向市東郷町の渡川発電所に

つきまして、平成27年度から水車発電機等の更

新を行う大規模改良事業に着手するなど、今後

とも、発電電力量の増加や信頼性の向上等を図

ることとしております。

次に、改正フロン法について○横田照夫議員

環境森林部長にお尋ねします。

私たちの身の回りには、エアコンや冷凍・冷

蔵庫、食品スーパーのショーケースなど、冷媒

としてフロン類が使われている機器が数多くあ

ります。フロン類は、炭素、フッ素等を含む自

然界にはない人工物質ですが、冷媒に有効とし
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て、これまで大量に使われてきました。しか

し、フロン類はオゾン層を破壊するとして代替

フロンへと転換がなされてきましたが、この代

替フロンも温室効果が大きいとして、オゾン層

破壊効果も温室効果も少ない新たな冷媒へと転

換を進めようとしています。これらのフロン類

は、平成13年に制定されたフロン回収・破壊法

に基づき、業務用冷凍空調機器の整備や廃棄を

行った際に回収と破壊が義務づけられています

が、フロン類の回収量は年々増加しているもの

の、回収率は３割程度で低迷しています。ま

た、整備不良や経年劣化等により、これまでの

想定以上に使用時漏えいが生じていることが判

明しました。フロン回収・破壊法が改正され、

ことしの４月１日から施行されるようですが、

その目的はどこにあるのでしょうか。

今回の改正で○環境森林部長（徳永三夫君）

は、議員御指摘のとおり、使用中の機器からの

漏えいが多いことや、製造、充塡､再生の段階に

おける対策強化が必要となりましたことから、

管理者の機器点検の義務化や、充塡業の登録、

再生業の許可等が新たに盛り込まれたところで

あります。

全ての業務用冷凍空調機器の○横田照夫議員

ユーザー、いわゆる管理者は、簡易点検や、機

器の規模によっては定期点検をしなければなら

ないとなっていますが、どのような機器がその

対象となっているんでしょうか。

点検の対象○環境森林部長（徳永三夫君）

は、商店だけでなく、学校、病院、さらには企

業や官公庁等で使用されております業務用のエ

アコン、冷凍機器・冷蔵機器が対象となりま

す。

この改正法は、ユーザーに○横田照夫議員

しっかりと点検をしてもらうことによって、フ

ロン類の漏えいを防止し、かつ機器の長寿命化

を図ることにあると思います。法が改正されて

も、現在使用しているフロンガスの入れかえと

か機器の買いかえは必要ないということです

が、そのことをどのように県民に周知をされて

いるんでしょうか。

今回の法改正○環境森林部長（徳永三夫君）

によりまして、現在使用している機器が使えな

くなるとか、フロンを入れかえなければならな

いと心配される声を聞いております。こういう

こともありまして、県内のメンテナンス業者や

管理者に対して説明会を開催するとともに、国

や県のホームページにおきましても、今回の法

改正により機器の買いかえやフロンを入れかえ

る必要がないことを広く周知するとともに、県

内８カ所の保健所に相談窓口を設け、具体的な

相談に対応しているところであります。

点検の対象は、県庁舎や学○横田照夫議員

校、病院、ほとんどのオフィスビル等で使用さ

れているエアコンなども含まれるということで

ありますが、食品スーパーとか大型の冷凍・冷

蔵庫などを持っている事業者は意識が高いと思

いますけど、県庁舎とかオフィスビルなどでも

点検する部署をしっかりと決めていただいて、

フロン類の回収や漏えい防止に当たっていただ

けるよう、周知の徹底をお願いしたいと思いま

す。

次に、宮崎県民歌についてお伺いします。

宮崎県民歌は、昭和38年に置県80周年を記念

してつくられたものです。50年以上も前につく

られた歌ですが、何とも軽快でさわやかな歌で

す。県民歌の発表会は、昭和39年６月30日に県

公会堂で、歌手の立川澄人さんと大谷洌子さん

を迎えて盛大に開かれたそうです。そのとき立

川澄人さんは、「いかにも南国宮崎らしい感じ
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をあらわした立派な歌だと思います。きれいな

言葉だけ並べても実感がなかなか湧かないもの

ですけど、きょうのような宮崎の天気に接しま

すと、あの歌詞が本当に生きているんだなとい

う気持ちがしました」とコメントされているそ

うです。学校の校歌を学校行事とか同窓会など

でみんなで歌って心が一つになるように、県民

歌をみんなで歌えば連帯感とか県民としての誇

りが芽生え、宮崎県のために頑張ろうという気

持ちになるのではないでしょうか。昨年６月30

日から宮崎駅で毎日、定時に５回放送されるこ

とになったようです。県庁の電話の待ち受けメ

ロディーにも使われていますが、県内どこで

も、いろんな機会にみんなで宮崎県民歌を歌え

たらすばらしいと考えますが、知事、どのよう

にお考えでしょうか。

この県民歌、今御指摘○知事（河野俊嗣君）

がありましたように、歌詞もメロディーも非常

によくできた、いい曲だなといつも思うわけで

あります。県民の皆様に、より親しんでいただ

くようにということで、宮崎ねんりんピックな

ど県のさまざまな行事で歌っていただいている

ほか、ホームページから直接歌を聞けるように

したり、また、求めに応じて複製したＣＤを提

供するといったような普及活動に取り組んでい

るところであります。今御指摘がありましたよ

うに、今年度が県民歌制定50周年という節目の

年でありますことから、昨年の６月30日から

県民歌の制定日に当たる日でありますが―

毎日、宮崎駅で放送していただいているほ―

か、広報紙や県政番組を初めとする県の広報媒

体でのＰＲやパネル展の実施、市町村等への働

きかけなど、年間を通して啓発活動に取り組ん

できたところであります。今後とも、県民の皆

様に、より親しんでいただくよう、さまざまな

機会を捉えて、その普及に努めてまいりたいと

考えております。

学校では県民歌を教えている○横田照夫議員

んでしょうか。もし教えていないとしたら、ぜ

ひ教えていただき、みんなで歌ってほしいと考

えますが、教育長の考えをお聞かせください。

県民歌は、明るくさ○教育長（飛田 洋君）

わやかなメロディーに乗せて、宮崎のよさ、躍

動感をダイナミックにあらわした曲であり、そ

のよさは誰もが感じていただいているものと思

います。私もぜひ歌ってほしいと願いまして、

実は全ての県立高校に県民歌のＣＤを配付して

活用を促すとともに、高校総体や総合文化祭で

合唱などの取り組みを行っております。また、

多くの小中学校では、宿泊学習において県民歌

を歌っており、そのための事前練習もなされて

おります。また、教える立場にある教職員が

しっかり歌えるように、初任者研修で、「歌詞

を見ないで歌えるようにやりましょう」という

ような声をかけながら、歌唱指導をしていると

ころであります。今後とも、市町村教育委員会

の協力も得ながら、県民歌が児童生徒にとって

身近なものとして浸透するよう、さらなる工夫

をしてまいりたいと考えております。

「隗より始めよ」と言いま○横田照夫議員

す。もし私が来年度、議員として残っておれた

ら、議会開会日にみんなで歌うように努力をし

ていきたいと思います。

次に、島津義弘公の大河ドラマ化についてお

尋ねします。

昨年11月、えびの市に、島津義弘公を主人公

としたＮＨＫ大河ドラマの実現に向けた誘致委

員会が発足しました。島津義弘公は、島津家の

第17代当主で、飯野城などに26年間滞在するな

ど、えびの市にゆかりの深い戦国武将で
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す。2019年に没後400年を迎えるため、同年の大

河ドラマ主人公に義弘公を採用してもらおう

と、鹿児島県姶良市、日置市、湧水町でも既に

誘致委員会が発足しています。私は、佐土原城

の城主だった島津豊久公を主人公とした大河ド

ラマ化の質問をしましたが、義弘公を主人公と

したドラマでもいいと思います。なぜなら、豊

久公は義弘公のおいに当たり、関ヶ原の合戦直

前に、義弘公とともに宮崎県内一円で活躍をし

ています。義弘公が主人公でも、宮崎県内の各

市町村が数多く出てくると思いますし、宮崎県

の観光振興に大いに貢献してくれるものと考え

ます。島津義弘公を題材にした大河ドラマの誘

致について、県として積極的に取り組んでいた

だきたいと思いますが、知事の考えをお聞かせ

ください。

島津義弘公につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、今御紹介ございましたが、「九州の桶狭

間」と呼ばれる木崎原の合戦でありますとか、

大友宗麟を破った耳川の戦いなどで有名な武将

ということであります。また、昨年は、島津義

弘公が飯野城に入城してから450年に当たること

から、えびの市歴史民俗資料館において記念展

が開催されるなど、特に島津氏の中でも本県に

ゆかりの深い人物であると認識をしておりま

す。これまでもＮＨＫに対しましては、本県を

舞台にした大河ドラマなどの制作を、私自身も

含めて機会あるごとに要望活動を行ってきてい

るところであります。また、どのような素材が

選ばれるかは、その時々の時代の要請もあろう

かと思いますが、今後とも粘り強く要望し続け

るという思いで、島津義弘公を初めとする本県

ゆかりの人物、小村寿太郎侯、高木兼寛、石井

十次、さまざまなすばらしい方がいらっしゃる

わけでありまして、働きかけやアピールという

ものを積極的に行ってまいりたいと考えており

ます。

ある人から聞いたんですけ○横田照夫議員

ど、ＮＨＫの番組編成局の人にも、宮崎県の島

津という史実は新鮮に映っているそうです。ま

た、「１年間のロングスパンに耐え得ることの

できる史実を持った戦国武将は、もはや島津氏

しかいない」とも言っておられます。さらに、

豊臣政権や徳川幕府開府にもつながる全国規模

の話題性を持った戦国史跡が、県民の間にすら

発信されずに埋没している現状を大変憂いてお

られます。県民の皆様に宮崎の歴史を知ってい

ただき、関心を持って、まちおこし等にも役立

てていただければと思います。

私の持ち時間はまだちょっと残っていますけ

ど、おおむね12時が近づいてきましたので、以

上をもちまして私の代表質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、自由民主党、黒木正一議員。

〔登壇〕（拍手） 代表質問を○黒木正一議員

行います。代表質問でありますから、中山間地

の問題とかに偏らずに、天下国家のことも語ら

なければいけないと、自分自身に言い聞かせて

きました。しかし、思えば思うほど偏りまし

て、能力と体が言うことを聞きませんでした。

そのことを申し上げまして、質問に入らせてい

ただきます。
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先月の終わり、諸塚村南川という地区で夜神

楽がありました。神楽を見に来る人は、このと

ころ、地元の人より、むしろ都市部からの観客

が多くなっています。寒い夜にもかかわらず、

若い男女を含め、なぜこんな田舎に人が集まる

のかと思います。今、都市でも田舎でも次々と

高齢化している地域の状況。無縁社会と呼ばれ

るように、人だけでなく、自然や伝統ともつな

がりを失っている暮らしの状況。大震災などに

見られた人口集中地域の脆弱性を感じる国土の

状況。温暖化に代表される文明の転換を求めら

れているような地球の状況。そのような中、何

か閉塞感を感じさせ、将来への展望が見通せな

い時代状況の中で、この日ばかりは、神々が舞

い降りて、地球の中心になったような小さな集

落の夜神楽に足が向くのかもしれません。先

日、埼玉県蕨市で記紀編さん1300年記念事業の

一環として、この南川神楽は公演を行っており

ます。

昨年は、増田レポートで人口減少問題が大き

な話題となりました。ことしは、正月から田園

回帰の特集がいろいろ取り上げられました。動

きの主役が20～30歳代の青壮年層で、期待され

た団塊の世代ではないこと。若い女性の割合が

ふえていること。中途半端な田舎から本格的な

田舎へと向かっていること。私も、地元の祭り

とかで、都会から移住した人が当たり前のよう

にいることに驚くことがあります。ついこの前

まで変わり者と呼ばれていた人たちです。私の

住む諸塚村、25年11月から26年10月の１年間の

人口動態で、１人ではありますが、人口が増加

したのです。たまたまＩターン、Ｕターンがあ

り、１年だけのことかもしれませんが、人口増

加など半世紀なかったことで、人口減少が常識

化した中で小さな村の大きな驚きです。人の流

れが、価値観が変わってきているのを感じま

す。知事は政策提案で、宮崎らしい真に豊かな

暮らしを実現するため、その指針となる「豊か

さの指標化」を行うとしていますが、豊かさの

考え方は人によって多様なものがあると思いま

す。どのような豊かさをどのように指標化する

のか伺います。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

人口減少が進み、社会状況が変化する中で、

人々の価値観が多様化をしまして、経済的な豊

かさだけではなく、恵まれた自然の中でのゆっ

たりとした暮らしや、伝統文化、人・地域のき

ずな、安全・安心など、お金にはかえられない

価値が求められていると考えております。

このような中、今回の総合計画の改定に当た

りましては、経済的な豊かさと、お金にはかえ

られない価値が調和をした、新しいゆたかさの

実現に向けまして、長期戦略を見直したところ

であります。今回提案した豊かさの指標化は、

この新しいゆたかさについて、例えば、子育て

のしやすさ、通勤時間の短さといった暮らしや

すさにつながる項目や、家庭での団らんの状

況、文化やスポーツ、自然との触れ合いといっ

た、きずなや心の豊かさにつながる項目など

を、わかりやすい指標でお示ししようというも

のであります。

この日曜日、私は、美郷町に参りまして、

ハーフマラソンを走ってきたところであります

が、この百済の里のロードマラソン、同じ日に

東京マラソンがあって、何万人という方が都市

部を走るマラソン、この魅力もあれば、豊かな

自然の中でゆったりした人情に触れながら、そ
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れぞれの給水ポイントにはキンカンが提供され

ている。これはこれですばらしいスポーツとし

ての触れ合いであり、イベントであるというこ

とを実感したところであります。

こうした指標化をすることによりまして、県

民の皆さんに、本県の持つ価値を見詰め直し、

地域への誇りを育んでいただく機会とするとと

もに、経済的な数値だけでは比較できない本県

の優位性についてもアピールをしていきたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

知事がマラソンで南郷に入っ○黒木正一議員

たときに、私は、西郷村と北郷村の祭りのはし

ごをしておりまして、どこへ行っても、きょう

は知事がマラソンに来ているという話がありま

した。やはりああいう田舎にとりましては、知

事が来ていただけるというのは非常にみんなう

れしいことでありまして、そういう機会を多く

つくっていただきたいと思います。

それでは、地方創生の「小さな拠点」につい

てお伺いをいたします。政府の人口減対策と地

方創生の方針となる長期ビジョンと、2020年ま

での施策を示す総合戦略の最終案が昨年暮れに

示されました。総合戦略では、東京一極集中の

抑止対策として、地方の雇用創出、地方への移

住、若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実

現、時代に合った地域づくりの４点を基本目標

に据え、さまざまな施策に取り組むことになっ

ています。地方創生ブームに終わらせない、息

の長い取り組みにできるかが問われていると思

います。都市のコンパクト化や連携中枢都市圏

という施策があるので、村を捨てて中核都市へ

移れということかと思いましたが、小さな拠点

の形成支援とあります。

昨年７月に打ち出された国土交通省「国土の

グランドデザイン2050」では、全国で5,000カ所

に小さな拠点を整備することが示されました。

これがベースになっているのでしょうが、これ

までの「国土の均衡ある発展」からの転換であ

り、地方の切り捨てにつながると懸念する声も

聞かれましたが、人口減少の続く中山間地域に

おいて今後人口をふやそうとしても、受け皿と

なる集落がなければ不可能で、今のうちに対策

を打たないと手おくれとなり、地域の暮らしを

維持・存続させる「守り」から、若者の移住や

農業の６次産業化による雇用創出など、地域の

活力を生む「攻め」として位置づけられている

のではないかと思いますが、小さな拠点とはど

ういうものか、内田副知事に所感をお伺いしま

す。

小さな拠点は、昨年○副知事（内田欽也君）

７月に策定された「国土のグランドデザイ

ン2050」の基本戦略の一つとして示されたもの

でありまして、集落が散在する地域において、

商店ですとか診療所など、日常生活に不可欠な

施設あるいは地域活動の場を、歩いて動ける範

囲に集めるとともに、この地区と周辺集落等と

を交通や情報のネットワークで結びつけて、地

域全体を守り支えていこうというものでありま

す。

人口減少が進行する中で、生活に必要な質の

高いサービスを効果的・効率的に提供するとと

もに、自然や文化、地域交流といった地域の有

する多様性を維持・発展させていく役割を担う

ものとして、この「小さな拠点」というものを

位置づけているところであります。

本県においては、地域の置かれている状況は

さまざまであることから、市町村とも連携しな

がら、その実態をよく踏まえた上で、地域全体

を守り支える取り組みを展開してまいりたいと

考えております。
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拠点を核にした地域づくりを○黒木正一議員

どうするのか、それを担う人材をどう確保する

のか。地域側の工夫、創意が求められるという

ふうに思いますけれども、国土のグランドデザ

インには、「多様性と連携による国土・地域づ

くり」を掲げております。このグランドデザイ

ンには、国土交通省のコンクリートのイメージ

とは何か違う表現があります。例えば、「多様

性のある地域で暮らす中で、人は地域に愛着を

持ち、そこがふるさとになる。ふるさとが長い

年月を経て、それぞれの文化を育み、人は地域

の文化を呼吸しながら生きていく存在。住みな

れた地域に住み続けたい思いは最も大切にして

いかなければならないものの一つ」と、こうい

う記述がありまして、何か経済優先ではない、

心の豊かさというか優しさが感じられます。

次に、移住対策について伺います。地方創生

総合戦略では、全国移住促進センターを開設

し、地方移住のあっせん件数を１万1,000件とい

う目標を掲げています。知事は政策提案の中

で、移住対策として、本県の魅力、暮らしやす

さ、快適な生活環境などを強力にアピールし、

移住希望者に対するサポート体制を整備し、現

役世代や高齢者の県外からの移住やＵＩターン

などを積極的に支援するとし、４年間で1,000世

帯の目標を掲げていますが、その根拠について

伺います。

なお、相談拠点の整備については、横田議員

の質問にありましたので、省略させていただき

ます。

本県は、合計特殊出生○知事（河野俊嗣君）

率が全国第２位であるなど、自然増の対策に関

しては高いポテンシャルを有している一方で、

大学進学や就職時の若年層を中心に大幅な社会

減となっているところであります。これが本県

の人口減少の大きな要因になっているところで

あります。

このため、雇用の創出などにより転出の抑制

を図るとともに、移住・ＵＩＪターンなどの転

入促進を図ることが大変重要であると考えてお

ります。先ほど御指摘がありましたように、諸

塚などでは「緑の雇用」などのＩターンの方、

また美郷では炭焼きに引かれる方、そして沿岸

部ではサーフィンと、本県ならではの魅力とい

うことで、宮崎に移住してきたい、そのような

ニーズなり需要というのはかなりあるものと感

じておるところでございます。

そのような認識のもとに、政策提案におきま

しては、平成27年度からの４年間で1,000世帯の

移住実現という、かなり思い切った目標、高い

目標を掲げて頑張っていこうとしておるところ

でございまして、このため、拠点整備を初め、

移住・ＵＩＪターン施策を大幅に強化する具体

策について、本日提案した補正予算案に盛り込

んだところでございます。各市町村との連携強

化や情報収集を行いますとともに、就労先を確

保するための県内企業の開拓・マッチングを行

う拠点づくり等をしっかりと進める中で、移住

対策にもしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

島根県にあります中山間地域○黒木正一議員

研究センターの藤山氏によりますと、人口1,000

人の集落で、毎年、４組の家族、30代前半の子

供連れ夫婦で４歳以下の子供が１人、こういう

家族が２組、20歳代前半のカップルが２組、合

計10人の地域外からの流入が生じると仮定する

と、高齢化率は10年後にピークとなり、それ以

降はむしろ低下する。人口減少幅も大幅に緩和

される。つまり、地域人口の１％を毎年取り戻

すことで、人口減少、高齢化、少子化はストッ
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プできると。これを「地域人口１％取り戻し理

論」と言うんだそうです。これは国土のグラン

ドデザインにも活用されておりますけれども、

何組・何人という現実的な数を目標とすること

により、地域の展望が見えてくるのではないか

と思います。

次に、外部人材の活用ということで、地域お

こし協力隊について伺います。地域おこし協力

隊は、主に三大都市圏の住民を過疎に悩む自治

体が受け入れ、任期後の定住につなげるもの

で、定住促進に一定の成果が出始めており、13

年度の調査では、地元企業に勤めたり起業した

りして、任期後も同じ市町村に定住している隊

員は48％、周辺市町村を含めると56％とのこと

であります。

昨年、高知県に行った際に、高知県では、地

域活性化策として、協力隊を１年後には倍にす

る計画で、ちょうど訪問した日に、協力隊員受

け入れ市町村、受け入れていない全市町村も集

合して会議を開くということでありました。国

は、農水省の「田舎で働き隊！」を地域おこし

協力隊に一本化し、2016年までに3,000人と大幅

な増加を目指していますが、本県の隊員数、定

着率、今後の取り組みについて、総合政策部長

にお伺いします。

地域おこし○総合政策部長（橋本憲次郎君）

協力隊は、現時点では、都城市など８市町村

に24名の方がいらしております。また、これま

で県内では９名の方が任期を終了しております

が、現在、３名の方が活動された市町村に定住

されているという状況でございます。地域おこ

し協力隊は、地方創生に取り組む上でも大いに

活用すべき制度であると考えておりますので、

市町村への説明会を行うなど、より一層の導入

促進を図りますとともに、隊員の方々の活動の

活性化及び任期後の定住・定着を図るため、隊

員の方々や受け入れ市町村との意見交換会、研

修会を実施するなど、サポートをしっかりして

まいりたいと考えております。

それでは、受け皿づくりにつ○黒木正一議員

いてお伺いをいたしますけれども、地域おこし

協力隊の任期終了後の働く場がなくて定着がか

なわなかったなど、協力隊を受け入れる自治体

にもいろんな課題があり、国の支援が終わった

後の隊員のリスクを考えると募集できない市町

村もあるということで、定住のためのサポート

体制は重要と思われます。地域おこし協力隊も

でありますけれども、ほかのＵＩターン者のサ

ポート体制も、この田園回帰を単なるブームで

終わらせないためにも重要であると思われま

す。若者の移住で知られる隠岐の島、海士町で

は、過去10年間で452人が移住したものの、150

人は転出、１次産業で稼ぐ基盤がないと定住は

厳しいのが現実と言えます。サポート体制をど

うしていくのか、稲用副知事にお伺いします。

移住者が円滑に地域○副知事（稲用博美君）

に溶け込んで定住していくためには、今お話に

ありましたように、サポート体制が重要である

と考えております。実際に移住された方の中か

らも、当初、挨拶先もわからないという中で、

公民館長さんたちのサポートによって大変助

かったというような声も出ております。また、

日南市におきましては、「日南市移住者の会」

というのが設立されておりまして、移住者同士

の情報交換、そして行政との意見交換の場とも

なっております。このように、移住者、地域住

民、さらには行政が連携して、地域全体で受け

入れ環境をつくっていくことが重要であるとい

うふうに思います。

このため、県といたしましても、暮らしや雇
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用に関するワンストップ窓口を設置しまして、

フォローアップに努めたいと考えております。

また、市町村でもさまざまな取り組みをやって

おります。サポート体制を充実してきておりま

す。例えば、移住者と地域の人の橋渡し役とな

る人を置くとか、あるいは移住者のネットワー

クづくりをする、そういう取り組みがあります

ので、それらの取り組みに対しても支援をして

まいりたいと考えております。

私は、過去に何度か、中山間○黒木正一議員

地域における所得対策として、例えば、現在あ

る林業技術センターに農業部門を併設した中山

間地域振興センターを設けたらどうかという質

問も行いましたけれども、６次産業化への相談

窓口の設置とか、多様なサポート体制が必要と

思います。農水省の「田舎で働き隊！」という

事業がありますけれども、この事業の後に定住

した人へのアンケートを見てみますと、「何が

不満か」という問いに対しまして、６割の方が

「所得に不満だ」と、４割の方が「医療に不満

だ」と、また同じく４割の方が「教育」という

ふうに答えたとありますけれども、この３要素

が定住を続けるために重要ではないかというふ

うに思います。

そこでまず、教育について。小中学校の統廃

合についてお伺いをいたします。昨年、特別委

員会で熊本県多良木町に行きました。多良木町

は人口約１万人。そこにある槻木地区は、ピー

ク時の10分の１、約140人。住民は全員50代以上

で、過半数が70～80代。その集落に福岡県から

集落支援員として家族ぐるみで移り住み、長女

が小学校に入学することから、町は休校してい

た小学校を再開したところでありました。その

槻木地区から30～40代がいなくなった一因

が、28年前の町立中学校の統廃合で、地域唯一

の中学校が20キロ離れた多良木中に統合され、

子育て世代が相次いで槻木を離れた。その結

果、地域に２校あった小学校も休・廃校した。

学校が地域の浮沈を左右したということでしょ

うか。

文部科学省は、小中学校の統廃合の検討を自

治体に促すための手引を提示しています。本県

で基準に該当する学校はどれくらいあるのか伺

います。

学校がなくなると、30代、40代の親世代が地

域から離れかねず、地域の疲弊につながること

が考えられ、少子化が進み、小規模校を抱える

自治体にとって頭の痛い問題です。都会から人

を呼び込もうとしても、子供の教育もままなら

ないところに誰が移住するのか。財務省は、子

供１人当たりの小中学校向けの財政支出が欧米

諸国に比べ高水準にあると指摘、児童生徒数に

対する教員数が25年間で1.4倍にふえた実態もあ

り、人口減少に比べて、学校統廃合や教員数の

削減が進んでいないことから、統廃合の必要性

を示していますが、あくまでも子供の利益を第

一に自治体の判断を尊重すべきと考えます。今

後、県教育委員会としてどのような対応をして

いくのかお伺いします。

国の示した手引に○教育長（飛田 洋君）

は、「適正規模に近づけることの適否を速やか

に検討する必要がある」という目安が出ており

ますが、それは小学校が６学級以下、中学校が

３学級以下であり、これに該当するのは、県内

で小学校が124校、全県下の小学校の約５割で

す。それから、中学校が50校で全体の約４割で

す。この手引では、「各地域が抱える実情等は

さまざまなので、手引の内容の機械的な適用は

適当ではない」とし、「あくまでも市町村にお

ける検討の参考資料として利用することが望ま
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れる」とされております。公立小中学校の統廃

合につきましては、保護者や地域の方々の思い

も十分に踏まえながら、市町村が適切に検討

し、判断されるべきものであります。県としま

しては、今後とも、地域の実情に応じたよりよ

い教育がなされるよう、情報提供とともに、学

校規模に応じた適切な指導がなされるよう支援

をしてまいりたいと考えております。

私たちが多良木町に行ったと○黒木正一議員

きは、ちょうど昨年の夏の高校野球の甲子園の

予選大会の前でありましたけれども、多良木高

校は非常に強力なチームで、もしかしたら甲子

園に行くかもしれないというふうに期待をして

おりましたけれども、ベスト16まで行って優勝

した城北高校に惜敗したようです。先月、熊本

県に行った折に、その多良木高校が高校の再編

成で廃校になるということで、町長以下が熊本

の市内をデモ行進している画面がテレビに映っ

ておりました。こういう小学校、中学校の統廃

合、地域の衰退を見てきた人だからこういうこ

とをするのかなと思って見たところでありまし

た。そのように、学校の統廃合というのは地域

にとって非常に重いことだなと思います。慎重

に進めていただきたいものだなと思います。

次に、僻地出身者で、自宅から高等学校など

への通学が困難な生徒に対する修学支援策につ

いて伺います。まず、本県の奨学資金の貸与状

況はどうなっているのか、返還の状況はどう

なっているのか、教育長にお伺いします。

平成25年度の実績値○教育長（飛田 洋君）

を申し上げますが、貸与者数は4,082名であり、

貸与総額は13億822万6,000円となっておりま

す。返還されるべき額は合計11億2,183万6,000

円で、そのうち約３億円は25年度以前からの滞

納額であります。償還率につきましては、当年

度分が79.6％、過年度、いわゆる以前からの滞

納分が28.8％であります。全体での償還率

は64.1％で、償還金額は７億1,903万2,000円で

あり、滞納額の合計は４億280万4,000円となっ

ております。現在、返還率を高める取り組みを

強化しているところですが、特に課題である従

前からの滞納分につきましては、法的な措置な

どさまざまな対策を講じて、滞納額がふえない

よう縮減を図っているところであります。

未済額が多いのには驚きます○黒木正一議員

し、また、いろいろ話をする中で、この解消の

ために大変な努力をされているという現実がよ

くわかったような気がいたします。地方創生

「みやざきモデル」には、理想とする子供を持

たない理由として、教育に要する経費がその要

因として挙げられており、大学の自宅外通学費

用、特に仕送り費用が大きいことが書かれてい

ます。しかし、高校の自宅外通学のことは、数

が少ないからか、書かれていません。少子化対

策として、子育て、教育に要する経費を社会全

体で分かち合う「こども保険制度」の創設を具

体的対応として国に求めていますが、例えば、

義務教育だから親の経済的負担は少ないかもし

れませんけれども、椎葉村では、70人いる中学

生のうち半数以上の38人は、親元を離れ、寮生

活を送っております。来年度はもっとふえると

いうことでありますけれども、このような現実

があることも国に知ってもらう努力をする必要

があるのではないかなというふうに思います。

例えば、高校に自宅から通学できない地域に

移住した人は、中学校卒業時に大きな経済的負

担に直面します。高校生で一般育英資金貸与人

数は、25年が3,700人でありますけれども、へき

地育英資金を利用している人は218人と少ないの

ですが、奨学金の充実など負担軽減策が必要と
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思いますが、教育長の考えをお伺いします。

高等学校等に進学す○教育長（飛田 洋君）

る子供を持つ僻地在住の保護者等の経済的負担

の軽減のため、県内６カ所に、一般の下宿など

より安価な経費で利用していただける地区生徒

寮を設けております。少子化に伴い、県全体の

高校生数は減少している中ではありますが、地

区生徒寮は10年前と比べて定員をふやしてきて

おります。そういう形で十分な対応ができるよ

う努めているところであります。また、育英資

金では、僻地出身者を対象としたへき地育英資

金において、一般の奨学資金に上乗せした額を

貸与しております。現在、高等学校等就学支援

金制度などにより授業料を支援しているところ

でありますが、さらに今年度からは、低所得世

帯に対しましては、返済を必要としない奨学の

ための給付金制度を設け、授業料以外の教育費

の負担軽減も図っているところでございます。

生徒寮につきましては、今、○黒木正一議員

寮費が月額３万弱だと思います。それから比べ

ると下宿代は非常に高いものですから、助かっ

ております。

学校の統廃合、高等教育における奨学金の充

実を質問いたしましたのは、家族単位での長期

的な移住の場合、家族のライフコースに応じた

課題に対応していかなければならないと思うか

らです。子供の学校の統廃合に向き合うことに

なるかもしれない、また、中学・高校卒業時に

は、進学に伴う費用の負担が課題となります。

その負担は絶望的な壁となる可能性があり、都

市部への逆リターンも考えられ、学費などをよ

り本格的な奨学金で支えるような仕組みが今以

上に充実されなければならないと思ったからで

あります。

次に、移住者が不安、不満と答え、定住に不

可欠なのが、地域医療環境の充実であります。

そこで、非常備消防地域の救急対策について伺

います。現在、非常備消防地域は全国に35町村

あり、そのうち21が離島で、本土には14町村。

ことしの４月に西臼杵３町が常備化されますの

で、残り11カ所となります。そのうち４カ所

は、本県の美郷町、西米良村、椎葉村、諸塚村

です。そのうち、美郷町、椎葉村、諸塚村の東

臼杵南部管内における火災出動件数は、平成24

年度２件ですが、救急出動は344件となっていま

す。人口が減少し、消防団も減っていますが、

問題は、救急救命士などがいない救急搬送体制

です。医師の確保による体制整備はもちろんで

すが、救急業務の常備化などが今、美郷町では

検討されているようでありますが、非常備消防

地域のモデルとなるような救急体制はできない

のか、危機管理統括監にお伺いします。

消防業務に○危機管理統括監（金丸政保君）

つきましては、西臼杵郡の３町で、本年４月１

日に消防本部が新たに設置されまして、常備化

が実現することとなっております。常備化が行

われていない美郷町などの４町村におきまして

は、火災に関する業務は消防団が担い、傷病者

の救急に関する業務は、それぞれの町村におき

まして救急車を所有し、搬送業務をしている状

況にございます。

このようなことから、今後、美郷町が民間の

救急救命士を活用することになれば、これまで

できなかった気道確保や薬剤投与などの救急救

命措置が可能となり、救命率の向上に資するも

のと考えております。一方で、民間の救急救命

士の導入に当たりましては、医療機関との円滑

な連携や訓練の実施方法などの課題もあると考

えられますので、今後、必要に応じ助言を行っ

てまいりたいと考えております。

平成27年２月25日(水)



- 52 -

かわりまして、入札制度につ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。建設業は、企業立地

のない中山間地域における重要な雇用の場であ

り、事業量が減り、雇用力も減少したものの、

なお、その重要性は大きいものがあります。し

かし、国の財政政策の一貫性のないことなどが

建設業界を振り回し、雇用状況は不安定なもの

になっています。公共事業がピーク時の半分以

下になっても、民間事業のほとんどない中山間

地域では、公共事業に依存しているのが実情で

す。ただ、安定的な事業量の確保がなければ、

地域の雇用を支えていくことは容易なことでは

ありません。そのような中で、地域企業育成型

の充実・拡大など、地域企業がさらに受注しや

すい入札制度の取り組みを求める声があります

が、考えを県土整備部長にお伺いします。

建設産業○県土整備部長（大田原宣治君）

は、県内の地域雇用の受け皿として、また災害

対応など地域の守り手として大変重要な産業で

あります。このため県では、従来より入札参加

資格におきまして、小規模な土木一式工事で

は、入札に参加できる地域を土木事務所ごと

の11ブロックとするなど、地域要件を細分化し

てきたところです。また、入札方式につきまし

ては、価格のみの一般競争入札のほか、技術力

や地域貢献度の高い企業が有利となります、地

域企業育成型などの総合評価落札方式に加えま

して、昨年度より、災害対応力の強化の観点か

ら、地域企業の育成・確保を目指して指名競争

入札を試行し、地域の企業が受注しやすい環境

を整えているところです。県としましては、公

平公正で透明性の高い入札制度の構築を念頭

に、今後とも多様な入札方式を併用し、地域の

建設産業の育成に努めてまいりたいと考えてお

ります。

建設投資、業者数が減少する○黒木正一議員

中で、地域維持型契約が来年からスタートしま

すが、その目的についてお伺いします。

災害対応や○県土整備部長（大田原宣治君）

インフラの老朽化対策におきまして重要な役割

を果たす建設産業は、建設投資額がピーク時か

ら大きく減少するなど、依然として厳しい状況

となっております。こうした中、昨年６月に

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、

いわゆる品確法が改正されまして、多様な入札

及び契約の方式として地域維持型契約が示され

ましたことから、本県として、いち早く導入す

ることとしたものです。

この制度につきましては、県内全域を17地区

に分け、道路や河川などの維持管理業務を包括

して発注するもので、社会資本等の適切な維持

管理及び地域における災害対応力の強化が図ら

れまして、ひいては、中長期的な担い手の育成

・確保につながるものと考えております。今

後、来年度の試行内容の検証を行い、さらによ

りよい制度となるよう努めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、大学との連携に○黒木正一議員

よる地域振興についてお伺いをします。昨年、

委員会の調査で、大学地域貢献度ランキングで

３年連続日本一の信州大学に行きました。信州

大学は、文部科学省が具体的な地域課題の解決

にまで踏み込んだ大学の機能強化を支援する

「地（知）の拠点整備事業」、いわゆるＣＯＣ

事業で地域戦略センターを開設し、中山間地域

に特化した課題解決を目指し、地元の自治体や

企業などと連携し、問題解決だけでなく、地域

ブランドの可能性や再生エネルギーの利用促進

などを通して持続モデルの構築を目指すなど、

それ以外でも多岐にわたって地域支援を展開し
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ており、教育効果も大きいという説明でありま

した。

地元宮崎大学も、25年度にＣＯＣ事業の採択

を受け、「食と健康を基軸とした宮崎地域志向

型一貫教育による人材育成事業」として、さま

ざまな取り組みを行っています。ちなみに、地

域貢献度ランキングは、過去２年間20位台でし

たが、2014年は49位となっています。日本経済

新聞社が全国747の国公私立大学を対象に調査し

たものですから、宮崎大学はかなり上位といえ

ます。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で

も、地方に人をふやす重点分野に、地方大学の

活性化が挙げられています。少子高齢化で地方

が疲弊する中、若者を集める機能を持つ大学が

果たすべき役割はますます大きくなると思われ

ます。大学との連携による地域振興策の今後の

取り組みについて、総合政策部長にお伺いしま

す。

県内大学と○総合政策部長（橋本憲次郎君）

地域が連携した取り組みにつきましては、ただ

いま御紹介いただきましたように、宮崎大学が

昨年度、国のＣＯＣ事業の採択を受け、教育・

研究活動等に取り組んでおられるほか、九州保

健福祉大学では、地元企業と医療機器の共同開

発に取り組んでおられるなど、地域の課題解決

のために、学生や大学の研究成果等を積極的に

活用しようとする動きが出てきているところで

ございます。

また、宮崎大学では、将来の地域のリーダー

を養成する「地域資源創成学部」、これは仮称

ではございますが、新学部を来年４月に開設す

る予定でございまして、県内大学と地域が連携

する場面がこれまで以上にふえてくるものと、

大いに期待しているところでございます。

県といたしましても、このような取り組み

が、本県のフードビジネスを初めとする産業振

興、あるいは中山間地域に不足している専門人

材の育成や若者の定着等、地域の活性化に寄与

するものと考えておりますので、市町村や企業

等とも十分に連携しながら、積極的に協力して

まいりたいと考えております。

次に、中山間盛り上げ隊につ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。中山間地域の祭りに

行く機会が多くあります。そこで中山間盛り上

げ隊の活動をよく見かけます。地域の住民と密

着し、そこにいるのが当たり前のように活躍

し、地元の人よりも盛り上がっている隊員がい

るなど、今や地域の行事になくてはならない存

在になっています。ある祭りでは、あした地域

の結婚式があるので、祭りの片づけをしてほし

いといった、大変ずうずうしいような要求をし

ておりました。他県からも注目され、調査にも

来ているようでありますが、これまでの活動状

況、それから、新たに登録する隊員がいるのか

をお伺いします。また、盛り上げ隊をシステム

化し、「宮崎方式」を確立すると知事の政策提

案にはありますが、今後どのような取り組みを

考えているのか、知事にお伺いします。

中山間盛り上げ隊であ○知事（河野俊嗣君）

りますが、昨年度は109回、今年度も１月末の時

点で、昨年度とほぼ同水準の94回実施をされて

おるところであります。63名の新規登録を含む

現在575名の隊員で活動しているところでありま

す。私は、集落のあらゆるニーズに対応する中

山間盛り上げ隊は、自助・共助・公助、また、

民間と行政の協働モデル、または都市住民と農

山漁村の協働という一つの先進事例であるとい

うふうに考えておりまして、この仕組みを社会

的なシステムとして確立し、より広めていくこ

とを宮崎方式と表現したところであります。そ
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のためには、まずは、これまで取り組んできた

ボランティアベースでの活動に加え、企業など

の社会貢献活動と連携をしまして、より多くの

参加者が盛り上げ隊などの共助の仕組みを活用

していただく、そのような仕組みを考えていき

たいと思っておりまして、地域活動への積極的

な参画というものを促進してまいりたいと考え

ております。

全国の状況がどうなっている○黒木正一議員

かよくわかりませんけれども、これは他県が興

味を持って調査に来ているということですか

ら、全国に誇れる宮崎モデルになるのではない

かと期待をしております。

次に、少子化対策についてお伺いをいたしま

す。国の子ども・子育て支援新制度が来年度実

施されるのに伴い、県に策定が義務づけられて

おります支援事業計画「みやざき子ども・子育

て応援プラン」が今議会に提案され、結婚を含

めたライフステージに応じた切れ目のない支援

が掲げられています。本県の合計特殊出生率

は1.72と全国第２位で、「未来みやざき創造プ

ラン」では、2030年に2.07を目指しています

が、若年女性人口の減少や未婚化、晩婚化など

によって出生数は減少傾向にあり、少子化対策

には結婚・出産・子育て環境の充実が求められ

ています。知事も政策提案の中で、切れ目のな

い少子化対策に取り組むとしていますが、実施

に当たっての決意をお伺いします。

私は、子ども・子育て○知事（河野俊嗣君）

支援というものは、大切な一つの未来への投資

だと考えているところでありまして、政策提案

の中で、今御指摘いただきましたように、出会

い・結婚・妊娠・出産・育児というライフス

テージに応じた切れ目のない支援に努めていく

としたところであります。

この提案を具体化する事業として、今回、国

の交付金を活用しまして、出会いから育児まで

の支援をパッケージとして一体的に推進しま

す、みやざき少子化対策総合サポート事業を、

今年度２月追加補正予算の中で提案させていた

だいたところであります。

具体的には、結婚支援としましては、１対１

のお見合い事業というものに取り組むこと、そ

して出産支援としまして、男性不妊・不育症治

療に対する助成を行う。また、子育て支援とし

まして、県下全域で子育て家庭が緊急時に子供

を預けることのできる体制づくりを、それぞれ

盛り込んだところであります。

これらの取り組みによりまして、「未来みや

ざき創造プラン」で掲げております、2030年に

―合計特殊出生率2.07という戦略目標の達成

人口維持に必要な2.07を目指していこうと、こ

れも相当高い目標であると考えておるところで

ありますが を目指して、市町村や関係団体―

等と連携を図りながら、鋭意取り組んでまいり

たいと考えております。

具体的に聞いてまいります○黒木正一議員

が、今、恋愛結婚する人は年間約60万組で、40

年間ほとんど変わっていないんだそうですけれ

ども、見合い結婚をする人が約４万組、これ

は40年間で10分の１に減っているんだそうで

す。若い独身男女を紹介する機能が地域から喪

失しているのではないかということで、この機

能を補完することが自治体に求められているの

ではないかと、日本創成会議の増田さんなんか

は言っております。内閣府の11年の調査により

ますと、都道府県の３分の２、市町村の３分の

１が結婚支援に取り組んでおり、ある県では、

世話焼きおばさん・おじさん復活事業に取り組

んで700人が活動中と。また、ある市では、お結
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び課という課を設置し これは武雄市ではな―

かったかと思うんですが ３名の職員を置く―

など、各地でさまざまな取り組みが行われてお

ります。結婚支援のみやざき結婚サポート事業

の概要について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

この事業は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

「あなたの運命の人を紹介します」をキャッチ

フレーズに、県において会員制のお見合いシス

テムを新たに構築し、１対１のお見合い事業を

実施するものであります。また、この事業を推

進するために、仲人的役割を担い、独身男女の

背中を押していただく「愛結びサポーター」を

養成・確保していくこととしております。結婚

支援対策としましては、従来から、婚活イベン

トを実施する民間団体等に対して支援を行って

いますが、一部の若者などからは、イベントに

はなじめないとか、参加しづらいとの声も伺っ

ているところです。このような中、昨年６月議

会において、議員から、愛媛県の取り組みの紹

介があり、本県でも取り組んだらどうかという

提案もございました。その後、その他の県の取

り組みも含めて調査しましたところ、１対１の

お見合い事業により、大きな成婚実績が上がっ

ている状況もわかりましたことから、今回、同

県などのシステムを参考にしながら、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

と考えているところでございます。

運命の人に多くの人がめぐり○黒木正一議員

会うことを期待したいというふうに思います。

続きまして、出産支援についてお伺いをいた

します。当初予算に不妊治療費助成事業があり

ますけれども、特定不妊治療で生まれる子供の

数はどれぐらいの割合でしょうか。福祉保健部

長にお伺いします。

平成25年８月○福祉保健部長（佐藤健司君）

の厚生労働省の検討会報告書によりますと、体

外受精などの特定不妊治療により出生した子供

の割合は、出生数全体の約３％を占めていると

されております。

３％というのは非常に多いな○黒木正一議員

と、知らなかったものですから、そういう気が

いたします。不妊で悩む夫婦は、特に女性のほ

うが責任を背負っているようなところをよく見

かけますけれども、男性に原因があるのはどれ

くらいですか。また、男性不妊治療費の助成に

ついて追加補正予算に提案されていますが、そ

の概要についてお伺いします。

世界保健機関○福祉保健部長（佐藤健司君）

の調査結果ですが、男性に不妊の原因がある

ケースが５割近くとされております。このた

め、現在実施している女性を対象とした特定不

妊治療費助成事業に加えまして、男性不妊治療

費助成事業として、無精子症などの男性不妊を

対象に、１回当たり最大５万円の治療費助成を

行いたいと考えております。この事業により、

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減とともに、

健やかな妊娠・出産の増加につながるものと考

えております。

続きまして、子育て支援につ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。合計特殊出生率が上

位の自治体は、九州・沖縄の離島に集中してお

り、東京と比べて１人当たり所得が半分以下の

ところです。離島の状況を調査した熊本大学の

徳野先生は、離島における合計特殊出生率の高

さは、わかりやすく言えば、「赤ちゃんの枕元

に100万円積んでも泣きやまないし、ハイテクの

コンピューターをつけても成長しない。赤ちゃ

んを抱っこする手の数の多さが、子供の生み育

てやすさのメルクマールになるということだ」
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と言っております。ほかにもさまざまな要因は

あるかと思いますが、急な出来事が起こったと

きや病気になったとき、周りの誰かが助けてく

れる、地域に子育てをサポートする仕組みがあ

れば安心を生み、子供も生まれる。しかし、地

域にその仕組みが弱くなっている。その支援機

能の充実が必要ではないかというふうに思いま

すけれども、子育てサポート事業の概要につい

て、福祉保健部長にお伺いします。

この事業は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

子育て家庭が、出張や冠婚葬祭などの急な用事

が入った際に、地域に居住する子育てサポー

ターが一時的に子供を預かるという援助の仕組

みを、県下全域において構築したいと考えてい

るものでございます。子供の一時預かり事業に

つきましては、現在、県内において、都市部

の10の市町では、ファミリーサポートセンター

を設置して取り組んでおりますけれども、中山

間地域を初めとするセンターのない市町村にお

いても、一時預かりのニーズに対応する必要が

ありますことから、今般、県において「みやざ

き子育てサポートセンター」を設置し、子供の

預け先に困っている子育て家庭と、県が今後養

成する子育てサポーターとをコーディネートす

る仕組みを設けていきたいと考えております。

それでは次に、女性の活躍・○黒木正一議員

躍進に向けた取り組みについてお伺いします。

安倍内閣は、すべての女性が輝く社会づくりを

推進するとしています。また、知事も政策提案

において、「真に豊かなくらしを実現するため

には女性の視点や感性が不可欠であり、宮崎県

を女性が活躍し、輝いている社会にしたい」と

述べられております。地域が元気であるために

は、女性がその感性と能力を生かし、生き生き

と働くことができる環境の整備が必要であると

考えますが、知事の考え、それに向けて今後ど

のように取り組まれるのかをお伺いします。

私が目指す「くらしの○知事（河野俊嗣君）

豊かさ日本一の宮崎」の実現をしていくために

は、女性がその意欲と能力を生かしながら、社

会で活躍できる環境を整えることが大変重要で

あると考えております。また、宮崎県内、実感

として女性が元気だと。さきに話をしましたマ

ラソン大会にしても、いろんなイベントにして

も、女性が元気なイベントというものは非常に

活気あふれるものになる。また、地域の活力を

感じるところでございます。

県では、今年度、企業向けのフォーラムや女

性向けセミナーを開催し、女性が働きやすい就

業環境の整備に取り組んでいる企業や、自分ら

しく働いている女性を紹介するなど、機運の醸

成を図ってきたところであります。さらに、企

業等において女性が多様な働き方を実践できる

環境づくりを行うために、今後、企業や商工関

係団体などで構成されます、女性の活躍を推進

していくための組織を立ち上げてまいりたいと

考えております。この組織に多くの企業に参加

していただくよう、そして、県内全域でそのよ

うな機運が盛り上がるよう、支援をしてまいり

たいと考えておりますし、また、さまざまな団

体への働きかけ、そういうことで積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、観光行政に関しまして○黒木正一議員

質問をさせていただきます。

まず、「神話のふるさと宮崎観光おもてなし

推進条例」についてであります。本県を訪れる

観光客は、25年度の統計調査では9.2％増加し、

特に宿泊客が15.8％増加しています。また、宮

崎―香港線の国際定期路線の開設が決まり、プ

ロ野球オリックスが宮崎市でキャンプを張るな
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ど、新たな流入人口の増加が見込める明るい話

題が続いております。知事は政策提案の中で

も、県内の延べ宿泊数350万人を掲げ、官民一体

となった観光戦略プロジェクトを立ち上げるな

ど、観光宮崎の再興に強い意欲を示していま

す。東九州自動車道の北九州までの開通、東京

オリンピック・パラリンピックの開催などを見

据え、観光施策に、より戦略的に取り組んでい

く必要があると思いますが、今回提案された

「神話のふるさと宮崎観光おもてなし推進条

例」の制定の狙い、また、宮崎の観光再興に向

け、今後どのような観光施策を展開していくの

か、考えをお伺いします。

地方創生の取り組みが○知事（河野俊嗣君）

いろいろ進められている中で、観光というもの

が、地域経済の活性化や雇用機会の増大に貢献

する、非常に裾野の広い総合産業であるという

ようなことがございます。また今、特に海外か

らの観光客が1,000万人を超えるかどうかと言わ

れていたのが、いつの間にか1,300万人を超す大

変大きな我が国への人の流れ、観光客の流れが

あるわけでありまして、そういう状況の中で、

本県の観光を改めて再興し、活性化させていく

ことは、県政の重要な課題の一つであると考え

ているところであります。

そのため、本県観光振興の基本的な理念や方

針、観光に携わるさまざまな機関の役割など

を、新たに条例として定めることによりまし

て、関係機関が連携し、総合的かつ計画的に観

光の振興に取り組むこととしたところでありま

す。

また、今後の観光施策につきましては、官民

一体となった観光戦略プロジェクトチームを立

ち上げまして、具体的な戦略を企画・実践しま

すとともに、これまでの実績を生かした地方型

ＭＩＣＥ都市みやざきや、一段と進化したス

ポーツの聖地としてのスポーツランドみやざき

の展開、さらには、国際定期便の開設などを踏

まえた外国人の受け入れ環境の改善・強化な

ど、さまざまな取り組みを進めることによっ

て、本県の観光の再興を目指してまいりたいと

考えております。

ことしの５月に、宮崎県にお○黒木正一議員

いて第60回日本身体障害者福祉大会が開催され

ると聞いております。県内外から3,000名近くの

関係者が参加する大会と聞いておりますけれど

も、この大会の概要について福祉保健部長にお

伺いします。

この大会は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

障がい者の自立と社会参加の促進、さらには参

加者相互の交流を目的に、全国の身体障がい者

団体の代表者などが一堂に会するもので、社会

福祉法人日本身体障害者団体連合会と開催県の

身体障害者団体連合会が主催して、毎年度開催

されております。

ことしの大会は、本県では初めて開催される

もので、シーガイアコンベンションセンターを

会場に、５月25日、26日の２日間で行われ、プ

ログラムとしましては、障がい者の自立などに

関する基調講演やシンポジウム、障がい者福祉

の向上に功績のあった功労者の表彰のほか、宮

崎をＰＲするアトラクションなどとなっており

まして、全国から約2,700名の方が参加される予

定であります。県としましては、大会の円滑な

運営が図られますよう、市町村とも連携して支

援を行ってまいりたいと考えております。

実は県外の友人から、バスで○黒木正一議員

宮崎のこの大会に出席すると、ついては宿泊施

設をあっせんしてほしいと。観光案内までして

ほしいということで連絡があったものですか
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ら、少し慌てたんですけれども、どこに案内し

たらいいのか、どこが宿泊が可能なのかという

ことで、県のほうに相談をしたんです。身体障

がい者の大会でありますから、車椅子利用者と

か障がいに配慮した運営が必要と思いますし、

本県では初めての大会ということでもあります

ので、宿泊施設など十分に対応できるだろうか

と。どのように対応が行われるのかお伺いいた

します。

この大会にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

ける宿泊につきましては、各都道府県等の身体

障害者団体連合会が参加者を取りまとめられ

て、事務局である本県の身体障害者団体連合会

に申し込むこととなっておりまして、現在、そ

の手続が進められております。参加される方

個々人の状況を把握するために、申し込みの際

には、車椅子の使用や手話通訳、オストメイト

トイレなど、宿泊に際して配慮が必要な点につ

いて申し出ていただくことにしておりまして、

これらの御要望にも十分留意して宿泊施設の

あっせんが行われることとなっております。

いろいろ話をお聞きして安心○黒木正一議員

したところでありますけれども、外から地域に

人を呼び込むときに、これから伸びが期待でき

るのは、外国人、それから、高齢者、障がい者

ではないかというふうに思います。高齢者や障

がい者にとって快適なまちは、地域の人にとっ

ても快適なまちになるはずでありますし、配慮

の行き届いたハード・ソフトは、地域にとって

の財産として、地域の魅力を高める上でも間違

いなく貢献すると思います。

先月、県立図書館で、県政の重点施策情報発

信事業として、「人にやさしい福祉のまちづく

り展」が行われており、そこで、高齢者や障が

いを抱える人々、その同行者が旅行する際に有

益となる、観光情報やバリアフリー対応情報を

盛り込んだ冊子などの紹介がされておりました

が、本県のおもてなしの目玉の一つとして、高

齢者、障がい者に優しい観光地づくりを掲げた

らと思います。このような取り組みを障がい者

行政の延長として考えないで、観光部局が問題

意識を持って福祉部局と連携して、外からの受

け入れを地域の問題として捉え、取り組む必要

があるのではないかと考え、積極的に取り組ん

ではと思います。観光施設や宿泊施設のバリア

フリー化など、高齢者や障がい者が安心して楽

しめる人に優しい観光地づくりを進めること

は、おもてなしの観点からも、今後の観光施策

の大事なポイントではないかと思いますが、商

工観光労働部長に所見をお伺いします。

障がい者○商工観光労働部長（茂 雄二君）

を初め、全ての方々が安心して観光を楽しむこ

とができる環境の整備は、観光地づくりの面で

も非常に重要な視点であるとともに、新たな観

光需要の掘り起こしにつながるものと考えてお

ります。県としましては、これまでも、障がい

者用の駐車場やトイレ、車椅子で行ける観光地

などの情報提供を行うなどの取り組みを行って

おります。また、「神話のふるさと宮崎観光お

もてなし推進条例（案）」におきましても、観

光振興の基本方針の一つとして、高齢者、障が

い者、外国人を初め、全ての人々が安全かつ快

適に観光を楽しめる環境づくりを推進すること

としております。今後さらに、この条例案の趣

旨を生かしながら、市町村や関係機関等と連携

し、バリアフリーの推進など、人に優しい観光

地づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、障がい者の就労支援に○黒木正一議員

ついて伺います。第４期宮崎県障がい福祉計画
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によりますと、福祉施設の利用者の一般就労移

行を大きく伸ばす目標値を掲げており、企業等

の障がい者雇用に関する理解を深めるために、

企業向けセミナーの開催など、普及啓発に取り

組むほか、障害者就業・生活支援センターによ

る職場開拓や就職相談、職場定着指導、障がい

者の態様に応じたきめ細かな職業訓練等を実施

することになっています。そこで、指定管理者

が導入されている施設の障がい者の就労支援に

ついて伺います。指定管理者選定基準となる地

域貢献項目に、障がい者雇用に対して理解があ

ることや、就労支援が整っているかといった審

査項目がありますが、雇用の状況はどうなって

いるのか、総務部長にお伺いします。

指定管理者の選定○総務部長（成合 修君）

に当たりましては、公の施設の効果的・効率的

な運営を図るため、主に事業計画の内容や管理

運営能力などを重点に審査いたしております

が、公共施設であることから、御質問にありま

した、障がい者の就労支援への対応や環境保全

など、地域への貢献等についても審査基準に加

えているところであります。

その結果を見ますと、多くの指定管理者にお

いて、障がい者の職場実習の受け入れや、障が

い者施設への清掃業務あるいは植栽管理業務の

委託、物品の購入など、障がい者の就労につな

がるような取り組みが行われております。ま

た、公共施設の指定管理業務に限りまして、現

在、５法人で６名の障がい者の方が雇用されて

おります。今後とも、関係部局と連携しなが

ら、指定管理者による障がい者の就労支援につ

いて働きかけてまいりたいと考えております。

公の施設でもあることから、○黒木正一議員

障がい者の就労支援に積極的に働きかけていた

だきますようにお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、林業政策についてお伺いします。

まず、川崎市との連携協定についてでありま

すが、本県は、川崎市との間で昨年11月に連携

協定を結んでおります。昨年１月、宮崎を訪れ

た川崎市の副市長と私は偶然に街で会いまし

て、非常に情熱的で熱心な話に感心したのであ

りますけれども、これまで本県が取り組んでき

た県産材の首都圏出荷に、146万人を擁する政令

指定都市の川崎市を相手に迎えたことで、市場

開拓のチャンスが大きく広がる可能性が出てき

たのではないかと思います。木材の利用促進な

どの検討がまず中心となるようでありますけれ

ども、今後の取り組みについて、環境森林部長

にお伺いします。

川崎市との協○環境森林部長（徳永三夫君）

定における木材分野におきましては、キックオ

フイベントといたしまして、川崎市内において

去る２月７日に、定員を大きく上回る参加のも

と、川崎市と共催でフォーラムを開催したとこ

ろであります。本フォーラムでは、木を使うこ

との大切さや、本県の有する高度な木材利活用

技術について関心を持っていただくとともに、

その後の交流会を通じて、人と人とのつながり

も一層深まったものと考えております。

今後につきましては、まずは、今回のフォー

ラム等で興味を持っていただいた民間企業や団

体の方々を宮崎に招致し、本県のすぐれた技術

に直接触れていただくほか、川崎市と本県が連

携し、川崎市における公共建築物の木造化等に

向けた推進・支援体制を構築していくこととし

ております。このような取り組みを通じまし

て、首都圏における木材需要拡大をさらに促進

してまいりたいと考えております。

今月７日にありました「都市○黒木正一議員
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の森林フォーラム」で、川崎の副市長は、全

国、海外への展開を視野に入れていくというよ

うなコメントをしておりましたが、期待をした

いと思います。

本県の林業を取り巻く状況といいますのは、

中国木材の進出、アジア向け輸出の増加、バイ

オマス発電所建設など、木材需要が大きく増加

しております。輸出を見ましても、特に中国向

けが急増して、農水省は、2020年までに農林水

産物の輸出額を１兆円にふやし、林産物も250億

円に倍増させることを目指していますが、昨

年、163億円に伸びたようで、目標達成も夢では

ないと言われております。山が大きく動き出し

ましたが、本県の伐採面積はどれぐらいです

か。また、植栽未済地の状況はどうなっており

ますか。伐採面積の増加に対応する苗木の生産

拡大が再生産のため必要となりますが、どのよ

うに取り組むのかを部長にお伺いします。

本県では、杉○環境森林部長（徳永三夫君）

の人工林が収穫期を迎えるとともに、議員御指

摘のとおり、大型製材工場や木質バイオマス発

電の稼働等に伴いまして、平成24年度に約1,800

ヘクタールであった伐採面積が、１年後、25年

度には約2,200ヘクタールと約1.2倍の増加と

なっております。この伐採面積の約75％が再造

林されておりますが、伐採後３年を経過しても

植栽されない、いわゆる植栽未済地は、25年度

末、約700ヘクタールとなっております。今後の

伐採面積の増加に対応し、森林資源の維持を

図っていくためには、優良苗木の生産拡大が喫

緊の課題であると認識をしております。このた

め、現在、森林組合など関係団体等と連携を図

りながら、苗木需給調整会議において、流域や

市町村を単位とした採穂園の整備や生産者の新

規参入の促進など、生産拡大に向けた総合的な

対策について検討を進めているところでござい

ます。

新たな需要が出現して、伐採○黒木正一議員

面積も当然ながらふえているわけでありますけ

れども、先人たちが苦労して育てた木材をどう

利用するかも大きな課題ですが、次の世代にど

のような森林資源を育てていくかは、もっと重

要なことと思います。新たな需要で木材価格は

上がりました。しかし、再生産価格かという

と、そうではありません。再造林は補助金に

頼っているのが実情です。そのような中、造林

補助額が削減されるという説明があり、既に地

ごしらえなど植林に向けて仕事をしている現場

では不安が広がっております。補正予算の本県

への配分がなかったことがその理由と聞いてお

りますが、補正の規模でこのような重要な事業

が大きく変動するのでは、安心して働くことは

できませんし、次の世代へ資源を残していくこ

とは難しくなります。このままでは植栽未済地

が大きくふえることも考えられます。予算の確

保、再造林への対応策について部長にお伺いし

ます。

議員御指摘の○環境森林部長（徳永三夫君）

とおり、国の森林整備当初予算が年々減少して

いる中で、先般成立いたしました補正予算にお

いて本県への配分がなかったことから、来年度

の事業実施が大変厳しい状況にあると認識をし

ております。本県の伐採面積は、今後さらに増

加することが予想されます。適切な再造林が行

われない場合、植栽未済地の増加や資源の減少

が懸念されますので、国に対して、安定的な予

算の確保と本県への配分を強く求めているとこ

ろでございます。

一方、再造林につきましては、周年植栽が可

能なコンテナ苗の生産拡大等により、低コスト
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化をさらに推し進めながら、切ったら、すぐ植

える再造林システムの構築に取り組んでまいり

たいと考えております。

今回、地方創生交付金にかか○黒木正一議員

わる追加補正予算が提案されておりますけれど

も、割引旅行券とか宿泊券など、目の前の経済

対策も必要なのかもしれません。ただ、このよ

うな50年、60年かかるかもしれない国土保全に

かかわるような事業にこそ、しっかり取り組ま

なければ、取り返しのつかないことになるので

はないかと思います。国に強く求めていくな

ど、しっかりと予算を確保する必要があるとい

うふうに思います。

先日、森林組合長の方々との意見交換会を行

いましたが、新たな需要の増加など、林業を取

り巻く環境が大きく変わったことから、これま

でとは違ったさまざまな意見が出ました。バイ

オマス発電の原料供給の困難さ、植栽未済地の

増加が予想されることから、再造林の重要性、

苗木の供給体制に加え、バイオマスの原料とし

てのポプラなど早生樹の栽培試験研究、深刻な

人手不足から外国人労働者の雇用など。そして

何より、山元に利益還元できる仕組みづくりが

必要ということでありました。新たな需要の増

加など、今後さまざまな課題が起きることは間

違いないと思いますが、一つ一つ課題を解決し

て、林業を地方創生の主役にしなければなりま

せん。部長は、これまでよく現場に足を運び、

積極的にコミュニケーションを図り、現場の声

を施策に反映してきたと思いますが、今後の本

県林業の発展への思いについてお伺いをいたし

ます。

今、本県の林○環境森林部長（徳永三夫君）

業は新時代を迎えておりまして、これまで経験

していない状況にあるということを行政も感じ

ておりますし、林業関係団体も、それを感じな

がら今、行動を起こしているところでございま

す。その中で、木質バイオマスなど、集材も含

めて経験のないことの産みの苦しさの中で、確

立するために今、知恵を出し合っているという

状況にあると考えております。本県林業の再生

を図るためには、豊富な森林資源を余すことな

く利用して「宝の山」に変えるとともに、森林

資源の再生、若返りを図っていく必要があると

考えております。

現在、木質バイオマス発電所の稼働など、県

内での出口対策の基盤は整いつつありますの

で、今後、林業関係者が一体となって、原木を

安定供給できる体制を構築していくことが必要

であります。そのためには、誇りと希望を持っ

た若い林業技術者を一人でも多く育てることが

大切でありまして、林業青年アカデミーの充実

など、担い手対策に重点的に取り組んでまいり

ます。また、森林整備につきましては、コンテ

ナ苗の生産拡大による森林施業の通年化など、

宮崎モデルとなる林業の構造改革を進めていく

こととしております。今後とも、関係団体等と

連携して、現場に寄り添った施策を着実に実行

し、林業の成長産業化に向けて全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。

それでは、次に移ります。さ○黒木正一議員

きに川崎市との木材利用についてお伺いをいた

しましたが、同じく、川崎市との連携・交流を

図る取り組みについて。

この中に、新しい未来を創造する人づくりが

あります。両地域の強みを生かした修学旅行メ

ニューの提供を行い、相互交流を促進すること

が挙げられております。そこで、かつて、全国

の小学生に農山漁村で宿泊体験をさせる、国の

「子ども農山漁村交流プロジェクト」がありま
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した。本県でも４カ所がモデル地域として受け

入れていたと思います。このプロジェクトは、

総務、文部科学、農林水産の３省が連携して、

農山漁村での宿泊体験を推進し、子供たちの学

ぶ意欲や自立心などを育むことを目指し、大変

な意気込みであったと思います。今はどうなっ

ているのかわかりませんけど。こういうプロ

ジェクトもその一つになるかもしれませんけれ

ども、子供の相互交流や教育旅行など、できる

ところから長続きする連携・交流に取り組んだ

らと思いますが、総合政策部長に考えをお伺い

します。

本県と川崎○総合政策部長（橋本憲次郎君）

市の基本協定では、本県のすぐれた木材利用技

術を生かした取り組みにとどまらず、産業や人

づくりの面まで含めた、幅広い連携を構築する

包括的なものとしたところでございます。その

中で、御指摘ありましたように、次世代を担う

子供たちの育成を掲げたところでございます

が、都市と地方がお互いの地域資源や特性を生

かし合った、将来につながるような交流を図っ

ていく必要があるという認識に基づくものでご

ざいます。

例えば教育旅行につきましては、近年、残念

ながら川崎市からの受け入れ実績はないところ

でございますが、今年度、横浜市の高校生を農

家民泊で受け入れた事例等もございますことか

ら、本協定を契機とした本県での教育旅行受け

入れの可能性等についても、川崎市と意見交換

を行ってまいりたいと考えております。

また、本県の農林水産物を活用した「食育」

または「木育」などの実施や、スポーツや文化

を通じた交流促進など、さまざまな形態による

相互交流の可能性についても、今後、川崎市と

連携を図りつつ、検討を進めてまいりたいと考

えております。

この川崎市との連携・協力の○黒木正一議員

取り組みの一つに、活力や魅力のある産業づく

りというのがありますけれども、川崎市での本

県の観光物産展の開催や、県産果樹を利用した

新しいスイーツの共同開発など、フードビジネ

スの推進とともに、中小企業等の活性化が掲げ

られ、川崎モデルとして知られる中小企業支

援、産学官連携等の取り組みについて、研修な

ど協力を進めると聞いておりますが、川崎モデ

ルとはどういうものか。また今後、中小企業支

援にどう取り組むのか、商工観光労働部長にお

伺いします。

ものづく○商工観光労働部長（茂 雄二君）

りに係るいわゆる川崎モデルにつきましては、

新商品開発や販路開拓などの中小企業の課題等

を十分に把握し、それらの課題等の解決に必要

となるさまざまな専門家で構成された支援チー

ムが、徹底した助言・指導を現場主義で行う取

り組みでありまして、企業等からも高い評価を

受けていると伺っております。県としまして

は、このような川崎市のノウハウ等を、ものづ

くりや販路開拓など、本県の中小企業支援に生

かしたいと考えておりまして、今回の連携協定

の締結を契機として、関係者間で協議等を行い

ながら、本県の実情に応じた専門家チームによ

る指導・助言の手法などを具体的に検討してま

いりたいと考えております。

今回の追加補正予算にも、川○黒木正一議員

崎市との連携・協力を地方創生モデルとして、

全国に先駆けて構築するということがうたわれ

ておりますけれども、連携・協力が進んで、

カーフェリーの川崎航路がまた復活するぐらい

の意気込みで取り組んでいただきたいと思いま

す。
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次に、農林水産業政策についてお伺いしま

す。

現在、日本においては、農業の成長産業化を

目指し、農業の大規模化・法人化、農業分野へ

の企業参入など、いわば農業の企業化が強力に

推進されつつあります。2009年に、農業参入の

規制緩和を訴える経済界の要請を受けて農地法

を改正。それまでは、企業が参入する場合、農

業生産法人を設立するか、地域限定の構造改革

特区で農地を借りて営農するしかなかったもの

が、一定の要件を満たせば、全国どこでも農地

を借りることができるようになりましたが、本

県における企業の参入状況はどうなっているの

か。また、参入推進に当たっての考え方につい

て、農政水産部長にお伺いします。

本県における○農政水産部長（緒方文彦君）

企業の農業参入の状況は、平成26年１月現在

で、県内の建設業や食品製造業などを中心に108

法人で、近年、増加傾向にあります。企業の持

つ物流や販路を活用した農業参入は、地域の雇

用創出に加えまして、ＪＡ等の地域を巻き込ん

だ新品目の導入や産地拡大等へと発展するな

ど、フードビジネスを拡大させる原動力となっ

ております。県といたしましては、参入企業と

地元の生産者、法人、ＪＡ等との連携が重要と

考えておりまして、参入前のきめ細やかなマッ

チング活動から、参入後の経営的なフォロー

アップまで、ソフト・ハード両面からの総合的

な支援を行っております。今後とも、地域農業

と調和した形での発展を基本として、企業参入

を推進してまいりたいと考えております。

本県においても相当数の企業○黒木正一議員

が参入しているようですけれども、先日の新聞

によりますと、鹿児島県のある市がいち早く企

業参入を進めたものの、その後、撤退が相次

ぎ、耕作放棄地が残る状況にあることが報道さ

れていましたが、参入企業のほぼ全てが赤字

で、多くが５年足らずで農業から手を引いたと

報告されておりました。営農が継続できるよう

なフォロー、地域の農業と共存できる発展が望

ましいと思います。

農業の企業化の一方、国連は、昨年を「国際

家族農業年」と定め、家族農業の有する多面的

な価値を高く評価するとともに、各国にその支

援を強く訴えているということですが、その背

景に何があるのか。本県の農業における家族農

業の位置づけについてどう考えるか、お伺いし

ます。

国際連合で○農政水産部長（緒方文彦君）

は、家族農業の多様な活動が、地域の環境と生

物多様性の保全に大きな役割を果たし、食料安

全保障や貧困の撲滅に効果的な対策であること

を広く世界に周知するために、御質問にありま

したように、2014年を「国際家族農業年」に定

めました。本県の農業経営体の67％を占める家

族経営体は、平場から中山間地域まで多様な地

域性を生かした農業生産活動を展開しておりま

して、農業生産のみならず、多面的機能の維持

や地域文化の継承を図る主体として、重要な役

割を果たしております。このため、県といたし

ましては、家族経営体で構成するＪＡの品目部

会や集落営農組織等の組織力、販売力の強化を

図ることを目的といたします、産地経営体構想

を推進してまいりたいと考えております。

国連が家族農業年と定めた背○黒木正一議員

景には、アジア・アフリカなどにおける外国資

本による大規模農業開発が農村のコミュニ

ティーや自然破壊につながったことがあると言

われています。それは、開発途上国のみの問題

ではなく、日本においても考慮されるべきでは
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ないかと思います。家族農業を定義づけるのは

難しいのですが、大小さまざまな農業の存続が

農地の持続可能性には必要ではないかと思いま

す。

次に、漁業についてお伺いします。さきに平

成25年の漁業センサスが発表され、本県の漁業

就業構造が明らかになりました。これによる

と、漁業就業者は、５年前と比較すると、3,360

人から2,677人と大きく減少し、年齢構成を見る

と、60歳以上の割合が５年前の36％から42％に

ふえており、ますます高齢化が進行していま

す。さらに、漁業階層別に漁業経営体数の推移

を見てみると、沿岸漁業層が経営体数で19.5％

の減少、中小漁業層の8.1％に比べ減少が著しい

ことから、経営規模の小さい沿岸漁業の経営環

境がより厳しい状況であると考えられます。家

族単位の小規模な沿岸漁業経営体では、経験に

基づく技術の伝承が行われてきたと思います

が、高齢化や新規就業者の減少によって、これ

までのわざや情報が途切れることも考えられま

す。沿岸漁業について今後どのような対策を進

めていくのか、農政水産部長にお伺いします。

沿岸漁業にお○農政水産部長（緒方文彦君）

いては、漁業者が最適な漁場や操業方法等を総

合的に判断する環境を整えることが、極めて重

要だと考えております。このため、本議会でお

願いしております「沿岸漁業改革モデル創出加

速化事業」におきまして、県が保有する漁業

データを一元化し、漁業者が利用しやすい情報

を提供するとともに、多種多様な沿岸漁業の実

態に即して、多面的に活用できる仕組みを構築

することとしております。これらの基盤により

まして、沿岸漁業の操業効率化と、関係者が連

携した戦略的な漁業改革の施策の充実につなげ

てまいりたいと考えております。

次に、世界農業遺産について○黒木正一議員

お伺いします。国連食糧農業機関は、次世代に

継承すべき重要な伝統農法や農業文化などを有

する地域を認定し、その保全と持続的活用を図

るプロジェクト「世界農業遺産」を2002年から

開始し、世界で31地域が認定され、日本では平

成23年に、新潟県「トキと共生する佐渡の里

山」と石川県「能登の里山里海」が初めて認定

され、現在では全国で５地域が認定されていま

す。昨年、農林水産省は、世界農業遺産の国内

候補の一つに、「高千穂郷・椎葉山の森林保全

管理が生み出す持続的な農林業と伝統文化」の

申請を承認し、現地調査などを経てＦＡＯ国際

会議で審査されると聞いておりますが、今後の

スケジュールと取り組みについて、部長にお伺

いします。

高千穂郷・椎○農政水産部長（緒方文彦君）

葉山地域は、昨年10月に国から世界農業遺産の

国内候補地の承認を受けまして、ことしの１月

に国連食糧農業機関（ＦＡＯ）への申請書を提

出したところでございます。近日中にＦＡＯの

現地調査が行われる予定であり、その後開催さ

れる会議の中で、認定の可否について審議が行

われると聞いております。当地域は、国内選考

において高い評価を受けたところでありまし

て、県といたしましても、今後は、ＦＡＯに対

し、当地域の有する豊かな森林や棚田、焼き畑

などの農林業と神楽に代表される伝統文化など

が、世界的に重要な財産として認められるよ

う、地元と一体となって全力でアピールしてい

きたいと考えております。

高い評価を受けているという○黒木正一議員

ことでありますので、今後、認定されることを

期待したいと思います。

次に、次世代型園芸についてお伺いします。
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平成の蘭学と言われ、次世代型園芸をオランダ

に学べと、多くの関係者がオランダに向かいま

した。オランダは、九州と同じ面積で、米国に

次ぐ世界第２位の農産物輸出国ですが、ＥＵの

中央に位置し、農産物の中継貿易や加工貿易を

支えていること、５億人というＥＵ市場に隣接

し、特に土地利用型農業はドイツ、フランスに

委ね、労働集約型の高収益作物への特化が可能

で、環境制御技術により高い収量を実現してい

ます。2013年、林農林水産大臣のオランダ訪問

を受けて、農水省では、次世代型施設園芸を導

入する事業が予算化され、本県においてはＪＡ

宮崎中央が参加、先端技術と地域エネルギーの

活用と次世代施設園芸拠点の整備を目指すこと

になり、国富町において事業が始まっていま

す。本県にはオランダにまさる太陽の恵みがあ

り、コストのかかる完全制御型ではない、宮崎

らしい次世代型園芸に取り組むべきとの声があ

りますが、本県での進め方について部長にお伺

いします。

本県で進めて○農政水産部長（緒方文彦君）

おります次世代施設園芸団地の取り組みにつき

ましては、主力品目であるキュウリやピーマン

の栽培に適した、低コストで気象災害に強いハ

ウスを整備し、豊富な森林資源を生かした木質

ペレットによる暖房を行うこととしておりま

す。さらに、総合農業試験場で開発したシステ

ムを活用して、ハウス内の温度や炭酸ガスなど

の栽培環境を制御することにより、収量・品質

の向上を図るとともに、ＪＡの研修システムを

活用して施設園芸の担い手を育成するなど、宮

崎の特徴を生かした取り組みを行うこととして

おります。県といたしましては、この取り組み

を県内の他産地に波及させることによりまし

て、将来にわたって、本県施設園芸の維持・発

展を図ってまいりたいと考えております。

こういう取り組みを通じて若○黒木正一議員

い農業者が育つことを期待したいと思います。

続きまして、家畜防疫についてお伺いをいた

します。本県では、昨年12月、延岡市北川町、

宮崎市高岡町の養鶏場で高病原性鳥インフルエ

ンザが発生、２つの農場で合わせて約４万6,000

羽が殺処分、埋却されましたが、県職員を初め

関係者の皆さんの迅速な対応もあり、発生から

早く全域の清浄化が可能となりました。しか

し、東アジア全体で鳥インフルエンザと口蹄疫

の発生が拡大しています。韓国では、昨年７

月、３年３カ月ぶりに口蹄疫が確認され、その

後、拡大。2000年と2010年に日本国内で発生し

たときには韓国でも発生し、関連性が強く、前

回よりさらにウイルスの侵入リスクが高いと言

われており、警戒を強める必要があると思いま

すが、韓国での発生の状況と本県における防疫

対応について、部長にお伺いします。

御質問にあり○農政水産部長（緒方文彦君）

ましたように、韓国においては、昨年７月に３

年３カ月ぶりに発生した口蹄疫が、12月以降、

急速に拡大いたしまして、昨年７月以降、現在

までに107カ所で確認をされております。県とい

たしましては、今回の韓国での発生を受け、緊

急防疫会議を開催いたしますとともに、全ての

畜産農家等への啓発リーフレットの配布や、情

報メール等による的確な情報提供、さらには家

畜防疫員による個別農場指導など、緊張感を

持って対応しているところであります。また、

水際防疫につきましても、宮崎空港、ホテル等

の協力を得まして、徹底した対策を講じている

ところであります。現在、口蹄疫の発生リスク

が非常に高まっている状況にありますので、引

き続き、市町村や関係団体等と連携しながら、
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高い危機意識を持って防疫体制の強化に取り組

んでおります。

しっかりした防疫体制をお願○黒木正一議員

いしたいというふうに思います。

次に、ミラノ万博についてお伺いします。

「地球に食料を、生命にエネルギーを」を

テーマに、５月、イタリア・ミラノで万博が開

催されます。既にいろんな報道がされておりま

すが、自由貿易が大事だとする米国に対し、日

本は、各国農業の多様性を尊重すべきという

メッセージを展示に込めるのだそうです。本県

も９月に出展することになっていますが、何を

テーマに出展するのか。また、出展企業を募集

していましたが、その状況について伺います。

このイベントを契機として、輸出販路の開拓に

向けてはどう取り組むのか、知事にお伺いしま

す。

ミラノ国際博覧会は、○知事（河野俊嗣君）

万博としては初めて「食」をテーマとして開催

されるものでありまして、本県は、９月２日か

ら５日までの４日間、日本館が設置をされるわ

けですが、その中のイベント広場において、

「ようこそ！みやざきの食卓へ」というテーマ

で出展をすることとしております。

具体的には、豊かな自然と技術に育まれた宮

崎の安全・安心、高品質な食材を現地向けにア

レンジした試食を初めとして、神話や文化、観

光地の魅力などにつきまして、神楽をやった

り、剣道の演舞などを行ったり、また、映像に

よって世界にアピールするなど、さまざまな工

夫を凝らそうとしております。また、牛肉や焼

酎、ブリ、茶、乾シイタケなど、ＥＵへの輸出

実績や可能性がある県内10の食品メーカーなど

が出展をする予定としております。

また、今回のミラノ万博は、単なる４日間の

出展にとどまらないようにするということで、

ＥＵ市場への輸出拡大の契機と捉えておるとこ

ろでありまして、輸出を目指す企業を育成する

セミナーをことし１月から開催しておりますほ

か、万博終了後には、ドイツで世界最大規模の

「食」の商談会が行われるということであり、

これにも出展を予定しております。県内から

は17の企業が参加をするということでございま

す。この17の企業のうち、新たにＥＵへの輸出

にチャレンジしようという会社が９社ほどある

ということでございまして、いろんな機運の高

まりも見られるところでございます。

引き続き、県産品の輸出につきましては、東

アジアでの販路拡大を図りますとともに、今後

は、宮崎牛の輸出が好調なアメリカ市場などを

初めとして、今回のミラノ万博出展を契機とし

たＥＵなど新たな市場もターゲットとして、東

アジアにとどまらず、「みやざきグローバル戦

略」というものを策定しまして、積極的な販路

拡大に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

４日間で終わらせない、そこ○黒木正一議員

が大事なのではないかなと思います。ミラノの

教会にはレオナルド・ダ・ビンチの壁画「最後

の晩餐」があるそうですけれども、万博での出

展が最後の晩さんにならぬように、県産品の輸

出拡大のきっかけとなるような取り組みをお願

いしたいと思います。

次に、日本一の読書県づくりについてお伺い

をいたします。

本年度、県立図書館の資料整備費が全国最低

レベルに削減され、話題になったことは、県立

図書館の役割を考えるきっかけとなりました。

新年度当初予算では一転して、「日本一の読書

県」を目指した読書環境の整備を掲げ、県民の
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読書を支える図書館づくり事業として、県立図

書館の充実に取り組むこととなっています。そ

こには、遠隔地など、県立図書館を身近に利用

することが困難な県民の読書環境などを向上さ

せることが言われていますが、県立図書館に直

接来館する人への貸出数の地域別割合を伺いま

す。また、マイラインサービスや巡回文庫の利

用状況についても、教育長にお伺いします。

平成25年度の実績値○教育長（飛田 洋君）

で申し上げます。まず、来館された方への貸出

冊数の割合でございますが、宮崎市在住の方へ

の貸し出しが91.8％、東諸県郡、西都市、児湯

郡が4.8％、その他の市町村が3.4％となってお

ります。２番目に、市町村の図書館等を経由し

た貸し出しである、先ほどおっしゃったマイラ

インというサービスなんですが、この貸し出し

ました冊数は年間4,600冊ありまして、このうち

の約94％が宮崎市以外の方に御利用いただいて

おります。それから、３番目が、移動図書館車

「やまびこ号」による貸し出しでありますが、

僻地の学校や特別支援学校、図書館のない市町

村を計画的に巡回し、貸し出しました冊数が年

間約４万3,000冊であります。このうちの92％が

宮崎市以外で御利用いただいております。

当然のことながら、直接利用○黒木正一議員

は宮崎市近辺が圧倒的に多いわけであります。

県立図書館の近くのそば屋さんの壁に幕が掲げ

てありまして、「本を手に、心の旅に出かけよ

う」というスローガンが掲げられておりまし

て、その下に、「読書の村西米良村 米良のあ

さよむ村民運動 毎月27日は「あさよむの

日」」と書いてあるんです。西米良村は、マイ

ライン制度や巡回文庫などのサービスを活用す

るほか、村独自の移動図書館車「あさよむ号」

を導入するなど、県立図書館を有効に活用して

いるようですが、遠隔地など、身近に利用する

ことが困難な県民へ広く図書館の利用を図るた

め、今後どのような取り組みを考えているの

か、教育長にお伺いします。

現在、マイライン○教育長（飛田 洋君）

サービスや「やまびこ号」による巡回訪問な

ど、遠隔地の方にも県立図書館を御利用いただ

いているところでありますが、県民の方々か

ら、もっと早く本を届けてほしいとか、訪問の

回数をふやしてほしいなどの要望をいただいて

おります。そのようなことを踏まえまして、今

後、市町村とより一層連携をして、配送方法の

工夫による、より利便性の高い、本を届けるよ

うな流通システムの構築を調査・研究してまい

りたいと考えております。このほか、探してい

る本や情報を速く正確に御案内できるなど、よ

り質の高いサービスを提供できるよう、県立図

書館だけではなくて、県内の市町村の図書館等

の職員を対象とした研修を県で行い、職員の能

力向上を図っているところでございます。

私も、県議会議員になって初○黒木正一議員

めて県立図書館に行きました。そこで、宮崎市

の人はうらやましいなと思ったものでしたけれ

ども、できるだけ県内全体の人が利用できるよ

うな仕組みを構築していただきたいと思いま

す。

現在、本を取り巻く状況は大きく変化してお

ります。2000年の全国の公立図書館数2,639館か

ら、2013年には3,248館と約600館も増加。一

方、町の本屋は12年間で7,000軒潰れ、2014年に

は１万4,000軒を切り、図書館の貸出冊数が書籍

販売冊数を上回り、出版者にとって厳しい状況

で、少子化、活字離れ、ネット書店の拡大な

ど、かつて世界有数の「本を読む国民の国」と

言われた日本が、今では、「活字離れ」どころ
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か「活字危機」の様相で、出版業界は公立図書

館を目のかたきにし、本屋文化はアマゾンとの

戦い。文化庁の調査「国語に関する世論調査」

によると、「１カ月に本を１冊も読まない」と

答えた人が47.5％、10年前より10ポイントふえ

ている状況と言われています。このような中、

本県は、日本一の読書県づくりに向けてどのよ

うに取り組んでいくのか、知事に伺います。

これまで本県では、読○知事（河野俊嗣君）

書を奨励するために、学校における一斉読書の

推進でありますとか、家族で読書に親しむ「う

ちどく」の推奨、また、地域における読み聞か

せボランティアの育成などに取り組んできたと

ころであります。変化の激しい現代社会に対応

するためには、みずから学び、考え、そして行

動していく人財を育成することが大変重要であ

ります。そのような観点において、読書という

ものが大事なツールであるとともに、豊かな人

生を送る上でも欠くことのできないものであろ

うと考えております。先ほど口蹄疫の御議論が

あって思ったんですが、消毒だとか防疫という

ものが特別なものではなしに、畜産経営をする

上での標準装備とすべきではないかということ

を考えておるわけです。読書はある意味、人生

を送っていく上での標準装備であって、習慣づ

けること。好きだ嫌いだとか、趣味だとかいう

ものを超えて、習慣づけていくことが非常に重

要なのではないかと考えておるところでありま

すし、宮崎の未来を担う人財を育成していく上

でも、その習慣づけをより強化していくことは

大変重要であろうと考えております。そのよう

な思いでもって、日本一の読書県を目指そうと

いうことを提言したところであります。今後、

県民の誰もが読書に親しむような日本一の読書

県を目指し、県と市町村が連携を深めながら、

全県的な取り組みを積極的に進めてまいりたい

と考えております。

もう一点、日本一づくりにつ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。

健康長寿日本一についてであります。知事の

政策提案の中にありますが、病気や介護予防の

促進と健康寿命を延ばすことは、社会保障費の

抑制や生涯を通じた満足度の向上につながり、

非常に重要なことと思います。昨年、常任委員

会で長野県の取り組みを調査に行きました。長

野県は、健康長寿世界一の実現を目指し、住み

なれた環境でできるだけ長く健康で過ごせるよ

う、関係者一丸となって施策に取り組んでいる

ということでした。長野県が世界でトップレベ

ルの健康長寿である要因として、１番目に、高

齢者の就業率が全国１位で、生きがいを持って

生活していること。特に総農家戸数が全国１位

であること。２番目に、野菜の摂取量が１位で

あること。３番目に、保健指導員が県下ほぼ全

域で活動するなど、健康ボランティアによる自

主的な健康づくりへの取り組みが活発なこと。

４番目が、人口当たりの保健師数が１位で、地

域の保健医療活動が活発なことがあるという説

明でありました。

高齢期にできるだけ人の助けをかりずに生活

できる期間を延ばすことが、重要課題として、

国家再興戦略など国の基本的な方針にまで取り

入れられております。例えば、2020年までに国

民の健康寿命を１歳以上延ばすことが大きな目

標の一つとなっています。しかし、平均寿命

が80歳を超え、今後90歳まで延びていくような

状況で、健康寿命を１歳以上も延ばすことは至

難のわざと言う人もいます。晩年を迎えてから

の心身の機能低下は、どんな努力をしてもいか

んともしがたい。その覚悟も必要だということ
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でしょうか。

しかし、厚生労働省の推計では、健康寿命を

長くして介護が必要な人を減らすと、10年間に

５兆円から２兆円程度の医療・介護費用が節減

できるとしています。長野県が健康長寿世界一

を目指していますから、宮崎県が日本一になる

ことは世界一になることです。どのように取り

組むのか、知事に伺います。

県民意識調査 平○知事（河野俊嗣君） ―

成25年度に実施したものでありますが によ―

りますと、「豊かさとは何ですか」という問い

に対して最も回答数が多かったのは、「心身の

健康」でありました。私自身も、「健康」は、

豊かな暮らしを送る上で最も重要な要素の一つ

であると考えておるところであります。このた

め、県民の健康づくりの基本指針であります

「健康みやざき行動計画21」に基づきまして、

例えば、野菜を１日100グラムプラスする、運動

を１日10分間プラスするなど、生活習慣を見直

して、県民一人一人が目標を持って取り組める

ような事業というものを積極的に進めてまいり

たいと考えております。また、がん検診受診率

が向上するための環境整備に取り組むことによ

りまして、早期発見に結びつけていきたいと考

えております。本県の健康寿命 これは、健―

康上の問題で日常生活が制限されることなく生

活できる期間のことを「健康寿命」と言うわけ

でありますが 平成22年現在で、男性が全―

国11位、女性が８位であるわけであります。先

ほどの健康に向けたさまざまな取り組みという

ものをより一層推進することにより、また、県

民全体としてそういう目標を掲げて取り組む機

運を高めていくことで健康寿命を延ばしていく

ことにより、健康長寿日本一を目指してまいり

たいと考えております。

長野県が健康長寿世界一を目○黒木正一議員

指して、健康長寿であるということの原因の一

つが、農家戸数が全国１位であるというような

ことを言われておりましたけれども、そういう

こともありまして、高齢者農業についてお伺い

したいと思います。全国の農業者の平均年齢

は66歳ということでありますから、高齢者のた

めの農業対策について聞くのもおかしいような

気がいたしますけれども、県内における高齢者

の就業者数、業種別では農業の占める割合が高

いのでお伺いします。まず、高齢者の組織離れ

が進んでいると聞きますけれども、老人クラブ

の加入状況、減少している理由について、福祉

保健部長にお伺いします。

老人クラブ○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、環境美化活動やひとり暮らし高齢者に対す

る友愛訪問を初め、地域文化伝承や子供の見守

りなどのさまざまな活動を通じて、高齢者の生

きがいづくりや地域社会づくりに貢献する団体

として活動していただいております。本県にお

きましては、全市町村に老人クラブがあり、60

歳以上の人口に対する加入率につきましては、

平成21年には17.7％でありましたが、26年に

は12.5％に低下しております。

お尋ねの加入率低下の理由でありますが、加

入対象年齢の60歳を超えても現役で働いたり、

ボランティアや趣味のサークルで活動するな

ど、ライフスタイルの変化が影響しているもの

と考えております。

26年の加入率が12.5％という○黒木正一議員

ことで、加入率が低いと言おうと思ったんです

が、考えてみましたら、私も老人クラブの有資

格者であるというのを初めて知りまして、

ちょっとがっかりしたんですけれども。そうい

うことで、加入率が低いのも何かうなずけるよ
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うな気がしたところであります。

この前、老人クラブの役員の方から、老人ク

ラブはもともと、社会貢献、地域振興のために

できた団体であるという話を聞きましたけれど

も、元気な高齢者が、その経験、知恵を生かし

て活躍できる環境をつくることは、健康長寿社

会づくりを推進することにもなると思います。

高齢者保健福祉計画には、高齢者が生涯現役で

農業に従事できるよう、高齢者の豊かな経験や

技術を生かした農業生産活動や集落営農活動へ

の参画を促進するとともに、高齢化に対応した

生産技術の開発や、営農を補完する作業支援体

制などについて充実を図ること、定年帰農者が

営農しやすい環境づくりや多様な経験が生かせ

る能力発揮の場づくりをするとありますけれど

も、どのように進めるのか、農政水産部長にお

伺いします。

農業従事者の○農政水産部長（緒方文彦君）

減少が進んでいる中で、儲かる農業や活力ある

農村を実現していくためには、新たな担い手を

育成する一方で、引き続き、高齢者の豊富な経

験を生かすための取り組みを進めていく必要が

あると考えております。このため、県といたし

ましては、農作業受託組織やコントラクター組

織の育成を通じた高齢農業者の営農を補完する

作業支援体制や分業体制の充実強化、集落営農

法人等の育成と営農活動への参画促進、さらに

は、地場産品の加工や直売、グリーンツーリズ

ムの推進を通じた都市住民との交流による生き

がいづくりなどによりまして、高齢者が生涯現

役で働ける環境づくりと技術の継承を進めてま

いりたいと考えております。

次に、話題を変えまして、県○黒木正一議員

土美化条例について知事にお伺いをいたしま

す。

知事は政策提案の中で、全国に先駆けてでき

た沿道修景美化条例を発展的に継承し、河川、

海岸等を含めた新たな県土美化条例を制定、

「美しい宮崎」づくりを強力に推進すると言わ

れております。本県は、沿道修景美化条例に基

づいた沿道修景を一つの目玉にした観光立県で

す。しかし、造園緑地協会から、沿道修景地や

道路沿線等の除草や維持管理の施工回数をふや

すための予算確保を求める要望が毎年あるよう

に、現状は、沿道修景の十分な維持管理がなさ

れているとは思えません。スポーツランドみや

ざきも定着し、現在、多くのスポーツ合宿が行

われていますが、一年を通して花のある「美し

い宮崎」づくりにさらに磨きをかけるべきと考

えますが、県土美化条例について考えをお伺い

します。

御指摘の昭和44年に制○知事（河野俊嗣君）

定をされました宮崎県沿道修景美化条例であり

ますが、豊かな自然を生かした美しい県土づく

りに、全国に先駆けて取り組みが進められてき

たものであります。その先見性や高い志、大変

すばらしいものがあると、先人の努力に敬意を

表するものであります。その後、景観に関する

全国的な機運の高まりから、平成16年に国が景

観法を制定したことを受け、本県も宮崎県景観

形成基本方針を策定しまして、自然景観に加え

まして、都市景観や農山漁村景観、あるいは歴

史的、文化的な景観などの保全・創出に、県民

の皆様との協働のもとに取り組んできたところ

であります。その結果、ことし３月には、全国

２番目の早さということでありますが、県内全

ての市町村が、地域の特色ある景観を生かした

地域づくりに主体的に取り組むという景観行政

団体へと移行する予定となっております。

このような、地域の景観に愛着や誇りを持っ
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て、美しい県土を守り育てていくという風土

は、先人の皆様が長い年月をかけて築き上げて

きた財産であるというふうに考えております。

本県における暮らしの豊かさというものを守

り、そしてさらに磨いていくためにも、また、

おもてなしの精神で観光の振興などに結びつけ

ていく上でも、今後は、これをさらに発展・継

承させていくことが大事であるというふうに考

えておりまして、市町村、関係団体とも連携を

しながら、新たな県土美化条例の制定に向けた

検討を進めるなど、「美しい宮崎」づくりとい

うものを進めてまいりたいと考えております。

次に、魚道の問題についてお○黒木正一議員

伺いいたします。今の時代は、自然環境にもっ

と目を向け、河川においては魚類などの生息環

境をよくするという、新たな視点での取り組み

が求められています。河川において自然環境へ

の影響が最も大きいのは、ダムと言われていま

す。県内のダムの魚道の設置状況についてお伺

いします。

本県は、水力発電のメッカと言われるくらい

多くのダムがあり、中でも耳川水系には８つの

発電用ダムと発電所がありますが、８つのダム

のうち、魚道が設置されているのは２つだけ

で、最も下流の大内原ダムには設置されていま

せん。このため、河川の自然の流れが遮断さ

れ、魚類の遡上が阻害されており、河川環境の

保全及び水生動物の生息に少なからぬ影響を与

えています。環境対策が重要視されている現代

社会において、生態系に配慮した自然の流れを

よみがえらせるとともに、魚道設置が実現する

と、上流側ダムに設置されている魚道の機能が

生かされ、魚族の遡上が可能となる範囲が大き

くなることから、大内原ダムの魚道設置の効果

は非常に大きいものがあると思います。いろい

ろと経緯もあることは聞いておりますけれど

も、ダムが完成して60年近くになります。九電

の資料では、最新の知見や地域の意見、過去の

経緯及び総合土砂管理に関する技術検討会の議

論などを踏まえ、検討していくとありますが、

河川管理者である県の立場において、新たな視

点に立ち、対応策の取り組みができないか、県

土整備部長にお伺いします。

大内原ダム○県土整備部長（大田原宣治君）

は、九州電力により昭和31年に建設されたもの

で、上流の山須原ダムや西郷ダムとは異なりま

して、ダム直下に発電施設があり、魚道の設置

が技術的に困難なため、地元漁協との間で補償

契約が結ばれていると聞いております。このた

め、新たに魚道を設置することにつきまして

は、まずは、施設管理者である九州電力の理解

を得ることが必要となりますが、これまでの経

緯を踏まえますと、技術面などの解決すべき課

題もあり、また、流域の関係者におきまして、

さまざまな御意見があると伺っております。こ

のような中、平成24年に、流域の市町村、漁業

団体及び九州電力で構成される「耳川の環境保

全を考える会」が設置され、耳川の課題や将来

の姿について検討されておりますので、県とい

たしましては、この会を通じて、必要な助言を

行ってまいりたいと考えております。

県内には48ダムがあって、そ○黒木正一議員

のうち魚道が設置されているダムは４つという

ふうに聞いておりまして、非常に少ない状況で

あります。絶滅危惧種の日本ウナギに関する特

集記事が新聞に連載されておりますけれども、

河川をどこまでもさかのぼり、何年も川で暮ら

してから再び産卵のために川を下る、そんなウ

ナギの長い旅を、ダムや発電所が中断させてい

る状況であります。ウナギなど魚族のための迂
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回路である魚道が重要ではないかと思います。

次に、火山対策についてお伺いします。

昨年９月27日、御嶽山の噴火は、死者57人、

行方不明の可能性６人、戦後最大の犠牲者が出

る噴火となりました。世界に約1,400ある活火山

のうち110が集中する火山国日本。気象庁が24時

間体制で監視を続ける活火山は47ありますが、

そのうち、具体的な避難計画が策定されている

火山は数山に過ぎず、大規模な火山噴火は、経

済活動や国民生活に深刻な打撃を与える広域被

害につながり、国と自治体、地域住民が密接に

連携した対応策が求められます。富士山や阿蘇

山など30火山では５段階の噴火警戒レベルが適

用されており、避難が必要な５から特別な行動

を求めない１まであり、御嶽山は１であったこ

とから、火山と向き合うことの厳しさと難しさ

を改めて浮き彫りにしました。御嶽山は噴火で

３に引き上げられましたが、九州には、レベル

３の桜島や、2011年に300年ぶりに噴火した新燃

岳、1991年に火砕流が発生し43人が亡くなった

雲仙普賢岳など、活発な火山があります。新燃

岳は現在、火口周辺規制の２の状況が続いてい

ます。また、昨年10月に、霧島山えびの高原の

硫黄山周辺に火口周辺警報が発表されました。

観測体制はどうなっているのか、また、えびの

高原の避難体制はどうなっているのかを、危機

管理統括監にお伺いします。

霧島山の火○危機管理統括監（金丸政保君）

山観測体制につきましては、気象庁を中心に段

階的に整備されてきており、特に硫黄山周辺に

つきましては、昨年10月24日の火口周辺警報の

発表以降、地震計の追加や監視カメラの設置が

行われております。県におきましても、昨年11

月に監視カメラを設置いたしまして、硫黄山を

常時監視できる体制をとっております。また、

えびの高原の避難対策につきましては、県やえ

びの市などの関係機関が連携して、立ち入り禁

止看板の設置、注意喚起のためのチラシの配

布、スピーカーの増設を行うなど、対策を強化

しております。さらに、えびの市とえびの高原

の自主防災組織が、噴火等に対する対応マニュ

アルを作成いたしまして、それをもとに、本年

１月には避難訓練を実施したところでございま

す。

次に、降灰対策についてお伺○黒木正一議員

いします。阿蘇山が昨年、活発化し、噴煙が本

県にも到達しています。農作物への影響が心配

されますが、現状とその対策について、農政水

産部長にお伺いします。

阿蘇山の噴火○農政水産部長（緒方文彦君）

に対しましては、直ちに降灰量や被害状況の調

査を開始いたしまして、降灰防止対策が国の支

援対象となるよう必要な手続を進めているとこ

ろでありますが、今後、栽培・収穫される品目

もふえますことから、影響が拡大することを懸

念いたしております。県といたしましては、火

山活動の長期化が予想されますことから、「宮

崎県活動火山周辺地域防災営農施設整備計画」

に阿蘇山を含めるなど、早急な見直しを進めま

すとともに、さらに被害が拡大する場合には、

新燃岳の場合と同様に、国の緊急営農対策事業

の実施を、関係機関とも連携しながら要請する

など、農家の方々の生産意欲を支えるため、万

全の対策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

次に、警察の危機対応力につ○黒木正一議員

いてお伺いします。阪神・淡路大震災から20年

が経過しました。あのとき警察は、発表された

数字によると、3,500人近くの生存救出をしてい

ます。生存救出される人の大部分は災害発生当
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日と言われ、被災現場近くに密度高く居合わせ

る公助機関である警察は、多くの人を救助する

ことができたと言われています。また、東日本

大震災においても4,000人近くの人を救出してい

ますが、一方で、30人の警察官が犠牲になりま

した。人を助けようとして津波にのまれたケー

スが多いということですが、東北３県で58の警

察署、247の交番・駐在所が津波に洗われていま

す。地域に密着した宿命なのかもしれません。

そこで、住民の最も身近な公助機関と言える

警察の災害対応用装備資機材の整備状況はどう

なっているのか、また、訓練などはどうされて

いるのか、警察本部長にお伺いします。

災害発生時にい○警察本部長（坂口拓也君）

ち早く現場に駆けつけることになる県内各警察

署には、救出救助用資機材としてチェーンソー

やエンジンカッター、照明用資機材として投光

器、発動発電機、避難誘導用資機材として拡声

器等を整備しております。さらに、平成26年か

ら３カ年計画で、南海トラフ巨大地震等災害対

策強化事業を進めており、エアージャッキや救

命ボートなどの災害対策用装備資機材のさらな

る充実・整備を図っております。また、これら

の装備資機材を有効に活用するため、定期的に

装備資機材を使用した救出救助訓練や避難誘導

訓練などを実施しているところでございます。

次に、病院局長にお伺いしま○黒木正一議員

す。

県立延岡病院は、県北地域における高度医療

や救急医療を提供する中核病院として、また、

地域完結型医療の提供を目指す地域医療支援病

院として、県北地域医療のまさに最後のとりで

であります。また、県北にある大型の病院は、

そのほとんどが太平洋の波の音が聞こえるよう

な場所にあり、大規模災害時における医療供給

体制の充実が延岡病院には特に求められます。

診療科によっては医師が１人のため、患者から

医師の健康を気遣う声があるなど、医師の確保

による職場環境の整備が必要と思いますが、延

岡病院の体制強化をどう図っていくのか、病院

局長にお伺いします。

県立延岡病院は、○病院局長（渡邊亮一君）

高度・急性期医療や救急医療の提供など、県北

地域の中核病院として重要な役割を担っており

ますが、神経内科など一部の診療科で休診が続

いているほか、医師数が充足していない診療科

があるなど、厳しい状況が続いております。こ

のため、引き続き、大学への積極的な医師派遣

要請により休診科の解消等に努めるほか、研修

医の確保等によりまして、救急医療提供体制の

充実にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。また、地域医療支援病院として、紹介率・

逆紹介率の向上など、地域の医療機関とのさら

なる連携を図りまして、地域完結型の医療を提

供するための中核病院として、その機能強化に

努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

時間が参りました。延岡病院○黒木正一議員

では、患者さんから、お医者さんの心配とか健

康を気遣う声があります。どうか体制強化をよ

ろしくお願いいたします。

以上で質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会
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