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平 成 2 7 年 ６ 月 1 7 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 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 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

公務出張 39番 中 野 明 （宮崎県議会自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
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 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

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

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

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 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

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 森 本 征 明
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の清山知憲です。

第18回宮崎県議会議員選挙が終わって最初の

一般質問でございます。４年ぶりの選挙で、県

民の皆様の姿や声に直接触れ、改めて県政を預

かる者としての責任の重さを痛感したところで

ございます。真摯に県勢発展のため、議員とし

ての務めを果たしてまいりたいと、思いを新た

にしたところでございます。

さて、本議会で提出されております補正予算

案は、いわゆる肉付け予算として、知事が先般

の知事選挙で訴えてこられた政策提案の中身を

実現するような内容となっております。その政

策提案の中、数えてみたら「日本一」という言

葉が24回出てくるんですけれども、その中で

も、子育て環境日本一、そして日本一の読書県

を目指すとされている点について後の質問で触

れながら、順次通告に従い質問してまいりま

す。

まずは、先般の知事選挙、投票率が44.7％。

我々の県議選では無投票の選挙区も多く、投票

率としては42.5％と史上最低を記録して、県民

の皆さんの県政に対する関心の低さがうかがえ

たところでございます。

また、本議会で提出されておりますアクショ

ンプラン、県の計画に対しても、県民の意見を

１カ月募集したところ、寄せられた意見はたっ

た１人からという、非常に寂しい状況でござい

ました。こうした状況について知事はどのよう

に捉え、今後どのように県政運営に臨んでいか

れるのかお伺いし、以下、質問者席よりお伺い

してまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

県民の皆様に、まずは県政への関心を持って

いただくこと、よいも悪いも含めて、まず関心

を持っていただくことが大変重要なことであろ

うかと考えております。私の信条の基本にあり

ます「対話と協働」による県政の運営や、わか

りやすい県政を推進する観点からも、極めて重

要なことであると考えております。

御指摘のとおり、知事選、県議選は、県民が

県政運営のかじ取り役や、県政のさらなる発展

を託す県民の代表を直接選択できます重要な機

会であるということ、また、パブリックコメン

トについては、県政の今後の基本的な方針につ

いて直接意見を出せる貴重な機会でありますこ

とから、その投票率の低下や意見の少なさにつ

いては、残念に思っているところであります。

特に投票率に関しましては、それぞれの権利を

放棄している、それがどのような社会のあり方

に通じていくのか、大変危険な思いを抱いてお

るところでございます。県民の皆様が県政に関

心を持ち、県政に協力をいただくためには、ま

ずは私自身、県づくりへの道筋をしっかりとお

示ししていくこと、そして、知事として県とし

ての考え方を、さまざまな機会を通じて県民の

皆様に適時適切にお伝えをすることが大変重要

であろうかと考えております。

平成27年6月17日(水)



- 15 -

平成27年6月17日(水)

今後の県政運営に当たりましても、これまで

以上に現場主義を徹底し、県民の皆様を初め、

市町村、企業、各種団体との対話を重ね、御理

解、御協力をいただきながら、ともに「くらし

の豊かさ日本一の宮崎」の実現を目指してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○清山知憲議員 県政への関心を喚起するに

は、従来型の広報の延長であるとか、またパ

フォーマンスをするとかでは、やはり限界があ

ると思っているんです。県民の皆さんにもっと

当事者意識を持って県の課題を認識してもらう

ためにも、課題提起型の情報発信にシフトする

とか、もしくは、千葉市がやっている「ちばレ

ポ」の取り組みのように、例えば道路の修繕箇

所があったら、スマートフォンで撮って役所に

送信して、それに対応していくというような、

新しい形でのＩＣＴ技術を活用した県政と県民

とのかかわり方の構築だとか、そういうことも

検討に値すると思うんですけれども、知事の考

えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） これまで、県政に関心

を持っていただく、そしてさまざまな御意見を

いただくということで、いろんな手法を通じて

広報・広聴活動に取り組んできたところであり

ます。定例会見、また市町村に出向いてのふれ

あいフォーラム、そのような形での県の施策や

課題についてお知らせをする。さらには、イン

ターネットを利用したネットでの情報発信、

フェイスブック等の活用など、県民の皆様に広

く県政情報が届くよう努めてきたところであり

ます。今、御指摘がありました、課題提起型の

情報発信やＩＣＴを活用した取り組みというも

の、それぞれいろんな利便性なりメリットがあ

ろうかと考えておりますので、さまざまな自治

体の事例等も勘案をしながら、より効率的、効

果的な広報・広聴ができるよう、参考にさせて

いただきたいと考えております。

○清山知憲議員 県政への関心の低下は深刻な

状況だと思いますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

話題を変えて、地方創生の中心である人口減

少対策について伺ってまいります。

昨年11月の議会で、若者を中心とする県外へ

の人口流出は本当に深刻な状況にあって、それ

に対する県の対策としては、なかなか客観的な

データとか根拠に乏しいんじゃないかというお

話をさせていただきましたけれども、この２月

と３月、早速県におきまして、移住・ＵＩター

ン実態調査という形で、非常に規模の大きな調

査をかけていただきました。まずは、そういう

取り組みに感謝申し上げますけれども、知事

は、この調査結果を見てどのような見解を抱か

れたのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 移住・ＵＩターン、こ

れまでも、さまざまな移住希望者や市町村の御

意見なども参考にしながら取り組んできたとこ

ろでありますが、そういう御指摘等も踏まえな

がら、本県へＵターン、Ｉターンされた方をも

含め、3,000人を超える御回答をいただいたとこ

ろでありまして、生の声に触れる貴重なデータ

が収集できたのではないかと考えておるところ

であります。

結果につきまして、全体的な傾向としては、

これまで私どもが想定をしてきた方向と大きな

違いはないと考えておりますが、個別に見てい

きますと、移住希望者等が、ホームページ等の

情報サイトによる情報入手というものを大変重

視しているということ、それから、総合情報サ

イトでの情報提供を強く求めておられるという
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ニーズでありますとか、総合相談窓口の必要性

なども強く指摘をされたところであります。ま

た、Ｉターン者の１割の方が現地視察を行って

おられるというようなこともありまして、例え

ば、本県を体感するツアーを企画するといった

ことも、こういった方々のニーズに沿うのでは

ないかということを考えておるところでありま

す。今後、きめ細かく、この移住・ＵＩターン

に、これまで以上に力を入れてまいりたいと考

えておりますので、その参考にしてまいりたい

と考えております。

○清山知憲議員 本当にこれだけの規模の調査

というのは、ほかの県でもなかなかないような

貴重なものだと思うんです。これまで想定して

きたものと大きな違いはないとおっしゃいまし

たけれども、私は、拝見すると、いろいろと新

しい洞察が得られるんじゃないかなと思いまし

た。こういう調査結果は、生のデータそのもの

では価値がなくて、そこにどんな解釈を加え

て、どんな洞察を得ていくのかというのが非常

に重要です。

以下、私が気づいた点についてちょっと触れ

ていきますけれども、一つは、どうやって移住

についての情報を得ていたのかという調査項目

があって、実に４割の方々が、何かしらインタ

ーネットを利用して得ていたと。一方で、パン

フレットとか雑誌、また移住相談窓口といった

ところで得ている人は、０％かせいぜい１～２

％程度で、これは一つの大きな特徴だなと感じ

ました。中でも、今、知事がおっしゃっていた

ように、総合情報サイトというものを、特にＵ

ターンを希望される方々で最も必要なサポート

として挙げておられましたけれども、これは、

仕事や暮らしの情報が一覧的に入手できるよう

なサイトを求めていらっしゃるということだと

思うんですが、これについて今後設けていくつ

もりはないか、総合政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本県の移住情

報サイトにつきましては、インターネット上の

移住等の情報提供の入り口として運用しており

まして、移住等の相談会やイベントの情報、本

県のセールスポイント、本県に移住された方の

声のほか、市町村や仕事、住まい等の分野ごと

に、関係機関のホームページへのリンク等を掲

載しております。こうした中、今回の調査結果

では、移住等をする際に必要なサポートとし

て、「仕事・暮らしの情報が一覧できる総合情

報サイト」を挙げた方が最も多くなっておりま

すが、実際に情報を入手した媒体として、県の

移住情報サイトを挙げる方は比較的少ない結果

となりました。今後は、この調査結果も踏まえ

まして、県の移住情報サイトについて、移住希

望者の立場に立って、必要な情報が見やすく、

わかりやすいものとなりますよう、検討してま

いりたいと考えております。

○清山知憲議員 今、部長が紹介された移住情

報サイトというのは、いわゆるポータルサイト

といって、いろんなリンクが張られているんで

すけれども、物すごく使い勝手が悪くて、認知

度も極めて低いんです。ぜひそういった方々の

声を拾い上げて、今後、有効な情報の提供の仕

方を検討していただきたいと思うんですけれど

も。

もう一つ、この調査結果では、Ｕターンの人

たちとＩターンの人たちで特徴が全く異なると

いうことが明らかになりました。例えば、移住

する理由として、Ｕターンの人たちが挙げてい

らっしゃる理由としては、県に家族や親族がい

る、それから宮崎県に愛着があるという人たち

が圧倒的で85％、一方、Ｉターンの人たちとい
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うのは、我が県の豊かな自然や温暖な気候に引

かれて来るという方々が50％、それが圧倒的で

あると。また一方で、希望する職種においても

分かれていて、Ｕターンの人たちというのは、

１番が情報通信業、次いで公務員、教員、そし

て生活サービス業。Ｉターンの人たちは、１位

が農林漁業で、２位が生活サービス業、３位が

情報通信業と続きますけれども、そうやって相

手の対象によって全然特徴が違いますので、そ

れぞれに合った情報を、それぞれに合ったやり

方で届けていくというのが、僕は戦略だと思う

んです。

特にＵターンの人たちに限って言うと、私

は、やっぱり彼らは、地元に家族、御両親やお

じいちゃんおばあちゃんがいて、帰ってきてか

らその人たちを、後々に年老いたときに介護を

していくとか面倒を見ていく、または自分たち

の子供も面倒を見てもらうという意味で、今、

非常に深刻になっている社会保障の問題からし

ても非常に重要だと思っているんです。まず

は、そういうＵターンの人たちに対して、どん

な情報をどう届けていきたいと考えているの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 今回の移

住等に関する調査におきまして、Ｕターン希望

者には、就職・転職先の確保が重要な要素であ

ることが明らかとなり、Ｕターンを促進するた

めには、仕事面の情報を効果的に発信する必要

性が高いと認識したところであります。県とい

たしましては、「宮崎ひなた暮らしＵＩＪター

ンセンター」を拠点として、県内では、受け入

れ企業の情報収集に一層力を入れますととも

に、首都圏においては、就職セミナーや大学訪

問などを通じて、Ｕターン希望者へ発信してま

いりたいと考えております。また、Ｕターン希

望者の情報入手先として、「親・親戚からの口

コミ」が最も多くなっております。今年度よ

り、県外に進学した大学生の保護者に対し、県

内企業の情報等を継続的に提供していくことと

しております。なお、ウエブサイトによる効果

的な情報発信につきましても、あわせて検討し

てまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 保護者への働きかけも、とて

も有効な取り組みじゃないかなと思うんです。

先ほど理由として、家族だとか本県への愛着と

いう理由がありましたけれども、例えば個人的

には、彼らに対して、愛郷心をくすぐるような

メッセージとか、おじいちゃんおばあちゃんの

顔が思い浮かぶような伝え方をしていくという

のも一つ手じゃないかなと。二世代同居のメ

リットなんかも最近言われていますので、そう

いう伝え方もありじゃないかなと思います。

あとは、仕事の情報が重要だという話がござ

いましたけれども、今、ＵＩターンの人たちへ

の就労支援サイトとして「ふるさと宮崎人材バ

ンク」というのを宮崎は持っているんですが、

その人材バンクの利活用の状況と、ハローワー

クなんかに企業が求人情報を出していきますけ

れども、その中にはＵＩＪターン歓迎というよ

うな情報もあって、そういうものに関しては、

自動的にこっちの人材バンクにも流れてくるよ

うな形で連動して、就労情報を一元化していく

ようにして、人材バンクのほうも利活用を拡充

していく考えはないか、引き続き部長にお伺い

します。

○商工観光労働部長（永山英也君） ふるさと

宮崎人材バンクのことし５月末時点の登録企業

数は164社、登録者214名となっております。昨

年度の実績は、企業、求職者双方が問い合わせ

を行った件数が208件、紹介状の発行が66件、そ
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のうち就職決定件数が30件となっております。

また、人材バンクのマッチング率を高めるた

め、登録者のニーズに応じた就労情報を提供す

ることが重要であります。このため、人材バン

クの求人情報とあわせて、現在、県と宮崎労働

局において、雇用対策協定に基づき、ハローワ

ークの求人情報も活用できるよう、検討を進め

ているところでございます。さらに、「宮崎ひ

なた暮らしＵＩＪターンセンター」東京支部を

最大限活用し、人材バンクの認知度の向上を図

り、登録者の掘り起こしを行うとともに、今年

度から県内４カ所に企業開拓員を９名配置いた

しまして、企業訪問による登録企業の開拓に積

極的に取り組んでいるところでございます。

○清山知憲議員 今、実際に就職に至った数

が30名ということですけれども、まだまだ伸ば

していける数字じゃないかなと思うんです。こ

の人材バンク、私もこの調査を見て初めて存在

を知りましたけれども、実は30年以上運用実績

があって、昔はもっと利用されていたというこ

となんですが、もっとこの活用を図っていただ

きたいと思っております。

続いて、Ｉターン者については、一番の希望

する職種が農林漁業ということでしたけれど

も、特に農業について、県外の方が県内で新規

就農している状況について、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 平成26年の本

県の新規就農者は260名でございますけれども、

そのうちＩターン者は41名となっており、全体

の16％を占めております。また、Ｉターン者の

就農形態につきましては、みずから農業経営を

始める自営就農者が21名、農業法人に就職した

者が20名で、宮崎の自然や農業の魅力に引かれ

て宮崎に来られる非農家出身者も多く、中に

は、サーファーであるとか、ギタリストといっ

た経歴を持ちます新規就農者もおられまして、

Ｉターン者は総数として近年増加傾向にござい

ます。

○清山知憲議員 ニーズを考えると、41名とい

う数字、まだ伸ばしていけるんじゃないかなと

思うんですけれども、そういう県外の方々が県

内で新規就農するに当たっての課題とその対応

策について、部長に伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） Ｉターン者の

新規就農における課題といたしましては、初期

投資や生活資金等の自己資金が必要であること

に加えまして、農地や住居等の確保が難しいこ

となどが挙げられますが、受け入れ側にも、Ｉ

ターン希望者が必要とするきめ細かな情報提供

が求められておるところであります。このため

本県では、農業振興公社が新規就農の相談窓口

となって、関係機関等と連携しながら、必要な

農地や研修等について受け入れ先とのマッチン

グを行うとともに、みやざき農業実践塾等にお

ける実践的な農業研修や、青年就農給付金等の

積極的な活用により、就農定着に向けた総合的

な支援を行っているところであります。さら

に、本年度からは、東京有楽町に設置いたしま

した「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンタ

ー」を核に、首都圏における相談体制や研修機

能を強化することで、本県農業の将来を担う優

秀な人材の確保・育成に努めてまいりたいと考

えております。

○清山知憲議員 さまざまな取り組み、頑張っ

ていただきたいと思うんですけれども。新規就

農する方の気持ちになって―私も農業は素人

ですから、いろいろ調べてみたところ、先ほど

農業公社の新規就農相談窓口と紹介されており

ましたけれども、インターネット上でもそうい
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うサイトがあるんです。そこで見ると、結局、

最終的には窓口の案内をされているばかりで、

物理的にそこに足を運ばないと、なかなか生き

た情報が入ってこなくて、私もほとんど情報が

つかめなかったんです。ぜひ、そういった面か

らの情報提供も、いろいろ工夫を凝らしていた

だきたいなと考えたところでございます。

次に、ＩＣＴ技術を活用したクラウド型顧客

管理サービスというものについて質問してまい

ります。

このサービスというのは、セールスフォース

社とかマイクロソフト社が提供しているもの

で、多数の顧客を相手としている企業におい

て、顧客を中心としてさまざまな情報をひもづ

けしてクラウド上で管理することで、従来の業

務を効率化するだけじゃなくて、さまざまな、

営業とか顧客分析、マーケット分析の面で新し

い価値を生み出しているもので―何でこんな

話をするかというと、最近は、例えば自治体で

も、そういう顧客とみなすことができるような

主体を対象に、さまざまな行政サービスを展開

しているんです。

先ほど申し上げた移住の話にしても、例えば

移住希望者を顧客とみなすこともできますし、

また、企業誘致の相手企業も顧客とみなすこと

ができます。例えば佐賀県では、農業普及員の

指導においても活用されております。これは、

農家を顧客とみなして台帳管理しているのかも

しれませんけれども。あとは、愛媛県ではサイ

クリングロードの管理、静岡県では防災システ

ムにも活用されておりますけれども、このクラ

ウド型顧客管理サービスというのを実際に我が

県で導入するに当たっての課題について、総合

政策部長にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） クラウド型顧

客管理サービスは、既存のシステムをインター

ネット経由で利用するという事業形態でありま

して、新たなシステムを構築することに比べま

すと、経費の節減やスピード感を持った対応が

期待できると考えております。一方、インター

ネット上で個人や企業の情報を取り扱うことと

なりますため、細心の注意が必要であり、特に

外資系企業のサービスを利用する場合には、情

報が海外に蓄積される場合もあり得るため、セ

キュリティー面において一定の留意が必要とな

ります。また、ＩＣＴ分野は進化のスピードが

非常に速く、次々に新たなサービスが登場して

まいりますので、それぞれの業務においてどの

ようなサービスが最も効果的なのかの見きわめ

が難しいところであり、このようなことが課題

ではないかと考えております。

○清山知憲議員 中で余り言及されませんでし

たけれども、ポイントは経費節減だけじゃない

ですね。そこに新しい価値が生まれてくるとい

うのが特徴で、我が県でも、例えば観光であっ

たり、医師確保であったり、企業誘致、営農指

導、さまざまな面での活用が図られる可能性が

あるんですけれども、試行的にでも導入してい

くつもりはないか、お伺いしてまいります。

○総合政策部長（茂 雄二君） クラウド型顧

客管理サービスは、顧客に関する情報を的確に

活用し、効果的な営業活動を行うために導入さ

れるものでありまして、自治体の業務におきま

しても、利活用可能な分野があるものと考えて

おります。現状では、経費節約の観点もあり、

このようなサービスを利用せずに、業務に関す

る情報をエクセルファイル等で管理しているケ

ースが多いと考えられますが、事業の効率化・

高度化や、新たな事業展開も期待されますの

で、セキュリティー面には十分な配慮をしなが
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ら、それぞれの業務におけるサービス活用の可

能性等について検討してまいりたいと考えてお

ります。

○清山知憲議員 エクセルとかによる台帳管理

からはもう脱却して、鋭意新しい技術なんかも

導入していかないと、地方創生も、従来の業務

の延長では、新たな価値や結果というのは生ま

れてこないと思うんです。ぜひ積極的に検討し

ていただきたいと思っております。

続いて、里親委託の話に話題を移します。

知事は政策提案の中で、日本一の子育て環境

ということを挙げられておりましたけれども、

世の中には、保護者がいないとか、保護者によ

る養育が適当でない、例えば虐待などの背景

で、現状として、社会的に責任を持って養育し

ていかなければいけない子供というのが、宮崎

県の中でも平成25年度で476人おります。そうい

う子たちはどうやって社会的に養護されている

かというと、大きく分けて２通りあって、１つ

は、児童養護施設とか乳児院といった施設養

護、そしてもう１つは、里親家庭に委託すると

か、ファミリーホームなんかに委託する形での

家庭養護なんです。我が国の場合は、圧倒的に

施設養護に偏っている現状で、日本全体で84.4

％が施設養護、家庭養護は15.6％という現状で

す。

しかし、全ての子供には、特定の養育者のも

とで、家庭に近い環境のもとで養育される権利

というのは備わっているものだというのが、完

全に子供の視点に立った上で常識。世界的には

そういうことが認識されていて、そういう日本

の施設養護偏重の現状を、ヒューマン・ライツ

・ウォッチなんかは痛烈に批判されているわけ

です。厚生労働省も、里親などへの委託の推進

を自治体なんかに求めている現状です。

実際に国際的には、３歳未満の子供は、ほぼ

例外なく家庭養護をしなければならないという

ことで、特に３歳未満の小さな子供だと、施設

に預けると、愛着形成障害とか発達遅滞とか、

そういう意味で脳に非常に悪い影響を来すとい

うことが、医学的にもさまざまな専門家から指

摘されているところでございます。これは、別

に今の施設を批判しているわけじゃなくて、ど

んなにすばらしい環境で、どんなに慈愛に満ち

た施設であっても、やはり子供たちは集団生活

を余儀なくされるし、そこで働いている方々と

いうのは交代勤務で、かわりばんこで子供の面

倒を見るというのは構造的に避けられない話

で、絶対に、そこに24時間365日、特定の養育者

のもとで子供が育っていく環境というのは難し

いんですね。そこで、我が県の現在の里親委託

率の現状と今後の目標値について、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 里親等委託率

につきましては、平成26年３月末で14.1％と

なっております。また、目標値といたしまして

は、ことし３月に策定しました「みやざき子ど

も・子育て応援プラン」におきまして、平成31

年度までに16.6％を目指すということにしてお

ります。

○清山知憲議員 25年度14.1％。その６年

後16.6％ということで、非常に低いと思うんで

すね。

次に、この里親委託がなかなか進まない原因

についてどう分析しておられるのか、部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 里親委託が進

まない原因といたしましては、本県におきます

里親制度の社会的認知度が低く、里親の登録者

数がふえていないことが大きな要因ではないか
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と考えております。また、実親が里親への委託

を承諾しない事例でありますとか、子供がさま

ざまな問題を抱えており養育が難しいケースも

あり、里親への委託につながらないこともござ

います。このようなことから、里親委託を推進

するに当たりましては、里親制度についての広

報啓発や、里親の養育を支援する体制の強化が

課題であると認識しております。

○清山知憲議員 今おっしゃったように、本当

に里親制度は知られていないんです。私が周り

に聞いても、本当に皆さん御存じなくて、例え

ばインターネットなんかでも、「里親 宮崎」

というふうに検索すると、ずらっと出てくるの

はペットの里親募集の情報ばっかりで、人間の

里親については全く情報が得られないんです

よ。これは、本当に異常なことです。もう一つ

は、実の親御さんが、施設に預けるんだったら

いいけれども、里親家庭に委託するのは我が子

をとられるみたいで嫌だということで、同意書

の取得が難しいというお話も今ございました

が、やはりそこは、家庭養護の重要性を、子供

の視点に立ってきちんと時間をかけて説明し

て、同意書を取得する努力というのを、児童相

談所においてしっかりやっていかなければいけ

ないと思うんです。やることはいっぱいあるん

ですけれども、どのように今後、里親委託を県

としては推進していくおつもりなのか、部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県では平成25

年度から、各児童相談所に里親委託等推進員を

１名ずつ配置いたしまして、里親への相談支援

等に取り組んでいるところでございます。また

昨年度は、県内３地区に里親委託等推進委員会

を設置しまして、児童養護施設に配置された専

門相談員や里親会と連携をいたしまして、委託

の推進に努めているところであります。さら

に、今回の補正予算におきましては、里親制度

の普及促進のための事業をお願いしているとこ

ろでございまして、関係機関と連携を図りなが

ら、新規里親開拓のための広報啓発や、里親の

養育技術向上のための研修などに取り組んでま

いりたいと考えております。

○清山知憲議員 今おっしゃったように、この

補正予算で400数十万円、広報のための予算が組

まれているんですけれども、新規事業で新しい

予算なので、非常に期待しているんですが、児

童相談所においても、国が求めているような里

親委託を専門とする専任職員の配置が進んでい

ないなど、まだまだやることはあると思うんで

す。それに、最初の質問でお答えになったよう

に、平成31年で16.6％という委託率の目標とい

うのは、やっぱり絶対に低過ぎるんですよ。隣

の大分県なんかは、平成25年度の段階で28.8％

で宮崎県の２倍、その前の９年間で21％委託率

を伸ばしているんです。福岡県はその９年間

で25％委託率を伸ばしていて、それぞれ、例え

ば１年で20回にも及ぶぐらいの里親制度の説明

会を県内でやったり、もしくは随時、里親制度

の無料出前講座を展開していたり、本当に次元

の違う取り組みを大分県なんかでもされてい

て、すばらしいなと思うんです。この数値目標

ですが、残り４～５年の間にも、社会的養護を

必要とする子供というのは、我が県内でも数十

人と、どんどん生まれてきて、そして、その子

たちの人生がかかっていると思うんですけれど

も、少しでもこの数値目標、また上方修正、改

めて本気で取り組んでいくつもりはないか、部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 御指摘の目標

値につきましては、過去の委託率の推移であり
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ますとか、今後の里親委託推進の取り組みを踏

まえまして、平成31年度までに達成すべき目標

として掲げたものでございます。また、国にお

きましては、平成41年度までに里親等委託率を

約３割とする目標を定めております。今後、県

といたしましては、御紹介のありましたような

先進県での事例なども参考にしながら、県の目

標値、また国の示している目標値、こういった

ものを上回ることができるよう、積極的に各種

施策に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

○清山知憲議員 この分野について、ちょっと

知事に思いだけでも伺いたいんですけれども、

この目標値、この２月に定めたばかりですか

ら、いきなり変えるというのは難しいかもしれ

ませんが、これを大きく上回っていただくこと

を期待しているんです。やはり、子育て環境日

本一を目指すということであれば、社会的に責

任を持って養育しなければいけない子供たち

に、まず公的な政策資源を集中的に投下してい

くことが必要だと思います。また、児童相談

所、私も先日、実際に視察させていただきまし

たけれども、非常にたくさんの業務に忙殺され

ていて、しかも女性の職員が物すごく多くて、

いろんな緊急対応にも追われていて、これで本

当にプラスアルファで里親委託をどんどんやっ

ていけるのかというのは、非常に不安を覚えた

ところです。

また、実際に登録されている里親さんという

のは、県内で約100人ぐらいいらっしゃるんです

が、この間、実際にそのうち２人の方にお会い

しましたけれども、試しに週末だけの里親と

か、そういうトライアル里親のようないろんな

取り組みもやっていただきたいと。そういう里

親に対する支援も今後必要になってくると思う

んです。ですから、まずは里親制度の周知で

あったり、児童相談所の体制拡充であったり、

現の里親への支援、いろいろやることはあるん

ですけれども、知事の思いについてお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘と思い

伺っておったところであります。本県は、温か

い県民性、地域で子供を育てていく気風があ

る、そして、日本一の子育て・子育ち立県を目

指していく、そういう形で目標を定めておると

ころであります。里親制度というものは、養育

者という特定の大人との愛着関係をもとに、家

庭という安心できる環境の中で生育することが

できる、その子供の将来にとって非常に重要な

環境を提供することになるのではないかと思っ

ております。今、御指摘がありましたように、

我々は、周知、またさまざまな面での理解を得

る努力、取り組みという面で、もっともっとや

るべきことがあるのではないかなと考えておる

ところであります。これまで、児童相談所の児

童虐待への対応など、スタッフ体制の強化にも

取り組んできたところでありますが、里親制度

の周知、または市町村を初めとする関係機関と

の連携を強化しながら、里親制度普及促進のた

めの事業というものに力を入れて、しっかりと

子育て環境のさらなる充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、穏やかで優しい県民性

というのが言葉に終わらないよう、しっかり取

り組んでいただきたいと思いますし、来年度以

降、さらにこの分野に、予算もしっかり拡充さ

れていくことを期待しております。

次に、話題を移しますけれども、教育長にお

伺いいたします。昨年11月、私も、高等学校で

の教育を量から質へ転換すべきだという話をさ
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せてもらいましたが、実際にこの間、県立大宮

高校にお伺いしたところ、そこでは、今までの

生徒にやらせるような学習であったり、量で圧

倒するような教育だと、高校３年生の後半あた

りで学力が急落するような現象も観察されてい

たということで、ちょうど教育長が校長先生で

いらっしゃるあたりぐらいから学校改革も始

まってきたと伺いました。中でも、主体的な学

習であったり、模試や課外授業も精選していっ

て、進路指導のあり方も、行ける大学じゃなく

て、行くべき大学を進路指導していくというよ

うな理念で改革を進めてきたと伺いましたけれ

ども、この取り組みについての検証であった

り、教育長としての見解をお伺いしたいと思い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎大宮高校におけ

る、学びの質を高める授業改革等の取り組みの

検証についてでありますが、本質的には、生徒

が社会に出てから人生の長いスパンで検証され

るべきものであると考えます。実際に私自身も

宮崎大宮高校の授業参観をいたしましたが、生

徒たちが学びを楽しんでいるという様子が見ら

れること、あるいは生徒同士で活発な意見のや

りとりをして課題に向かい合う姿が見られたこ

とから、取り組みの成果が出てきているなと感

じたところであります。また、データ的にも、

毎年、高校卒業時に実施する「進路選択等に関

する調査」において、課題研究について満足し

ていると回答してくれた生徒や、創造力、表現

力、自主性・積極性が大宮高校で伸びたと回答

した生徒の割合が、年々高まってきているとい

う実態がありますことや、第１志望大学に合格

できる生徒もふえてきていると学校から報告を

受けておりますことなどから、成果がよき方向

に出てきていると考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。平

成32年度からセンター試験も新しく生まれ変

わって、思考力や判断力、表現力を問うような

形に変わっていくことが予定されていて、今の

中学１年生からそういう対応も求められるわけ

ですけれども、本質的には、真の思考力を培う

という意味で、大宮の取り組みというものは非

常にいい方向に向かっているんじゃないかなと

思うんですが、ほかの県立高校でもそういう取

り組みを共有していくことができないか、教育

長の見解をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 先が見えない変化の

激しい社会において、課題を明確にし、多様な

人々と協働して解決していく探求型、課題解決

型の能力を生徒たちに身につけさせる指導は、

県として、各学校に普及していくべきものであ

ると考えております。そういうこともあって、

宮崎大宮高校における授業改革等の取り組みは

いいモデルだと考えておりますので、進路指導

主事や学年主任など学校の核となる教員対象の

研修会等で、紹介や実践発表等をさせておりま

す。また、宮崎大宮高校においても、発信のた

め、他校からの学校訪問等を積極的に受け入れ

ているところであります。時代が求める質の高

い学びを、これからも機会を捉えて、県下で共

有できるよう積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 普通科系高校でのこういう教

育のあり方というのは、我が県の将来を支えて

くれる人材育成という意味でとても重要だと思

うので、昨年11月議会に続いて取り上げさせて

いただきました。ぜひよろしくお願いいたした

いと思います。

続いて、ことしは、中学校の教科書を採択す

る年で、４年ぶりなんですけれども、県内では
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７つの採択地区協議会と、３つの県立中学校に

ついては県教育委員会がその採択権限を有して

いるわけなんですが、４年前の資料を拝見する

と、それぞれの採択地区協議会では、なぜその

教科書を採択したのかという理由は全然公表さ

れておらず、また、いただいた議事録を拝見す

ると、およそ教科書の中身を審議しているよう

な内容じゃなくて、教科書のサイズがどうこう

だとか、かばんに入るのかとか、そういうこと

ばっかり議論されていて、本当にこれでいいの

かなと思って見ておりました。中には、ひどい

地区になると、一部、議事録がかなりの部分黒

塗りで隠されていて、これこそ本当に情報統制

なのかなと思って見ておりました。

県立中学校については、県教委も採択理由を

公表されておりましたが、審査基準１の中の教

科書の内容を問うようなところも、説明が不十

分なところも見受けられましたし、全国でも、

なかなかそういう情報の公表が進んでいなかっ

た部分があったのかもしれませんけれども、文

部科学省では、４月７日に教科書の採択に関す

る通知を出されていて、その中では、中学校に

おける教科書採択の審議の充実と情報の公表に

努めることと書いてあります。教育長の見解を

お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 御指摘のとおり、教

科用図書の採択において、情報の公表や審議の

充実は重要であると考えております。そこで、

各市町村教育委員会に対し、説明会や通知を通

して、選定に至るまでの調査を丁寧に行うこと

や、審議の充実を図ること、採択結果や採択理

由などについて積極的な公表に努めることを、

指導・助言いたしてきているところでありま

す。また、県立中学校や五ヶ瀬中等教育学校前

期課程の教科用図書の採択に当たりましては、

適切な採択となるよう、丁寧な研究と審議を行

うとともに、審議結果の公表をしていきたいと

考えております。

○清山知憲議員 いろいろ今、審議結果の公表

とかございましたけれども、それは、採択協議

会などにおいても議事録の中身を公開して、採

択理由についても詳しく公表していくという意

味でよろしいでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 情報の公表につきま

しては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償

措置に関する法律」において、教科用図書を採

択したときには、教科用図書の種類、採択した

理由に加え、議事録等を作成した場合には、そ

の議事録についても公表に努めるべきこととさ

れております。このことについて、県教育委員

会として、説明会や通知を通して、各市町村教

育委員会に対し、指導・助言を行っているとこ

ろであります。これらのことを踏まえ、それぞ

れの採択地区協議会において情報の公表に努め

られるものと考えております。また、県立中学

校等につきましては、県教育委員会が、会議の

議事録や採択理由等を、これまでと同様に公表

してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 この通知の中では、高等学校

においても、中学校と同様に、情報の公表と審

議の充実に努めることと書いてありますけれど

も、この点についての教育長の見解をお伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校の教科

書採択に当たっては、県教育委員会事務局にお

いて、各学校の生徒の実態を踏まえながら、厳

正な審査をし、県教育委員会の責任において採

択をしているところであります。また、公表に

つきましては、これまで、県民の皆様からお求

めがあった際には、教科書採択等の関係書類を
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公表するなど、丁寧な対応をしてきておりま

す。今後につきましては、県立中学校等３校で

は45点の教科書を採択しているんですが、県立

高校ではその50倍ぐらい、2,000数百点という膨

大な教科用図書の採択をすることになりますこ

とから、どのような公表のあり方が適切である

か、さまざまな角度から検討してまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 教科書採択は、本当にいろい

ろ騒がれる分野ですけれども、政治の世界か

ら、この教科書がいいとかいうことは絶対あっ

てはならないと思うんです。やはり、常にゼロ

ベースで審議の充実、きちんと中身を真摯に審

議して、しかもそこに透明性を図っていくとい

う手続に関しては、しっかり公明正大に取り組

んでいただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

続いて、県立図書館の質問をいたします。知

事は、日本一の読書県を目指すということを政

策提案で述べておられますが、我が県の県立図

書館、昨年度、資料整備費が大幅に削減されて

大騒ぎになって、ことし、もとの水準に戻すと

いうことです。補正予算案でも実際に4,400万

円、日本一の読書県を目指す環境整備というこ

とで、県立図書館の予算が上がってきているん

です。この4,400万円も、中身を見てみると、も

との水準に戻すための資料整備費がほとんど

で、純粋な意味での新規事業というのは260万円

ぐらいしかないんです。160万円が日曜・祝日の

開館時間の２時間延長、100万円が調査研究や職

員の研修のための予算ということで、非常に私

も何か寂しい思いをしたところなんです。もち

ろん、財政が弱い宮崎県にあって、図書館の予

算の多寡を競っていたら、ほかの都道府県にか

なうことはできないんですけれども。

例えば、昨年、県立図書館に元鳥取県知事の

片山善博さんが来られてフォーラムに参加して

―知事も冒頭の挨拶だけ来られて、その前に

もいろいろ意見交換されたかもしれませんけれ

ども―鳥取県では「知の地域づくり」という

ことで、図書館経営にもいろいろ力を入れてこ

られたと。そして、調べてみると、県立図書館

は本庁の一つの課として独立させて、図書館長

が議会なんかにも出てきて説明をするし、予算

要求もするような独立した組織になってきた

と。

我が県においては、図書館というのが、教育

委員会の生涯学習課の中の一つの教育施設にと

どまっているので、なかなか我々にとっても図

書館のビジョンというのが見えにくいし、そう

いう予算のあり方もなかなか見えにくい、ま

た、責任の所在も曖昧な感じになってしまう。

まだまだ、そういう組織のあり方であったり、

人材育成の面で図書館機能の向上を図ることが

できるんじゃないかなと思うんですけれども、

我が県の県立図書館も、組織として一つの課と

して独立させていくような、そういう組織のあ

り方を考えていかれるつもりはないか、知事に

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 読書というものは、豊

かな人生を送る上で必要不可欠なものであろう

と。日本一の読書県を目指してまいりたいとい

うことで、その中でも、県立図書館というの

は、県内の図書館ネットワークの中での中心と

なる、図書館の中の図書館という位置づけであ

りますので、その充実を図っていく必要があ

る。今、御指摘がありましたように、昨年、予

算編成の過程の中で資料購入費の削減があっ

て、県民の皆様にも大変御心配をおかけしたわ

けでありますが、まずは、それをもとの水準に
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戻すとともに、単にそれを戻すだけではなく、

さらなる充実を図っていこうということでのさ

まざまな新しい取り組みに着手をしたのが、今

の状況であります。金額が小さいという話がご

ざいましたが、日曜日の開館時間の延長等、ま

た司書の充実等の人的な対応の強化というのも

図ったところであります。

今、図書館の組織のあり方について御指摘が

ありました。独立して予算要求をする、説明を

する、そのような組織、鳥取県ではそのように

対応されているということでありますが、今の

教育委員会の位置づけの中でも十分対応は可能

ではないかと思っております。図書館長につき

ましても、いろいろ御指摘がありましたが、さ

らなる県立図書館の充実を図ってまいりたいと

いう思いで、名誉図書館長に歌人の伊藤一彦先

生をお迎えする中で、さまざまな取り組みの充

実も今、図っておるところであります。今後と

も、そういう県立図書館の重要な位置づけとい

うのを踏まえて、いろんな形での充実強化を

図ってまいりたい、そのように考えておりま

す。

○清山知憲議員 図書館長については、今から

質問させてもらいますけれども、組織のあり方

ですが、生涯学習課の方々との今回のやりとり

を通しても、やはりちょっと……。直接、図書

館長とやりとりさせてもらいたいなという思い

も湧きましたし、今後もしっかり、さまざまな

あり方を検討していただきたいんですが、図書

館長について、人事のことに関しては、平成21

年度以降、毎年１年で図書館長が交代してい

て、歴史的に見て結構異常なんですね。ずっと

歴史を見てみると、10年以上館長を務めた方が

２人ぐらいいらっしゃいますし、ほかにも４

年、５年というスパンで務めた館長もいますけ

れども、平成21年以降、毎年かわるというの

は、結構長い歴史の中でも異様なぐらいな状況

で、これだけ館長がしょっちゅうかわると、な

かなか腰を据えた図書館経営の改革にも取り組

めないし、我々に対して熱い思いで語ってくれ

ることもなかなか難しかろうと思います。そう

した人事のあり方についてもっと改善していく

考えはないか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 一つの御意見として承

りたいと考えております。図書館長のあり方に

ついて、司書資格を持った専門性が求められる

という部分もありますし、図書館という組織の

管理という面もあろうかと思っておるところで

ございます。また、その就任期間１年という御

指摘がございました。これは、図書館長のみな

らず、例えば各部局の部局長についても、いろ

んな御指摘のあるところでございます。人事管

理を行う上でのいろんなローテーション等を考

えながらの配置でありますが、いずれにせよ、

ここの図書館の重要性というものを踏まえて、

名誉館長というような新たな形でのさらなる体

制強化も図ったところでございますし、いろん

な工夫をしてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 今、部局長のローテーション

の関係とか言われましたけれども、本当に日本

一の読書県を目指すのであれば、絶対にこのま

までいいとは思えないです。図書館を支える人

たち、司書資格を持った専門的な職員も、もっ

と長期化させることもできるでしょうし―責

任者は教育長なんですけれども、図書館の中の

人事に関しては……。あとは、県立図書館とい

うのは、市町村立図書館を支えるような役割で

あったり、学校の図書室を支えるという意味

で、非常に幅広い役割を担っておられるので、

今までのあり方では適切だとはどう見ても思え
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ないので、ぜひ、今後も改善を図っていただき

たい。知事部局としても考えていただきたいん

ですが、これは通告していないんですけれど

も、図書館の中の人事ですので、教育長に、そ

の責任者として、今後のあり方について見解を

伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 図書館の運営で、財

政的なことも大事だと思いますが、レファレン

ス等のサービスをするには人が一番大切だと思

います。非常にこだわって人事をいたしており

ます。記録が残る中では、司書資格を持ってい

る職員はことしが最多であると私は思っており

ますし、館長ともかなり議論をしております。

こういう改革をしたらどうかというような。そ

ういう問題意識を持って、今後ともやっていき

たいと考えております。

○清山知憲議員 そういう議論ができる館長

が、今後も２年、３年といてくれることを期待

したいんですけれども、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

最後に、医師確保についての質問をさせても

らいますけれども、先日、日向の東郷病院で相

次いで常勤の先生がやめられて、非常に厳しい

状況に至っているというお話を伺いました。こ

ういう自治体病院の経営であったり医師確保と

いうのは、基礎自治体の能力を超えている部分

もあって、県の役割というのは非常に大きいん

じゃないかということを、従来申し上げていま

すけれども、特にこういう自治体病院の常勤医

確保については、県がそうやって中途の先生た

ち、即戦力の先生たちを不足している病院に紹

介して、マッチングさせるといった医師紹介事

業というのは、非常に重要だと思うんです。県

が持っている地域医療支援機構の中で、医師や

医学生に登録していただいてさまざまな情報を

提供する、地域医療応援団というものがござい

ますけれども、その応援団への登録状況につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） お尋ねの「み

やざき地域医療応援団」は、宮崎の地域医療を

応援したいという県外の医師や医学生などを中

心に登録をいただいております。その登録者数

でありますけれども、ことし５月末現在で、医

師が177名、医学生が541名、その他17名を含め

まして、合計で735名となっております。

○清山知憲議員 医師の登録が医学生の３分の

１程度ということで、まだまだ登録数をふやせ

るんじゃないかなと思うんです。実際に地域医

療支援機構が始まって３年半ぐらいですけれど

も、機構を通じて紹介して就職に至ったドクタ

ーの数というのはどれぐらいあるんでしょう

か。福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域医療支援

機構におきましては、臨床研修医の確保であり

ますとか、県外医師の招聘活動などに取り組ん

でおるわけでございます。お尋ねの就業の実績

でございますが、これまで19名の医師が県内の

医師不足病院などへ就業されているところでご

ざいます。

○清山知憲議員 通告し忘れというか、今、気

になったんですけれども、19人は全部公的病院

のドクターですか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 19名の内訳を

申し上げますと、うち12名が公立病院。これは

市町村立あるいは県立も入っております。それ

から、医師会病院などの公的な役割を果たす病

院が４名、残り３名が民間の病院という内訳に

なっております。

○清山知憲議員 ３年半で19名ということで、

まだまだここも伸ばしていただきたいんですけ



- 28 -

平成27年6月17日(水)

れども、実際に県の紹介で就業に至ったドクタ

ーで貴重な役割を果たしておられる方もいて、

本当にありがたいなと思うんです。しかし、ま

だまだやれることはいろいろ思いつくんです。

例えば、先ほどお伺いした地域医療応援団に登

録しているドクターとか医学生に対する情報提

供も、現時点だと広報誌を送るとか行事の案内

をする程度で、県内のタイムリーな医師募集の

状況というのは全然流れてこないんです。

世の中には民間の医師派遣業をやっている会

社がたくさんあって、そういうところに登録さ

れているドクターというのは、毎週のように、

ドクター急募とか、ここでこういう先生求む、

何科を求むということで流れてくるんですけれ

ども、私、例えば東郷病院が非常に厳しい状況

になったというのも、口づてでたまたま聞かな

ければわからなかったんです。きょうこの時点

で、県内どの病院で何科の医者が足りないとい

う情報は、あえてウエブサイトをのぞいて確認

しなければわからない状況で、そこはまだま

だ、地域医療応援団に登録している先生方に対

する情報発信、どんどんタイムリーに医師急

募、募集の情報を流す、そして、登録されてい

るドクターをふやすという意味で、やることが

あるんじゃないかなと思いますけれども、その

辺の取り組みは、部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） これまでの情

報発信につきましては、地域医療の情報、各病

院の求人の状況であるとかそういったもの、そ

れから、各種イベントの案内等をやってきたわ

けでございます。議員の御指摘のとおり、応援

団に登録する方々、医師や医学生などに対する

情報の提供・発信は、大変重要であると認識し

ておりますので、今後とも、本県ゆかりの医

師、医学生あるいは研修医との交流会でありま

すとか、病院説明会など、さまざまな機会を利

用して、登録者をふやしますとともに、登録さ

れた方々には、より効果的な情報発信に努めて

まいりたいと思います。

○清山知憲議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ます。（拍手）

○星原 透議長 次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の宮崎市選出、渡辺創でございます。今議会

では我が会派から５人が登壇をいたします。そ

のトップバッターとして、宮崎の今と未来に責

任を持つとの姿勢で質問を行ってまいりますの

で、河野知事を初め、執行部の皆様には明快な

答弁をお願いいたします。

今月初旬、県民連合宮崎は東北地方で会派調

査を行いました。初日にほかの議員よりも一足

早く仙台空港に到着した私は、震災直後だった

４年前に訪れた際の光景を思い浮かべながら、

一人空港周辺を歩きました。

御承知のとおり、海岸線からほど近い仙台空

港は、大きな被害を受けた地域にあります。空

港周辺は再整備が進み、積み上がった瓦れきや

泥にまみれた廃車を目にすることはもうありま

せん。あちこちで道路改修工事が行われ、復興

関連事業にかかわる大型トラックが次々と行き

交いはしますが、快晴の青空のもと、そこには

ある種ののどかな空気が漂っていました。

そんな中、一軒の住宅が私を現実へと引き戻

しました。空港の東側数百メートル、海岸線と

の間にぽつんと残る２階建ての住宅は、近づい

てみると、津波が襲ったのであろう東側は、全

ての外壁が奪われ、柱が残るのみ。もちろん人

影もありません。復興する周辺からここだけが
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生い茂る雑草の中で時間がとまってしまったか

のようなありさまです。津波の恐ろしさを改め

て認識するとともに、どんな経緯でこの住宅だ

けが取り残されているのか、持ち主の人生に何

が起こったのか、しばらくの間、１階が柱のみ

になった廃墟を見上げながら、被災地の苦しみ

に改めて思いをはせたところでした。

今回の調査では、岩手県釜石市を訪ね、釜石

市の釜石リージョナルコーディネーター、通称

「釜援隊」とも意見交換をしました。この釜援

隊は、国の復興支援員制度を活用した釜石市の

地域活性化のための取り組みです。銀行や商

社、マスコミ、大学院など、さまざまなキャリ

アを持つ人材を最長５年間登用し、コーディネ

ーターとして、復興と新しい地域資源の磨き上

げ、さらには、相次ぐ取材や視察等に対するマ

ネジメントも担っています。現在、50歳から24

歳までの13人が、「地域軸」と「政策テーマ

軸」に分かれて活動をしています。地域軸にか

かわる隊員の多くは、復興住宅で住民とともに

生活をしながら、新しいコミュニティーの形成

を担い、政策テーマ軸の隊員は、観光協会やＮ

ＰＯ、森林組合などに籍を置いて、被災地から

の新しい発信に取り組んでいます。実は、私の

前職の同期入社の人間も１人、今ここで活動を

しておりました。この釜援隊の手法は、決して

震災復興だけではなく、地方創生が取り沙汰さ

れる中、外部人材の登用によって、活性化のス

キームを住民とともに築き、定着させていくも

のであり、大いに学ぶべきものだと感じまし

た。

今回、改めて被災地を訪ね、復興に向けたエ

ネルギーの高まりと、また、その裏腹に、冒頭

でお話しした仙台空港近くの住宅のように、時

計の針がとまったかのごとくなかなか進み出せ

ない人がいて、ものがあるということも実感を

しました。河野知事にとっても被災地は縁深い

地域。震災からの復興とその支援について、所

感をお伺いいたします。

また、先ほどの釜援隊が中心となって、岩手

県の釜石市大槌地域で住民が撮りためた写真の

パネル展を行う、「復興カメラ」という岩手県

の事業があります。九州での開催が非常に少な

い状況のようですが、受け入れを検討してはい

かがでしょうか。知事にお伺いをいたします。

壇上から知事にもう一問お伺いします。

国会では、集団的自衛権の行使を含む安全保

障関連法案が審議されています。先日の衆議院

憲法審査会では、自民党推薦を含む３人の参考

人全員が、「現憲法下での集団的自衛権行使は

違憲」と陳述しました。憲法改正の発議という

正攻法ならまだしも、国際的な安全保障環境の

変化という言葉で危機意識をあおり、国家の基

本原則である憲法をないがしろにしようとする

安倍政権の手法に正当性はなく、立憲主義の立

場からも許されないと考えますが、知事の所感

をお伺いいたします。

残余の質問は自席から行いますので、御答弁

のほど、よろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、東日本大震災の復興の現状等について

であります。被災地におきましては、先月、Ｊ

Ｒ仙石線が全線運転再開し、また、災害公営住

宅の整備が進められるなど、各分野で復興に向

けた取り組みが進められている一方、21万人の

方が今なお避難生活を余儀なくされているな

ど、復興はいまだ道半ばであると認識をしてお

ります。私も、宮城県時代の知人とメール等で
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やりとりをしておりますが、まだまださまざま

な課題があるということを実感しておるところ

であります。本県では、「みやざき感謝プロ

ジェクト」という位置づけで、職員を派遣す

る、また、高校生を研修・交流というような観

点からも派遣しておるところでありまして、さ

まざまな活動により、被災地の支援に取り組ん

でおりますが、今後とも、復興に向けた支援を

息長く継続してまいりたいと考えております。

お尋ねのありました写真展につきましては、

４月に山形屋において実施をされたということ

でありますが、東日本大震災の被災地を日本全

体で支えていく、そして、忘れない、しっかり

と伝えていくというさまざまな観点からも、大

変意義あるものと考えておるところでございま

す。ことしは、本県に大きな被害をもたらした

平成17年の台風14号の災害から10年となるわけ

であります。災害の記憶を風化させることな

く、長く伝えていこうということで、テレビＣ

Ｍ、またシンポジウム等を通じて、県民の皆様

にお伝えしておるところでありまして、東日本

大震災の状況、また、こういう大震災・津波へ

の備えという観点からもこれを伝えていくとい

うことで、御提案も含めて、来年は大震災から

５年という節目を迎えるところでもあり、さま

ざまな形で、市町村また関係団体とも連携する

中で取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、安全保障関連法案についてでありま

す。現在、国会において議論されております安

全保障関連法案につきましては、武力行使の要

件の見直しなど、我が国の安全保障政策の大き

な転換点になるものと考えております。今回の

見直しに関する政府の考え方の根底には、世界

各地においてさまざまな紛争が生じるなど、我

が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化して

いることを踏まえ、我が国や国民のためと、強

いそのような思いがあるものと考えておりま

す。その一方で、報道によりますと、さまざま

な立場の方々から、慎重な対応を求める意見も

数多く出されているところであります。この問

題は、国の根幹にかかわる極めて重要な問題で

ありますので、政府においては、その背景や内

容を十分に説明し、国会においては、幅広い国

民の意見を十分に踏まえながら、丁寧かつ慎重

に議論を行っていただきたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。安

全保障法制のことについては、また、さまざま

な議論、この議会でもあるかと思いますので、

後に譲りたいと思います。

それでは、今議会に提案された補正予算案に

ついてお伺いをいたします。

細かい内容については委員会審議に委ねます

が、今回の補正予算案は、昨年12月の知事選で

再選を果たした河野知事にとって、改めて県民

の負託を受けた上での河野カラーを鮮明に打ち

出すことが可能になる肉付け予算だったと考え

ています。今回、その編成に当たってのポイン

トをどのあたりに置いたのかを、知事にお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の６月補正予算

は、政策的事業、新規事業を中心とした、いわ

ゆる肉付け予算として編成をしたところであり

ますが、当初予算と合わせた平成27年度の予算

につきましては、厳しい財政状況を踏まえ、さ

まざまな課題に的確に対応しながら、私の政策

提案等の内容も実現をしていく、そのような思

いで編成をしたところでございます。その中で

も、１つ例を挙げますと、例えば防災・減災対

平成27年6月17日(水)



- 31 -

策につきましては、公共事業の追加措置を行

い、自然災害から県民の生命と財産を守る対策

を行うとともに、大規模災害対策基金への27億

円の追加造成を行いまして、今後５年間にわた

り、避難タワーの設置への支援、災害時に的確

に行動できる人づくり、また広域連携体制の整

備など、これまでの国内を襲ったさまざまな災

害の教訓というものを踏まえて、本県の総合的

な災害対応能力の強化に前倒しで取り組むこと

としておるところであります。

○渡辺 創議員 私は、個人的には、知事の１

期目の４年間を振り返ったときに、副知事２人

制の導入というのは、非常に大きな出来事の一

つだったと思います。執行部の幹部の厚みを増

して、よりいろんなことに対応できる体制をつ

くったということだと思っています。そういう

意味では、今回の補正予算は、両副知事にとっ

ても、それぞれ与えられたミッションをこなし

ながら、いわば河野カラーを出していくために

重要な位置づけの補正予算となったと思います

が、両副知事の今回の補正予算にかける思いを

お伺いしたいと思います。

○副知事（稲用博美君） 今回の補正予算は、

河野県政の２期目のスタートとなる予算であり

ます。そういうことから、知事の政策提案、そ

して、今議会に提案しておりますアクションプ

ラン、こういったものの中での事業をどういう

ふうにして反映していくか、そういう基本的な

点をまず第一に考えました。それからまた、私

も県内いろいろと行って、市町村、それから地

域の団体の方とお話をすることがありますの

で、その団体の方たち、地域の人たちの声とい

うもの、また私自身が目で見、肌で感じたもの

を、予算の中でどう生かしていくのか、そうい

うことを考えながら編成に臨んだところです。

特に、地方創生ということが言われております

ので、その主体になります地域をしっかりと支

えていくということを念頭に置きながら、予算

編成を行ったところでございます。

○副知事（内田欽也君） 副知事２人制のもと

では、私は、国とのパイプ役ですとかインフラ

の整備の推進など、これまでの自分の経験など

を県政に生かすということが役割の一つである

と思っております。その際、知事の「対話と協

働」という方針のもとで、できるだけ多く地域

の生の声を把握したいと思いまして、各種産業

界の方々とも意見交換をしてまいりましたし、

そこでの意見を反映させるということに一つ努

めてきたつもりでございます。さらに、宮崎の

ポテンシャルを生かした政策立案という観点か

ら、例えば、2020年オリンピック・パラリン

ピックを見据えたプロジェクト、あるいは宮崎

のキャッチフレーズなど、これらの政策をどう

予算に反映させていくのか、こういう観点でも

今回の予算編成に取り組んだところでございま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。３

人の県幹部のそれぞれの思いを伺ったところで

すが、私は、今回の補正予算案は、まさに「対

話と協働」という河野カラーが明確に反映され

た補正予算ではないかという印象を持っていま

す。ただ、「対話と協働」というカラー自体が

非常にバランスのとれたものですので、少し

ファジーな色合いですから、なかなかエッジが

きいたように見えづらいという特徴はあるかも

しれませんけれども、１期目から知事が根気強

く唱えて、県内各地を歩かれて話をくみ上げて

いくという作業の中で、今回の補正予算ができ

たと理解をしているところです。

今回の新たな取り組みの中で、４億円の知事

平成27年6月17日(水)
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特別枠を設定して、従来の枠外で、その大半が

新規事業、一部は改善事業ということもありま

したけれども、21事業を計上していらっしゃい

ます。昨年の11月議会の一般質問で、私も、職

員の皆さんが積極的に宮崎の未来につながる事

業にチャレンジして、事業の成果をすぐに追い

求めるのではなくて、知事が後押しをして、可

能性を大事にするような予算枠をつくってはい

かがかという趣旨で質問をしました。その際

に、知事の未来創造枠とか知事のこだわり枠と

いう提案をしたところでしたが、今回の知事特

別枠には同じような思いがこもっているのでは

ないかと勝手に想像しておりますが、知事のこ

の枠に込められた思いをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 予算編成作業というも

のは、県庁組織の仕事の中でも最も政策形成と

いう意味でも重要で、また、伝統的にその型が

決まっているものであるということ、そしてさ

らに、財政的な制約がある中で、どうしても発

想も含めて枠内に閉じこもってしまうことがあ

ろうかと心配をしておるところであります。

今、宮崎がさまざまな新時代を迎えて、攻めの

姿勢で取り組んでいきたいというときに、新た

な発想がなかなか生まれてこない、そういう懸

念があるということ、それから、現場で頑張っ

ている担当職員の思いというものを直接聞いて

まいりたい、そのようなことで今回のような取

り組みをしたところでありまして、従来の新規

事業要求枠にとらわれず、別途、予算を確保

し、また、財政課や総務部長の審査・査定を行

うことなく、知事ヒアリングにおける説明者

を、担当部長ではなしに、担当者から直接話を

聞いたところであります。この結果、21の事業

を特別枠ということで措置したところでありま

すが、例えば、チームみやざきスギ海外展開促

進事業のように、最前線の現場にいる職員が直

接経験し、肌で感じたことを通じて構築した事

業でありますとか、不妊不育治療、そういった

意欲的な取り組みというものを事業化すること

ができたのではないかと考えております。ま

た、担当者から直接説明を聞くことによりまし

て、その熱意というものを自分自身も肌で感じ

ましたし、また、県庁組織の中にも、少しいろ

んなことを考えてみよう、また、いろんな意味

での刺激を与えることができたのではないかと

思っております。この経験を踏まえて、今後、

予算編成も含め、県庁組織のあり方についても

しっかりと今後に生かしてまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 知事の今込められた思いが、

県庁の中での新しい胎動となって、宮崎の未来

への可能性が大きく広がるようになることを期

待しておりますので、来年度以降も同じような

思いが続くことを期待しております。

続いて、県の広報宣伝戦略についてお伺いし

ます。

先月の26日の定例記者会見で、知事は、宮崎

県の新しいプロモーション戦略のキャッチフレ

ーズ「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」とロ

ゴマークを発表されました。自虐的な内容も含

めて、インパクト重視のプロモーションが目立

つ中で、宮崎県らしさと温かみがじんわりと伝

わっていく、いいコピーではなかったかと思っ

ております。私も、１期目の４年間、しつこい

ほどに統一的な広報宣伝戦略の必要性を説き続

けてきた立場として、今回の取り組みがスター

トしたことを素直に喜びたいと思っておりま

す。今後の展開について、商工観光労働部長に

お伺いします。
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○商工観光労働部長（永山英也君） 「日本

（にっぽん）のひなた宮崎県」のプロモーショ

ンにつきましては、現在、ポスター1,000枚、チ

ラシ３万枚を作成しまして配布・掲示を行うと

ともに、県ホームページの掲載や名刺での活用

を行っております。また、県内では、新聞一面

広告、県政テレビ・ラジオ番組での広報に加

え、市町村、民間団体等へのロゴ活用の働きか

けなどを行っております。さらに、県外では、

「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」で

の活用を行っております。今後は、首都圏での

屋外広告を初め、専用のホームページ開設や動

画の配信、マスメディアと連携した広報・宣伝

など、さまざまな手法を組み合わせながら、効

果的なプロモーションを展開してまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 今回の補正予算の中でも、展

開費用として3,000万ほどの予算が計上されてい

ると思います。メッセージはじんわりと効いて

くるとしても、県の動きは早いにこしたことは

ないだろうと思っておりますので、今後の動き

を見守りたいと思います。

同時に、この手のプロモーションは、いかに

して県民や県内企業・団体も巻き込んで、参加

型のプロモーションとして展開していくかとい

うことが、成功の鍵だろうと思っています。例

えば、移住促進をメーンテーマに据えた高知県

の「高知家」、一つの家族だというプロモー

ションは、昨年度は、「高知家のおすそわけ」

というふうに発展的に展開されていまして、農

産物も含めて、高知のよさを日本中の人にお裾

分けするという展開が進んでいます。高知県

は、スタート当初から、このプロモーションの

推進のための寄附金を募金箱のような形で集め

て、100円以上寄附した方は、スーツの襟につけ

るようなピンバッジを受け取れるようにして、

高知の町を歩くと、銀行の方だったり、県庁の

方だったり、いろんな方がそのピンバッジをオ

リンピックのピンバッジのようにつけていると

いう展開も行っていました。また、町中にもポ

スターがあふれるという状況があって、非常に

官民を巻き込んだうまい回し方だったのかなと

思っておりますけれども、県民を巻き込んだ情

報発信の必要性について、商工観光労働部長に

お伺いします。

○商工観光労働部長（永山英也君） プロモー

ションの推進に当たりましては、県のみなら

ず、県民の皆様や市町村、民間企業・団体と一

体となった取り組みが必要であると考えており

ます。そのため、ひなたロゴマーク等について

は、県に届け出ることなく、誰でも自由に活用

いただけるようにしております。既に民間企業

では、名刺や商品へのロゴの掲載、横断幕の掲

示などが行われ、個人でもブログで情報発信を

行っていただいておりまして、大変ありがた

く、心強く感じているところであります。現

在、県では、県民参加型のプロジェクトの第１

弾として、「ひなたのチカラ・フォトコンテス

ト」を実施しております。今後も、民間企業・

団体等との連携事業など、他県の状況も参考に

しながらでありますけれども、県民の皆様を巻

き込んだ取り組みを積極的に推進してまいりた

いと考えております。

○渡辺 創議員 何をやるかを押しつける気は

ありませんが、ピンバッジ等はすぐ簡単にでき

るような気もしていますので、期待したいと思

います。

続けて、知事にお伺いいたします。みずから

「日本（にっぽん）のひなた」を発表されたわ

けですけれども、そのイメージをできるだけ早
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く、広く、そして底がたく多くの皆さんに伝え

ていくという意味では、宮崎県にゆかりのある

著名な方々の協力を得るのも一つの方策かと思

います。言うまでもありませんが、先ほどの高

知家でいえば、広末涼子さんが協力をしてい

らっしゃると思います。決してこれは高い広告

費を使えという意味で言っているのではなく

て、群馬県の桐生市で、篠原涼子さんが協力を

されたポスターが非常に話題になっていたりす

るような実例もありますので、検討の余地はあ

るというふうに思います。知事に、このプロモ

ーションにかける思いも含めて、著名人の皆さ

んの御協力についてどうお考えか、お伺いした

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の「日本（にっぽ

ん）のひなた宮崎県」のプロモーションという

のは、今、御指摘がありましたように、ほかの

県がやっているような多少自虐的なインパクト

の強いものとは違う。ただ、県民も含めて、宮

崎のファンの多くの方が共感できるものとして

築いたものでありまして、一過性のものにする

ことなく、今、部長が答弁しましたように、県

民も含めて全体でやっていくこと、県庁が行っ

ている県のＰＲということだけではなく、より

広がりを持たせることが重要であろうかと考え

ております。息長く取り組んでまいりたいと考

えておるところでありますが、御指摘のよう

に、著名な方の発信力を活用することも大変重

要であろうかと思っております。

県では、今、多くの各界で活躍されている方

に「みやざき大使」をお願いしておるところで

ありまして、「みやざき大使」の皆様にも、こ

の「日本（にっぽん）のひなた宮崎県」のプロ

モーションへの自主的な協力というものをお願

いしておるところでありますが、思い浮かべる

県出身の方、ゆかりの方というのは、まさに

「ひなた」を象徴されるような、イメージでき

るような方ではないかなと思っております。今

後、いろんな形での御協力、また御支援をお願

いしてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、知事みずからおっしゃい

ましたが、イメージできる方は、決してそのイ

メージとかけ離れていないということのようで

すので、ぜひ、今後の取り組みに期待をしたい

と思っています。

続いて、テーマを変えますが、国体招致に関

係してお伺いをいたします。

宮崎県は、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の招致方針を

決めたわけですが、招致に向けた取り組み状況

を、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 開会日に知事から御

報告がありましたが、平成38年の国民体育大会

及び全国障害者スポーツ大会の本県開催の要望

書を、文部科学省や関係団体に、県として提出

してきたところであります。その際、文部科学

大臣から、「宮崎県は取り組みが早いですね」

というお言葉をいただきました。早期の招致要

請に向け、御支援、御理解をいただいた県議会

を初め、市町村や関係団体等の皆様に、改めて

感謝を申し上げたいと思います。

現在、東京オリンピックや国体開催を見据え

て、選手・指導者の育成強化等に取り組むとと

もに、国体開催までのスケジュール案を作成し

ているところであります。今後、総合計画の策

定や推進体制の整備、さらには、施設整備計画

の策定など、着実に準備を進めてまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 昨年度は、県議会でも、国体

招致に関する調査を行うスポーツ振興対策特別
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委員会を設置していましたので、県内の体育施

設が大方どういう状況にあるかというのは、あ

る程度理解をしているつもりです。メーンとな

ることが想定される宮崎県内の競技場というの

は、大方のものが１巡目国体に向けて整備され

たものであって、市町村所有の施設に関しても

厳しい現状が予測をされていますが、国体に向

けた施設整備に関する基本的な考え方を、教育

長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度の長崎国体の

競技種目は41競技でありましたが、平成38年の

本県開催が正式決定しますと、おおよそ40競技

を実施するための施設を確保する必要がござい

ます。施設整備につきましては、日本体育協会

が定める国体の基本方針において、「できるだ

け既存施設の活用に努め、新設・改修に当たっ

ては、大会後の地域スポーツへの活用を考慮

し、必要最小限にとどめること」と定められて

おります。こうした方針を踏まえながら、既存

施設の改修や一時的な特設会場の設置、隣県施

設の活用、さらには、国体開催後の利活用も含

め、総合的に競技施設の整備について検討して

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今、教育長の御答弁にありま

したように、既存施設の活用というのが基本線

だということは、近年の国体では明らかになっ

ているところだと思います。しかし、残念なが

ら、宮崎県内の施設の状況を見たときに、既存

施設の一定程度の規模までの改修なりで対応し

切れるかどうかというのが一番の問題だろうと

思っているところです。施設の整備に当たって

は、当然、大規模な財政措置が必要になるとい

うことは明らかかと思います。この間、来年の

国体を控えた岩手県に調査に行き、お話を伺っ

てきたんですが、岩手県は、全ての競技を県内

で開催する完全国体を行う予定になっています

けれども、施設の新設はゼロという状況です。

改修のみの非常に節約型の国体を想定してい

て、それでも国体の開催関連経費は、障害者ス

ポーツ大会も含めて120億円となっています。そ

のうち県負担の施設整備にかかわるお金が約30

億円、そして、先ほどの120億円の枠外に、市町

村負担の施設整備費が40～50億円かかるという

見通しになっています。再度申し上げますが、

岩手県の場合、新規建設と大規模改修はゼロと

いう超節約型の国体でもこの水準ということに

なります。宮崎国体に向けた施設整備に係る財

政負担のあり方について、基本的な考え方をお

伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県のスポーツ施設

につきましては、国体の施設基準を満たしてい

ない施設や老朽化が進んでいる施設があり、改

修などの対応が必要となっております。このよ

うな施設の改修につきましては、本県の財政状

況を踏まえますと、大きな財政負担になると認

識いたしておりますので、県と市町村のどの既

存の施設で実施できるかや、また、隣県のどの

ような施設が活用できるのかなどを検討すると

ともに、例えば、施設整備に社会資本整備総合

交付金やスポーツ振興くじ助成金などの補助制

度の活用はできないかなどについても、総合的

に検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今の教育長の御答弁の中で、

「国体の競技基準を満たさない施設」という内

容がございました。少し県民の皆さんにわかり

やすく整理をしていきたいと思うんですけれど

も、現時点の県有財産といいますか、宮崎県内

にある体育施設で考えた場合に、県有施設以外

に選択肢がない競技で、かつ、その県有施設が

国体の競技基準を満たしていない競技、もしく

平成27年6月17日(水)



- 36 -

は競技場というのは、具体的にどの競技場とい

うことになるのでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 現在の日本体育協会

が定める国体の施設基準によりますと、例えば

県総合運動公園陸上競技場で国体の総合開会式

を行うとすれば、観客収容人数が基準の３万人

に達していないこと、夜間照明施設や大型映像

装置がないため、大会運営に支障を来すことな

どが予想されます。また、県総合運動公園のプ

ールにつきましては、電気掲示用の折り返し

タッチ板の設置が求められますが、タッチ板を

設置するとプールの長さが50メートルに満たな

くなること、水球やシンクロナイズドスイミン

グ会場としては水深が足りないことなどの課題

がございます。

○渡辺 創議員 今の教育長の御答弁の中で

も、国体の中心的な種目である競泳等に関する

プールであったり、または開会式にかかわる施

設に大きな課題があるということが明らかに

なったかと思います。先ほど例示をしました岩

手県の場合で、施設整備費は県の負担が30億円

程度という話をしましたが、その他の例を調べ

てみると、和歌山県では、県営陸上競技場の改

修に50億、そして、競泳用のプールにも数十億

というレベルで費用がかかっているというの

が、近年の実例のようです。今、いろいろとお

話をいただきました宮崎県の現状を考えれば、

岩手県程度の財政負担では恐らく済まないだろ

うということは容易に想像ができるわけです

が、総務部長にお伺いをしたいと思います。ま

だ、宮崎県として開催自体が正式に決定してい

るわけではありませんから、一般論で結構です

が、国体の運営また施設整備に多額の資金が必

要になるという状況が見通せる場合に、県とし

ては、いかにして財源確保のための取り組みを

行うのか、今後の見通しをお伺いしたいと思い

ます。

○総務部長（成合 修君） 国体の開催に当た

りまして、その開催・運営あるいは施設整備に

つきましては、現在、教育委員会において調査

・検討が行われておりますので、財政的負担に

つきましても、その結果を踏まえ、検討してい

くことになると考えております。県財政につき

ましては、御案内のとおり大変厳しい状況でご

ざいますが、これまで開催している他県の例な

どを参考にしながら、関係部局や関係機関と協

議を行い、先ほど教育長のほうからも答弁がご

ざいましたように、国の交付金あるいは助成金

を活用するなど、さまざまな工夫をしながら、

その後の財政運営に影響を及ぼさないように、

総合的に検討してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 次は、知事にお伺いをしたい

と思います。今、教育長や総務部長と議論をし

てまいりましたが、さまざまな課題が国体の開

催までにあるということは明らかになっている

と思います。しかし、その状況の中ですが、宮

崎県は招致表明を既にしています。平成38年の

宮崎県にとっては２巡目の国体のあり方につい

て、知事はどのような基本的なお考えを持って

いらっしゃるか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私は、国体という仕組

み―毎年毎年各県が持ち回りで行っていく。

そのことによって、それぞれの県のスポーツ振

興なり施設整備の水準を上げていく。そして、

国全体でスポーツ振興等を図っていく―は、

よく考えられた仕組みではないかなと思ってお

るところであります。ただ、それぞれの県の施

設整備の状況でありますとか、競技人口なり、

その後の利活用の見通し等、それぞれ違います
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ので、それぞれの県の実情に応じた大会開催、

また、今御指摘がありましたような施設整備と

いうものが大変重要であろうかと思っておりま

すし、11年後のこの機会を捉まえて、スポーツ

の振興、必要な施設の整備、さらには県民の健

康づくりの機会、そして、宮崎の魅力を全国に

発信していく、宮崎ならではのおもてなしの大

会にしてまいりたい、そのように考えておると

ころであります。

今、一連の負担の問題等、議論がございまし

た。選手・指導者の育成強化、大会運営、施設

整備など、さまざまな負担が生じるということ

でありますが、今申し上げましたような基本的

な考え方のもとに、大会運営の効率化、既存施

設の有効活用などの視点を持ちながら、宮崎ら

しい大会というものを総合的に目指してまいり

たいと考えております。

○渡辺 創議員 知事に続けてお伺いをしたい

と思います。単刀直入にお伺いをしますけれど

も、宮崎県の体育施設の状況は非常に厳しいも

のがあるというのは、現状認識としてあると思

います。その状況も踏まえて、国体を開催する

となれば、先へ続く体育施設を改めて求めると

いう声も、既に県内でも上がっているかと思っ

ておりますけれども、先ほど知事が述べられた

基本的な国体への考え方、そして、あわせて宮

崎県の財政状況等を勘案したときに、今度の国

体に向けて、体育施設の新設であったりとか全

面的な改修というのがあり得るのか否か、その

点を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 国体を宮崎の実情に応

じて開催してまいりたいということを申し上げ

たところであります。県と市町村がどのように

競技種目を分担していくのか、そのときに、既

存施設の改修なりどの程度の必要性があるのか

ということを、今後しっかり総合的に勘案して

いくということ。また、日本体育協会の方針、

「必要最小限のもの」ということもございます

ので、県の財政状況等も踏まえながら、総合的

に判断してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 総合的に判断されるというこ

とでしたが、県内でも既にいろんな声も上がっ

ているようですし、特定の競技団体では、国内

団体のトップのような方が来られて、知事に要

望活動もされたように新聞等では見ておりま

す。県内でもさまざまな意見が出てくるかと思

いますので、財政上の覚悟も、県民としてはし

なきゃいけないということだと思いますから、

やはり早い段階での方向性を示すというのが大

事かなと思っております。

もう一問、知事にお伺いをします。先ほど

来、岩手県の例を参考にしていますが、文部科

学省の国体の運営補助金は３億8,000万程度、施

設整備に関するｔｏｔｏの補助金は、いろいろ

かき集めてきても、岩手県では県内施設全部

で13億程度ということでした。つまり、国から

ほとんど資金は期待できないというわけですか

ら、この状況で恐らく、いざやるとなれば、宮

崎県のトータルの負担が100億を下らないという

ことは間違いないだろうと思います。当然、そ

の財源を確保するに当たっては、基金を立ち上

げて、数年間にわたってほかの部門への予算を

抑制的にしながら必要経費を積み上げていっ

て、単年度の負担が重たくなり過ぎないように

する、そんなふうにして財政負担の平準化を図

るというのが一般的なんだろうと思いますけれ

ども、基本的な考え方としては、国体をやると

なれば、そういうふうな手段をとっていくとい

うことで、知事のお考えはよろしいでしょう

か。
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○知事（河野俊嗣君） 国体開催に向けた施設

整備だけに限定してその財政負担を考えまして

も、各県の置かれた状況、その時点での国体開

催での施設整備の状況というのは、各県かなり

違うわけであります。ただ、宮崎の現状を踏ま

えますと、かなり老朽化した施設が多いという

ことで、相当な負担が見込まれるということで

あります。今、御指摘がありましたような、今

後、基金の積み増しによる備えでありますと

か、国からの交付金等の活用、また起債による

負担の平準化など、さまざまな方法により、後

の財政運営に影響を及ぼさないような財政運営

というものが必要であろうかと考えております

し、国体開催のためだけの施設ということでは

なしに、その先を見据えた施設のあり方という

ものを勘案しながら、しっかりと堅実な財政運

営も考えながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 今、やりとりを通して、少し

問題の整理ができたんじゃないかなと思ってい

るところです。決して国体開催がいけないと

言っているわけではありません。県議会でも決

議をしているわけですし。しかし、招致に取り

組むということを決めた以上は、やはりできる

だけ早い段階から、抱える課題が何になるのか

ということを、県民の皆さんと状況の共有を

図っていかなきゃならないと思っているところ

です。国体、11年後といえばまだまだ先のこと

のようにも感じますが、財政負担の平準化を図

るということになれば、その取り組みが始まる

のは11年先の話ではないはずですし、ただでさ

え県の財政調整のための基金は額が年々目減り

をしている中で、今回の補正では227億の残高と

いうことになっています。施設整備の負担が膨

らんでいくことによって、先ほど知事の御答弁

にありましたけれども、せっかく減らしてきた

県の借金を改めてふやさなきゃならないという

のも、複雑な思いもあるというところかと思い

ます。さらに、宮崎県では、防災拠点庁舎で

あったり、県立宮崎病院の全面的な改修という

のが予定されているわけで、県民にとってこれ

からしばらくの間、公共事業といいますか、県

の新しい施設整備に非常に負担が高まるという

意識が広がっていくのも、やはり丁寧にケアを

しなきゃいけない問題だと思っているところで

の質問でしたので、そういうスタンスでの質問

であったと御理解を賜りたいと思います。

続けて、次のテーマについて質問をしたいと

思います。総合型地域スポーツクラブについて

お伺いをいたします。

これも、これまでの４年間にも何度か取り上

げてきましたけれども、まず教育長にお伺いを

したいと思いますが、総合型地域スポーツクラ

ブに対する支援のあり方について。現在の総合

型クラブの設置状況と、支援についての県の基

本的な考え方をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、15市町村

で30の総合型スポーツクラブが設立され、現

在、２つの町でクラブ設立に向けた準備が進ん

でおります。クラブは、会員から会費を徴収

し、自主運営することを基本としており、県と

いたしましては、自立運営に向けての人材育成

を図ることを支援の中心としております。その

ような方針のもと、各クラブの企画運営をする

アシスタントマネジャーの養成講習会等を開催

し、関係者の資質向上を図るとともに、専門家

による定期的なクラブ訪問を行い、各クラブの

状況に合わせた指導助言を行うなどの支援を

行っております。さらに、クラブが行っている

地域での健康運動教室やスポーツイベントのた
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めの補助金の交付も行っているところでありま

す。

○渡辺 創議員 それでは、今の現状を踏まえ

た上で、県内の総合型地域スポーツクラブが有

している課題をどのように考えているか、教育

長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブの課題といたしましては、クラブによっ

ては指導者の確保が十分ではなかったり、経営

の中心的役割を果たす人材の確保が難しいこと

などが挙げられます。各クラブをさらに発展さ

せていくという視点から見た課題としては、新

たな会員を獲得していくための方策や、会員の

定着を図るための方策、さらには、ニーズに応

じた魅力あるスポーツプログラムの開発なども

挙げられます。これらの課題のほか、スポーツ

振興くじ助成の減額等により、クラブによって

は運営に苦労をされている状況もあることは認

識いたしております。

○渡辺 創議員 総合型の地域スポーツクラブ

は、地域スポーツの新しいあり方として、地域

住民によって自主的、主体的に運営される公益

性の高い取り組みだと思います。国も積極的に

旗振りをしてきたわけですし、地域コミュニ

ティーが有している本来的な機能を関係づけて

生かしていくこともできると思っています。私

は、少し大げさに言えば、スポーツという側面

から地域の自治力を高める効果もあると思って

います。宮崎県では、今、第二次宮崎県教育振

興基本計画の中で、総合型については「クラブ

の設立を目指す」という位置づけになっていま

すが、先ほど答弁にもあったように、既に県内

には30のクラブができています。今、基本計画

は改定の作業中だと理解をしていますけれど

も、やはり本来は、もう一歩踏み込んだ形で、

支援という姿勢を明確に打ち出すべきだと考え

ておりますが、教育長の御見解をお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県においてスポー

ツの裾野を広げるためには、総合型地域スポー

ツクラブの協力が重要でございますので、現行

の宮崎県教育振興基本計画では、クラブの設立

を目指すことを主な取り組みとして明記いたし

ております。この現行の計画策定後、本県のス

ポーツ推進審議会において、生涯スポーツの推

進を図るための人材育成が必要であるとの御意

見をいただいたことなどから、今回予定いたし

ております計画の改定では、クラブの育成や指

導者の養成・確保など、クラブの活性化に向け

た支援に努めることを現行計画に加えていくこ

とを、検討いたしているところであります。ま

た、各県それぞれが、さまざまな工夫によりク

ラブの支援をされているようでありますので、

情報収集を進めながら、どのような支援の工夫

ができるか、今後とも研究をしていきたいと考

えております。

○渡辺 創議員 支援に踏み込んでいただける

ということだったかと思います。また、各県そ

れぞれの工夫というところも今後調べていくと

いうお話でしたが、隣県の大分県では、県のス

ポーツ振興計画の中でかなりの分量を割いて総

合型について触れていて、将来的には中学校区

に１つ程度のクラブの創設・育成、市町村への

支援の働きかけ、拠点施設やクラブハウスの整

備・充実というようなところまで踏み込んで書

き込んであります。熊本県もほぼ同様の水準の

内容が表記をされていると思います。改めて、

ちょっと教育長にお伺いしづらいですが、大分

や熊本、隣県と比べた場合に、宮崎県の総合型

の置かれている環境というのは、果たして充実
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していると言えるのか、教育長の御見解をお伺

いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブは、県民の皆さんが、誰でも、いつで

も、いつまでもスポーツに親しむことができる

場として、また豊かな地域コミュニティーの場

として、大変重要な役割を果たしていただいて

いると認識いたしております。そのような認識

のもと、クラブへは、指導者の養成講習会等を

開催することにより、人材育成を支援させてい

ただいているほか、クラブが実施する健康運動

教室等に対して補助しているところでございま

す。さらに、広く取り組みを奨励していきたい

と考え、長年御尽力いただいたクラブを、生涯

スポーツ優良団体として表彰させていただいて

いるところでございます。今後も引き続き、市

町村や県体育協会等と連携を図りながら、クラ

ブの設立・育成の支援に努めてまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 できますれば、大分や熊本の

状況と比べてどうなのか―今、いろいろお考

えがあって、お話がなかったところだろうと思

いますので、今回はこの件、ここでとどめます

けれども。私が暮らす宮崎市の東大宮地区に

は、ＮＰＯ法人の東大宮スポーツクラブという

のがあります。設立12年で、昨年度は36の定期

講座を開設して、会員数も県内最多ということ

になっています。グラウンドゴルフやミニバレ

ー、バレーボールなどの大会開催のほか、文科

省の学校体育コーディネーター派遣事業や、市

や国の委託事業、協働事業もたくさん実施をし

ていて、活動費を維持するために、近くの新別

府川のパートナーシップ事業―県土整備部に

関係しますが―等も引き受けてやっていて、

まさに地域の中でのスポーツ行政というか、体

育を見ていくときに欠かせないという存在に

なっているクラブもあります。この間の知事の

提案理由説明の中にも、「県民の誰もが健康増

進や体力向上を図り、「スポーツの豊かな文化

を享受できる社会」を実現する」とあります。

この観点で言えば、総合型地域スポーツクラブ

の貢献というのは非常に大きいと思いますの

で、ぜひ、総合型にかかわる皆さんが、宮崎県

は総合型の価値をきちんと評価して応援してく

れているんだということが実感できるような対

応をいただきたいと思います。最後にします

が、教育長、御所見がありましたら、お伺いし

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 議員が今御指摘のよ

うに、本当に幅広い活動を積極的にやっていた

だいて感謝しておりますし、スポーツの振興の

みならず、健康づくりとか地域コミュニティー

づくりに大きな貢献をしていただいていると感

謝いたしております。総合型地域スポーツクラ

ブの支援につきましては、九州の各県の状況も

調べておりますが、本県として何ができるかと

いうことを、引き続き、積極的に情報収集しな

がら検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

次のテーマに移ります。先ほど清山議員から

も冒頭の発言でありましたけれども、国政・地

方選挙を問わず、投票率の低下に歯どめがかか

らないという状況が続いています。まず、この

状況に対する県選挙管理委員会の認識をお伺い

したいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） ４月に執行

した県議会議員選挙では、これまでで最も低

い42.52％の投票率にとどまったところであり、

大変残念に思っております。今回の県議選を含

め、各選挙の投票率は全体的に低下傾向にあり
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ますが、選挙が民主政治の基盤をなすものであ

り、政治に参加する最も重要な機会であります

ので、極めて憂慮すべき状況にあると認識して

おります。

○渡辺 創議員 正直なところ、今の現状とい

うのは、候補者として選挙に臨んでいる私ども

としても、低い投票率には焦りと一抹のむなし

さも感じるところですが、県選挙管理委員会で

はどのような啓発策をとっているのか。また、

投票年齢の引き下げがきょうにも国会で決まる

状況の中で、若年層の投票参加に向けてどのよ

うな対策を講じているのか、基本的な考え方を

お伺いします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙管理委

員会では、選挙の際には、テレビ、ラジオ、新

聞広告、ホームページなど各種媒体を活用した

広報に加え、大型商業施設や大学などでの啓発

活動に取り組んでおります。また、選挙時以外

にも、若者の政治参加意識を高めるため、政治

と生活とのかかわりについて意見交換を行う

「しゃべり場せんきょ」や、政治や選挙に関す

る意見発表会「わけもんの主張」を実施すると

ともに、大学生で構成する学生選挙サポーター

の育成・支援にも取り組んでいるところであり

ます。選挙権年齢の引き下げによりまして、今

後、若者向けの啓発がますます重要となります

ことから、教育委員会や市町村選挙管理委員会

など関係機関と連携をしながら、多くの若者が

政治や社会に関心を持ち、投票を通じた政治参

加につながるような啓発活動に取り組んでまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 先ほども少し申し述べました

が、15日の参議院の臨選特で、選挙権年齢の現

行の20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選

挙法の改正案が全会一致で可決されて、きょ

う10時から開会している参議院の本会議で採決

が行われているはずですので、恐らく既に成立

したか、間もなく成立するという状況かと思い

ます。来年の参院選からは全国で240万人、宮崎

でも恐らく２万人強の有権者がふえるというこ

とになると思います。先ほどの答弁の中にもあ

りましたが、投票率の低迷が続くという状況の

中では、若年層に公民権の行使である投票を行

わないという風潮が今あることが問題だと思っ

ていまして、きちんとその行使をするというこ

とを教えていくというか、学習してもらう必要

があると思います。その意味では、つい最近ま

でいた学校というところで教えることが一番効

果的ではないかと思いますけれども、この公民

権行使の重要性について、教育委員長、教育長

に、それぞれお伺いしたいと思います。

○教育委員長（島原俊英君） 選挙などを通し

て政治にかかわるという公民権の行使につきま

しては、民主主義国家を支える重要な行為であ

ると認識しております。特に若い世代の投票率

が低くなっていることは、非常に残念であると

考えています。学校教育の役割は、子供たちの

自己実現を助けること、そして、社会の次の担

い手を育てるということだと思っています。そ

のためには、子供たちに地域への関心を高め、

ともに議論を深めながら、よい社会をつくって

いくという意欲を持たせること、公民として自

分は社会のために何ができるのかという気概を

持たせる教育を、本県として推進してまいりた

いと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちが我が国の

ありよう、そして宮崎のありようについて関心

を持つことは、大変重要であると認識をしてお

ります。ある年の成人式で新成人にインタビュ

ーをしている場面を見たことがあります。「あ
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なたは政治に何を期待しますか」という質問に

対して、ある若者は、「アナウンサー、何でそ

んなことを聞くんですか。「あなたは社会のた

めに何をしてくれるんですか」となぜ聞かない

んですか」と答えた若者がいました。そういう

若者をふやしていきたいと思っております。本

県の若者が、我が国や郷土に対し貢献したいと

いう気概を持ち、公民として、主体的にその役

割を果たせるような人材を育成する教育を、今

後とも目指していきたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

続けて教育長にお伺いをしますけれども、今

回の投票年齢の引き下げによって、来年の参院

選挙では、現役の高校生が投票権を持つという

状況になります。現在の小・中・高校における

選挙に関する学習の状況についてお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 選挙に関しまして

は、例えば小学校では、議会制民主主義の仕組

みを教え、間接的に政治に参加していることを

学んでおります。中学校では、投票率の低下、

一票の格差など、選挙制度が抱えている課題を

取り上げ、その解決に向けた方策を考える学習

などに取り組んでおります。高等学校では、国

民の政治参加の重要性やその義務を理解させた

りするなどの学習を行っております。また、児

童会活動や生徒会活動において、選挙や話し合

い活動など、実体験を通して自治の仕組みにつ

いて学習する取り組みも行われております。さ

らに、本県においては、地域の課題解決や、よ

りよい社会のあり方について、実際の議場を使

用して行う子ども議会や、市政に提言を行うバ

ーチャル市役所などの取り組みもなされている

ところであります。

○渡辺 創議員 それでは、今回の投票年齢の

引き下げを受けて、今後の学習のあり方にはど

のような影響があるでしょうか。教育長にお伺

いします。

○教育長（飛田 洋君） 学校教育において

は、これまでも政治的な中立を確保しながら、

子供たちの発達段階に応じて、選挙の仕組みや

将来の政治参加の重要性について理解が深まる

ような指導をしてまいりました。特に、18歳以

上に選挙権の年齢が引き下げられることが今、

国会で審議されているということですが、そう

いうことを考えますと、高校生には、きちんと

自分で判断し、政治参加できる力を身につけさ

せるための指導の一層の充実が大切であると考

えております。そのため、これまでの指導を充

実するとともに、文部科学省から配布予定の資

料等を活用するなど、丁寧で深まりのある学習

を各学校で実践できるよう、校長会や担当者会

を通して学校を指導するなど、体制づくりを進

めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。投

票年齢の引き下げに関して、学校現場の混乱

や、各政党の政策や違いをどう教えるのかとい

う点について、現場にいろいろ戸惑いがあると

いう報道等を目にします。ただ、私は正直、少

し違和感があります。私は、まず学校現場でき

ちんと取り組むべきことは、投票という公民権

行使の重要性をきちんと子供たちに認識させる

ということだと思います。普通選挙権というの

は、近代民主主義が成熟していく中で勝ち取っ

てきた権利であるということが、極めて大事だ

と思います。だからこそ、社会に参画する上で

極めて重要な行為であるということを子供たち

に教えるに当たって、政治的な中立がどうのこ

うのという話にはならないと私は思っておりま

す。ぜひ、公民権の行使の重要性を丁寧に説く
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ことから始めていただきたいと思っておりま

す。

そのための最も適した教材の一つは、先ほど

教育長の答弁の中にもありましたけれども、生

徒会活動、小学校でいえば児童会活動というこ

とになるかもしれませんが、そういう生徒会活

動ではないかと思います。生徒会活動自体が学

校の中での限られた範囲でのこととはいえ、自

分たちの課題を解決するために代表者を選び、

代表者の組織した執行部の提案がみずからの学

校生活を高めることになるのかというのを議論

しながら参画していく、まさに生徒による自治

と。社会に出てから自分たちが大事にしなきゃ

いけないことを学んでいく場ではないかと思っ

ています。このサイクルが生徒会活動であるわ

けですから、政治はその延長線上にあるという

ことを、まずは先生方に、子供たちに丁寧に教

えていただきたいと思いますし、子供を持つ親

としては、家庭の中でもそのことをきちんと子

供たちに伝えていかなければならないと思って

いるところです。

また、生徒会の選挙の際に、例えば通常の選

挙で使う機材を使うことによって、ある意味で

さらに疑似体験的な要素も加わってくるのでは

ないかと思っております。お答えくださいとい

う予定にはしておりませんでしたが、教育長、

御所感がありましたら、お伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 生徒会活動を子供た

ちにどんな形で運営させるかというのは、学校

の教育活動で子供たちが自分たちで社会貢献を

学ぶ上では非常に重要だと思っております。私

も校長のときに、かなりそこは大胆に子供たち

に託して、やりなさいということをしたところ

であります。本物の投票箱を使うというような

取り組みは、今幾つかされております。そうい

う事例も今後紹介していきたいと思います。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。今回

の投票年齢の引き下げを―選挙の根本がそれ

で変わるわけではないと思いますが―一つの

きっかけとして、多くの有権者の皆さんが投票

によって意思を示す、そういう流れに変わって

いくチャンスにできればと思っておりますの

で、御提案を申したところでした。ありがとう

ございました。

最後のテーマといたしますが、神奈川県川崎

市との木材利用を柱とした包括的な連携協定に

関して、お伺いをしたいと思います。

これまでも繰り返し質問をしてまいりました

ので、今回は、その後の進展を確認するという

程度にとどめたいと思っておりますが、現在の

取り組み状況と今後の展開について、環境森林

部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 木材分野につ

きましては、本年２月に、まず川崎市において

「都市の森林フォーラム」を開催いたしまし

て、木を使うことの大切さや、本県の有する木

材利用技術について広く関心を持っていただき

ました。また、６月５日には、逆に、30名を超

す設計・建築関係者の方々が来県されまして、

２日間にわたって、木材利用技術センターや綾

中学校等の木造施設を視察いただいたところで

ございます。今後は、先方の川崎市のニーズを

的確に把握するための現地調査や、関係企業等

との交流会などを順次実施することにしており

まして、大都市における木材利用の促進に―

これは絶好のチャンスでございますので―積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。御
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答弁の中にもありましたが、川崎市側のニーズ

を的確に捉えて、その要望にいかにして対応で

きるかというのが、今後の連携の大きな鍵にな

るんだろうと理解をしているところですので、

引き続きの丁寧な取り組みをいただきたいと

思っております。

続いて、総合政策部長にお伺いをいたしま

す。これまでにも、この都市間連携、今度の川

崎市との連携の重要性を指摘して、その効果

を、木材の利用連携だけではなくて、県政全般

にわたる非常に有効な連携関係にしていくとい

うのが、極めて大事な要素ではないかと申し上

げております。川崎市は首都圏の入り口、窓口

という位置づけもできるかと思いますので、ぜ

ひ、強い協力関係を築いていただきたいと思っ

ておりますが、木材利用以外のところでの連携

の取り組みの状況について、お伺いをしたいと

思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 本県と川崎市

との基本協定では、互いの活力と魅力の向上に

向けた幅広い取り組みを進めていくこととして

おりまして、これまでに、「川崎モデル」とし

て知られます中小企業支援の取り組みなどをテ

ーマとしたフォーラムを、本年の３月と５月に

開催するとともに、５月には、マンゴーなどの

県産品の紹介・販売を行う宮崎フェアを川崎市

内の百貨店で開催したところであります。今後

につきましても、川崎市で開催される、先端技

術見本市や約50万人の人出が見込まれます「川

崎市民まつり」に出展するなど、この包括連携

協定を生かし、県内中小企業の技術や本県の物

産・観光を首都圏にＰＲしますとともに、川崎

市民との交流を深めてまいりたいと考えており

ます。

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございまし

た。今回は、宮崎の「今と未来への責任」とい

うスタンスで質問に臨ませていただいたつもり

でおります。各テーマ、これからすぐに答えが

出るということではなくて、引き続き、県政の

重要課題となる部分もあると思いますので、丁

寧な議論が必要かと思っております。今後と

も、そういうつもりで臨ませていただきます

が、知事を初め、多くの執行部の皆様に御丁寧

な答弁をいただきましたことに感謝を申し上げ

ます。特に教育長には、非常に大きなボリュー

ムになりましたけれども、真摯な御答弁をいた

だいたと思っております。感謝申し上げます。

以上をもちまして、全ての質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従いまして、順次お伺いをしてまいりま

す。

４月14日、今回執行されました県議会議員選

挙の当選証書を授与されましたときに、我が郷

土宮崎県発展にこの身をささげようと、改めて

身の引き締まる思いを感じたのは、ここにおら

れる議員全員が同様であったと思います。

私は、平成19年に初当選して以来の８年間、

農業者の方々はもとより、福祉関係者、さらに

は商工建設業の皆様方と、地域の抱える課題等

について、膝を突き合わせながら意見交換を
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行ってまいりました。最近、特に関係する業界

が複数に及ぶ課題として、例えば６次産業の振

興についても、販売先を確保した上で、生産し

た農産物を加工し、付加価値を高め、効率的な

輸送体系を活用して、安定的な販売をするため

のさまざまな分野の連携が必要であると思って

まいりました。このように複雑化する問題解決

のために、私は、「都城盆地農業を語る会」と

いう組織を立ち上げ、これまで13回の勉強会を

開催してまいりました。勉強会の主なテーマ

は、河野知事が政策として掲げておられる「フ

ードビジネスの展開」を支える農業者、加工・

流通・販売にかかわる内容が中心であり、回を

重ねるごとに問題点も明らかになってまいりま

した。本県の目指すフードビジネス、６次産業

化の中で、２次・３次産業の分野ではさまざま

な商品開発、そして安全・安心対策事業化に向

けた取り組み、東アジア、アメリカ等への販売

戦略等は一定の評価はあるものの、１次産業が

抱える課題として、高齢化、担い手不足の状況

はますます深刻であると思われます。３期目最

初の質問でありますので、逼迫している農政問

題を中心に今回はお伺いしてまいります。

最近、先進的農業者からよく相談されるの

は、農業労働者の確保に向けた悩みでありま

す。例えば、農業生産法人において従業員を募

集しても、若手はもちろん、熟年層も含めて、

「応募者がいない」「うまく雇用できても長続

きしない」といった悩みを多く聞いておりま

す。このような中、５月18日付の日本農業新聞

に、「農業法人の雇用定着、若者はなぜやめ

る」という特集が掲載されておりました。全国

農業会議所が平成24年に行ったアンケート調査

では、農業法人で就農した約半数が５年以内に

離職しているというものであります。経営者か

らは、「育ててはやめ、育ててはやめの繰り返

しで、イタチごっこだ」という内容で、全国で

も共通する問題のようであります。法人経営者

にとっては、規模拡大を目指して雇用を進め、

将来は経営の幹部として育成することも視野に

入れていたにもかかわらず、「仕事が合わな

い」「仕事がきつい」という理由でやめられる

と、経営自体の見直しをせざるを得ない状況に

なってまいります。そこで、次の３点について

農政水産部長にお伺いします。

１点目として、本県における法人就農者の定

着の状況はどのようになっておるのか。２点目

として、法人の雇用労働者が集まらない、長続

きしない理由についての認識と今後の対応につ

いて。３点目として、６次産業化と言われる中

で、１次産業の生産力の見通しの認識について

お伺いしまして、これからは質問者席にて行っ

てまいります。（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農業法人への就農者の定着状況につい

てであります。本県における農業法人への新規

就農者は毎年130名前後で推移しており、新規就

農者全体の約半数を占める状況にあります。法

人就農の定着状況につきましては、平成20年度

に、本県で国の「農の雇用事業」を活用した36

名の法人就農者を例にとりますと、就農定着率

は、１年後で94％、２年後では61％、３年後に

は58％と、年々大きく減少する結果となってお

ります。

次に、農業法人の雇用労働力の課題と対応等

についてであります。本県の農業法人は745法人

で、約9,400名の雇用者を抱えておりますが、

「賃金体系の不満」や「人間関係の悩み」等の

理由により、農業法人をやめる方も多い状況に
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ありまして、このことは全国的にも課題となっ

ております。このため県といたしましては、本

年度より、県内外からの法人就農希望者を対象

に、一定期間の雇用型就農研修を経て、安心し

て就農できる新たな仕組みの構築に取り組むと

ともに、定年退職者や女性等の熟練労働者を安

定的に雇用確保する受け皿づくりに取り組んで

おるところであります。また、経営者に対しま

しても、やりがいのある職場環境づくりなどの

労務管理等の研修機会を新たに設け、経営者と

しての意識改革、資質向上を図る支援を強化す

ることで、雇用労働力の確保、定着化に向けた

努力を進めてまいりたいと考えております。

次に、１次産業の生産力の見通しについてで

あります。本県農業は、担い手の減少や高齢

化、雇用労働力の不足、国際競争の進展など、

多くの課題に直面しておりますが、そのような

中にあっても、農業産出額が口蹄疫発生前の水

準に回復するとともに、輸出の拡大や６次産業

化等のフードビジネスの進展など、成長産業化

に向けた新たな取り組みも活発化しているとこ

ろであります。これらの動きをさらに活性化さ

せ、本県経済を発展させるためには、その基盤

である農業の生産力強化が喫緊の課題となって

おります。このため県といたしましては、生産

基盤の整備とあわせて、既存産地の生産体制を

もう一度見直し、高い技術力・経営力を持った

産地を育成するとともに、契約取引の推進や物

流の効率化を進めることで、本県農業の生産力

の強化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〕

○山下博三議員 都城管内の数軒の先駆的な農

業者の方でありますが、今日まで中国人の研修

生を雇用しておられましたが、今、その確保も

非常に厳しくなってきておる現状であります。

せっかく50ヘクタール～100ヘクタールの面積拡

大をされて今日までこられたんですが、作付も

思うようにいかないようであります。この状況

が続いていけば、今日までのゴボウとか里芋、

ニンジン、ラッキョウ等の産地もなくなってい

くのではないかと、大変心配をされているとこ

ろであります。昨年の11月議会でも外国人研修

生の受け入れ体制のことでお伺いをしてまいり

ましたが、外国人研修生の確保に向けては早期

の対策をお願いしておきたいと、そのように

思っております。

次に、本県の和牛の素牛生産、肥育農家の抱

える課題等についてお伺いしてまいります。

本県は、御案内のとおり、全国和牛能力共進

会２連覇の押しも押されぬ日本一の生産県であ

ります。２年後の平成29年、開催県の宮城県は

もとより、隣の鹿児島県などが死に物狂いで日

本一に向けた取り組みを進めていると思われま

す。2020年の東京オリンピックも近づく中、何

としても全共３連覇を果たしてもらいたいとい

うのが、県民の悲願であります。

さて、前回の第10回長崎全共においては、本

県は９つの出品区分に種牛20頭、肉牛８頭の

計28頭を出品いたしました。鹿児島県、大分

県、宮城県など、本県のライバルと言われる和

牛生産県も同様に、９つの区分に種牛や肉牛を

出品しております。兵庫県や島根県、鳥取県と

いったすぐれた種牛を輩出してきた県も含める

と、雌牛改良が進んでいる県としては13道県に

も上ります。３連覇を果たすべく、本県の取り

組みも、生産者を初め各団体、行政区の皆様も

必死で頑張っておられると感謝を申し上げま

す。これまでの取り組み等について、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 第11回全国和
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牛能力共進会宮城大会に向けましては、県や全

国和牛登録協会の宮崎県支部、関係団体で構成

する県推進協議会を昨年７月に設置し、関係団

体が一体となって出品対策を進めているところ

であります。このうち昨年度は、枝肉の審査部

門であります肉牛の部に出品する候補牛を作出

するため、口蹄疫後に造成いたしました若い種

雄牛６頭を選定し、県内各地の産肉能力にすぐ

れた繁殖雌牛に交配をいたしたところでありま

す。また、今年度は、これら分娩された子牛の

発育調査等を行うとともに、種牛の部など、他

の出品区分における候補牛の作出や調査等を実

施する予定であります。今後とも、県推進協議

会を中心に、３連覇に向けて「チーム宮崎」と

して、しっかりと出品対策を行ってまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 それでは次に、知事にお伺い

をいたします。２連覇を果たした前回は、口蹄

疫終息後の開催でもあり、深い悲しみと苦しみ

の中にあった県民を大きな感動と勇気で救って

くれました。そして２連覇をなし遂げてから

は、現在まで、宮崎牛は全国でもその名を知ら

れ、今や海外でも人気和牛ブランドの一つとな

り、知事の熱心なトップセールスの効果も加わ

り、大きな経済効果をもたらしております。２

年後の全共での３連覇を県民の皆さんが期待さ

れるのは当然のことと思いますが、知事の決意

をお伺いいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 前回の長崎大会では、

口蹄疫という大変な惨禍を乗り越えての全共２

連覇、日本一２連覇を達成した。これは畜産農

家のみならず、農業関係者、さらには県民に元

気と勇気を与えた、さまざまな災害から立ち上

がる元気をいただいたものと考えておるところ

であります。また、全共２連覇を前面に打ち出

した国内外でのトップセールスでは、宮崎牛の

認知度の向上や輸出量の増大、昨年は過去最高

の148トンであったわけでありますが、私自身大

きな手応えを感じておるところであります。宮

崎牛が、今後ともチャンピオンブランドとして

の確固たる地位を築いて日本一の称号を活用し

ていくためには、何としてでも前人未踏の３連

覇をかち取ることが非常に重要であると考えて

おりますし、特に５年後、東京オリンピック・

パラリンピックで世界の注目が集まり、そして

多くの方々が世界から集まる、その中で「日本

一の宮崎牛」という旗を掲げることは大変重要

であろうかと考えております。

一方で、戦いは非常に厳しいということを冷

静に分析もしておるところであります。今回の

全共は、口蹄疫後に造成をした種雄牛で戦う必

要があるということ、また、戦いの場といいま

すか会場も宮城県、大変遠隔地であるというこ

と、それから勝ち切ることの難しさは、きのう

のサッカー男子日本代表でも感じたところであ

りますが、もし同じ程度であれば、２連覇をし

た宮崎とそれ以外の県とどちらを選ぶかと言わ

れたときに、圧倒的な差をつけて宮崎が勝つこ

と、これが大変重要であろうかと思います。そ

ういう意味でも非常に高いハードルだというこ

とを肝に銘じて、関係者が力を合わせて、何と

しても３連覇達成のために努力をしてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。

平成22年の口蹄疫の発生で、優秀な種雄牛を

失っております。いろいろ話を聞いてみます

と、「今回は厳しいんだ」と。そのことも、

ちゃんと皆さん自覚されているんですが、生産

者、団体等も総力戦で、ぜひとも３連覇をかち

取っていただきますよう、まずもってお願いを
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申し上げておきたいと思います。

これからは農政水産部長に、14問ほどになり

ますが、お伺いしてまいります。よろしくお願

いいたします。

農林水産省が公表している平成26年２月１日

現在の畜産統計資料によりますと、肉用種の子

取り用雌牛の飼養頭数は、全国で59万5,200頭が

飼養されておりますが、その実に半分に当た

る28万頭以上が九州での飼養となっておりま

す。そのうち宮崎県が７万7,000頭、鹿児島県

が11万4,700頭であります。先ほどのライバル県

について、一定以上の雌牛を飼養し、将来的に

子牛の供給が可能な県というと、宮崎県と同等

以上の飼育規模を誇っている北海道と鹿児島県

のみで、他県は4,000頭から３万頭と、本県の半

分以下となっております。雌牛の改良の進んで

いる県でも、絶対的な頭数確保がなされておら

ず、今後は大変厳しいものがあります。

一方では素牛が減少することが懸念される中

で、当面、素牛価格が下がる要素はないと言わ

れております。先日の日本農業新聞において

も、ＪＡ全農が取りまとめた５月の和牛子牛の

取引結果は、１頭当たり65万1,718円と前月

比1.1％高となっており、過去最高値となったと

いうことであります。４カ月連続の高値であ

り、その結果、資金力の劣る中小規模の肥育農

家は、現在導入している素牛が出荷時期を迎え

るおおよそ１年半後の枝肉相場が不透明なた

め、仕入れを控え飼育頭数を減らす動きがあ

り、一連の高値で宮崎牛ブランドの生産にも影

響が出ないかと危惧されております。このよう

な懸念に加え、私が意見交換を続けてきた生産

者の多くは、オリンピック以降の景気減退の不

安や、赤身肉を好む傾向が強まり、国内でもＡ

４・５等級といった高品質な牛肉を食べなくな

る。さらには、現在進められておりますＴＰＰ

交渉の行方への不安などで、経営の維持にも大

変な不安があるようであります。このような肥

育農家の現状を踏まえ、今後の見通しをどのよ

うに認識しておられるのか、お伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 全国的な繁殖

雌牛の頭数減少によりまして、今後とも子牛価

格の高騰が続くものと予測され、肥育農家の経

営は厳しい状況が続くものと考えております。

そのため、販売力の強化対策といたしまして、

県内外でのプロモーション活動に加え、東京食

肉市場への生体出荷に、関係団体と一体となっ

て取り組んでいるところであります。特に生体

出荷につきましては、３年目を迎え、取引価格

の向上や卸売業者からの引き合いが強まるな

ど、一定の成果が認められ始めておりますの

で、今後とも継続して実施し、宮崎牛のブラン

ド力強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

また、肥育農家のコストが収益を上回った場

合に、差額の８割を補塡する経営安定対策、い

わゆる新マル緊事業を適切に実施しますととも

に、肥育一貫体制の構築による子牛確保対策を

講じることにより、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。

○山下博三議員 次に、和牛素牛生産について

お伺いをいたします。都城地域において昨年７

月、畜産技術員が主体となって、都城北諸県地

区「人・牛プラン」が策定をされております。

私は、この前文を見て大変驚いたところであり

ます。都城北諸県地域は、本県肉用牛生産の中

心的な地域であり、高齢化や担い手の不足と

いった課題もありますが、その基盤は盤石で

あったと考えてまいりました。しかし、平成13
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年には繁殖雌牛飼養戸数3,290戸、飼養頭数２

万8,738頭であったものが、平成26年末には戸数

が1,527戸と半数以下、飼養頭数も２万508頭と

大きく減少しており、このままのペースで進む

と、平成32年には飼養戸数が605戸、飼養頭数も

１万6,518頭となると見込まれております。この

見込みを聞いて、私は、宮崎県の肉用牛の基盤

を支えてきたと自負する都城北諸県地域の将来

が大変厳しいものでありまして、和牛生産県と

しての本県の位置づけも大きく揺るがす事態が

懸念されると感じたところであります。本県に

おける和牛繁殖雌牛頭数の推移と今後の見通し

について、お伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） ただいま北諸

地区の状況について御報告がありましたが、本

県における繁殖雌牛の頭数は、平成22年２月時

点では約10万2,000頭でありましたけれども、口

蹄疫の発生や高齢化に伴う離農などによって年

々減少しておりまして、平成26年２月時点では

７万7,000頭となっているところでございます。

今後の見通しにつきましては、平成25年度に実

施いたしました農家調査で、70代以上の繁殖農

家の割合が３割を超えております。また、その

飼養頭数が全体の約２割を占めていることがわ

かっておりまして、今後も高齢者の離農が進む

中で、このままでは繁殖雌牛頭数の減少傾向が

続くものと思われます。したがいまして、今後

とも、繁殖雌牛の増頭対策をさらに強化してい

くことが極めて重要であると考えているところ

であります。

○山下博三議員 続いてお伺いしてまいりま

す。ＪＡ都城の子牛競り市が、一昨日からきょ

うまでの３日間行われております。きょうは昨

日までの結果を送っていただいたんですが、２

日間で861頭出場しております。２日間の平均価

格が65万4,522円ということで、大変な高値の取

引の状況であります。私が気になったのが、県

外購入者の購買の状況であります。この一覧表

を見てみましたら、非常に県外の購入者がふえ

てきているという内容であります。宮崎県の畜

産協会の調べによりますと、平成24年度から平

成26年度までの３年間は、県外購買者は30％後

半で購買を維持しておりましたが、ここ都城Ｊ

Ａ２日間の結果を見ますと、もう半分に近づ

く48.4％まで県外の購買者が非常にふえてきて

いる内容であります。紹介したいと思うんです

が、購買者の中には、銘柄牛を持っております

米沢牛の山形県、そして飛騨牛の岐阜県、松阪

牛の三重県、そして神戸牛の兵庫県、隣の鹿児

島県あたりからも大変な頭数の購買が進んでい

るようであります。この状況を見ますときに、

我が宮崎県、地元の購買者が非常に買い負けを

している。その状況がどんどんふえてきている

のかなという思いで推移を見たところでありま

した。この状況を見ますときに、繁殖雌牛の頭

数を維持していくことは至上命題だと思ってお

りますが、どのような対策を講じることが必要

であるとお考えか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 繁殖雌牛の頭

数を維持し、増頭を図ることにより、本県肉用

牛の生産基盤を強化することは、重要かつ喫緊

の課題であると認識しております。このため県

といたしましては、新規就農者や規模拡大を希

望する繁殖農家に対しまして、牛舎等の施設整

備や繁殖雌牛の導入支援を行っているところで

あります。また、高齢農家や大規模農家の分業

化・省力化という観点から、自給飼料の生産を

請け負うコントラクターへの作業委託や、子牛

を育成するキャトルセンターなどの施設整備も

推進しているところであります。これらに加え
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まして、近年、ＪＡ等がみずから行っておりま

す繁殖センター等の整備を積極的に支援するな

ど、関係者の力を結集して、課題解決に全力で

取り組んでまいりたいと考えております。

○山下博三議員 今日、宮崎産の子牛の評価は

非常に高くなっております。多くの購買者が競

りに参加されております。そのため、宮崎の優

秀な繁殖雌牛も県外に流出している現状であり

ます。県内の繁殖農家においても、母牛の後継

牛確保が非常に難しくなっており、これが子牛

の質を下げる要素にもなっております。このこ

とを踏まえ、県内に優秀な母牛後継牛を確保す

るための対策が必要と思われますが、どのよう

にお考えかお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 全国的な子牛

頭数の減少により子牛価格が高騰している中

で、優秀な母牛になる雌子牛の確保を図ること

は、本県肉用牛の改良を進める上で大変重要で

あると考えております。このため県といたしま

しては、現在、種畜再生対策基金事業や地域肉

用牛繁殖基盤強化対策事業により、優秀な雌牛

の地域内保留に取り組んでいるところでありま

す。また、昨年度から事業の拡充が図られまし

た国の事業も積極的に活用しながら、優秀な雌

牛の増頭にも取り組んでいるところでありま

す。今後とも、国に対し、支援の充実や財源確

保について強く要望いたしますとともに、この

ような対策を組み合わせて実施することによ

り、優秀な雌牛の確保に努めてまいりたいと考

えております。

○山下博三議員 今、待ったなしの状況になっ

ておりますから、ぜひとも対策を講じてくださ

い。

続きまして、都城管内の肥育農家との対話の

中で、スモール市場の開設の相談を受けまし

た。この方は4,000頭以上の規模であり、導入に

ついては、県外でスモール市場を中心に導入を

されております。生後３カ月から４カ月で体

重120キロから140キロ、価格は税込み47万円か

ら53万円、血統のよいものは60万円もするそう

であります。今日の市場は、大体９カ月から10

カ月で300キロ前後の牛が出場し、そして肥育農

家が約20カ月肥育され、肉牛として出荷されま

す。つまり、生後30カ月で肉市場に出荷されま

す。スモール市場で導入した牛は、若齢で肥育

農家に導入されますから、早期での肥育体制に

入ることができます。現在、27カ月で出荷して

おられますが、近いうちに25カ月齢での出荷を

目指すとのことであります。肥育農家も早期出

荷ができ、生産農家でも、担い手が高齢化した

中で、早期に牛が手元を離れることにより、労

力の軽減や、あいたスペースに母牛の増頭が図

れるといったメリットがあると思います。それ

が今日のキャトルセンターであると思います

が、市場の開設を考えられないのかお伺いをい

たします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 現在、酪農家

において受精卵移植により生産された和牛子牛

を対象に、４カ月齢未満の子牛が出荷される、

いわゆるスモール市場が県内２カ所の家畜市場

で開催されておりまして、それぞれ毎月10頭程

度が出荷されているところであります。スモー

ル市場は、御指摘にもありましたように、繁殖

農家の育成期間短縮による労力軽減や、肥育農

家の早期の肥育開始による早期出荷のメリット

などがございます。その一方で、繁殖農家にお

いては、４カ月の短期間で子牛の検査等の手続

を行う必要があるとともに、スモール子牛を新

たに導入する肥育農家においては、飼養管理技

術の習得等が必要になるなど、新たな課題もあ
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ると考えております。このため、新たなスモー

ル市場の開設につきましては、市場開設者や関

係機関等の御意見を十分お伺いするとともに、

県内市場の状況を注視してまいりたいと考えて

いるところであります。

○山下博三議員 肥育農家から早期出荷がなさ

れるということは、月々１万5,000円から１

万8,000円の餌代がかかるわけです。３カ月短縮

して出荷されるということになると４万5,000円

から５万4,000円の餌代の削減ができる、そのこ

とも前提にして、早期出荷の取り組みをぜひ考

えていただきたい、そのように思っています。

次に、畜産クラスターについてお伺いをいた

します。国は平成26年度の補正予算で、地域の

畜産関係者が有機的に連携・結集して高収益型

の畜産体制、すなわち畜産クラスターを構築

し、新たな取り組みの実証や、地域の中心的な

経営体の収益性の向上、畜産環境問題への対応

などを進めていくことといたしました。具体的

には、畜産農家や新規参入者、飼料生産のコン

トラクターなどが中心的な経営体となって、畜

舎の整備や処理加工施設、さらには繁殖雌牛や

乳用牛、種豚などの素畜の導入も図られるもの

であります。本県でも、平成26年度の２月補正

で予算計上され、さらには今回、追加して補正

予算が議会提出されております。そこでお伺い

いたしますが、畜産クラスター事業の内容につ

いて、改めてどのようなものかお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産クラスタ

ー事業は、地域の中心的な畜産経営体を核とし

て、畜産関係者が有機的に連携・結集すること

で、それぞれの地域が行う生産性・収益性の向

上に向けた取り組みを総合的に支援する事業で

あります。具体的には、地域のクラスター協議

会の立ち上げや、ブランド化による高付加価値

化、エコフィードの利活用などの新たな取り組

みを支援するソフト事業と、畜舎等の施設整備

や飼料収穫などの機械リースを支援するハード

事業の２本から成る事業でございます。この事

業は、畜産農家や関係者の方々からの期待が大

変大きい事業でありますので、県といたしまし

ても、着実な推進に努めてまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 昨年12月に提案された事業で

ありますが、この事業については施設整備にお

いては法人でも事業実施が可能と聞きますが、

事業要望調査をどのように行ったのか。また、

要望調査の結果はどうなっているのか、お伺い

をいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産クラスタ

ー事業による施設整備の支援対象につきまして

は、クラスター協議会が策定する計画におい

て、中心的経営体と位置づけられた生産者等で

ありまして、法人経営や法人化を計画する家族

経営も含まれております。要望調査につきまし

ては、現行の27のクラスター協議会のほかに、

全ての市町村やＪＡ、さらには県内の畜産関係

団体に対しまして幅広く実施したところであ

り、この結果、20のクラスター協議会から計57

件、補助金額にいたしまして約22億円の要望が

あったところであります。畜種ごとに申し上げ

ますと、牛が43件で約５億円、豚が９件で約７

億円、鶏が５件で約10億円という状況でありま

す。

○山下博三議員 私がお聞きしました中で

は、57件、22億円の希望が出ていると伺ってお

るところであります。26年度２月補正と今回の

補正予算を加えても要望額を満たしておりませ

ん。国に対して27年度追加配分を求めるべきと
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考えますが、どのようなお考えかお伺いをいた

します。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県に提出され

た要望につきましては、事業実施主体や関係市

町村等とも調整を行い、27年度中に実施が可能

な26件、補助金額にして約15億円を国に要望し

ており、県では、26年度２月補正での予算措置

に加え、今回の議会において追加補正をお願い

しているところであります。この事業について

は、全国的にも大変多くの希望があると聞いて

おりますが、県といたしましては、関係市町村

等と連携して採択の支援に努めるとともに、国

に対しましては、十分な予算を確保してもらう

ように強く要求してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 次に、農地中間管理事業につ

いてお伺いをしてまいります。

５月19日の国の公表によりますと、平成26年

度からスタートした農地中間管理事業による農

地の集約の取り組みが、目標の16％にとどまっ

ているということであります。農地中間管理事

業は、小規模で分散している農地を集約し、専

業農家にまとめて貸し出すことにより、農業経

営の大型化・効率化を目指そうというもので、

安倍政権の農業改革の目玉政策の一つでありま

す。全国47都道府県全部に機構が設置され、初

年度の借り受け・貸付目標を14万9,210ヘクター

ルといたしておりましたが、実際には16％の２

万3,896ヘクタールになるということでありま

す。この取り組みが伸びなかった理由として挙

げられておるのが、知らない人に農地を貸し出

すことへの不安、そもそも制度が知られていな

かったということが挙げられております。ま

た、本県の状況につきましては、県内63地区の

モデル地区で取り組みを進められたとのことで

ありますが、2,265ヘクタールの県目標に対し

て、373.8ヘクタールの貸付実績16.5％となって

おります。全国とほぼ同じ貸付実績であります

が、26年度の取り組みについてどのように認識

しておられるのかお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

事業は、農地の貸し借りの仕組みを大きく変え

る制度として、昨年度新たにスタートしたとこ

ろでありまして、本県においては、63のモデル

地区において重点的な取り組みを行ったところ

であります。その結果、これらの地域では、制

度の趣旨を十分理解し、率先して取り組んでい

ただいたところでありますが、そのことで一定

の成果を得ることができたものと考えておりま

す。しかしながら、全県的に見ますと、農地

を10年間預けることへの不安や、調整に当たる

行政等のマンパワー不足、さらには制度の複雑

さなどから、374ヘクタールの実績にとどまった

ものと考えております。

○山下博三議員 農地を貸し出すことへの不安

を払拭できなければ、農地中間管理事業は軌道

に乗らないと思っておりますが、初年度の反省

も踏まえ、農業者にどのようにして制度の周知

を図っていかれるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農地中間管理

事業の利用拡大を図るため、今年度は、支庁・

振興局に機構の地域駐在員７名を新たに配置す

るとともに、市町村の農地コーディネーター等

を22名増員し46名とするなど、推進体制の強化

を図ったところであります。これらの専任職員

を中心に、それぞれの地域と密着して、農地所

有者や農業者に制度の内容やモデル地区での成

果等をわかりやすく説明することで、広く周知

を図っていくこととしているところでありま

す。また、安心して農地を預けていただけるよ
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う、農家の身近にいる市町村や農業委員の方々

に、出し手となる農地所有者と十分話し合って

いただくとともに、地域農業の振興方策をしっ

かり検討することで、新たな産地づくりを加速

させ、事業の利用拡大につなげてまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 集落説明のあり方には十分な

配慮をしていただきたいと思うんです。今、農

村社会は高齢者だけなんです。これだけ制度が

くるくる変わってくると、意味がわからない。

その事業の進捗というのがわからない。そのこ

とで非常に不安がっておられるんです。3,000ヘ

クタールということでありますから、十分な説

明をしっかりとやっていただくとありがたいと

思っています。

先日の宮日新聞によりますと、農林水産省

は、農地中間管理事業の取り組みを推進するた

め、農地集積の実績を上げる都道府県に対し

て、農業振興関連の予算配分をふやす方向で検

討しているということであります。26年度の本

県の実績については、先ほど述べたとおりであ

りますが、この記事のとおりであるとすれば、

実績を上げた県については増額するが、下回っ

た県からは予算を削減するということでありま

す。県では27年度の目標をどのように設定して

いるのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、農

地中間管理事業により、担い手への農地集積を

平成35年度までの10年間で現行の５割から８割

に向上させることを目標にしていることか

ら、27年度の目標面積を3,000ヘクタールとして

いるところであります。このため県といたしま

しては、昨年度末に機構とともに事業推進キャ

ラバンを行い、全市町村に対して本事業の積極

的な推進を要請し、目標を共有したところであ

ります。また、今年度は、目標達成に向け、市

町村、ＪＡ、農業委員会等との連携を一層密に

することで、事業の周知徹底や農地の出し手の

掘り起こしを強化し、担い手への農地集積を加

速化させていきたいと考えております。

○山下博三議員 新規就農促進についてお伺い

をしてまいります。

去る６月９日、梅雨入り後の大雨の中ではあ

りましたが、志布志市にあります公益財団法人

志布志市農業公社の取り組み事例の調査に行っ

てまいりました。志布志市は昭和47年に産地指

定を受け、以来産地の拡大に取り組んでこられ

ましたが、昭和52年の部会員100名、栽培面

積22.5ヘクタールをピークに、平成２年には部

会員38名、面積7.5ヘクタールと、ピーク時の３

分の１まで縮小し、指定産地の要件でありま

す10ヘクタールを大きく割り込んだそうであり

ます。その理由は、第２次オイルショックによ

る燃油の高騰、高齢化と後継者不足でありまし

た。産地としての存亡の危機に瀕したＪＡや市

などで農業公社を設立し、新たな担い手確保に

向けた研修事業を始められたとのことでありま

す。

この研修事業は、１年目は、公社が所有する

ハウスを活用して、農業経営や制度資金、栽培

技術の習得に努めながら、研修手当が、１人の

場合15万円、夫婦で25万円が支給されます。２

年目は、ひとり立ちの予行演習として、公社の

ハウスで独立経営を実践するため、研修手当は

支給されないかわりに、就農資金150万円が支給

されます。この２年間の研修期間の中で、農業

参入に必要な基礎的な知識や営農計画、さらに

は資金計画など、農業公社はもとより、県の機

関やＪＡ等からも全面的な支援が一体的に行わ

れております。３年目は、新たな土地にハウス
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を建設し、完全に自立した経営のスタートであ

ります。土地は借地で、3,000平方メートルのハ

ウス建設総事業費2,500万円、桜島降灰事業等の

補助金総額1,400万円、補助残の1,100万円が近

代化資金の借り入れでスタートされるそうであ

ります。

この事業には、参加者の強い営農意欲と、最

低でも自己資金500万円がないと、参加は認めら

れないとのことでありました。また、就農後

は、ピーマン専門部会に参加し、地域農業者と

の交流や助言を受けられる仕組みとなっており

ます。この制度を利用して研修に参加希望する

方は、強い就農意欲を持って研修に励みさえす

れば、周囲から力強いサポートが受けられ、大

変安心して参入できるということであります。

その結果、平成26年度までに夫婦主体の104名が

研修を修了し、そのうち75名が専門部会に所属

し、現在はピーマン部会員86名、栽培面積23.4

ヘクタールの産地を支える重要な担い手となっ

ております。これらの取り組みにより、ことし

２月の第44回日本農業賞「集団組織の部」で大

賞を受賞しておられます。そこでお伺いします

が、本県でもさまざまな地域や組織で新規就農

者の研修を行っておられますが、取り組み状況

等についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県におきま

しては、平成12年度から県農業総合研修センタ

ーにおいて、新規就農希望者の円滑な就農を目

的といたしまして、栽培技術や農業経営等を学

ぶ「みやざき農業実践塾」を開設しており、平

成25年度までに136名が卒業しております。ま

た、県内各ＪＡにおきましても新規就農研修が

実施され、ＪＡ全体で、平成18年度から25年度

までに149名が研修を修了しているところであり

ます。中でも、ＪＡ宮崎中央の「ジェイエイ

ファームみやざき中央」では、平成18年度から

毎年、約10名、延べ70名の研修生を受け入れる

など、先進的な研修が行われているところであ

ります。

○山下博三議員 志布志市農業公社のような、

関係機関・団体が一体的にサポートできる体制

が必要ではないかと思いますが、見解をお伺い

いたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 志布志市農業

公社につきましては、新規就農者を大量に呼び

込み、ピーマンに特化した産地形成がなされて

おり、大変すばらしい取り組みであると認識を

しております。本県では、「ジェイエイファー

ムみやざき中央」におきまして、関係機関・団

体が連携を図りながら、きゅうり部会を中心

に、トップレベルの農家を育成しており、全国

でもモデル的なサポート体制を構築していると

ころであります。県といたしましては、「みや

ざき農業実践塾」や「ジェイエイファームみや

ざき中央」の取り組みを核に、他のＪＡへの展

開を推進するとともに、お話にありました県外

の先進事例等も参考にしながら、市町村の役割

も踏まえた新たな体制づくりについても、検討

してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 どうぞよろしくお願いいたし

ます。私が調査に行きました折に、５年前にＩ

ターンされた方、32歳なんですが、夫婦で大変

楽しいハウス経営をされておるということであ

りましたので、ぜひ県のほうでも調査に行って

いただくとありがたいと思っています。

次に、障がい者福祉についてお伺いしてまい

ります。

先月、５月10日に開催されました県障がい者

スポーツ大会に私も出席したのですが、県内各

地から約1,600名もの障がいのある方が参加して
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熱戦が繰り広げられ、皆さんが生き生きと一生

懸命に競技に取り組まれている姿を見て、勇気

と感動をいただくとともに、障がいのある方の

自立と社会参加を促進することの重要性を改め

て考えさせられたところであります。現在は、

平成25年に施行されました障害者総合支援法に

基づき、さまざまな障がい福祉サービスが提供

されているところであります。私は、障がい者

の自立と社会参加ということから、障がいのあ

る方が仕事につき収入を得ることが、自信と自

立、そして社会参加そのものにつながるものと

確信しております。平成25年４月より、障がい

者の法定雇用率の引き上げがあったとお伺いし

ておりますが、本県における障がい者の一般就

労及び障害者雇用納付金制度の現状について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） まず、障がい

者の一般就労についてでございますが、宮崎労

働局の調査では、平成26年６月１日現在で、法

定雇用率2.0％が適用される、常時雇用する労働

者数50人以上の県内企業は718社、このうち法定

雇用率を達成している企業は455社で、その割合

は63.4％、全国第２位となっております。ま

た、この718社における障がい者の雇用率は2.15

％となっておりまして、これも全国第７位と

なっているところでございます。

次に、障害者雇用納付金制度でありますが、

この制度の対象となるのは、平成26年度は常用

労働者数が200人を超える企業でありまして、こ

れらの企業が法定雇用率2.0％を達成していない

場合に、不足する障がい者１人につき、１月当

たり４万円ないし５万円を国に納付する制度で

ございます。この制度の対象となる企業は、平

成26年６月１日現在で143社、このうち法定雇用

率を達成していない企業は49社でありました。

なお、この制度により県内で納付された金額

は、平成25年度で申し上げますと、5,0 4 8

万5,000円となっておりまして、この納付金は、

国において、県内企業が障がい者を新規雇用す

る場合の給付金・助成金などの財源の一部とし

て活用されているところでございます。

○山下博三議員 次に、障がい福祉サービスに

おける工賃向上についてお伺いいたします。県

では、就労系サービス事業所を対象に、24年度

から26年度までの工賃向上計画を定めて取り組

んでおられますが、その達成状況並びに今後の

取り組みについて、同じく福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい福祉サ

ービス事業所における工賃向上につきまして

は、計画に基づき各種の取り組みを行っている

ところでありますが、平成26年度の工賃月額

は、最も高い事業所で３万4,901円、最も低い事

業所では3,000円となっており、全事業所の平均

の工賃月額は１万6,142円となっております。こ

れは、計画に定める目標額を若干下回りました

ものの、目標の基準年であります平成23年度と

の比較では、12.5％の伸びとなったところでご

ざいます。県では引き続き、29年度までの３カ

年を計画期間といたします新たな工賃向上計画

を策定する予定にしておりますが、最も効果が

見込まれます、企業との連携などによる事業の

拡大、あるいは専門家による助言・指導など、

関係機関と連携しながら、なお一層の工賃向上

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。

○山下博三議員 同じく福祉保健部長にお伺い

します。知的障がいのある方が利用する山口県

下関市の指定障害福祉サービス事業所で、利用

者を暴行したとして、元施設職員が逮捕されま
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した。私も、先月から何回となく暴言、暴力の

現場シーンが映し出されるたびに、まさかとい

う思いと信じられない気持ちでいっぱいであり

ました。今回、この実態を訴えていただいた方

の勇気に感謝したいと思います。

問題だったのは、昨年の４月以降、何回とな

く下関市役所に通報しているにもかかわらず、

適切な対応がなされていなかったということで

あります。平成18年制定の障害者自立支援法の

定義は、障がいのある全ての人に、健常者と変

わらない地域生活を営ませることだったと思い

ます。今日の制度の中で、多くの事業所の皆さ

んは、福祉の精神にのっとり、福祉の向上に努

力していただいているものと思っております

が、本県の事業所における障がい者虐待の実態

について、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障害者虐待防

止法が施行されました平成24年10月以降の状況

について申し上げますと、まず、平成24年度

は12件の通報・届け出を市町村が受理しまし

て、そのうち２件を虐待と認定しております。

いずれも施設職員の暴言による心理的虐待と

なっております。次に、平成25年度は15件の通

報・届け出がありまして、うち５件を虐待と認

定しております。その内容は、施設職員の暴言

による心理的虐待や、本人の同意を得ずに預金

を引き出したという経済的虐待などとなってお

ります。なお、平成26年度につきましては、現

在取りまとめ中でありますが、前年度と比べる

と、認定件数については、やや増加する見込み

となっております。

県といたしましては、日ごろから事業者等へ

の注意喚起を行うことで、虐待の未然防止に努

めますとともに、通報等があった場合には、市

町村と連携し、速やかな事実関係の把握や指導

改善に努めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、障がい者差別の解消に

関する条例の制定について、最後になりました

が、知事にお伺いをいたします。

障がい者施策につきましては、近年、障害者

基本法の改正や障害者自立支援法の施行、障害

者差別解消法、障害者虐待防止法の制定など、

その環境は大きく変化をしております。そのよ

うな中、先月の５月25日から26日の２日間にわ

たり、宮崎市のコンベンションセンターで、全

国から約2,100名もの関係者が参加して「第60回

日本身体障害者福祉大会みやざき大会」が開催

され、来年４月に施行される障害者差別解消法

をテーマとした基調講演が行われるとともに、

全ての自治体に障がい者差別をなくすための条

例制定を目指すとの大会決議もなされたと伺っ

ております。現在、既に幾つかの都道府県で、

障がい者差別の解消に関する条例が制定されて

いるようでありますが、本県における条例制定

について、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 障がいのあるなしにか

かわらず、誰もがお互いを尊重し、支え合いな

がら、住みなれた地域で心豊かに生活できる社

会づくりというもの、障がいのある方が、障が

いを理由として差別されることのない社会をつ

くっていくことが極めて重要だと考えておりま

す。このような観点から、これまでも、障がい

者福祉向上のための各種施策に取り組んできた

ところでありますが、御質問の障がい者差別の

解消に関する条例につきましても、今後、国に

おいて策定予定の「対応指針」や関係団体の御

意見等も踏まえながら、制定に向けて検討して

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。
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障がい者の就労支援をしていただく事業所、

社会福祉法人、ＮＰＯ法人があるんですが、こ

の５年間に約倍にふえているそうであります。

お聞きしてみましたら、合計132の事業所が今、

活動をしておられるようでありますが、各事業

所とも非常に人手不足の中で、なれないスタッ

フ、なれない支援員の方がたくさんおられて、

障がい者に対する言葉のかけ方、支援の仕方が

まだ徹底されていないところがたくさんあるよ

うであります。ぜひ福祉保健部のほうでも各事

業所については指導をしっかりとしていただき

まして、こういう事件が起こらないように最善

を尽くしていただきたいと、そのように思って

います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○星原 透議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。私も２期

目の立場で、県勢発展のために尽力してまいり

ます。

通告に従い順次質問させていただきますの

で、知事を初め関係部長の皆様の明快な御答弁

をお願いいたします。

初めに、補正予算について、午前中の質問と

重複することもありますが、後の質問の構成上

お許しください。

知事の提案説明にありましたが、「くらしの

豊かさ日本一を目指して～『みやざき新時代』

創生予算」と題しての平成27年６月補正予算の

特徴について、知事にお伺いします。

以上を壇上からの質問として、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

６月補正予算の特徴についてであります。今

回の６月補正予算は、政策的事業や新規事業を

中心とした、いわゆる肉付け予算として編成し

たところでありますが、この中で地域経済活性

化・防災対策特別枠を設け、追加措置を行うこ

とといたしました。まず、公共事業につきまし

ては、40億円の追加措置を行い、防災・減災対

策の強化を図ることとしております。次に、総

合的な災害対応能力のさらなる強化を図るた

め、大規模災害対策基金に27億円の追加造成を

行い、総額を30億円とし、今後５年間にわたり

前倒しで、防災・減災対策に取り組むこととし

ております。さらに、新規要求事業について、

特別枠として４億円を措置し、総額で71億円規

模の追加措置を行うこととしました。また、人

件費や公債費など義務的経費を縮減する一方

で、子育てや医療・介護などの社会保障関係費

を充実させるなど、「くらしの豊かさ日本一の

宮崎」づくりに資する予算として編成したとこ

ろであります。

最終的に、当初予算と合わせた平成27年度の

予算は、本県の厳しい財政状況を踏まえなが

ら、人口減少問題対策や経済・雇用対策など、

本県が直面する課題に的確に対応しつつ、将来

を見据えたあすの宮崎づくりを進める積極的な

予算が編成できたものと考えているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

では次に、平成27年度末の基金残高が227億円

と見込まれるなど、依然厳しい財政状況にある

と考えますが、今後どのような財政運営を行っ

ていくのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、平成16年度

からこれまで３期11年にわたりまして、財政改

革に取り組んできたところであります。臨時財
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政対策債を除く県債残高も着実に減少するな

ど、一定の成果を上げてきたものと考えており

ます。しかしながら、今後とも歳入の大きな伸

びが期待できない中で、社会保障関係費や防災

・減災対策、公共施設の老朽化対策など、多大

な財政負担が見込まれるわけであります。午前

中は国体の施設整備の御議論もありました。財

政改革を継続しなかった場合、４年間で1,000億

円を超える収支不足が発生し、財政調整のため

の基金が枯渇するなど、予算編成が困難となる

ことも予想されます。このため、新たに第四期

財政改革推進計画を策定しまして、引き続き、

義務的経費の抑制や投資的経費の重点化、事務

事業の徹底した見直しなどに取り組み、持続的

に健全性が確保される財政構造への転換を目指

してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。県債発行額

や県債残高を徐々に抑えながら、一般会計予算

も前年比0.8％増を確保していることを理解いた

しました。基金残高が例年どおり維持できます

ように、第四期財政改革推進、よろしくお願い

いたします。

では、具体的な質問に入らせていただきま

す。宮崎県総合計画アクションプランに基づい

て、人口問題対策プログラムなど８つのプログ

ラムを進めていかれるところですが、幾つか

ピックアップしてお伺いいたします。

初めに、８番目の危機管理強化プログラムに

ついてであります。県民の生命や財産を守り、

危機事象からの復興と、それらに対応する環境

整備は、最優先の政治課題であります。ソフト

・ハード両面からの防災・減災と、家畜伝染病

の防疫対策強化を進めるとありました。防災・

減災対策の要諦は「忘れないこと」でありま

す。風化することなく、常に危機意識を持ち、

自分の住んでいる地域の特性や過去の事象を知

り、非常時に備えているかの「自助」が基本で

す。そういう方々をいかにふやすかが重要だと

考えます。また、地域や自治会で取り組まれて

いる危険箇所の周知や避難経路・避難所の情報

を把握する、把握させることの「共助」、そし

て「公助」として、行政と関係団体、民間企業

が幾重にも連携を強化し、万全の備えと復旧体

制を構築できるか。さらに、他県、また多方面

との相互バックアップ体制の確保までも含め、

総合的に取り組んでいただきたいと考えており

ます。

質問に入ります。自然災害の発生は全く予測

できず、当然のことながら、万一のときの緊急

発令と初動体制が重要であります。県職員の皆

さんも交代で監視体制を組んでいるとお聞きし

ましたが、初めに、県の夜間や休日の災害監視

について、その体制や業務内容を、危機管理統

括監にお伺いします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 災害監視に

つきましては、平日の昼間は危機管理局の業務

の中で実施しておりますが、夜間や休日におき

ましても、24時間体制で、職員１名と自衛隊Ｏ

Ｂの非常勤職員１名の２名で、県庁１号館５階

に設置している災害監視室で実施しておりま

す。この取り組みは、危機管理体制の強化を図

る観点から、平成18年度から開始したものであ

り、気象台から提供される大雨等の気象情報や

地震、火山の情報などを直ちに入手し、災害対

応の必要がある場合は、危機管理局を初めとす

る関係職員や防災関係機関への連絡を行うもの

でございます。昨年度の実績を申し上げます

と、気象情報等の受信回数が約2,500件、このう

ち関係職員の呼び出しや連絡を行ったものが63

件となっております。このような体制によりま
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して、迅速な災害対応が図られるとともに、職

員の危機管理意識の醸成にもつながっているも

のと考えております。

○重松幸次郎議員 女性職員も土日祭日のお昼

間、当番をされていると伺いました。365日の体

制、大変心強いです。

続いて、災害を忘れないために、宮崎県内で

起こった過去の災害、また一部県外も、種類別

に取り上げて確認してみたいと思います。

初めに、火山災害です。古くは享保元年

（1716年）、300年前に、新燃岳の一連の噴火活

動で死者５名と記録されております。霧島の山

・御鉢は、江戸時代や、明治20年から大正の始

めまで毎年のように噴火し、合わせて６名が噴

石で亡くなっております。そして直近、平成23

年１月、新燃岳が300年来の噴火。爆発噴火13

回、重軽傷者51名、噴石の飛散による自動車ガ

ラスや太陽光パネルなど破損総額約13億円でご

ざいました。県外では、昨年９月に御嶽山の噴

火で、噴石により多くの犠牲者が出たことは、

御承知のとおりだと思います。先月、口永良部

島が爆発噴火により、火砕流が海岸まで到達し

ました。九州でも阿蘇山の噴火活動が起こり、

また桜島は昨年１年間で430回の爆発でしたが、

ことしに入り既に630回も爆発をしております。

これまで以上に活発になっているようでござい

ます。昨日は浅間山も噴火が確認されたところ

でございます。

それでは、火山噴火の対策について、３点お

伺いいたします。阿蘇山から霧島山系と桜島、

そして口永良部島で活動の兆候が見られます

が、新燃岳や硫黄山など霧島山の火山観測体制

はどのようになっているのか、危機管理統括監

にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 霧島山は、

全国に47あります常時観測火山の一つでありま

して、福岡管区気象台が24時間体制で監視をし

ております。火山の観測につきましては、火山

性地震や微動を観測する地震計、地殻変動を観

測するＧＰＳ装置、また、噴煙等を観測する赤

外線監視カメラなどの機器がありますが、霧島

山につきましては、気象庁を中心に、これらが

段階的に整備されてきており、特に平成23年の

新燃岳の噴火後は、それ以前に34台であった機

器が、現在は77台となっており、体制の強化が

図られております。また、気象庁は、今年度中

に硫黄山や御鉢に、地下のマグマの動き等を観

測するための新たな機器を設置する予定であり

まして、これにより、火山活動の兆候がこれま

で以上に早く察知できるものと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 口永良部島では、迅速な避

難ができ、人的被害も最小限にとどまったこと

から、避難の初動はほぼ万全だったと評価がで

きそうだという防災レポートがありました。そ

こで、決して不安をあおるわけではありません

が、霧島山の火山噴火に備えた、住民や観光客

等の安全確保の現状と今後の取り組みについ

て、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 霧島山で

は、その周辺に所在する都城市、小林市、えび

の市及び高原町が、噴火に備えました対応マ

ニュアル等を作成しており、特に昨年、噴火警

報が発表されましたえびの高原の硫黄山につい

ては、注意喚起の看板や情報伝達のためのスピ

ーカーを設置するとともに、避難訓練を行うな

ど、安全確保の対策がとられたところでござい

ます。このような中、昨年の御嶽山や、御紹介

がありました口永良部島などの火山噴火の教訓

を踏まえますと、霧島山に関する対応マニュア
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ル等のさらなる充実も含め、安全確保対策を

図っていく必要があると認識しております。

一方、国におきましては、現在、避難体制の

整備等を目的といたしました活動火山対策特別

措置法の改正案が審議されておりますので、こ

れらの状況を注視しながら、関係自治体と密接

に連携して、より具体的な対策の強化に取り組

んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 万全の体制をとり、住民、

観光客の皆さんの安全が確保できますことをお

願いいたします。

風向きによっては、桜島や霧島山、また阿蘇

山からも降灰があり、農作物の被害対策も重要

だと思いますが、活動火山周辺地域防災営農対

策事業の内容について、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 活動火山周辺

地域防災営農対策事業につきましては、県が作

成いたします防災営農施設整備計画に基づき、

野菜や果樹等への降灰を未然に防止する被覆施

設や、降灰を洗浄する機械の整備、被覆資材の

更新、土壌改良資材の購入を支援するものであ

ります。事業の対象地域につきましては、桜島

並びに新燃岳が南那珂、北諸県、西諸県地域の

５市２町、阿蘇山が西臼杵、東臼杵、児湯の一

部地域の３市７町３村、合わせて20市町村であ

ります。県といたしましては、この事業を十分

に活用し、降灰による農作物被害の防止・軽減

を図り、農家経営の安定に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 降灰から作物を守る万全の

体制をお願いいたします。火山噴火で重要なこ

とは、「ふだんから火山災害への正しい知識を

身につけ、対処方法を理解すること」と防災マ

ニュアルにあります。引き続き取り組みをお願

いいたします。

次に、風水害、土砂災害の対策について。こ

れも記録をたどれば、平成５年９月に台風13

号。最大瞬間風速57.9メートル、死者２名（小

林市）、重軽傷143名、家屋全半壊が385戸あり

ました。瓦が飛んで、ブルーシートが張りめぐ

らされたことを思い起こします。平成17年９

月、台風14号。最大瞬間風速43.1メートル、総

降水量607ミリ、死者13名、重軽傷者26名、家屋

全半壊4,517戸、本当にすごい被害がございまし

た。あれから10年たちました。平成18年９月に

は台風13号。竜巻により延岡市で死者が３名、

重軽傷者152名であります。このほかにも台風、

風水害、土砂災害は毎年起こっていて、人的・

家屋被害、浸水は必ず起きています。台風もこ

としは５月までに７つ発生しております。「こ

れまで経験したことのない」という表現が多く

使われていますが、天気予報を注視して、早目

の、また想定を上回るくらいの備えを呼びかけ

ていきたいと思います。県外では、昨年８月に

広島県広島市166カ所で土砂災害。死者74名を含

み甚大な惨事が起こりました。６月は、土砂災

害防止月間でありますが、昨日の豪雨において

も九州各地で土砂被害が起こっております。

「備えよう！助かる命守るため」土砂災害防止

啓発事業の内容について、県土整備部長にお尋

ねいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 土砂災害から

身を守るためには、県民一人一人が土砂災害に

関する認識を深め、適切な避難行動をとること

が重要であります。このため本事業では、６月

の土砂災害防止月間を中心に、土砂災害に関す

るパネル展を開催するとともに、小中学生や地

域住民の方々、及び高齢者や障がい者の方々が

利用する福祉施設の職員などを対象とした講座
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を実施しているところであります。さらに今年

度からは、地域住民の避難行動の中心となるこ

とが期待される、自治会長を対象とした講座に

も新たに取り組むこととしております。今後と

も、県民の土砂災害防止に関する意識の向上を

図るため、効果的な啓発活動に取り組んでまい

ります。

○重松幸次郎議員 市民相談等でも、急傾斜地

の相談を自治会長からよく聞きます。急傾斜

地、また土砂災害危険箇所の対策、住民の皆様

への啓発をよろしくお願いいたします。

次に、地震・津波についてであります。古く

は寛文２年（1662年）、外所地震が起こりまし

た。宮崎市木花・島山にて、死者約200名、家屋

全壊3,800戸と、地震・津波による記録が残って

おります。昭和43年にはえびの地震。また、昭

和62年３月には日向灘地震。日之影町にて落石

により死者が１名、負傷者６名と記録されてお

ります。以降、宮崎県内では地震による死者は

記録されておりません。なお、今月に入って、

全国で震度５弱が３回、震度５強が４回起きて

おり、その多くが関東や東北に集中しておりま

す。東日本大震災から、今４年３カ月、人間復

興を加速していかなくてはならないと考えてお

ります。これまで危機事象の一部であります

が、改めまして、災害で亡くなられた方の御冥

福を祈り、また、負傷されたり家屋を失われた

方々への心からのお見舞いを申し上げます。

南海トラフ巨大地震と津波が危惧されてお

り、その対策には膨大な予算と時間が必要で

す。宮崎市内でも海岸に近いころの自治会長さ

んからは、避難タワーの設置要望をお受けする

ことがありますが、「近所に高層ビルがあると

難しい」との返答が多いようです。そこで、津

波避難タワー等の整備の必要性について、どの

ような考えで検討されているのか。また、津波

避難タワー等の整備に対する支援を含め、減災

力強化推進事業の内容について、危機管理統括

監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 県内の沿岸

部の市や町では、南海トラフ巨大地震の津波浸

水想定に基づきまして、住民の津波避難場所の

調査を行い、その確保が進められております

が、近隣にビルや高台等がなく避難が困難な地

域では、津波避難タワー等の整備が計画されて

おります。この避難タワー等につきましては、

南海トラフ地震対策特別措置法により、事業費

の３分の２を国が負担することとなっておりま

すが、県におきましても、減災力強化推進事業

により、市や町の負担軽減措置を講じようとす

るものでございます。また、この事業では、こ

れまで避難場所や避難路の舗装、手すりや案内

板の設置、そういった内容もございましたの

で、市町村では平成25年度からの２カ年間で合

計52カ所の整備を行ってきております。県では

引き続き、これを継続してまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 わかりました。あわせて避

難訓練の支援もよろしくお願いいたします。

公共や民間団体との応援体制についてであり

ますが、宮崎県ビルメンテナンス協会は、宮崎

県との災害復旧における応援協定の締結を検討

していると伺いました。国も、平成25年の災害

対策基本法の改定において、民間事業者との協

力に関する協定締結等を努力義務として進めて

いるようでありますが、県と民間企業等との災

害時応援協定の締結状況及び今後の取り組みに

ついて、危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 大規模災害

に備えた事前の取り組みといたしまして、県で
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は、九州各県など行政機関と協定を締結し、こ

の中で、職員の派遣あるいは避難施設の提供等

の相互協力について定めておりますが、行政機

関だけでなくて、民間事業者との間において

も、現在約70の災害時応援協定を締結しており

ます。例えば、食料・水の提供や帰宅困難者へ

の対応につきましてコンビニエンスストアと、

物資の輸送や燃料の補給についてトラック協会

や石油商業組合と、また、ライフラインの復旧

につきましてＬＰガス協会等との協定を締結

し、総合防災訓練を通じて連絡体制等の確認を

行っております。今後とも、民間事業者と事前

に締結しておくべき協定がないか、検証してま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 各種団体との協力、よろし

くお願いいたします。

防災対策について、最後に知事にお伺いいた

します。大規模災害対策基金の拡充を踏まえ

て、県の防災対策の強化にどのように取り組ん

でいかれるのか、御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、いろいろ御議論が

ございました。ことしが、本県に大きな被害を

もたらした平成17年の台風14号災害から10年の

節目の年ということでありまして、13名の方の

とうとい命が失われたあの災害というものを決

して忘れることなく、常在危機という意識を

持って、県の総合的な災害対応能力のさらなる

強化を図ることが、本県の最重要課題であると

考えております。

国内で見てみますと、平成23年の東日本大震

災を初め、昨年の広島土砂災害や御嶽山の噴

火、海外に目を転じますと、ことし４月のネパ

ール地震など、近年、これまで経験したことの

ないような大規模な災害が国内外で発生してい

るところでありまして、本県においても、こう

した災害は起こり得るものとして、常に備えて

おく必要があろうかと考えております。このよ

うな災害を貴重な教訓としながら、今回拡充い

たします大規模災害対策基金を活用しまして、

何としても県民の命を守るというかたい決意の

もとに、災害に的確に対応できる人づくりや避

難の確保など、防災対策に全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今月21日に、宮崎県防災士

ネットワークの定期総会が行われます。防災士

は、地域での防災活動の中核となる人材であり

ます。県は、今後とも防災士の養成に努めてい

ただきたい。私たち県議団も、防災士の一員と

して地域の防災に取り組んでまいりたいと、こ

のように決意をいたしております。

それでは次に、活力ある地域についてであり

ます。昨年度の人口減少・地域活性化対策特別

委員会から、今年度は地方創生対策特別委員会

に所属することになりました。重要なテーマで

すので、しっかり取り組んでまいります。

元東京都副知事で明治大学の青山やすし教授

は、「人口増加や経済成長それ自体が地方創生

ではない。地方創生とは各地域の特色を生かし

て生活の質の豊かさを追求することととらえる

べきである」と、党冊子の特集で冒頭述べられ

ております。我が党のテーマである、「人が生

きる、人が輝く地方創生」を念頭に、今回は、

子育て支援と女性の活躍についてお伺いいたし

ます。

初めに、本年４月から、子ども・子育て支援

新制度に関連して、国の産前・産後の母子への

支援策である妊娠・出産包括支援事業も本格実

施されました。党の機関紙に、東京都文京区で

は、フィンランド―フィンランドというの

は、お母さんに優しい国ランキング世界１位だ
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そうですが―の母子支援制度をモデルにした

文京区版ネウボラ事業を今年度からスタートさ

せ、妊娠・出産期から育児期までの子育て支援

策を充実させ、総合的な相談や支援体制をワン

ストップ（１カ所）で対応する事業でありま

す。「ネウボラ」という言葉は、「アドバイス

する場所」という意味だそうです。同事業のよ

うに、親子を一貫してサポートするワンストッ

プ拠点「子育て世代包括支援センター」が、15

年度に全国150市町村で整備される予定とありま

した。県においても、妊娠から子育てまでワン

ストップで切れ目のない支援が重要だと思う

が、市町村子育て世代包括支援センターの取り

組み内容について、福祉保健部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 市町村子育て

世代包括支援センターは、妊娠期から子育て期

までのさまざまな悩みに対しまして円滑に対応

するため、保健師等が専門的な見地から、継続

的な相談支援をワンストップで実施するもので

ございます。具体的には、市町村内の全ての妊

産婦等の状況を把握しまして、ニーズに応じて

各種サービスの情報提供や医療機関など関係機

関への紹介を行うなど、積極的にかかわること

となっております。また、心身の不調や育児不

安があるなど手厚い支援を要する方に対して

は、関係機関と協力して支援プランを策定しま

して包括的に支えていくこととしております。

○重松幸次郎議員 産前・産後、特に産後鬱対

策、また、育児までの切れ目のない支援センタ

ーを県内に広げていただきたいと要望いたしま

す。

次に、放課後児童クラブについて。授業終了

後の子供の居場所を確保することは重要であり

ます。実施主体は市町村であり、さまざまな運

営方法が混在して複雑な部分があるようです

が、この放課後児童クラブ事業について県はど

う取り組んでいるのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 放課後児童ク

ラブ事業は、児童の健全育成や仕事と家庭の両

立支援の観点から重要な取り組みでありまし

て、その量的拡大と質の向上を図っていく必要

があると考えております。このため県では、今

年度の当初予算におきまして、運営費補助に係

る県の基準単価を国の基準単価まで引き上げを

行いますとともに、施設整備に対する補助の新

設など、事業の実施主体である市町村への支援

の拡充を図ったところでございます。さらに、

今回の補正予算におきましては、ことし３月に

国から示された補助基準単価の引き上げや、障

がい児の受け入れ体制の強化など、支援メニュ

ーの追加等に対応するための増額補正をお願い

しているところでありまして、さらなる支援の

充実を図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今お話がありました、障が

い児受け入れ推進など新たな支援事業が追加さ

れているようです。また、支援員は資格認定が

義務化されるのと、児童クラブ自体がふえ続け

ていくことが予想されますが、放課後児童支援

員を確保するため、県はどう取り組んでいくの

か、再度、福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 子ども・子育

て支援新制度の施行に伴いまして、放課後児童

クラブの質を確保するため、平成31年度末まで

に、必要な知識や技能を有する放課後児童支援

員を、それぞれのクラブに原則２名以上配置す

ることが義務づけられたところでございます。

放課後児童支援員になるためには、県が実施い

たします研修を修了する必要がありますので、

平成27年6月17日(水)



- 64 -

県では今年度から、市町村と連携を図りなが

ら、計画的に研修を実施し、人材の確保を進め

ていくこととしております。

○重松幸次郎議員 よろしくお願いいたしま

す。

さて、女性の再就職の支援、管理職の登用

が、企業の競争力に大きく貢献し、労働力の確

保につながることを、昨年の11月にも質問させ

ていただきました。そこで、女性の就職支援を

具体的に行っている埼玉県女性キャリアセンタ

ーにお邪魔して、お話を伺ってまいりました。

同センターでは、働きたい女性・働く女性を支

援するため、面談相談や電話相談を受け付け、

気持ちの整理・仕事の悩み相談、求人情報の提

供から就職に向けた書類作成や面接練習まで、

女性専門カウンセラーがサポートされておりま

した。年間利用者が１万2,503名で、センターで

確認された就職者は、平成26年度1,516名だった

そうです。では、本県では女性の就職支援につ

いて具体的にどのように取り組んでいるのか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 女性が出

産・子育てをしながら安心して継続して働ける

よう、県としましては、企業による「仕事と家

庭の両立応援宣言」の取り組みを積極的に推進

しております。一方で、結婚・出産を契機に一

旦離職し、その後復職を希望する女性も多いこ

とから、再就職への支援は極めて重要であると

考えております。このため今年度、出産等によ

り離職した女性を対象に、再就職に必要な知識

などを習得していただく、「女性の再就職支援

セミナー」を実施しております。また、今議会

で提案をしております「宮崎成長産業人材育成

事業」では、女性も参加しやすいテレワーク、

短時間勤務、勤務地限定などの新たな職域の開

発や、企業等での就労体験などの事業も行う予

定であります。今後とも、ハローワークのマザ

ーズコーナー等においてきめ細かな相談対応を

行っている宮崎労働局など関係機関と連携をい

たしまして、就職支援に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 公明党は、党女性委員会を

中心に、男女共同参画社会へ向けた政府の取り

組みを促し、女性が働き続けられる社会を目指

す女性支援策に取り組んできました。女性の力

を生かさなければ雇用の安定を維持することが

できない時代に入っております。そこで、活力

ある社会づくりのためには女性の活躍が重要と

考えますが、どのように取り組みをされている

のか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 活力ある社会

づくりのためには、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。このため

県では、商工観光労働部における取り組みのほ

か、男女共同参画センターにおいて、女性の起

業や再就職、キャリアアップ等に関する相談対

応などを行っているところです。また、今年

度、企業や商工団体などで構成される「みやざ

き女性の活躍推進会議」を設立し、企業相互の

意見交換や研修などを行いながら、女性が多様

な働き方を実践できる環境づくりを進めていく

こととしております。今後とも、こうした取り

組みを通じて、女性はもちろん、男性も生き生

きと働き、ともに活躍する活力ある社会の実現

に努めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 どうぞよろしくお願いいた

します。地方創生の大切なテーマでありますの

で、今後とも議論してまいりたいと思います。

次に、支え合う医療・福祉についてでありま
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す。

５月10日に宮崎県腎臓病患者連絡協議会の

第43回定期総会に出席させていただきました。

年々会員数が減少傾向にあり、会費の減少がそ

のまま活動量の減少につながることを大変危惧

されておりました。総会のスローガンには、

「１、腎疾患総合対策」を初め、透析患者の災

害対策、腎移植の推進など、７項目がうたわれ

ておりました。難病連、県腎協の方々が昨年10

月に臓器移植推進街頭キャンペーンをされたと

き、私は骨髄バンク登録キャンペーンで御一緒

させていただきましたが、移植医療について、

まず、県内の腎臓提供者の現状について、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県における

腎臓提供者数は、平成17年から26年までの10年

間で10人となっておりますが、ここ３年間は提

供が行われていない状況にあります。また、全

国的に見ましても、同時期の腎臓提供者数は999

人でありますけれども、平成24年以降、提供者

数が減少するなど、本県と同様に、腎臓移植が

なかなか進んでいない状況にあります。

○重松幸次郎議員 10年間で10名と、なかなか

進んでいないようであります。日本臓器移植

ネットワークのパンフレットに、移植希望登録

をされている方はおよそ１万3,000人いらっしゃ

る、しかし、臓器の提供が少なく、数多くの方

が移植を待ちながら亡くなられていると書いて

あります。「あなたの意思で誰かの命を救うこ

とができる」と書いてあります。臓器移植の推

進を図るための県の取り組み状況について、再

度、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 臓器移植の推

進には、臓器提供意思表示者の増加を図ってい

くことが重要でありますので、ホームページな

どによる啓発活動を行いますほか、10月の普及

推進月間には、県移植推進財団などと連携しま

して、集中的にキャンペーンやメディアを活用

した広報を行うなど、県民に積極的な意思表示

の呼びかけを行っているところでございます。

また、推進に当たりましては、病院における臓

器提供のための体制整備も重要でありますこと

から、臓器提供協力病院と連携しまして、脳死

のもとでの臓器提供シミュレーション訓練を行

うなど、スムーズな臓器提供が行われる環境の

整備にも努めているところでございます。

○重松幸次郎議員 運転免許証、また保険証の

裏に臓器提供の意思表示欄があります。私も今

回、意思表示をいたしました。皆様方もぜひし

ていただきたいと思います。普及啓発に一緒に

取り組んでまいりたいと思います。

また今回、医療・福祉において、乳がん治療

・手術後の医療用かつら（ウィッグ）とか人工

乳房の補助を取り上げたかったのですが、少し

時間が足りませんでしたので、次回行いたいと

思います。

それでは、最後の項目になります。宮崎なら

ではの魅力ある観光地づくりについて、お尋ね

いたします。

「見渡す限りの青い空と海」は、宮崎の代名

詞であり、県庁前は、観光地をイメージして、

県の木フェニックスを初め、ワシントニアパー

ム、ビロウ樹、アコウ、ソテツ、ハマユウ、

リュウゼツランなどの亜熱帯植物で一年中覆わ

れ、それは海岸や市内中心部でも至る所に植栽

されている美しい景観であります。温暖な気候

や資源を生かし、神話のふるさと・古代歴史文

化を掲げて、また、新たな戦略で、スポーツキ

ャンプや国際会議などのＭＩＣＥ誘致など、国

内リピーターをふやし、そして外国人観光客の
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誘客に取り組まれることを期待します。

そこで、外国人誘客において大きな魅力・戦

略になるのが、クルーズ・ＬＣＣ元年推進事業

です。特にクルーズ船についてお伺いいたしま

す。昨年度から油津港に、その大型船を係留す

るための防舷材（クッション）や係船柱―船

舶をワイヤー、またロープで係留するため、桟

橋や埠頭などに設けたくい。英語ではボラード

と言うそうなんですが―の整備が完了し、い

よいよ13万トン級や、世界最大級であるクルー

ズ船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」―16

万7,800トン。これは乗客定員数が4,180人とい

うふうに聞いております―を受け入れる体制

が整ったようであります。先日、私も、日南市

役所の観光課の職員の方から受け入れ準備のお

話を伺い、またその後の御案内で、市議会議員

と一緒に現地（９号・10号岸壁）へ行かせてい

ただきました。大型クルーズ船の入港が可能な

水域と水深を備えている油津港と細島港という

天然の良港を持つ我が県にとって、２つも活用

できるということは、すばらしい取り組みだな

と感じてまいりました。

ここで、クルーズ産業の魅力を皆さんと共有

するために、名古屋商工会議所が平成25年６月

に提言された「名古屋港への外航クルーズ船の

寄港増加に向けた課題と展望」という記事を一

部紹介させていただきます。

世界のクルーズ産業の動向は、観光産業の

中でも特に成長著しい分野であり、全世界の

クルーズ人口は毎年８％増加し、2010年に

は2,100万人がクルーズを楽しむまでになっ

た。

日本では、クルーズというと「高級」「長

期」「退屈」「かた苦しい」といったイメー

ジを持たれがちであるが、クルーズの爆発的

な成長を可能にしたのは、このようなイメー

ジとはまるで正反対の1960年代にカリブ海で

誕生した現代クルーズのビジネスモデルであ

る。

現代クルーズは、①定点定期（同じ港から

同じ曜日に出港する）、②短期（１週間以

内）、③フライ＆クルーズ（航空機と連

携）、④低廉な料金（食事等が含まれて１泊

１万円）、⑤大型船（７万総トン以上）の活

用とそれに伴う船上のエンターテインメント

化などの特徴を持っている。

特に、このビジネスモデルでは、客船の大

型化が非常に重要な点となっている。最近で

は、22万トン（乗客定員：5,400人）という超

大型船も誕生しているが、客室の大型化は、

コストの削減による料金の低廉化や室内施設

・エンターテインメントの充実をもたらし、

クルーズの客層を若いカップルや家族連れま

で広げることに成功した。

さらに、クルーズ船社は、新たな市場を求

める中で、これまで日本を除きクルーズ産業

の空白地帯であったアジア地域での展開を加

速している。その結果、中国を中心に市場が

急成長しており、アジア・太平洋地域で

は、2020年までに欧州市場と同程度の約500万

人まで市場が拡大すると予想されている。

（中略）

各港湾が競ってクルーズ船の誘致を目指す

背景には、クルーズ船寄港による地域の観光

振興や経済活性化への期待がある。クルーズ

船の寄港による経済効果には、乗客が下船し

て観光する際の飲食やお土産品の購入といっ

たもののほかにも、船への給油、給水、船内

で提供される料理の食材調達も挙げられる。

例えば、大阪港では、７万トンクラスのクル
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ーズ船の起点港になった場合、年間約200億

円、寄港港の場合、年間約20億円の経済波及

効果があるとの調査結果が出ている。

とありました。

大きな経済効果が期待できると考えられます

が、航路の日程や周辺の環境にも違いがあると

思います。本県におけるクルーズ船の寄港につ

いて、その経済効果をどのように考えているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 平成24年

に７万トン級の船で乗客が約2,000名のクルーズ

船が油津港に寄港した際に、日南市が実施しま

したアンケート調査では、お土産や昼食など、

１回の寄港で1,000万円程度の経済効果があった

と聞いております。今回の16万トン級のクルー

ズ船の場合、乗客数も７万トン級の倍の約4,000

名となりますので、経済効果は直接的なものだ

けでも2,000万円程度は見込めるのではないかと

考えております。

なお、県としましては、施策の効果を見る上

で、経済効果をはかることは大変重要であると

考えておりますので、今回の16万トン級の寄港

に合わせてアンケート調査を実施したいと考え

ております。また、これを踏まえて、経済効果

が一層高まるよう努力していきたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 一度に2,000人から3,000人

という大量の乗客を乗せたクルーズ船の寄港が

地域経済に与える影響は、インパクトが大きい

ことは間違いありません。官民挙げておもてな

しして、つなげていきたいと思います。

そこで知事に、13万トン・16万トン級のクル

ーズ船の寄港が決定しておりますが、今後どの

ようにクルーズ船の誘致促進を図っていかれる

のか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国におきまして

は、2020年までにクルーズ100万人を目指すこと

としており、本県におきましても、昨年度、油

津港を改修するなど受け入れ環境の強化を図る

とともに、地元自治体や関係機関と連携して、

積極的に誘致活動に取り組んでいるところであ

ります。このような中、８月には16万トン級の

クルーズ船が油津港に寄港することが決定した

ところであります。御指摘のように、急拡大を

するアジアのクルーズ需要、16万トン級を受け

入れることができるのは、九州の中でも油津港

が４つ目の港であると伺っておるところであり

ます。また、足元の状況を見てみますと、韓国

におきますＭＥＲＳの感染拡大等によりまし

て、日本における寄港地としての需要がさらに

拡大している、期待が高まっているということ

も伺っておるところであります。今後ますます

受け入れを強化するためには、まずは「おもて

なし」によります乗客の皆様の満足度を高め、

その後の誘致につなげていくことが重要であり

ますことから、地元自治体等で構成する受け入

れ協議会とも連携を図りながら、円滑な受け入

れに努めてまいりたいと考えております。

また、県では、本年を「みやざきクルーズ元

年」と位置づけまして、私自身が先頭に立っ

て、クルーズ船の運航会社へのトップセールス

を行いますとともに、上海などで行われますク

ルーズコンベンションなどにも積極的に出展す

ることで、さらなる誘致促進を図り、本県を南

九州のクルーズの拠点にしてまいりたいと考え

ております。

○重松幸次郎議員 力強いお話、ありがとうご

ざいます。16万トン級―ちなみに、あのタイ

タニック号は４万6,000トンだったようです。そ

の３倍、４倍になるわけです。先ほどの日南市
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の担当者に県への要望をお聞きしたところ、県

内各地の観光地にＷｉ－Ｆｉの設置、また、標

識、看板の多言語化をお願いしたいと申してお

りました。７月７日にボイジャー・オブ・ザ・

シーズが入港いたします。「どこに見に行けば

いいですか」と聞いたんですが、「サピア

ショッピングセンターに駐車場を確保している

から、そちらに行ってください。岸壁には絶対

入れません。観光バスが入りますから」、そう

いうふうにおっしゃっておりました。耳寄りな

情報です。今後さらに、バリエーションのある

観光ルートを策定し、情報発信の強化に力を入

れて拡充をしていただきたい、このように思い

ます。

海と船に関連してお尋ねいたします。海のリ

ゾート基地と言えば、私の地元でもある一ツ葉

の「みやざき臨海公園」がございます。ここに

は、プレジャーボートやヨットを93隻ほど係留

可能なサンマリーナ宮崎や、海水浴などを楽し

めるサンビーチ一ツ葉と多目的広場などがあ

り、海に面した公園として、いろいろなイベン

ト（宮崎みなとまつりなど）も定着し、利用者

が増加しています。さて、そのサンマリーナ宮

崎は、県内のマリンスポーツ愛好者のため、そ

して全国、海外からの来訪者を受け入れられる

基地として、宮崎・日南海岸リゾート構想の一

環として整備された公園というふうに、みやざ

き臨海公園のホームページに紹介されておりま

す。平成13年のオープニングの際は、国内でも

屈指のヨットレースも開催され、その後、国

内、海外からの来訪者にも認知され、九州の太

平洋岸に施設の整ったマリーナが完成したと、

評判になりました。ところが、近年、台風やし

けのたびに入り口に砂が堆積し、現在では、サ

ンマリーナ宮崎の入り口岸壁に白く大きな文字

で「契約艇以外は入港禁止」と書かれ、外来艇

の入港を拒んでいる閉鎖的なマリーナとして、

ユーザーや関係者の中で有名になっています。

県外の方からのブログを紹介していただき読ま

せてもらいましたが、まことに残念です。

過日、新見議員と一緒にマリーナに伺い、宮

崎県外洋帆走協会の会長ほか４名の皆さんと懇

談をさせていただきました。「ヨットやボート

は寄港し、給水・給油、船の修理、搭乗者の休

憩や食料の補給のために入港を求め訪れるが、

このマリーナはその都度、それらの船舶を入港

させず、ほかの港に向かうように求めている。

他県のヨット仲間からも問い合わせがあるが、

申しわけない限りだ。県には何年も前から要望

しているが、現状を何とか改善していただきた

いという切なる気持ちと、全国あちこちヨット

ハーバーを訪問しているが、ここが日本一美し

いマリーナだ。もったいない」というお言葉を

いただいて帰りました。事実、優雅で美しい最

高のロケーションになっているため、結婚式の

前撮りも大変多いようです。そこで、県土整備

部長に伺います。サンマリーナ宮崎におけるビ

ジター艇の入港禁止の経緯について伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） サンマリーナ

宮崎におきましては、台風時の波浪等の影響に

より、航路に砂が堆積しやすい状況にあること

から、必要に応じてしゅんせつを行うととも

に、利用者への水深等の情報提供や航行規制な

どを行い、常日ごろから安全確保に努めている

ところであります。しかしながら、平成17年に

ビジター艇の乗り上げ事故が発生したことを受

け、関係機関とも協議を行った結果、ビジター

艇は、水深等の情報の周知徹底が図れないこと

や、航路にふなれであることなどから、現在

は、事故防止のため入港を原則禁止にしている
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ところであります。

○重松幸次郎議員 外洋帆走協会の方や関係者

は、少しでも早く改善されるのを希望されてお

ります。サンマリーナ宮崎において、ビジター

艇の入港が可能となる対策についてどう考えて

いるのか、再度伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） ビジター艇の

入港を可能とするためには、安全に航行できる

よう、余裕を持った航路の水深と幅員を常に確

保しておく必要がありますが、堆積した砂をそ

の都度しゅんせつするには多額の費用を要する

ことから、流入する砂の量を減らす対策が有効

であると考えております。このような中、マリ

ーナ北側の宮崎海岸において、国が侵食対策事

業の一環として突堤工事を実施しており、これ

が完成しますと、宮崎港に流入してくる砂の量

が軽減されると聞いております。このような状

況になれば、県といたしましては、適切な維持

管理を行うことで、ビジター艇の入港が可能と

なる航路の確保ができるものと考えておりま

す。

なお、これらの工事が完成するまでの間、ビ

ジター艇を宮崎港内のほかの場所で受け入れが

できないかなどについて、関係者の意見も聞き

ながら検討してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 関係者の意見をしっかり聞

いていただきたいと思います。

宮崎海岸北部からの漂砂対策が急務のようで

ありますが、その宮崎海岸の侵食対策事業の進

捗状況について、再度お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 宮崎海岸の侵

食対策事業につきましては、平成20年度から国

の直轄事業として、突堤の設置、護岸の整備及

び養浜が進められております。このうち突堤は

３基計画されておりまして、最も港に近い南側

の突堤につきましては、計画延長300メートルの

うち75メートルが完成しております。また、護

岸につきましては、計画延長2,700メートルのう

ち約2,000メートルが完成しており、養浜につき

ましても、関係機関と連携を図りながら実施さ

れているところでございます。事業の実施に当

たりましては、砂浜回復の効果や周辺環境への

影響を確認しながら、段階的に工事が進められ

ることとなっており、その完成時期は平成39年

度と伺っております。

○重松幸次郎議員 平成39年までとなります

と、本当にまだまだ時間がかかるようでありま

す。東京オリンピックを控え、世界中から観光

客が宮崎にも訪れることが考えられます。サン

マリーナを利用した海洋スポーツのキャンプの

可能性もあります。海洋レジャーの普及は、遊

びの世界だけでなく、スポーツ、海事思想の普

及、青少年の健全育成と、多種多様な可能性を

秘めています。サンマリーナ宮崎を含めた「み

やざき臨海公園」の利活用についてどう考えて

おられるのか、再度、県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（図師雄一君） みやざき臨海

公園は、現在、ヨット、海水浴などのマリンレ

ジャーや、コンサート、スポーツの大型イベン

トなどに利用されており、昨年からはトライア

スロンの日本代表合宿も行われるなど、年間

で20万人以上の方に幅広く利用していただいて

おります。また最近では、指定管理者により、

砂の造形と花の共演を楽しめる「サンドフラワ

ーフェスタ」や、通年での魚介類を中心とした

食事の提供など、にぎわいの創出につながる新

たな取り組みも始めております。県といたしま

しては、今後とも、シーガイアなどの周辺観光

施設と連携を図りながら、スポーツ合宿や観光
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客にも対応したおもてなし環境を整え、宮崎ら

しい海洋性レクリエーションの拠点として多く

の方々に利用していただけるよう、取り組んで

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 サンマリーナ宮崎を誰でも

利用できるように再整備を行い、開かれたヨッ

トハーバーとして活用することが、観光宮崎発

展のために必要なことではないでしょうか。

ここからは私のイメージでありますが、マリ

ンスポーツアクティビティセンターを設けて、

県内のマリンレジャー（サーフィン、シュノー

ケリング、スキューバダイビング、ジェットス

キーなど）の案内業務を充実させる。あわせ

て、「海の駅」を併設し、船の搭乗者の休憩や

食料の補給のための施設、またシーフードレス

トラン、マリングッズやお土産品も買える

ショップが並ぶ長崎出島ワーフのような―こ

れは仮称ですが―「ひなたみやざきワーフ」

に展開できると、魅力あふれる観光スポットに

なるのではないでしょうか。さらには、マリン

スポーツキャンプを積極的に誘致したり、ライ

フセーバーの養成機関、海技・マリンエンジン

整備士の養成機関等の技術集積地を目指すこと

により、マリンに関する宿泊者もふやすことが

できると思います。ぜひとも、ビジター艇の入

港ができる整備とマリーナ構想を部局横断的に

進めていただきたいと強く要望いたしまして、

少々早いですけど、私の全ての質問を終了いた

します。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会
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