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平 成 2 7 年 ６ 月 1 9 日 （ 金 曜 日 ）
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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）
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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 ）
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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 ）

39番 中 野 明 （ 同 ）
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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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。

地元から傍聴に来ていただいております。母

親も初めての傍聴に来ております。冥途の土産

になるんじゃないかと思いますが……。

きょうは質問項目が多岐にわたっております

ので、早速、通告に従い質問のほうに入らせて

いただきたいと思います。

まず、景観行政についてであります。

我が国は、日本の成長戦略の一つとして、

クールジャパン、美しい日本をテーマに、神社

仏閣など歴史や食文化を絡めた美しい日本の原

風景を世界に発信し、年間2,000万人以上の海外

からの観光客を呼び込もうとしています。美し

い風土は、そこに住む人々の心を豊かにし、優

しさや思いやりを育みます。日本人のおもてな

しの心と美しい日本の原風景に、海外からのお

客様は心を癒やされ、満足してお帰りになり、

そしてまた、いつの日かリピーターとして来日

されるかもしれません。

さて、本県の景観行政は、宮崎県観光の父・

岩切章太郎氏により始められた「花のまちづく

り」が原点であります。それは今も息づいてい

ます。岩切さんは、南国宮崎の美しい海岸に

フェニックスの苗を植え、フェニックス並木の

日南ロードパークを皮切りに、次々と宮崎の美

しい景観づくりに取り組まれ、宮崎県を「新婚

旅行のメッカ」と言われるまでに育て上げられ

ました。沿道には、季節に合わせてハマユウ、

アメリカンデイゴ、ブーゲンビリア、菜の花、

コスモス、次々と植栽され、県も市町村も「花

のまち宮崎」を県内各地に広げてまいりまし

た。観光でも、まちづくりでも、官と民の垣根

なく景観づくりがなされたようです。その間、

全国に先駆けて「宮崎県沿道修景美化条例」を

制定し、沿道の美しさを守り、花のまちづくり

をつくり上げてきました。この間培われた、花

を育て、花をめでる心は、宮崎県民の不滅の財

産であると、元宮崎産業経営大学の渡辺教授が

書かれています。私は、宮崎県民の財産である

美しい宮崎の景観をさらに磨き上げることが、

何よりも大事だと思います。

知事は、県土美化条例の制定をマニフェスト

に挙げておられます。そこで、美しい宮崎づく

り、宮崎の美しい景観について、知事の所見を

お伺いいたします。

以下の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

本県は、豊かですぐれた自然景観に恵まれ、

日向神話ゆかりの地や、歴史的・文化的資産な

どを有しております。全国に先駆けて昭和44年

に「宮崎県沿道修景美化条例」を制定し、その

後、平成16年の景観法の制定を受けて、「宮崎

県景観形成基本方針」を策定するなど、美しい

景観づくりに、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。実際、県外か

ら来られた多くの方々が、空港から市街地に向

けた道路に立ち並ぶワシントニアパームやフェ

ニックスに目を奪われ、また四季折々に咲く花

平成27年６月19日(金)
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に心を奪われる。こうした南国宮崎の美しい景

観に大変強い印象を受け、感動しておられると

ころであります。このような美しい県土を守り

育てていく風土は、先人たちが築き上げた貴重

な財産であります。本県は、東九州自動車道の

整備の進展や東アジアとの交流の拡大など、ま

さに「みやざき新時代」を迎えております。こ

うした宮崎らしい魅力あふれる景観づくりは、

宮崎の観光再生にも寄与するものと考えており

ます。今後は、これまでの取り組みを継承し発

展させていくため、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

を推進してまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。

景観行政について、続けていきたいと思いま

す。美しい宮崎づくりには市町村との連携が大

切だと思います。県内全ての市町村が景観行政

団体に移行しており、それぞれの地域で景観づ

くりを進めようとしています。市町村とどのよ

うな内容で連携をしていくのか、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 地域の景観づ

くりは、住民に最も身近な市町村が主体的な役

割を担うことが望ましいことから、市町村の景

観行政団体への移行に努めてまいりました。そ

の結果、本年３月までに県内全ての市町村が移

行し、現在、10市町村が良好な景観の形成を図

るための景観計画を策定しております。県とい

たしましては、全ての市町村で景観計画が策定

されるよう、引き続き、策定費用の支援や助言

を行ってまいりたいと考えております。

また、県が道路や河川などの公共施設を整備

する際には、地域の景観に配慮した整備に努め

ておりまして、例えば、高鍋町の蚊口高月線で

実施しました街路事業におきましては、町や地

域のまちづくり協議会などと協議を重ね、城下

町に調和した街路樹の選定や歩道のデザインを

行ったところであり、町の景観計画に即したも

のとなっております。今後とも、美しい宮崎づ

くりに向けて、市町村との連携を深めてまいり

たいと思います。

○松村悟郎議員 ５月30日、皇太子殿下をお迎

えして、宮崎県総合文化公園で第26回「みどり

の愛護」のつどいが開催されました。空港から

の沿道もきれいに整備され、会場の植栽もしっ

かり管理されておりました。都市緑化の大切さ

を再認識すると同時に、宮崎の美しい景観を発

信できたことは、本県での開催の意義があった

と思います。全国からお見えの皆様にも、美し

い宮崎を発信できたのではないかと思っており

ます。

ただ、残念だったのは―翌週の県民総合ス

ポーツ祭で、私も運動公園のほうに出かけさせ

ていただきました。美しい宮崎の景観を代表す

る地域でございます。空港から青島、日南海岸

へと続く沿道は、残念ながら雑草などが生え、

沿道美化とはほど遠いものとなっておりまし

た。そこで、沿道美化を進めるために、地域住

民が参加する草刈りや清掃、植栽活動などを支

援する「クリーンロードみやざき推進事業」を

もっと周知、ＰＲすべきだと思います。県土整

備部長にお考えをお願いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 「クリーン

ロードみやざき推進事業」につきましては、こ

れまで、ホームページによるＰＲのほか、自治

会や企業、ボランティア団体への周知などに取

り組んできたところであります。これにより参

加団体は年々増加し、昨年度は144団体となり、

延べ7,000名を超える方々に御参加をいただいて
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おります。また、今年度から、より多くの御参

加がいただけるよう、草刈り活動については、

支援の対象となる草刈り延長を「500メートル以

上」から「200メートル以上」に緩和するなど、

見直しを行ったところであります。これらの改

善点も含め、本事業について今まで以上に周知

やＰＲの充実を図ることにより、住民参加型の

沿道美化をなお一層推進してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 住民参加型の道づくり、ぜひ

推進していただきたいと思います。県の管理の

道路、全長2,900キロメートルと聞いておりま

す。今、このクリーンロードみやざき推進事

業、258キロメートルとお聞きしております。さ

らなる推進をお願いしたいと思います。岩切章

太郎さんが築いた花のまち宮崎、原点に戻り、

丁寧に美しい宮崎づくりを推進していただきた

いと思います。

次に、儲かる小さな農業についてでありま

す。

農業は、本県の大事な基幹産業であります。

県では、さらなる成長産業化を進める上で、農

地の集積化、産地や地域を担う経営体の法人化

など、経営力の強化と６次産業化で農業の付加

価値を高め、力強い農業を目指しております。

本県の農業産出額や農家所得が飛躍的に向上す

ることを期待しております。一方で、中山間地

域等の小規模な家族経営も、その地域を支える

大事な産業であります。本県では多様な経営体

が見られておりますが、このような小規模な農

業展開の現状認識について、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） 中山間地域等

の条件不利地域では、標高差や夏季冷涼な気候

条件などを生かし、規模は小さくても、地域の

特色を生かした農業生産が展開されておりまし

て、御指摘のとおり、集落機能や多面的機能の

維持・向上の観点からも重要な役割を発揮して

いると認識しております。担い手の減少や高齢

化が進む中で、規模拡大は重要な課題ではあり

ますが、県といたしましては、沿海平たん地

域、高台畑地域、中山間地域と県内それぞれの

地域で、その特徴に応じた多様な農業が展開さ

れることが必要であり、今後とも、それら地域

に根差した農業を地域で支える、意欲ある担い

手が活躍できる環境を整備していくことが重要

であると考えております。

○松村悟郎議員 中山間地域は、地形上非常に

集約も難しく、農地も狭いわけでございます。

小さな耕地で経営を強いられる地域で、その地

域の特色を生かしながら、知恵を絞ってしっか

りと経営されている農家もいらっしゃると聞い

ております。高所得を得ている事例について、

農政水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県の中山間

地域におきましては、夏季冷涼な気候を生かし

た野菜や花などの複合経営により、小規模でも

着実に所得を上げている経営体が見受けられる

ところであります。具体的には、西臼杵地域に

おける冬場の色鮮やかなラナンキュラスと夏場

の野菜を組み合わせた経営であるとか、高冷地

トマトと完熟キンカンを組み合わせた経営。さ

らには、西米良村における高品質なカラーピー

マンとホオズキ等を組み合わせた経営など、各

地域において1,500万円を超える販売額の生産者

も今、育ちつつあるところであります。

○松村悟郎議員 今お答えいただいたような成

功事例といいますか、幾つかのモデルケースを

しっかり育てていただいて、その内容を情報と

して広く発信していくこと、これも大事だと思
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います。今、ＵＩＪターンなど、この宮崎で農

業をやりたいという方の目標になると考えてお

ります。人口減少など地域が抱える課題、その

受け皿にもなると思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

都農町にはカボチャ部会という小さな施設園

芸のグループがあります。カボチャの空中栽培

を手がけております。市場にカボチャが出回ら

ない季節のすき間を狙って生産しておりまし

て、１個800円前後の高値で市場に出荷している

ということでございます。少ない耕地面積でも

十分所得が得られています。また、「継続して

経営していくためには、ある程度の数の農家に

参加してもらい、苗の生産から市場開拓まで一

貫して取り組み、ブランド化を図りたい」と話

をされておりました。そこで、中山間地域等で

の種苗施設や簡易なハウス整備への支援につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域の

限られた耕地で安定した所得を確保するために

は、小規模でも高収益が期待できる施設園芸の

展開とその条件整備は、大変重要な課題である

と考えております。このため県では、いわゆる

地方創生交付金を活用した、「輝く中山間園芸

産地構築事業」等の各種事業や制度資金などに

より、野菜や花卉等のハウスや育苗施設の整備

を支援しているところであります。今後とも、

中山間地域の特色を生かした儲かる農業の実現

に向けて、生産者や関係団体と一体となって取

り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 資金力に乏しい小さな農家の

皆さんでございます。小さくても儲かる農業を

目指してしっかり取り組んでいらっしゃいま

す。一押し、背中を押していただきたいと思い

ます。御支援をよろしくお願い申し上げます。

次に、お茶の生産農家対策についてでありま

す。

昨年11月には、全国お茶まつりが宮崎で開催

されました。新富町の新緑園が農林水産大臣賞

を受賞するなど、本県のお茶の品質は非常に高

い評価を得ておりました。ことしの新茶の初入

札会、私も楽しみにしておりましたが、荒茶の

品質も良好であったにもかかわらず、価格的に

は大変厳しい内容になりました。このようなお

茶の生産現場の現状についてどのように認識さ

れているのか、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） 本県のお茶の

生産量の95％は、緑茶の原料となります荒茶と

して出荷され、主に急須で入れるお茶の原料に

使われております。しかしながら、近年では全

国的に急須離れが深刻化しておりまして、緑茶

の世帯当たりの消費量は、10年前が1,077グラム

であったのに対しまして、直近の平成26年で

は889グラムと２割程度減少しているのが現状で

ございます。このような消費動向の中で、高品

質のお茶はこれまで同様、高値で取引をされて

おりますが、茶全体としては価格が低迷してお

り、いわゆる二極化が進んでいる状況にござい

ます。また、ことしの本県産一番茶の出荷額

は、過去５年間の平均と比較しますと約２割程

度減少しておりまして、茶業経営は大変厳しい

状況にあると認識をしているところでありま

す。

○松村悟郎議員 大変厳しい状況の中ではござ

いますけれども、６月10日付の日経新聞により

ますと、健康志向の高まりを受け、コーヒーや

炭酸飲料の市場が縮小する中で、お茶の需要は

ふえています。日本茶ペットボトルの市場が拡

大していること、また、水出し茶などのティー
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バッグの需要が見込まれること、さらには海外

での抹茶ブームなど、日本茶の海外輸出も期待

できることなどが報じられております。本県の

お茶についても、静岡などへの原料出荷が主に

なっておりますが、原料出荷産地にとどまら

ず、県内において荒茶生産から加工・商品販売

に至るまでの、お茶の６次化への取り組みが必

要と思います。そこで、県の見解について農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 近年のお茶の

消費動向を見てみますと、御指摘がございまし

たように、手軽に飲めるティーバッグやスイー

ツに使用される抹茶の需要が非常に伸びている

ことから、産地がこうした消費者ニーズにしっ

かり対応して、付加価値の高い生産に挑戦して

いくことも大変重要であると考えております。

このため県におきましては、ティーバッグの紅

茶や粉末茶の商品化、さらには、需要の高い抹

茶の本格的な製造に向けた専用ラインの導入に

対しまして支援を行っているところでありま

す。今後とも、６次産業化に係る補助事業等を

活用いたしまして、多様なニーズに対応した付

加価値の高いお茶の商品づくりを推進してまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願いいたします。

先般、地元のお茶農家からお話をお伺いいた

しました。冬場の千切り大根で、何とか所得の

足しにできたというお話でございました。さら

に、茶園の一部を抜根して、露地作物などとの

複合経営の可能性も模索したいというお話でご

ざいました。そこで、茶の価格低迷が続く中、

お茶農家の所得向上のための他作物との複合化

に向けた支援について、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） お茶農家の所

得を向上させていくためには、まずは茶園の規

模や品種構成を需要に合ったものに見直し、茶

の高品質化を図るとともに、先ほども申し上げ

ましたが、茶の特性を生かした新たな商品開発

に取り組むことが重要であると考えておりま

す。加えまして、御指摘のように、経営の合理

化の観点から露地野菜などの新たな品目を導入

し、経営の複合化を図ることも所得向上の方策

の一つであるというふうに考えております。こ

のため県といたしましては、茶の抜根やその後

の整地を対象といたします基盤整備促進事業等

の活用や、新品目導入に当たっての技術支援、

さらには経営指導を行うなど、お茶農家の所得

向上に向けた新たな取り組みを支援してまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 お茶農家も土地利用型の大き

な農家でございます。経営基盤自体はしっかり

しておりますので、いろんな形態を考えて支援

をしていただきたいと思います。

次に、防疫対策についてであります。

口蹄疫の発生から５年。その間、鳥インフル

エンザ、ＰＥＤの発生など、畜産業ばかりか地

域全体に大きな被害をもたらしました。畜産農

家の意識も大変高まり、飼養衛生管理基準を遵

守し、徹底した消毒、防疫対策に取り組んでき

たと思いますが、決してそのリスクがなくなっ

たわけではありません。日本一の防疫体制を目

指す宮崎県としては、家畜伝染病を発生させな

い強い防疫体制を構築するため、機材等の整備

や防疫演習など、農場防疫の強化対策に取り組

むとしておりますが、農場防疫における新技術

の導入などの新たな取り組みについて、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 平成22年の口

蹄疫発生以降、県では、防疫の基本である「農
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場防疫」の徹底を初め、「水際防疫」や「地域

防疫」、そして万が一の発生に備えた「迅速な

防疫措置」を４つの柱に、防疫の強化に取り組

んでいるところであります。このうち農場防疫

につきましては、農場出入り口での消毒など、

飼養衛生管理基準の徹底を指導しているところ

であり、農場によっては、新たにゲート式車両

消毒施設の設置や、畜舎内を定期的に消毒する

噴霧装置を導入するなど、防疫レベルのさらな

る向上に取り組む事例も見受けられるところで

あります。

現在、韓国を初め近隣諸国においては、口蹄

疫や高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっ

ております。そういう中で、引き続き、防疫の

強化には一層力を入れて取り組んでまいりたい

と考えておるところであります。

○松村悟郎議員 口蹄疫もそうですけれども、

連日報道されておりますが、お隣の韓国ではＭ

ＥＲＳコロナウイルスの感染拡大に歯どめがか

からず、死者・患者数も増加しており、大変な

事態となっております。初動防疫体制に大きな

問題があったと報じられており、日本も水際対

策の一段の強化が求められています。そこで、

本県のＭＥＲＳなどの感染症に対する空港、港

湾などでの水際対策、特に大型クルーズ船が入

港した際の対策について、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） ＭＥＲＳなど

の感染症発生地域からの入国者あるいは帰国者

につきましては、検疫所において入国時に発熱

等の症状を確認いたしますとともに、発熱がな

くても感染が疑われる方に対しては、感染症の

潜伏期間に当たる日数の間、１日２回の体温測

定を義務づけるなど、健康監視が行われており

ます。また、入国時に発熱等の症状のある方

や、健康監視期間中に発熱等の報告された方の

情報につきましては、速やかに検疫所から県に

提供されるようになっております。お尋ねのあ

りました、クルーズ船が国内に入港する場合に

は、まず検疫機能のある港に入港することに

なっておりまして、そこで、ただいま申し上げ

たような対応が行われることになっておりま

す。

○松村悟郎議員 大型クルーズ船の場合には医

師が同乗しているというお話も伺っているとこ

ろでございますけれども、十分配慮していただ

きたいと思います。

防疫体制につきましては、今いろんな技術が

あるのではないかと思います。ちょっと紹介さ

せていただきたいんですけど、ペピリオン噴霧

装置、超微粒子のミストの発生機であります。

目に見えない霧を噴霧でき、短時間ですき間な

くウイルスを包み込む可能性があると伺ってお

ります。実は、宮崎県の企業が開発し、特許も

取っております。家畜防疫にとどまらず、空港

や医療・福祉施設の現場での活用も期待できる

んじゃないかと思います。県のほうでも検討さ

れてはいかがかと思います。情報としてお伝え

しておきます。

次に、高等学校の整備についてであります。

宮崎県立高等学校教育整備計画の中期実施計

画が公表され、児湯地域におきましても、第１

回の地区別部会が開催されております。５年

後、10年後を視野に入れ、よりよい県立高等学

校教育と活力ある高等学校の再編はどうあるべ

きか、今後の児湯地域の県立高校のあり方につ

いての協議の場であります。資料を見せていた

だきました。今後の生徒数の減少から、大変厳

しい現状にあると感じております。中期実施計

画の推進に当たり、前期計画との違いについ
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て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 整備計画の前期計

画、中期計画、そのどちらも生徒にとってより

よき教育環境の提供を目指すこととしており、

その狙いについては何ら変わるものではござい

ません。しかし、例えば前期計画においては、

「統廃合の予定はありません」としておりまし

たところを、中期計画においては、「子どもた

ちにとってより良い教育環境を提供するという

視点に立ち、「今後の生徒数の推移を注視しな

がら、統廃合等を行う可能性がある」、生徒数

の減少等に応じて、そう変更させていただいた

ところであります。

○松村悟郎議員 中期実施計画の概要の中を見

てみますと、「連携型中高一貫教育校の開校の

可能性の検討」ということも書いてございまし

た。一方、児湯地域では、高鍋農業高校と県立

農業大学校との高大連携の取り組みが始まって

おります。高等学校教育の新たな魅力づくりに

なると思います。そこで、県立農業大学校との

一貫教育など、知事部局と連携はとれないの

か。今回の検討に当たっては、高大連携の視点

が重要であると考えますが、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 今回の児湯地区の協

議会におきましては、今後、当地区の児童生徒

数減少の中、魅力と活力ある教育環境を提供す

るために、高鍋高校、高鍋農業高校、都農高校

の３校の県立高校のあり方について検討するこ

ととしておりまして、関係する産業界代表や保

護者代表等のさまざまな立場の方にお集まりい

ただいております。この協議会におきまして

も、高鍋農業高校についての御意見をいただき

ますが、産業教育審議会の答申でも、農業高校

と農業大学校とが連携し、担い手育成の取り組

みを積極的に推進するよう提言をいただいてお

りますし、県としても、そのことは大変重要な

ことだと考えておりますので、農業高校の活性

化という視点で、別途、農業大学校等から御意

見をお伺いしたいと考えております。

○松村悟郎議員 ぜひ、農業大学校しっかり取

り組んでいただいて、協議を進めていただきた

いと思います。昨年の11月議会で、私は高大連

携についても質問しておりますが、教育長か

ら、「高鍋農業高校と県立農業大学校で、５年

間を見通したカリキュラムや進路指導のあり方

などの検討を進めている」とお答えをいただき

ました。

この４月には、政府の地方創生の総合戦略

で、地域産業を担う人材育成を促進するとした

ことを踏まえて、文部科学省と農林水産省は、

「農林水産業を学ぶ高校生の就農・就業に向け

た人材育成の方策の方向」を取りまとめ、それ

ぞれ教育長と知事宛てに通知をしております。

この通知には、農業高校生に就農意欲を高めて

もらうために、教育委員会と農政水産部などの

連携を強め、進学先となる農業大学校との連携

強化などを目指すとあります。職業系高校で

は、スペシャリストとしての基礎を培うととも

に、望ましい職業観・勤労観を育む教育を行

い、時代に即応した専門分野の学習がより深ま

る整備を図るとされております。このため農業

高校は、産業教育の役割を担い、農業従事者を

育成する責務を負うものと考えるのでありま

す。

しかしながら、本県の農業高校卒業者の就農

率は１割を切っております。農業高校での教育

と農業従事者の育成との直接的なつながりが見

えづらくなっているのではないでしょうか。そ

こで、農業高校における農業従事者育成の現状
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と、本県農業を担う人材育成の取り組みについ

て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎の基幹産業であ

る農業の従事者を育成することは、農業教育の

大切な使命であると考えております。その使命

を果たすためには、農業の魅力やその大きな可

能性を伝えることが重要であり、教職員が日ご

ろの授業の中で熱くそういう思いを語るととも

に、地域と連携した商品開発の研究や、先進農

家による講義や演習を行いながら、将来の就農

につながる取り組みを進めているところであり

ます。農業高校卒業者は、直接、あるいは

ちょっと研修をして就農する方もいらっしゃい

ますし、10年、20年を経て就農される方もおら

れます。その両方とも貴重な「人財」であると

考えております。どちらの形態も視野に入れな

がら、農業の魅力が直接伝わる長期就業体験

や、６次産業化にも対応した経営感覚を身につ

けるための学習などを進め、高い志を持った、

本県農業の将来を担う人材育成に努めてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 これからの生徒数減少の流れ

に対応することはもちろんですが、地域を支え

る心豊かな就農者の育成を図るため、営農の基

礎について実践的な教育を行うとともに、地域

農業を支えていく志や態度を育む教育を行うこ

と、そして県民から理解され、必要とされる学

校づくりが重要となってくると考えます。この

ため、ほかの教育機関や行政、地域の団体と連

携し、生徒が経営的な視点を持ち、自立した営

農を目指すことができる教育の実践や、新たな

行政施策、農業情勢を見きわめて、できる教

育、農業高校を理解してもらうための効果的な

ＰＲ活動、このような取り組みが必要だと思い

ます。

この中で、他の団体との連携については、農

政水産部だったり農業大学校だったり、県内の

法人、この強化・連携が期待されるわけであり

ます。そのためには、高校側からの提案と仕組

みづくりが大事だと思います。例えば、就農体

験の受け入れ先である農家や農業法人から学校

現場に意見をフィードバックしていただく、時

代に合ったカリキュラムをつくっていただく、

そして経営管理能力を獲得するために農業大学

校で実践していただく。さらには、農業大学校

に在籍しながら、農業法人などでの長期的な実

践研修を行っていただく。いろいろなカリキュ

ラムを教育委員会と農政水産部が協力して、魅

力ある農業と、担い手を育てる総合的な施策を

工夫し、より一層の取り組みをしていく必要が

あると考えております。そこで、繰り返しにな

りますが、昨年11月の本会議でお答えいただい

た、高大連携における効果的なカリキュラムの

作成や進路指導のあり方などについての具体化

の方向性とその時期について、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 現在、高鍋農業高校

と県立農業大学校において、具体的な高大連携

の内容について検討を重ねてきているところで

あります。その中で、カリキュラムについて

は、農業高校の３年次に行っている課題研究に

ついて、引き続き、農業大学校においても同じ

テーマで研究に取り組ませることで、高度な専

門性を身につける学習ができないかなど、検討

いたしているところであります。また、進路指

導のあり方につきましては、例えば、高校で実

施する職業講話の内容と農業大学校の職業講話

と関連性を持たせ、系統性を重視するととも

に、逆に重複感のない指導をすることができな

いかなど、５年間を見通した進路指導を検討中
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であります。これらの検討中の取り組みについ

ては、今年度中に何らかの一定の方向性がお示

しできればと考えているところであります。

○松村悟郎議員 高校と大学が連携したカリキ

ュラムを今年度中につくっていただくというこ

とでございますけれども、高校に入る子供たち

も、マイスターになるための夢づくりができる

ものと思います。大いに期待をしているところ

でございます。

今回の高等学校教育整備計画の中の協議事項

には入っていないんですけれども、参考のため

にお聞きします。市町村では現在、保育所など

の公設民営化が進んでおります。全国的に見た

高等学校の公設民営化の状況について、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 公設民営学校は、地

方公共団体が学校用地や校舎等を民間に提供

し、民間により学校運営がなされるもので、全

国では数校の事例があると伺っております。具

体的な学校の事例としては、インターナショナ

ルスクールなどグローバル人材の育成を目指す

学校や、不登校生徒へのきめ細やかな対応等を

目的とする学校などがございます。

○松村悟郎議員 教育環境、いろんな選択肢が

考えられると思いますけれども、参考のために

お聞きしたところでございます。学校再編も含

めた整備計画、児湯地域におきましては農業大

学校というすばらしい財産がございますので、

地域の都農高校、高鍋高校、高鍋農業高校、い

ろんな皆さんとの議論を慎重に行っていただき

たいということと、保護者や地域のニーズにも

十分適切に配慮していただきたい、このように

願っているところでございます。よろしくお願

い申し上げます。

次に、再造林対策についてお伺いいたしま

す。

本県林業は、円安などによりまして国産材供

給量が回復傾向にあることから、量、価格とも

に以前より随分回復し、本県の素材生産量も170

万立米前後で推移しております。私もこれま

で、バイオマス資源の利用や大径集成材の活

用、そしてＣＬＴを使った木造建築への可能性

など、森林・木材産業の将来性について質問を

してきました。

今回の中国木材などの大型工場の操業やバイ

オマス発電施設の稼働、さらには木材の輸出の

伸びなどを考慮すると、今後の本県の木材需要

は相当高まることが予想されます。知事は、成

長産業プログラムの一つとして、県産材の海外

販路拡大や木質バイオマス資源の地域循環、林

業の成長産業化を推進するとされております。

そこで知事に、林業の成長産業化に向けた取り

組みについて、所感をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、豊富な森林資

源に恵まれているわけでありまして、杉の素材

生産量が24年連続で日本一であるということ、

さらには、製材品の出荷量も全国３位であると

いうことでありまして、我が国有数の林業県と

して確固たる地位を築いているところでありま

す。先ほど、「みどりの愛護」のつどいのお話

がございましたが、今回来県されました皇太子

殿下におかれましても、こうした本県の杉、ま

たその利活用技術を活用した綾中学校を視察い

ただいたわけでありますし、前回、13年前に来

県された際に木材利用技術センターを訪問され

たことも大変よく覚えておいででありまして、

本県は森林・林業県であると、大変印象深く覚

えていただいたのではないかなと思っていると

ころであります。



- 137 -

平成27年６月19日(金)

一方で、長期的な木材価格の低迷であります

とか、担い手の高齢化、森林の適切な更新と、

それに必要な苗木が不足をしているということ

など、さまざまな課題も抱えているところであ

ります。

御指摘がありましたように、先日、第１期の

完成披露式が行われました中国木材の日向工場

や、木質バイオマス発電施設の稼働、海外への

木材輸出の増加など、本県の林業が新たな飛躍

のチャンス、新たな時代を迎えているというふ

うに考えておるところであります。これらを絶

好のチャンスと捉えまして、森林資源を最大限

有効活用することはもちろんでありますが、本

県の豊かな森林を次世代にしっかりと引き継い

でいけるよう、「伐って、使って、すぐ植え

る」という森林資源の循環利用や、本県の今後

の林業を支える人材育成などに積極的に取り組

んでまいりまして、日本林業のトップランナー

として、本県林業の成長産業化を図ってまいり

たい、そのように考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。一時

期、杉の価格が7,000円を割って、国有林の出荷

調整をお願いした時期もありました。この数年

で、状況は本当に大きく変わってきておりま

す。森林・林業業界も、ようやく日が差してき

たと思います。知事の答弁のように、本県を代

表する成長産業になると思います。

また、本県は24年間連続して、杉素材生産日

本一の座を維持しております。木材産業のさら

なる発展のためには、素材生産量を拡大する必

要もあり、伐採も大きく進んでくるのではない

でしょうか。そこで、長期的な成長産業化の中

で、原材料となる森林資源の計画的な再生、す

なわち再造林が必要不可欠であります。どのよ

うに取り組まれるのか、環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 資源循環型の

林業を実現するには、伐採跡地の確実な再造林

を推進していくことが大変重要であります。こ

のため、再造林対策としまして、国の森林整備

事業による支援、さらに水源涵養機能等の高い

森林につきましては、森林環境税を活用した上

乗せ補助を実施しまして、森林所有者の負担の

軽減を図っているところでございます。また、

苗木生産施設の整備支援等によりまして、再造

林に必要な苗木の安定供給を図りますととも

に、通年植栽が可能なコンテナ苗を活用しまし

て、「伐ったら、すぐ植える」一貫作業システ

ムの構築による省力化を推進することとしてお

ります。これらの取り組みを総合的に推進する

ことによりまして、再造林をしっかりと進めて

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今、持続的な森林経営を進め

ていくために、これまで減少してきた苗木生産

量あるいは人員確保に取り組むというお話でご

ざいました。苗木安定供給推進事業により、平

成32年度には現在の約1.5倍まで苗木を増産する

とされておりますけれども、具体的にどのよう

に進めていくのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、杉

を中心とします人工林が収穫期を迎えておりま

して、再造林を円滑に進めるためには、５年後

の平成32年度には、現在より200万本多い約620

万本の苗木が必要になると予測しております。

このため、お尋ねの苗木安定供給推進事業で

は、苗木のもとになる穂木を採取する県の採穂

園の再整備、さらには民間の苗木生産施設整備

に対する支援を行うこととしております。さら

に、穂木の採取や優良苗木を生産するための技
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術研修等を実施することによりまして、必要と

なる苗木の増産を図ることとしております。

○松村悟郎議員 苗木生産を続けますけれど

も、高鍋町には県の採穂園があります。この採

穂園も母樹が大変古くなり、植えかえに早急に

取り組む必要があると伺っております。母樹育

成には10年程度必要であるとも伺っておりま

す。そこで、高鍋採穂園の再整備はどのような

内容のものなのか、環境森林部長にお伺いいた

します。

○環境森林部長（大坪篤史君） 農業大学校に

隣接します県の採穂園は、面積が約７ヘクター

ルありまして、平地にあるという立地条件のよ

さなどから、穂木の重要な採取拠点となってお

ります。しかし、穂木のもととなります母なる

木、母樹が年数を経て高くなり過ぎまして、穂

木の採取が困難になってきておりますので、今

後３年間の事業期間で、母樹の更新を図りたい

と考えております。具体的には、現在の母樹を

順次伐採、撤去し、整地した後に、優良品種や

花粉の少ない杉苗を植栽して、将来の母樹を養

成することといたしております。

○松村悟郎議員 次に、国民病と言われる花粉

症対策として期待されております、花粉症対策

杉品種の苗木出荷が始まっております。ただ、

造林用苗木出荷量約400万本のうち、花粉の少な

い杉の品種であります高岡署１号は、約70万本

と伺っております。花粉の少ない苗木生産の取

り組みについて、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 花粉の少ない

苗木につきましては、平成25年度に全国で約200

万本が生産されておりますが、国では29年度ま

でに1,000万本とする目標を掲げております。そ

のうち本県では約300万本の生産要請を受けてい

るところでございます。県としましては、森林

環境税を活用して、花粉の少ない杉品種の苗木

代の一部を支援するとともに、今回の苗木安定

供給推進事業によりまして、県の採穂園での花

粉の少ない杉品種の母樹の養成等を通じて、生

産拡大に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願いしてお

きます。

次に、公共工事関連の質問をいたします。

まず、災害復旧事業についてであります。昨

年の６月、梅雨入りと同時に、宮崎県にも局地

的な集中豪雨がありました。川南町平田川流域

は大きな被害を受けました。農業ハウス、太陽

光発電所、製材工場など大変な被害がありまし

たが、幸いにも人的被害はありませんでした。

またことしも梅雨時期に入り、地域の住民の方

も心配されております。そこで、平田川におけ

る災害復旧事業の進捗状況について、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） 平田川につき

ましては、被災した16カ所全てで災害復旧に取

り組んでおりまして、その事業費は約５億4,000

万円となっております。このうち既に８カ所が

完成をしておりまして、６月中にはさらに７カ

所が完成する見込みとなっております。残りの

１カ所につきましては、計画延長984メートルの

うち、用地買収を行う必要がない上流側684メー

トルの区間につきまして、既に護岸工事を進め

ております。用地買収が必要な下流側300メート

ルの区間につきましては、用地買収が終わり次

第、速やかに工事に着手することとしておりま

す。また、河道内の堆積土砂につきましては、

県の単独事業により、再び越水するおそれのあ

る箇所について約3,000立方メートルの除去を完
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了したところでございます。

○松村悟郎議員 もう一息というところでござ

います。地域の方が大変心配されていた堆積土

砂も取り除いていただいたようでございます。

ありがとうございます。

それともう一つ、平田川の被害の一因とし

て、農業用水の堰がございますけれども、この

老朽化と堰の上流部からの越流、これも大きな

要因ではなかったかと思います。そこで、堰の

改修に係る県の支援策について、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） 御質問にあり

ました堰の改修につきましては、堰の規模や受

益面積等から考えますと、用排水施設等整備事

業などの国庫補助事業や交付金事業等の活用が

想定されます。県といたしましては、今後、地

元から具体的な改修の要望がありましたら、市

町村としっかり協議をしてまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 地域の方の思いも、今少しず

つ上がってきているようでございますので、お

話があるようでしたら、御支援のほうよろしく

お願いしたいと思います。

次に、国道10号の改良工事についてでありま

す。

一時期工事がストップしていた一ツ瀬川にか

かる日向大橋を含む新富バイパスも、着実に工

事が進んでいるようです。一方、高鍋町堀之内

地区における付加車線整備工事は、一部のみが

完成したままとなっております。それぞれの整

備状況につきまして、県土整備部長にお伺いし

たいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 国道10号の整

備につきましては、国の直轄事業として進めら

れているところでございますが、まず、新富バ

イパスにつきましては、全体延長約4.8キロメー

トルのうち、現在、約2.3キロメートルが供用さ

れております。本年度は、昨年度に引き続き日

向大橋の上部工工事などを進めることとしてお

り、平成29年度には日向大橋を含む約1.8キロ

メートルを供用する予定と伺っております。県

といたしましては、今後とも着実に整備が進み

ますよう、国に働きかけてまいりたいと考えて

おります。

次に、高鍋町堀之内地区の下り方向の付加車

線につきましては、平成19年度に事業化された

ところでありますが、その後、平成22年に東九

州自動車道が高鍋インターチェンジまで供用さ

れ、この時点で延岡までつながるめどがついて

きたことから、事業の必要性を再検証するた

め、平成23年度に休止したと伺っております。

○松村悟郎議員 新富バイパスの完成で、本当

に交通渋滞も少なくなってくると思いますし、

地域間交通アクセスの利便性は飛躍的によくな

ると思います。もうすぐということでございま

す。

また、休止している高鍋町堀之内地区の工事

につきましては、地域からの強い要望もあるよ

うでございます。海岸線に近い、避難のために

は本当に有効な道路でもあります。さらには、

交通渋滞もあるようでございます。地元自治体

からの要望等も、これからあるようでございま

すので、自治体と一体となって国への要望、よ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、橋梁のかけかえについてであります。

高鍋町が管理をしております高鍋町小丸川に

かかる潜水橋の竹鳩橋のかけかえについてであ

りますが、これまで私も何回か質問してまいり

ました。県当局の御尽力もあり、県と国土交通

省九州地方整備局、そして高鍋町との３者によ
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るかけかえの協議が進められております。そろ

そろ協議のほうもまとまるころではないのかな

と、私もひとり思っておりますけれども、その

進捗状況について、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） 高鍋町が管理

する竹鳩橋は、小丸川にかかる潜水橋であり、

かけかえを行うには大規模な工事となることか

ら、財源の確保や橋梁の形式などさまざまな課

題があると認識しております。このような課題

解決の協議の場として、高鍋町、国土交通省及

び県の３者で「高鍋地区道路検討会」を平成25

年９月に設置したところであります。これまで

に、検討会を２回、その作業部会であるワーキ

ングを４回開催しており、数多くのかけかえ案

について、橋の利用状況、建設コスト、河川計

画との整合性など、さまざまな視点から検討を

行い、現在、絞り込みを行っているところであ

ります。県といたしましては、国と連携を図り

ながら、高鍋町に対して引き続き必要な助言を

行ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 事業主体は高鍋町ではありま

すけれども、今後、国との協議や、かけかえに

ついての情報も含めまして、県のほうでも積極

的に支援をお願いしておきたいと思います。

次に、公立病院への支援についてでありま

す。

民間病院も少なく、医療サービスを受ける機

会の少ない地域にとりましては、急性期や慢性

期など地域医療を担う公立病院の役割は大変重

要なものと言えます。公立病院は、市町村に

とっては財政的に大きな負担にもなっておりま

すが、地域住民の強いニーズもさることなが

ら、住民への医療提供を確保するため、存続・

維持していかなければなりません。そこで、公

立病院に求められている役割について、また市

町村立病院の現状と課題について、総務部長に

お伺いします。

○総務部長（成合 修君） 公立病院には、民

間病院との適切な役割分担のもと、安定した経

営を維持しながら、その地域に必要な医療を提

供することが求められております。また、民間

病院では対応が困難な僻地医療や、採算がとれ

にくい医療分野の提供を初め、医療スタッフの

教育研修や、住民の健康保持のための公衆衛生

活動などの役割が期待されているところであり

ます。

次に、市町村立病院の現状についてでありま

すが、県内には都農町立病院を初め13の市町村

立病院がございます。平成25年度の決算により

ますと、そのうち８病院が経常収支において赤

字を計上しております。経営状況の改善が大き

な課題となっているところでございます。ま

た、医療スタッフ、医師の不足や施設の老朽化

に伴う更新・建てかえの財政的負担などの課題

を抱えていると認識しているところでございま

す。

○松村悟郎議員 児湯管内でも、都農町の公立

病院が施設の老朽化から建てかえを検討してい

ると伺っております。老朽化した市町村立病院

の建てかえを行う場合に、県はどのような支援

を行っているのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 先ほど御答弁いた

しましたとおり、公立病院としての役割を果た

すためには、何よりも、病院が安定した経営を

維持していくことが重要でございます。このた

め県では、各病院の経営状況を把握し、情報提

供や助言を行っているところであります。特

に、御質問の建てかえ等に伴い財源を確保する
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ための起債の協議では、直接、市町村から経営

状況や収支計画等について説明を受けて、内容

を確認するとともに、国の交付税などの措置が

受けられるよう、助言等を行っているところで

あります。今後とも、市町村立病院としての役

割を確実に果たしていけるよう、さまざまな機

会を捉えまして、必要な支援を行ってまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 地元の抱える医療サービス、

医療ニーズには、本当に丁寧に相談に乗ってい

ただきながら、御支援をお願いしたいと思いま

す。

時間でございます。以上で一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、日高博之議員。

○日高博之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の日高博之でございま

す。子供のときからお世話になっている地元の

皆様に、きょうは傍聴に来ていただいておりま

す。本当にありがとうございます。悪餓鬼だっ

た私も、今や県議会の議場で一般質問をするま

でになりました。本当にありがとうございま

す。

そして、きょうは初めての一般質問というこ

とで、かなりしびれていますが、私の思いを精

いっぱいぶつけていきたいと思います。知事部

局の皆様には、最後までおつき合いのほどよろ

しくお願いいたします。

それでは、通告書に従い順次お伺いいたしま

す。

まずは、風土ビジネスについてでございま

す。

知事が掲げます片仮名の「フードビジネス」

は、平たく言うと、本県の基幹産業であります

農林水産物を生産・加工・販売と６次産業化し

付加価値をつけ、外貨を稼ぐ成長産業にしてい

こうとする新たな挑戦だと思います。私の

「風」と「土」の「風土ビジネス」は、私の師

でございます、東京財団週末学校の吉本哲郎先

生が提唱した「地元学」の定義がございまし

て、「風」はよその人、「土」は土地の人で、

役割は、よその人は客観的に提言をする役目で

あるが決定権はない、土地の人は、自分たちの

町をどうにかしたいという熱意がある人で、最

終の決定権は持ちます。地元に住んでいる我々

は、意外に、自分たちの住んでいる町の足元に

眠っている資源や宝を見過ごしてしまいがちで

す。それをよその人と一緒になって新たな視点

で町を元気にしていく。キーワードは「ないも

のねだりからあるもの探し」、そこから始まっ

た川南の物語を紹介いたします。

川南の熱意を持った職員が、町を元気にし

たいという思いから、吉本先生に「川南を元

気にしていただきたい」と直談判し、来ても

らうことになった。第一印象は、「何もな

い」。ないなら、川南は「川」という文字が

つくから、川清掃から始めたらということ

で、当時は川上にある豚舎や鶏舎からの汚水

が問題になっていたが、その職員の熱意に引

かれ、川清掃の輪が広がり、定期的に行うに

つれ、いつの間にか汚水問題も解消され、昔

ながらに川遊びができるほどになった。

しかし、本来の目的は、町を元気にするこ

と。地元学の視点でもう一度川南町を見詰め

直すと、違った姿が浮かび上がった。川南は

全国でも有数の農業生産額を誇る。米や野菜

はもちろんのこと、畜産は畜産王国、日向灘

に面する通浜の漁港はマグロの水揚げ港とし

ても名高い。アジ、タイ、金フグ、サワラな

ど、春になるとマグロやカツオが水揚げされ
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る。農水産物の宝庫である。しかし、農水産

物が持つ潜在能力に地元の人は気づいていな

かった。

そこで、地元学の発想で資源を見直し、地

域にあるものを組み合わせる戦略に。その戦

略は、長い川南の歴史の中で唯一つながるこ

とのなかった漁師と農家をつなげて、共通す

る「食」を切り口に何かできないか。キー

ワードは「山と海の連携」である。しかし、

すぐに壁にぶつかり、漁師と農家にはほとん

ど接点がなく、敵と味方という感じで、とて

も友好とは言えない状況であった。そこで、

吉本先生のアイデアをおかりし、漁師と農家

が集まる飲み会を立ち上げた。それが今も継

続している「四季を食べる会」である。何度

か繰り返すうちに、漁師と農家の人たちがそ

れぞれの自慢の料理を物々交換するようにな

り、ゴングリの酢の物や金フグの海水煮、夏

野菜と地鶏のコロッケなど、知らない料理が

次から次へと出てくるようになり、職員は町

が持つ潜在能力を改めて知らされることに

なった。

次に試みたことは、両方持ち寄りで全国ど

こにもない最高の鍋をつくろうということに

なり、山のもの、海のものがふんだんに入っ

た「10マイル鍋」ができ上がった。ここまで

来るとアイデアは幾らでも出てくる。隣が高

鍋町、「あっ、高鍋は文字どおり鍋の町だ。

鍋合戦をやろう」、高鍋も賛同し、とんとん

拍子で第１回鍋合戦を舞鶴公園で開催し、そ

こには全国からテレビ局が押し寄せ、今では

児湯５町も加わり、２万2,000人もの人が押し

寄せるまでになっている。

「何もない」から始まったこのことが、川南

に元気をもたらしたことは言うまでもありませ

ん。足元に眠っている資源を掘り起こし、風土

ビジネスにつなげた物語です。こういった食を

含めた地域資源を、ストーリー性を持たせて活

用する風土ビジネスにより、地域おこしをすべ

きと考えますが、知事の感想をお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問とし、以下、質問は質

問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

風土ビジネスについてでありますが、お話を

伺いながら、私も、総務省に入りましたときに

先輩から言われた「風土」という言葉を思い出

しておったところであります。今、御指摘があ

りましたように、総務省から地方に出向した人

間を「風」の人間とし、地元の皆様を「土」と

いうことで、「風」と「土」が手を携えること

により、「風土」、地域づくりが進むというこ

とで、互いの視点や気づきの違いを地域づくり

に生かしていく、そのような教えということで

受けとめておったところでございますが、今お

話を伺いながら、外から来た人間が独善的に

突っ走るのではなく、地元に根差した、地元の

宝を生かしていくこと、そこに地域づくりのヒ

ントがあるということ、その戒めでもあるとい

うことを改めて感じたところであります。

今、御指摘がございました川南の事例、私も

「四季を食べる会」に妻と参加をしたり、また

鍋合戦なども参加をさせていただきましたが、

その成り立ち、かかわった方々の強い思いとい

うものを実感したところでありますし、足元の

宝を磨き、外部の視点も生かしながら、ストー

リー性を持って地域住民みずから地域おこしを

行うということで、すばらしい取り組みであろ

うかと思っております。
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今、全国で地方創生が叫ばれておるわけであ

りますが、地域の資源を生かして、地域の住民

が一体となって個性豊かな魅力ある地域づくり

を行っていく、そこに尽きるのではないかと

思っております。御指摘のありましたような、

地域の資源を生かした魅力づくり、風土ビジネ

スということに、本県としてもしっかり取り組

んでまいりたい、大変重要な視点であると考え

ておるところであります。以上であります。

〔降壇〕

○日高博之議員 ちなみに、第１回の鍋合戦

は、県からポスター作成料とかシャトルバス代

として20万ほどしかいただいていない、いわゆ

るゼロ予算事業というようなことでありまし

た。鍋合戦で、知事もごらんになったというこ

となんですが、よろいを段ボールでつくったり

して、いい年の人たちが地域の主役となって盛

り上げている姿に、私は感動しました。経済が

元気なだけでなくて、自然も元気で、人も元気

のある新しい宮崎時代を知事には築き上げてほ

しいと思います。

続きまして、防災・減災についてでございま

す。

県が一昨年10月に発表した、南海トラフ地震

・津波及び被害の想定では、最悪の場合、県内

全体で３万5,000人の犠牲者が出、うち日向では

１万5,000人の犠牲者が出ると想定されておりま

す。本年３月には、南海トラフ地震対策特措法

に基づく津波避難対策緊急事業計画について、

内閣総理大臣の合意を得ることができまして、

避難施設等の整備に係る国庫負担率のかさ上げ

などの財政支援を受けられることになりまし

た。本県でも昨年、宮崎市や延岡市、日向市な

どが地域指定を受けております。その間、知事

も再三再四、国へ陳情に伺ったというふうに聞

いております。その証左だと私は思っておりま

す。敬意を表するわけでございますが、想定さ

れる南海トラフ巨大地震の対策の重要性につい

て、知事はどのように考えているのかお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震・

津波の本県における被害想定におきましては、

死者数が約３万5,000人、建物の全壊棟数が約８

万9,000棟となっておるところであります。あの

未曽有の被害をもたらしました東日本大震災と

重ね合わせましても、戦慄を覚えるような大変

な被害規模であろうかと考えております。防災

対策は、県の最重要課題であります。中でも南

海トラフ巨大地震につきましては、被害を最小

化するための「新・宮崎県地震減災計画」を策

定しますとともに、大規模な総合防災訓練を、

平成25年度は県央で、26年度は県北で実施した

ところであります。本年度は８月に県南で実施

を予定しております。さらに、大規模災害が起

こった場合の対策の司令塔としての機能を果た

し得る防災拠点庁舎の整備にも着手しておると

ころでございます。今後とも、今回の補正でお

願いをしております総額30億円の大規模災害対

策基金も活用し、巨大地震の対策を、県、市町

村、国、さまざまな主体が連携しながら、ス

ピード感を持って取り組んでまいりたいと考え

ております。

○日高博之議員 ありがとうございます。

先ほど申されました肉付け予算の目玉の一つ

に挙げられた30億円の大規模災害対策基金につ

いて、沿岸部の自治体が建設を進める津波避難

タワーの財政支援、常在危機の意識啓発、防災

訓練の強化など、ハード・ソフト両面からの災

害対応力の強化をしていくとのことですが、具

体的に、今回の大規模災害対策基金の拡充によ
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り、今後、県としてはどのように災害対策に取

り組んでいくのか、危機管理統括監にお伺いい

たします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 大規模災害

対策基金につきましては、南海トラフ巨大地震

を初め、風水害、土砂災害、火山災害などから

県民の生命や財産を守り、本県の総合的な災害

対応能力のさらなる強化を図るという観点か

ら、今回、基金の拡充を行い、総額30億円と

し、防災・減災対策を今後５年間で集中的に実

施するものでございます。事業の実施に当たり

ましては、４本の柱で構成しておりまして、１

点目に「人づくり」として、県民への防災啓発

や防災士の養成、２点目に「避難の確保」とし

て、津波避難タワー等の整備支援、３点目に総

合防災訓練の強化などの「災害対応力の強

化」、４点目に「広域連携体制の充実・強化」

に取り組むこととしております。あわせまし

て、東日本大震災被災者等の支援につきまして

も、引き続き実施していくこととしておりま

す。

○日高博之議員 ありがとうございます。

次に、津波避難タワー等の施設整備に対する

支援についてでございますが、大規模災害対策

基金の使い道としては、今答弁がありました災

害対策事業についても必要なことと思います。

しかし、今回、市や町が実施する津波避難タ

ワー等の施設整備では、多額の費用が必要と

なってまいります。確かに、事業を行う年度に

必要な市や町の一般財源を負担していただくと

いうことは、大変ありがたいことだと思ってお

ります。しかし、仮に公共事業債を活用した場

合、県が負担しようとしている費用は、事業全

体の3.3％であります。実質的に市や町が後年度

負担しなければならない費用は、事業費全体

の15％になります。県民の命を守るという観点

から、また事業の短縮などの促進を図る上から

も、県と市や町の負担割合を、できれば折半に

することができないでしょうか。今回の補正予

算に盛り込まれる津波避難タワー等の施設整備

に対する支援について、特に日向市は整備施設

数が12カ所、全体事業費が26億円で、うち国庫

負担率が３分の２としましても、約９億円の地

元負担が生じ大変であることから、今述べまし

たように、支援内容をさらに充実してほしいと

考えておりますが、危機管理統括監、再度お考

えをお聞かせください。

○危機管理統括監（金丸政保君） 南海トラフ

巨大地震につきまして、県ではこれまで、国に

対しまして市町村の財政負担の軽減を強く要望

してまいりました。その結果、津波避難タワー

等の整備については、国の負担割合が３分の２

に引き上げられるなどの措置が講じられたとこ

ろでございます。今回お願いしております補正

予算は、計画が進められております津波避難タ

ワー等の整備につきまして、市や町が国の交付

金や交付税措置のある地方債を活用してもなお

不足する財源を全額支援するというものであ

り、市や町にとって地方債の後年度負担はあり

ますが、整備時には負担を必要としない仕組み

としたものであります。県としては踏み込んだ

内容であるものと考えております。市や町に対

する財政上のさらなる支援につきましては、今

後とも引き続き、国に対して要望してまいりた

いと考えております。

○日高博之議員 踏み込みの幅が足りないのか

なと思っております。知事が地元紙で述べたよ

うに、県も負担するのは、議論の積み重ね、30

億円でオーケーというわけではない、危機感を

持ってさらに進めるんだという強い意気込みを
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持っておられますので、今後の支援の拡充につ

いては要望とさせていただきます。

次に、スポーツランドみやざきの構築につい

てでございます。

私は、本県が取り組んでいるスポーツランド

みやざきは、ここまでは大成功だというふうに

感じております。県は今後の課題として、ス

ポーツランドみやざきのより一層の強化のた

め、全県化、通年化、多種目化を図る取り組み

を進めるとあります。今回は全県化に絞ってお

伺いをいたしますが、県は全県化についてどの

ように取り組んでいくのか、知事のお考えをお

聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

たスポーツキャンプにつきましては、本県の地

域経済の活性化や情報発信などに大きな効果が

ありますことから、本県観光の柱の一つとして

位置づけまして、受け入れ地域の全県化や受け

入れ時期の通年化、また、受け入れ競技の多種

目化に取り組んでいるところであります。御質

問の全県化につきましては、受け入れ実績の少

ない市町村に対しまして、先進事例の紹介や意

見交換、さらにはキャンプ時に必要な備品購入

の補助など、受け入れ環境の整備を行ってきた

ところでありまして、昨年度のスポーツキャン

プ・合宿の受け入れ実績は、21の市町村で17

万8,628人と、過去最高を記録したところであり

ます。県としましては、今後ともこれらの取り

組みを継続しますとともに、市町村と連携した

スポーツキャンプの誘致や、市町村の枠を超え

た広域での受け入れについて調整を行うなど、

さらなるスポーツキャンプの全県化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

○日高博之議員 キャンプシーズンになります

と、宮崎にはプロ、アマ問わず多くの球団やア

スリートがやってまいります。ことしは、沖縄

県・宮古島で長年春季キャンプを行っておりま

したオリックス・バファローズが清武にキャン

プ地を移動するなど、本県のスポーツキャンプ

の優位性を再発信できたこと、また経済効果が

上がったこと、これについてはうれしい限りで

あります。やはり、プロ野球の１軍が即経済効

果に結びつくことは、私が言うまでもございま

せん。しかし一方で、もう宮崎市周辺にプロ野

球の１軍を受け入れる施設はない。そういった

中で、日向市は、10年ぶりに東北楽天イーグル

スの２軍がお倉ヶ浜野球場で春季キャンプを

張ってにぎわいました。２軍であれ、プロの集

客能力はすごいなと、改めて実感をしたところ

であります。整備がおくれています野球場につ

きましては、日向市が、外野スタンド両翼の拡

張、ブルペンの整備、バックネット裏の改修を

模索しているようであったり、野球場の名称

も、「日向」という名前にちなんで「日本のひ

なたスタジアム」にしようという議論もされて

おるようでございます。そこで知事にお伺いし

ますが、楽天を第一候補にプロ野球球団を日向

に誘致し、スポーツキャンプの全県化に、より

一層力を入れるべきだと思いますが、知事のお

考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今年の春季キャンプで

は、御指摘のように、新たにオリックス・バ

ファローズの１軍キャンプが宮崎市で、そして

東北楽天ゴールデンイーグルスの２軍キャンプ

が日向市で実施されるなど、プロ野球は２軍を

含めて７球団が本県でキャンプを実施したとこ

ろであります。その結果、観客数、経済効果は

過去最高を記録したところでありまして、その

効果の大きさを改めて実感したところでありま

す。２月は宮崎市内もホテルがとりにくい状況
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になったということでありますし、タクシー

も、「よかった」といつも運転手さんから話を

聞くところであります。このような中、新たな

プロ野球球団が日向市でキャンプを実施すると

なれば、スポーツキャンプの全県化を目指すス

ポーツランドみやざきの推進にも弾みがつき、

また、日向市への経済効果も大変大きなものが

あろうかと考えておりますので、県としまして

は、今後とも日向市と連携をしながら、プロ野

球球団の誘致に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○日高博之議員 ありがとうございます。知事

にお会いすると、いつも野球の話になってしま

いまして、議員の日高というよりも野球の日高

で覚えてもらっているところが否めないんです

が、今の答弁の感想としましても、野球に熱心

な知事だなと受けとめておりますので、これか

らもどうぞよろしくお願いいたします。

次に、スポーツメディカルについてでありま

すが、現代のプロスポーツ界には大変重要な

ツールとなっております。県はその重要性を先

取りした形で、宮崎大学と連携して、スポーツ

メディカル支援事業に取りかかっていることは

評価するものでありますが、半年ほど前に事業

化されたばかりで、ＰＲが十分ではありませ

ん。東京オリンピック・パラリンピックのキャ

ンプ誘致や11年後の国体、もっと言えば、九州

全体、また海外からのアスリート養成など、将

来的にスポーツメディカル機能をさらに充実し

ていく必要があると思いますが、商工観光労働

部長のお考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県では、

他県との差別化を図ることを目的としまして、

昨年度より宮崎大学医学部と連携し、本県で合

宿するチームの選手等を対象に、機器利用を一

部助成するスポーツメディカル支援事業を行っ

ております。この事業は、宮崎大学医学部附属

病院のスポーツメディカル機器を使用し、筋力

測定や俊敏性測定などさまざまな項目の検査を

行うことによりまして、けがの防止や障がいの

早期発見はもちろんのこと、身体の長所や短所

の把握により、パフォーマンスの向上にもつな

がることが期待できると考えております。昨年

度は、陸上選手等15名の利用があったところで

ありますが、今後、各競技団体等へ積極的にＰ

Ｒを行うことにより、利用者の増加を図り実績

を積むことで、キャンプ地としての魅力を高

め、ナショナルチームやジュニア代表チーム等

の一層の合宿誘致につなげてまいりたいと考え

ております。

○日高博之議員 本県の強みとして生かしてほ

しいなと思っております。

また、メディカル部門と並んで、スポーツで

重要なのは「食」であります。今のスポーツ界

は、私どもの時代と違い、最高のパフォーマン

スが求められている選手が、どういった食事を

とれば能力を100％近く発揮できるのか。また、

短期間で疲れをとることが求められるプロ野球

選手ならではの疲労回復メニューなど、管理栄

養士がサポートし、選手一人一人に合わせた食

事をみずからが選択できるよう、カウンセリン

グや栄養相談に力を入れている球団もございま

す。御紹介しますが、特に日本ハムグループで

は、製品の研究・開発に力を入れております。

「食とスポーツで健康を育てよう」をテーマ

に、北海道日本ハムファイターズ、セレッソ大

阪に、科学的知見に基づいた栄養サポートを

行っております。県も、宮崎の豊富な農産物

を、科学的な知見も入れながらアスリートフー

ドの商品開発に具体的に取り組む必要性は高い
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のではないかと感じております。そこで、ス

ポーツでは食が重要でありますから、アスリー

トフードについて、県としての取り組みを商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 御指摘の

とおり、スポーツにとって食は極めて大事な要

素であるというふうに思っております。県では

今年度、アスリートをより深く理解し、食のサ

ポートを実践できるアスリートフードマイス

ターを養成するための講座を実施しており、５

月末時点で延べ68名に受講していただいており

ます。また、県栄養士会と連携してアスリート

フードメニューの開発を進めており、今年度

は、観光関係団体やスポーツ競技団体等を対象

とした研修会の開催や、作成したメニューを県

内宿泊施設で提供できる体制の整備に取り組ん

でいるところでございます。このような取り組

みは、本県でキャンプを実施するアスリートの

パフォーマンスの向上につながり、本県のキャ

ンプ誘致において他県との差別化を図る有効な

手段となりますことから、今後、より一層充実

してまいりたいと考えております。

○日高博之議員 アスリートフード、これも

フードビジネスということでつながっていく部

分もございますので、横の連携をとりながら

やっていただければと思っています。商工観光

といいますと、やはり明るく、夢を持ってやっ

てほしいと思いますので、部長、よろしくお願

いいたします。

次に、国体についてでございます。教育長、

お願いします。

まず、昨年19位という成績について、教育長

はどのように総括されているのかお伺いいたし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 昨年の長崎国体が19

位でありましたし、４年連続で目標順位を達成

できており、本当に感謝いたしております。こ

れは、少年種別で確実に得点をとり続けている

こと、少年種別で頑張った選手が成年種別に

移って、また上位入賞を果たしてくれたこと、

それから、職域のチームが団体競技で好成績を

とってくれたこと、こういう結果であると思い

ます。また、かつて本県は天皇杯順位が連続で

最下位という時代がありました。そのことをば

ねに、地道でひたむきに汗を流していただいた

先人の皆様方の並々ならぬ御苦労や御努力があ

りまして、その汗が今の成果に結びついたと考

えております。今後も、県民の皆様に元気、勇

気、感動を届けられるよう、関係団体等とより

一層連携を深め、競技力の向上に努めてまいり

ます。

○日高博之議員 先日行われました県民総合ス

ポーツ祭に伺わせていただきましたが、いま一

つ盛り上がりに欠けるのではないかなという印

象を受けてしまいました。私も以前は、ソフト

ボールで何度か開会式に参加させていただいた

のですが、開会式は、木の花ドームの周辺で行

われますソフトボール競技に参加される選手が

ほとんどで、あとはブロックの役員さんや自治

体の担当職員ということで、宮崎県最大のス

ポーツの祭典にしては、もう少し工夫ができな

いものかなと。また、知事からも今議会の冒

頭、報告がありましたとおり、４月17日に、

国、体育協会、また障がい者スポーツ協会のほ

うに陳情に伺っておられます。それだけに、地

元の盛り上がり、ソフト面というところが必要

ではないかなと思っております。私も競技会場

で幾つか地元の応援に駆けつけましたが、競技

者のみで、私のように競技の合間を縫って駆け

つけるような人もいなかった。現実的に難しい
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面も正直ございます。私は、どうにか、県民が

その地域の代表で出た選手、団体を応援し、

もっともっと盛り上がる県民総合スポーツ祭に

ならないものか、そして競技力向上もあわせて

できないものかと考えておるところでございま

す。

私の地元の日向市で、市の体育協会の幹部の

皆さんと膝を交えて、県民総合スポーツ祭を盛

り上げることについて話をいたしました。宮崎

国体では、優勝するという大きな目標を掲げ、

競技力の向上を図るべきだとの意見が大半を占

めました。具体的な妙案としては、ブロックご

とにポイント制を採用して一体性を持たせれ

ば、全てがクリアできるのではないかというこ

とにおさまったわけであります。２巡目の国体

に向けて、みやざき県民総合スポーツ祭をさら

に盛り上げていく必要があると思います。今後

どのような取り組みをしていくのか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 「さわやかで輝いた

笑顔が見られるよう、正々堂々と戦います」、

開会式の宣誓でありますが、県民総合スポーツ

祭は、障がいのあるなしにかかわらず、そして

若い方から90歳代の方まで、広く県民の皆様に

スポーツを普及し、体力の向上はもとより、生

きがいづくり等を目的として開催いたしており

ます。今後、２巡目の国体に向けては、何より

スポーツに対する関心を高めることが大切であ

り、県民総合スポーツ祭のような裾野を広げる

取り組みが大事であると考えております。かつ

てポイント制で実施した県民体育大会、そして

広がりを持たせやっている現在の県民総合ス

ポーツ祭、そのどちらもよさがあると思います

ので、他県の取り組みも参考にしながら、どう

盛り上げるか、一層盛り上がるように工夫を検

討してまいりたいと考えております。

○日高博之議員 整合性を持って、どっちにす

るのかということで、うまくまとめてほしいな

と思っております。

関連して、２巡目の国体に向けて、本県の競

技力向上についてはどのように考えておるの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、競技団

体、学識経験者、市町村などによる競技力向上

推進本部を設置し、オール宮崎の取り組みとし

て、優秀な選手を集めた合同合宿などの選手の

育成強化、指導者の県外派遣や教員の特別選考

などの指導者の養成・確保、充実した医学的サ

ポート体制づくりなど、総合的な強化策に取り

組んでおります。また、新たに今年度より、若

年層からの強化策として、小学生段階からの有

望選手の発掘・育成、女性アスリートが活躍で

きる環境整備として、その指導者への講習会の

開催や、大会に参加するママさんアスリートへ

の支援などを行うことといたしております。こ

のような取り組みを一層強固にするとともに、

さらなる工夫を行い、競技力の向上に積極的に

取り組んでまいります。

○日高博之議員 国体に向けて、ハード面も大

切ですけれども、ソフト面の充実は何よりも大

切だと。お金では買えないものがありますの

で、岐阜県の事例なども参考にして、２巡目の

国体に向けて積極的に取り組んでもらいたいと

思います。

次に、地方創生による日向圏域の発展性につ

いてであります。

まず、国道327号の整備についてであります。

この道路は、日向市から美郷町、諸塚村を経て

椎葉村に至るまでの道路で、森林文化と黒潮文

化を結ぶ道路と言えます。日向市に住まわれて
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いる方のおよそ半分は入郷出身とも言われてお

り、まさに山と海をつないでおります。日向市

と入郷地域を切り離しての発展はなく、日向圏

域の交通連携、産業や経済活動を支えている重

要な道路であり、沿線市町村の災害時の緊急物

資の搬送路などとしても機能する、圏域住民の

「命の道」でもあります。さらに、南海トラフ

巨大地震が危惧される中、避難や後方支援地区

と沿岸部を結ぶ生命線道路としての機能もある

と考えております。また、知事も自民党宮崎県

連大会の来賓挨拶で、「宮崎の地方創生の特効

薬は基盤整備です」と力強く挨拶をされ、河村

建夫衆議院予算委員長に陳情されるなど、積極

的に国の予算獲得に動いておられます。つきま

しては、このような国道327号の重要性を踏ま

え、当路線の道路整備についてどのように取り

組まれていくのか、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） 国道327号につ

きましては、県内区間延長約71キロメートルの

うち、約59キロメートルは２車線での整備が完

了しております。残る未改良区間約12キロメー

トルについては、諸塚村古園、椎葉村佐土の谷

及び尾平の３地区で整備を進めており、このう

ち古園地区については、今年度完成供用する予

定であります。また、東九州自動車道のアクセ

ス道路として、日向市永田から日向インター

チェンジを経由し国道10号に接続する4.5キロ

メートルの区間を、国道327号のバイパス道路と

して計画しております。このうちインターチェ

ンジから東側の国道10号までは昨年完了し、今

年度からは、西側の３キロメートル区間につき

まして、永田バイパスとして事業に着手したと

ころであります。本路線は、地域経済を担う重

要な幹線道路であり、緊急輸送道路にも指定し

ていることから、今後とも、事業区間の早期完

成を目指し、鋭意取り組んでまいりたいと考え

ております。

○日高博之議員 ありがとうございます。先ほ

ど言われました、新規に着手された永田バイパ

スにつきましては、一日も早い完成をお願いい

たします。今以上に日向市と入郷地域の結びつ

きが強化されることを期待いたします。

なお、木材搬出で今後、国道327号の交通量増

大が見込まれます。それも大型車が増加するこ

とから、沿道の交通安全が心配です。永田バイ

パスに着手されたばかりで、早急な対応は困難

とは思いますが、地元より要望がある、永田バ

イパスの次の区間である切通から「道の駅とう

ごう」間についても、途中急カーブで見通しの

悪い箇所があり、交通の支障になっている状況

がございますので、当区間の整備の必要性につ

いても認識していただきますよう要望して、国

道327号についての質問を終わります。

細島港についてであります。日向延岡新産都

市の産業を支える港として整備され発展をして

きたところであり、九州の扇のかなめとして大

変重要な港だと考えております。また、３月に

は東九州自動車道の佐伯―蒲江間が供用開始さ

れ、宮崎市と大分市が高速道路でつながったと

ころであります。４月には九州中央自動車道北

方―蔵田間が供用開始したところであり、九州

の西側が本当に近くなったなという感じがして

おります。そして近い将来、九州中央自動車道

が全面開通しますと、熊本方面からのコンテナ

量が見込め、港の利用促進や、それに伴い企業

誘致も図られるのではないかなと期待感が増し

ます。このように細島港は、高速道路とも連携

した物流の結節点として、非常に重要な港に

なってくると考えます。そこで、細島港をどの
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ように位置づけて、これまでどのような整備を

してきたのか、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） 細島港は、古

くから海上交通の要衝として栄え、地域の産業

や経済を支える港として重要な役割を果たすと

ともに、海路では、九州から首都圏や中部圏に

最も近いということや、国内と東アジアを結ぶ

航路の途中にあるという地理的優位性を有して

いることから、県におきましては、外国貿易を

中心とした「東九州の物流拠点」として位置づ

けているところであります。物流拠点といたし

ましては、特に岸壁、荷役機械、用地の３つを

充実させることが重要でありますので、これま

で、貨物船の大型化に対応した水深13メートル

の岸壁のほか、コンテナを積みおろしするガン

トリークレーンや、企業の立地に必要な工業用

地を整備するなど、国と連携して、九州の扇の

かなめとしての港湾機能の充実を図ってきたと

ころであります。

○日高博之議員 次に、細島港におきまして国

土交通省と県で整備を進めていました、水深13

メートルの大型岸壁を備えた国際物流ターミナ

ルが完成し、きのうもありましたが、今月28日

に供用開始式を行うことになっております。地

元を代表する私といたしましても、非常にうれ

しく思っているところであります。これまで細

島港におきましては、大型岸壁がこの国際ター

ミナルの対岸の国際コンテナターミナルにしか

なくて、大型船の利用に支障がないものかと心

配していたところであります。今回整備された

国際物流ターミナルにどのような効果が今後期

待できるのか、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） 細島港におき

ましては、大型貨物船に対応した岸壁として、

国際コンテナターミナルが整備されておりまし

たが、コンテナ貨物以外にも、石炭や原塩など

のばらの貨物、いわゆるバルク貨物が一緒に取

り扱われており、荷役の効率性向上が課題と

なっておりました。今回、バルク貨物を取り扱

う国際物流ターミナルを新たに整備することに

よりまして、バルク貨物とコンテナ貨物のすみ

分けが可能となり、荷役の効率化や、それに伴

う物流コストの低減などが図られると考えてお

ります。県といたしましては、これらの港湾整

備による効果と高速道路網整備との相乗効果

で、今後、新たな企業の進出や雇用の増加も期

待しているところであります。

○日高博之議員 国土交通省におきましては、

「くらしと経済を支えるインフラ」として、イ

ンフラのストック効果の顕著な事例、全国13事

例の一つとして、細島港の役割、重要性が、私

たち宮崎県民が考えている以上に高まってきた

なと考えておるところであります。まさに地元

では、細島港は日向市の宝であると言われてお

ります。

このような中、細島港では、中国木材株式会

社の進出などにより、工業用地のあきがなく

なってきております。日向市からも、利便性が

増した細島港に新たな企業を誘致するための用

地の必要性を訴えられているところでございま

す。私としましては、日向精錬所の沖合を港湾

用地として埋め立てし、拡大していくことがよ

いと考えております。そこで、今後、細島港を

どのように展開していくのか、県土整備部長に

再度お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 細島港におき

ましては、これまでの整備が実を結び、中国木

材を初めとする多くの企業が進出してきたこと
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から、現在では、企業を誘致するための新たな

用地の確保が必要となってきております。ま

た、船舶のさらなる大型化への対応や、津波避

難対策などの防災機能の強化なども課題となっ

ております。このようなことから、現在、新た

な工業用地や大型岸壁の整備などを含む港湾計

画の改定に向けて取り組んでいるところであり

ます。県といたしましては、今後とも、さらな

る国際競争力の強化を図るとともに、安全で利

便性が高く、地域活性化に寄与できるよう、な

お一層の港湾機能の充実に取り組んでまいりた

いと考えております。

○日高博之議員 この日向圏域、全国の地方創

生の成功事例に挙げられました。今、ここに予

算を集中してつぎ込むことが一番重要なことだ

ということは、一番知事が知っていると思いま

すので、どうぞこれからもよろしくお願いいた

します。

最後は、地域包括ケアシステムの構築につい

てでございます。

このシステムが目指すものは、高齢者が住み

なれた地域で在宅での暮らしを継続できる社会

の実現です。本当にハードルが高い制度で、理

想と現実のギャップが想像されると思います。

しかし、現実は厳しい状況で、厚生労働省が掲

げる地域包括ケアシステムと今回の介護報酬の

マイナス改定には、政策と財源に矛盾があると

しか私は考えられません。このまま何もしない

と、宮崎県は10年後の平成37年には後期高齢者

が20万4,000人となり、介護保険や老人医療に多

額の費用がつぎ込まれます。そうなってきます

と、本県の財政は硬直化して、インフラもかな

りおくれてしまい、また、国体でもありました

が、そういった予算もつぎ込めなくなるわけで

あります。このことを踏まえますと、福祉政策

は最重要課題でなくてはならないと思います。

そこで、地域包括ケアシステムを構築するため

に、地域ケア会議を全県下で実施するよう県が

積極的に支援していくべきだと考えますが、ど

のように取り組むのか、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） 地域ケア会議

でございますが、多職種による個別事例の検討

などを行うとともに、地域共通の課題を把握

し、地域包括ケアシステムの構築につなげてい

くという重要な役割を担っておりまして、全て

の市町村が、その実施に努めることとされてお

ります。このため県では、平成25年度から26年

度にかけて、延岡市と串間市でモデル事業を実

施しまして、学識経験者等のアドバイスを受け

ながら、効果的な地域ケア会議開催のための研

修やマニュアルづくりなどを行ったところであ

ります。今後は、こうしたモデル事業の成果も

生かしながら、県下全域で地域ケア会議の充実

が図られるよう、専門的な助言を行います理学

療法士等の派遣や、県内外の先進事例の紹介、

情報交換の場の設定などの支援に取り組んでま

いりたいと考えております。

○日高博之議員 宮崎ならではの地域ケアシス

テムを構築してほしいなと。ほかの事例ではな

くて、宮崎県は宮崎県しかないんですから、宮

崎ならではの地域ケアシステムの構築をしてほ

しいなという観点であります。

次に、医療・介護では地域格差がどうしても

出てしまいます。格差の解消に向けて積極福祉

をお願いしたいところでありますが、医療・介

護の現場を支えるという面からは、看護師の存

在は非常に大きい。本県では、看護大学の学生

の定着率が約40％と高くありません。また、看

護資格を有しながら、何らかの事情で職につい
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ていない人材もいると言われておりますが、本

県の看護職員の現状について、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） 国が行う看護

師等業務従事者届によりますと、直近の数値で

あります平成24年12月31日現在の従事者数は２

万284人となっておりまして、人口10万人に対す

る看護師の数は全国第６位、准看護師の数は全

国第２位となっております。また、平成21年度

に策定した第７次看護職員需給見通しによる本

県の需給状況では、平成24年12月末の充足率

は、病院が96.7％、診療所が98.8％、介護保険

関係施設135.2％となっております。現状は以上

のとおりでありますが、今後、超高齢社会の中

で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進など

により、看護職員の需要は増大すると見込まれ

ますので、看護職員の確保は重要な課題である

と認識しております。

○日高博之議員 ありがとうございます。６年

前のデータで、これは６年たつと大きく変わっ

ていますから、国のデータもありますが、県の

データというのもしっかりとってやったほうが

いいと、私は思います。そういった情報を看護

協会と共有してほしい。そして、例えば、2020

年までに約700名の看護職員を増員するというよ

うな、具体的に数字を挙げた計画をつくること

も肝要だと感じております。そのためには、医

師や福祉の従事者、患者さんの間に立って、命

をつなぐ橋渡し役として大切な看護師の重要性

を、多くの県民に理解していただく必要もあり

ますし、働きやすい環境をつくる配慮も望まれ

ると思います。来る2025年に向けて、看護師を

確保していくために、ナースバンクを活用した

積極的な取り組みを進めるべきではないかと思

いますが、再度、福祉保健部長の御意見をお聞

かせください。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 2025年に向け

ての看護職員の確保は、重大な課題であると考

えております。ことしの10月から、法律の改正

によりまして、看護職員の離職者が、県看護協

会に設置されておりますナースセンターに届け

出を行う制度が始まりますことから、離職者や

潜在看護師を幅広く把握して、ナースバンクに

よる就職あっせんや復職支援など、ニーズに

沿ったきめ細やかな対応を実施していくことに

しております。今後とも、新しい届け出制度の

周知とナースバンクのＰＲなどに取り組みまし

て、本県における確保対策を推進してまいりた

いと考えております。

○日高博之議員 ナースバンクの構築をという

ことでありますが、きのう、医師の問題で清山

議員からありましたが、包み隠しなく、現状は

こうなんだという情報をダイレクトに出せるよ

うな体制をとってもらいたいなと私は思ってお

ります。

次に、地域包括ケアシステムの構築に向けた

地域支援事業の充実を図るために、認知症施策

の推進が掲げられております。そこで、認知症

初期集中支援チームについて、現在の市町村の

取り組み状況はどうなっているのか、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） 認知症初期集

中支援チームは、認知症対策として有効とされ

ます早期の診断・治療につなげるため、認知症

が疑われる方を直接訪問して、専門医療機関へ

の紹介や生活環境の改善などの対応を行う組織

でありまして、今回の介護保険法の改正におい

て、平成29年度末までに全ての市町村に配置す

ることとなっております。この支援チームに

は、国が定める研修を受講した認知症サポート
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医や、保健師、看護師、介護福祉士などの専門

職を配置することが要件とされておりますた

め、現在、県内でこのチームを配置している市

町村はございませんが、県といたしましては、

この６月補正において、研修受講に対する助成

事業などを計上しているところであり、県内各

市町村での早期設置に向けて、積極的な支援を

行ってまいりたいと考えております。

○日高博之議員 私も市会議員をしていたんで

すけど、日向市では、平成21年にオレンジプラ

ンというのが作成されて、次の新オレンジプラ

ンにつながったんですが、行政が中心になるん

じゃなくて、民間が中心で、６つの地域包括支

援センターが中心になって、医師や従事者（ケ

アマネ、看護師）だけではなくて、警察の方、

また自治会、民生委員、そういった人なども一

緒になって、地元にいる人的資源との協働で、

認知症の早期発見、また相談などに積極的に取

り組んできております。医師も積極的に取り組

んでおります。そういった積極的に取り組んで

いる市町村をモデルにして、それこそストー

リー性があるというよりも、プロセスを踏んだ

市町村の取り組みを宮崎モデルとして広める必

要があるのではないかなと思っておりますが、

福祉保健部長、その見解をお聞かせください。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ただいま御紹

介のありました日向市など、県内では独自の方

法によって、認知症の早期診断、早期対応に向

けた活動に取り組み、さまざまな事例の検討や

ノウハウの蓄積を行っている市町村がございま

す。県といたしましては、これらの市町村を含

む県内外の先進事例の紹介や、情報交換を行う

場を設定しますとともに、認知症初期集中支援

チームの早期設置に向けた助成などによりまし

て、市町村における認知症対策の取り組みを支

援してまいりたいと考えております。

○日高博之議員 ぜひそういった形で、前向き

にお願いいたします。

現場の声ですが、介護職員のたん吸引等の研

修について、希望者が受講しづらいとの声を聞

きました。そこで、今後、県としてはどういっ

た体制を充実していくのか、ここのところをお

伺いいたします。福祉保健部長、お願いしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護職員が、

たんの吸引等の医療的ケアを実施するに当たり

ましては、50時間に及ぶ講義やシミュレーター

を使った演習、さらには、実際の利用者に協力

いただく実地研修から成ります喀たん吸引等研

修を修了する必要があります。県では、平成23

年度からこの研修を実施してきておりますが、

専門の指導講師や実地研修の受け入れ先の確保

が課題となっております。また、この研修を実

施できる民間の研修機関の登録が進まないこと

もありまして、研修の受講機会が広がらない状

況にあります。このため、今後、関係機関にも

協力いただきながら、指導講師や実地研修の受

け入れ先の確保に努めますとともに、民間の研

修機関の登録拡大につきましても取り組んでま

いりたいと考えております。

○日高博之議員 民間のいわゆる社会福祉法人

とか医療法人というところと医師会という形

で、その辺を充実させていかないと、要介護３

～５の方でないと特養とかに入れないんですか

ら、たん吸引で夜中どうなったというときに間

に合いませんから、しっかりとお願いいたしま

す。

最後に、知事にお伺いしたいんですが、県政

運営において、地域包括ケアシステムの構築を

初めとする高齢者福祉施策は非常に重要な課題
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だと考えております。知事、どうでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、全国を上回る

スピードで高齢化が進んでいるわけでありまし

て、高齢者の皆さんが、住みなれた地域で安心

して暮らし続けられる環境を整えていくこと

は、県政の課題の中でも大変重要なものであろ

うかと考えております。このため、医療・介護

のサービスや、さまざまな生活支援、介護予防

サービスなどが切れ目なく提供されます地域包

括ケアシステムの構築や、それを支える医療・

介護基盤の整備、人材の確保などに積極的に取

り組んでいく必要があると考えております。持

続可能な社会保障制度の構築に向けまして、国

を挙げてさまざまな改革が進められている中

で、本県の医療・介護を取り巻く状況は、今御

議論がありましたように、厳しいものもあるわ

けでありますが、私としましては、県内市町村

はもとより、関係機関、関係の皆様等との連携

を深め、県民一人一人の御協力もいただきなが

ら、高齢者福祉施策の充実に、これからも一層

力を入れてまいりたいと考えております。

○日高博之議員 知事も十分、福祉施策を理解

されておると認識しましたので、よろしくお願

いいたします。どこの事業所も介護報酬のマイ

ナス改定によって経営そのものが苦しい。ぜひ

サービスの効率化・継続化の推進のためにもお

願いいたします。

以上で質問は終わりますが、今回私は、冒頭

述べました「風土」の考えに基づき、新しい

「風」になって質問を行いました。次は、

「土」であります県職員の皆さんが、私の意見

に対してどんな「風」に芽生えさせるのかにあ

ると思います。時には、従来の考えを180度変え

る施策の展開も必要かと思います。今後に期待

して、私の質問の全てを終わります。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。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の田口雄二です。改選後初の議会で質問の機

会をいただきました。

御存じのように、今回の県議会議員選挙は、

県内14選挙区のうち10選挙区が無投票、そして

選挙が行われたところも投票率の低迷と、数字

の上では選挙戦としては大変低調なものとなり

ました。どこに問題があるのか。議会改革や広

報活動等、真剣に考えなければならないところ

に来ています。私の延岡市選挙区も、県議・市

議選において初めての無投票になり、日向市、

西臼杵の選挙区も無投票となり、県北では東臼

杵選挙区だけが実施され、この後質問する黒木

正一議員が、見事、大激戦を勝ち抜いてこられ

ました。

今、県北は、相次ぐ高速道路の開通で大きな

転換期を迎えています。既に人や物の流れが激

変いたしました。そのようなときに、選挙で

しっかりと地域発展の政策や課題解決を県民に

訴え、そしてまた、これまでの４年間の評価を

いただくことが選挙だと思うのですが、その結

果を出すことなく終わったことは残念でした。

ただ、今後、託された４年間、地域の皆さんの

声をしっかりと拾い上げ、県勢発展につなげて

まいりたいと考えておりますので、どうかよろ
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しくお願いいたします。

それではまず、河野知事に政治姿勢について

お伺いをいたします。

まず初めに、フェニックス国際観光、第三セ

クター・フェニックスリゾートを設立した佐藤

棟良（むねよし）氏、この後は佐藤棟良（とう

りょう）さんと言わせていただきますが、６月

５日、96歳でお亡くなりになりました。宮崎交

通の故岩切章太郎氏と並んで、本県をこよなく

愛し、本県観光振興の大功労者でありますが、

バブル崩壊後、フェニックスリゾートは破綻

し、会社更生法の適用申請後は第一線から身を

引き、その後はひっそりと本県で暮らされてい

ました。しかし、佐藤氏がつくられた観光施設

は、これまでも、またこれからも本県の観光の

大きな柱であることに変わりはありません。佐

藤棟良氏の訃報に接し、どのような思いをお持

ちか、また、佐藤氏のふるさと宮崎にかけた熱

い思いを、今後、本県観光発展にどのようにつ

ないでいくおつもりか、知事にお伺いをいたし

ます。

この６月議会には、561億円の追加補正予算案

が提示されました。昨年末の知事選も圧勝さ

れ、自信を持って２期目に入り、河野カラーを

出された予算案だと思っております。知事特別

枠４億円を設け、職員から提案された21の新規

事業を採用したことが話題になっております。

ただ、「もっと、あっと驚くものが出てほしい

という思いもあった」と記者会見で話されたと

も聞いておりますが、事業が採用された職員に

とりましては、やりがいがあって、モラール

アップにつながるものと思います。来年度も職

員からの提案を募集されるものと思っておりま

すので、次回はあっと驚くようなアイデアを期

待したいものであります。また、１期目に、

「もっとリーダーシップを強く発揮してほし

い」と多くの議員に言われましたが、２期目に

入り、強力なリーダーシップをしっかりと出さ

れるものと思います。

ただ、間違ったリーダーシップで国をおかし

な方向に導こうとしているリーダーがいます。

現在、国会で審議されている集団的自衛権の行

使を盛り込んだ政府の安全保障関連法案を進め

る安倍総理です。これまで自民党の歴代総理

が、「現憲法では集団的自衛権は行使できな

い」と明言してきたにもかかわらず、安倍総理

はこの判断を正反対に転換してしまいました。

憲法改正を訴えてきたにもかかわらず、ハード

ルが高いと思ったのか、憲法の文言を一字一句

変えることなく、これまでと180度違う解釈を閣

議決定で無理やりこじつけをいたしました。さ

すがにこれには無理があったと見えて、今月初

めの衆議院憲法審査会の自民党・民主党・維新

の党推薦の憲法学者全員が、「憲法違反であ

る」と明言されました。これで、無理な理屈を

重ねてつくり上げた拙速な法案であることが証

明されたようなものです。今回の安保関連法案

のやりとりの中で、時の政権の判断だけで180度

解釈を変える、まさに憲法をないがしろにする

この暴挙です。立憲主義の国家としてどう考え

てもおかしいのですが、東大法学部で憲法を学

ばれました知事のお考えをお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、故佐藤棟良氏への思いと観光再興につ

いてであります。故佐藤棟良氏におかれまして

は、世界を視野に入れた戦略と強い郷土愛のも

とに、国際級の宿泊施設や会議場の建設、また
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ゴルフトーナメントの開催など、本県の観光振

興はもとより、地域づくりの礎を築かれたもの

と考えております。改めて、長年にわたり本県

の発展に御貢献いただいたその多大なる御功績

に敬意を表しますとともに、心より感謝を申し

上げる次第であります。

現在、本県の観光につきましては、厳しい地

域間競争の中にありますが、東九州自動車道の

開通や、香港線の就航、大型クルーズ船の寄港

など、これまでの取り組みによりまして、徐々

に明るい光が差してまいったように考えており

ます。私は、棟良さんには二度ほど直接お会い

したことがございます。既に車椅子に座られて

随分やせて小柄になられたお姿ではありました

が、その車椅子の中に埋もれるようにされる中

で、「これからの宮崎をお願いします」という

ことを言われたのが非常に強く印象に残ってお

るところであります。その強い思いというもの

をじかに感じたところであります。私としまし

ては、「故郷を愛し、人を愛す」と言われた佐

藤氏の宮崎に対する強い思いを忘れることな

く、また、しっかりと私どもがその思いを受け

継ぎ、観光宮崎の再興に向けて努力をしてまい

りたいと考えております。観光資源のより一層

の磨き上げに取り組み、世界に誇れる「日本一

のおもてなし」を構築し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。御質問にありました立憲主義とは、主権者

たる国民がその意思に基づき、憲法において国

家権力の行使のあり方について定め、これによ

り国民の基本的人権を保障するという、近代憲

法の基本的な考え方だと認識をしておるところ

であります。そのことも踏まえた上で、政府に

おいてさまざまなことを考慮された上での判断

というふうに受けとめているところでありま

す。さまざまな意見があるところであります

が、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、政府におかれては、

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〕

○田口雄二議員 御答弁ありがとうございまし

た。私も13年前まで６年間、宮崎市に住んでお

りました。また、シーガイアに近かったもので

すから、オーシャンドームや動物園に、よく子

供たちと遊びに行ったものです。佐藤棟良氏の

ふるさとを愛する気持ちは、私たちもしっかり

と受け継ぎ、本県観光発展につなげていかなけ

ればならないと、改めて思った次第でありま

す。佐藤棟良氏の御冥福を心からお祈り申し上

げます。

安保関連法案に関しましては、この憲法解釈

変更は明らかに無理があり、これが認められる

なら、次の政権が解釈をそのときの判断で変え

ることも簡単にできるようになります。法治国

家の日本では許されるものではありません。し

かも、一昨年の特定秘密保護法のときと同様

に、国民に丁寧に説明し、理解を求めることは

せず、逆に、国民に理解されると不安が広がる

ので、できるだけ短期間で法案の成立をさせよ

うとしているとしか思えません。自衛隊の本県

出身者を都道府県別に人口比で見てみると、宮

崎県は３番目に多いと聞いております。心配し

ている御家族も多いことだと思います。専守防

衛に徹する観点から、安倍総理の進める集団的

自衛権の行使を容認することはとてもできな

い、そう思っております。

次に、医療福祉行政について質問いたしま
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す。

当然ですが、医療福祉に関しては県民の関心

も非常に高く、私どもが受ける相談や御意見、

御要望も非常に多くなっております。県内にお

いては、ドクターヘリやドクターカーの導入に

より大きく前進した救急医療でありますが、特

に医師が集中している宮崎市を除けば、医師や

看護師等の医療スタッフの確保に全力を注いで

いる市町村が大半です。医師の偏在による医療

格差が大きくなるばかりですが、改めて、現在

の本県の医師の状況について、今回御就任され

たばかりの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） ２年に一度行

われます国の調査によりますと、平成24年12月

末現在、本県の医師数は増加傾向にありますと

ともに、人口10万人当たりの医師数も240.6人と

いうことで、全国平均の237.8人を上回っており

ます。また、減少を続けておりました20代の医

師数が下げどまりまして、増加に転じるなど明

るい兆しも出てきておりますけれども、医師の

地域偏在、それから、30代、40代の医師の減少

が続くなど、依然として厳しい状況にあるとい

う認識を持っております。

○田口雄二議員 延岡では、本県の医師数は全

国平均より多いと説明をしますと、一様に皆

びっくりいたします。この医師の偏在はなかな

か是正することは難しいのが問題です。その中

でも、医師不足の著しい県北の医療状況及び厳

しい状況の解決の対策はどうお考えか、福祉保

健部長に再度お伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 延岡西臼杵医

療圏の人口10万人当たりの医師数は184.7人と、

全国平均を下回っておりますけれども、本県で

は、宮崎東諸県医療圏以外の全ての二次医療圏

で全国平均を下回る状況になっており、県内に

おける医師の地域偏在が顕著な状況にありま

す。このため県では、地域医療支援機構を設置

して、県内の臨床研修医の確保や県外からの医

師の招致を進めますとともに、自治医科大学卒

業医師の計画的配置あるいは医学生への医師修

学資金の貸与、それから、地域総合医育成サテ

ライトセンターの設置運営などによりまして、

医師の確保や地域偏在の解消に向けて取り組ん

でいるところでございます。今後とも、大学や

県医師会、市町村など関係機関と緊密な連携を

図りながら、全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 基本的なことを２点続けてお

聞きいたしましたが、福祉保健部長は以前、病

院局次長もされていましたので、県内全域、そ

して県北の状況もよく御存じだと思います。県

北は医師数が少ない上に、診療科の偏在もあり

ます。特に小児科医が少ない上に、高齢化が顕

著な状況で、夜間診療や休日の診療が限界に近

い状況です。そこに、県北のカリスマ小児科

医、又木平八郎先生が先日お亡くなりになった

ときには衝撃が走りました。又木先生には残念

ながら後継者がおらず、又木小児科は閉院と

なってしまいました。５月２日に又木先生のお

別れの会が開催され、驚くほど多くの市民が親

子連れで弔問に訪れておりました。私も遺影の

前に献花させていただきました。

さて、医師確保においては、これまで、県内

出身の学生を一人でも多く宮崎大学医学部に入

学させて、そのまま県内の研修指定７病院にお

いて研修医として臨床研修してもらうよう推進

してきました。臨床研修医は、そのまま研修先

の病院や地域の病院に残る傾向が強いためで

す。ようやくその政策が実を結び始め、少しず
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つ増加傾向にあり、昨年公表された時点で、医

学生が臨床研修先を決めるマッチングの結果

は、55名と、これまでで２番目に多い内定数で

した。その後、本年の臨床研修医の受け入れ状

況はどうなったのか、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） 平成27年度に

県内で臨床研修を開始しました医師数は、３年

ぶりとなります県立延岡病院での臨床研修医１

名を含めまして、55名となっております。これ

は、昨年度の45名と比較しますと10名の増加で

ありまして、平成16年度に現在の新臨床研修制

度が創設されて以来、平成24年度の58名に次い

で２番目に多い結果となったところでございま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。医

師国家試験の合格か否か、また、自治医科大卒

の医師や２次募集等で若干の入れかわりはあっ

ても、内定数と同数の研修医を受け入れられた

ことは、実にありがたいことです。特に、昨年

の時点では７年連続、研修医のマッチングが一

人もいなかった県立延岡病院に、２次募集で応

募があり、国家試験も合格し、研修医が誕生し

たことは、この場で再三、研修医の確保を要請

してきた私にとりましては大ニュースです。こ

の研修医は、地元宮崎で地域医療に貢献したい

との高い意識をお持ちであると、担当職員より

お聞きいたしました。それにしても、県立日南

病院は、募集定員５名に対して、研修医が今年

度は７名も着任しています。研修医にとって、

いかに地域総合医育成サテライトセンターが魅

力的であるか、よくわかります。延岡病院への

設置をどうか御検討くださるように、よろしく

お願いいたします。

次に、県北地区の医師確保の一つとして、４

年前に延岡高校に設置されたメディカル・サイ

エンス科についてお伺いいたします。昨年の１

期生の卒業生には期待も大きなものが集まり、

それが延岡高校全体の底上げとなり、これまで

にない好結果の進学状況となりました。メディ

カル・サイエンス科におけるこれまでの進学状

況と、延岡高校全体ではどうであったのか、教

育長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 延岡高校のメディカ

ル・サイエンス科は、この春に２回目の卒業生

を送り出したところですが、進学状況につきま

しては、現役のみの数字ですが、１期生は、国

公立大学に62名が合格しており、その中で、理

系学科に47名、うち医療系学科に医学科２名を

初めとして19名が合格いたしております。２期

生は、国公立大学に60名が現役で合格してお

り、その中で、理系学科に49名、うち医療系学

科に医学科２名を初めとして20名が合格してお

り、メディカル・サイエンス科を設置した所期

の目的は、ほぼ達成しているんじゃないかと考

えております。また、延岡高校全体の進学状

況、ことし３月卒業生でございますが、国公立

大学合格者数が147名であり、ここ10年で最高の

合格者数となっております。メディカル・サイ

エンス科の設置が、普通科にもよい影響を及ぼ

したのではないかと思っております。

○田口雄二議員 ありがとうございました。メ

ディカル・サイエンス科ができてから、延岡高

校の国公立の数字は一遍に50ぐらいふえている

んですね。メディカル・サイエンス科の設置が

非常に大きな影響を与えていると思っておりま

す。２年連続の好結果で何よりです。いずれ地

元に帰ってきて地域医療に貢献してくれること

を期待したいと思っております。

次に、ことしの１月１日より難病医療法が改
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正され、対象の疾患の大幅な拡大がなされ、新

たな医療費の助成制度に移行しました。全国的

には、受給対象者が78万人から150万人ほどにふ

える見込みで、県内でも6,000人ほどふえて、１

万5,000人ほどになるのではないかと予想されて

います。対象の疾患が増加したことにより、難

病指定の医師確保を心配した延岡県北難病交流

会の役員の皆さんと延岡の県議５人とで、昨年

の９月に、直接、知事に指定医確保の要望をさ

せていただきました。現在の難病指定医師の指

定状況、あわせて県北の状況について、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 難病患者の皆

様が医療費の助成を申請される際には、知事の

指定を受けた難病指定医が作成します診断書が

必要となります。県内における本年５月末現在

の指定医数は863名となっておりまして、このう

ち、県北の２つの医療圏では103名となっており

ます。難病患者の皆様が身近な医療機関で診断

を受けていただく上では、一定の人数は確保し

ているものと考えております。

○田口雄二議員 県内各地で指定医が確保され

ており、今年度に入っても２カ月で100名も増加

しているようでございます。この報告を聞け

ば、難病交流会の皆さんも安心してくれると思

います。ありがとうございます。

次に、商工観光行政について質問いたしま

す。

北部九州には、日本を代表する大手自動車

メーカーが集積しています。東九州自動車道の

相次ぐ開通を見込んで、県内の自動車関連企業

が取引拡大のため、営業・情報収集や発信拠点

として活用できるよう、福岡県の豊前市にフロ

ンティアオフィスを開設いたしました。低料金

でオフィスを貸し出し、現地メーカーの職員を

アドバイザーとして配置し、販路拡大等の支援

を行うものです。その後、東九州道も開通し、

間もなく１年を迎えようとしています。フロン

ティアオフィスの現状と成果について、商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 北部九州

フロンティアオフィスには、現在、県内の自動

車関連企業４社が入居し、アドバイザーとして

委嘱した大手自動車メーカーの社員などから指

導・助言を受けながら、北部九州での活動を積

極的に展開しております。入居した企業から

は、大手自動車メーカーから直接サポートを受

けることができ、効果的な営業活動が展開でき

るようになったとの高い評価を得ております。

また、これまでのところ、入居企業各社とも新

たな取引が進んでおり、県としても手応えを感

じているところであります。今後は、オフィス

での活動を通じて得られた情報について幅広く

県内企業へ提供するなど、さらに取引の機会を

拡大できるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 北部九州の自動車メーカー４

社で年間130万台の生産がなされております。ア

ドバイザーをしっかり活用して、取引のチャン

スをしっかりとつかんでいただきますよう、御

期待申し上げます。

次に、延岡商工会議所等がブランド化に取り

組んでいる「ひむか海やまめ」について、どの

ような魚であるかも含めて、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） ヤマメにつき

ましては、本県では、川の上流域で小型のまま

生涯を終えますが、寒冷地では、一部が海に

下って大型化するとともに肉質が向上し、サク

ラマスと呼ばれ、比較的高い単価で取引がなさ
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れております。その点に着目した五ヶ瀬町のヤ

マメ養殖業者が、平成24年から、淡水で育てた

稚魚を、延岡市の養殖業者と連携して、海面で

養殖することで大型化させる取り組みを進めら

れているところであります。このサクラマス

を、五ヶ瀬町において再度、淡水で飼育し、黄

金色のきれいな卵の加工品を販売するととも

に、体重1.2キロまたは体長40センチ以上のもの

について、「ひむか海やまめ」のブランド名

で、先月から販売を開始したところでありま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございます。なぜ

淡水で育ったヤマメが海水で大型化するのか不

思議なものですから伺いましたら、海水の刺激

によって成長ホルモンが出るようで、脂がまろ

やかになるようです。長く海水にいるほど大型

化するのですが、水温が高くなる延岡では５月

までが限界のようです。そこで、再び冷たい淡

水に戻しまして身を引き締めているというの

が、「ひむか海やまめ」のようでございます。

この「ひむか海やまめ」の現状と課題につい

て、再度、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 「ひむか海や

まめ」につきましては、ブランド化の取り組み

が開始されたばかりであり、現在は、延岡市内

の料理店を中心に販売がなされておりますが、

今後は、徐々に販路を拡大される計画と伺って

いるところであります。販路拡大に際しまして

は、ブランド確立のための認知度の向上はもち

ろんでありますけれども、市場規模や市場評価

等の情報収集が極めて重要であるというふうに

考えております。このため、県といたしまして

は、ことし８月に東京で開催されます「ジャパ

ン・インターナショナル・シーフードショー」

への出展支援などを通じまして、関係者の取り

組みを支援してまいりたいと考えているところ

であります。

○田口雄二議員 国内のサケ・マスは約60万ト

ンの需要があるようでございますが、そのうち

の70％が輸入のようなんです。ですから、食え

れば伸びる可能性も十分あると思いますし、先

ほどもお話がありましたように、宮崎のチョウ

ザメのような知名度はありませんが、「ひむか

海やまめ」の卵も実においしいようでございま

す。県の後押しもぜひともよろしくお願い申し

上げます。

次の質問に移ります。待望の香港航空が３

月28日就航いたしました。宮崎空港からソウ

ル、台北、そして香港と、国際線が３つもある

地方空港が誕生しました。特に香港の皆さんは

すごい親日家で、10回ぐらいのリピーターなど

は珍しくないほど、東京などの首都圏だけでは

なく、日本の地方にもよく足を運んでいただい

ております。外国の香港線の申請許可の件で、

定期便としての就航がおくれています。そこ

で、香港航空が週２便、定期チャーター便とし

て運行していますが、搭乗率を含め利用の現状

を、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） 宮崎―香港線

は、ことし３月28日に就航しまして、５月末ま

での約２カ月間の搭乗率は68.5％であります。

また、利用者の９割以上が外国人であり、香港

航空からは、そのほとんどが香港からの観光客

であると伺っております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。香港

の皆さんは、中国人のような爆買いはしません

けれども、それでも、日本の安心・安全でおい

しい農産物などをたくさん購入して、お土産で

持って帰ってくれます。マナーも非常にいい観

光客でして、万全のおもてなしをしなければな
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りません。そこで、香港からは団体の旅行者が

多いと聞いていますが、主にどのような観光

ルートを回っているのか、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） 香港から

本県を訪れる旅行者につきましては、宮崎便や

鹿児島便を組み合わせた、九州を周遊する団体

ツアーを利用した観光客が多くなっておりま

す。主な観光ルートといたしましては、宮崎、

鹿児島、熊本、大分を周遊するコースや、宮

崎、鹿児島を周遊するコースなどとなってお

り、県内におきましては、青島や日南海岸、高

千穂峡、西都原などの観光地が組み込まれてお

ります。県といたしましては、本県観光の魅力

を幅広く発信し、さらなる誘客促進を図るた

め、香港の旅行会社に対して、新たなコースの

提案や観光素材の紹介などを行っているところ

でございます。

○田口雄二議員 まだチャーター便のために団

体が中心で、定期便になれば、鹿児島航路のよ

うに搭乗率も80％近くになるのではないかと思

います。また、逆にチャーター便のために、県

がせっかく用意した利用促進の補助金もまだお

渡しできないらしいですね。ですから、一刻も

早く定期便になって個人の方も来ていただけた

らと思っております。現在、一番香港の皆さん

を日本に送り込んでくれている旅行会社のＥＧ

Ｌツアーズというのが香港にございますが、こ

のラッピングをしたバスを県内で見るようにな

りました。香港の皆さんが来てくれているんだ

なと、そのバスを見ただけでもわかる。私も見

ながら非常にうれしく思っております。一刻も

早く定期便就航で団体以外の参加も増加してほ

しいものだと思っております。

次ですが、イタリアのミラノで、「食」を

テーマに、世界から約150カ国等が参加する国際

博覧会が５月１日に開幕いたしました。日本は

最大規模のパビリオンを出展しています。日本

館は大変人気があるようで、報道によります

と、入場するのに30～40分待ち時間が必要なよ

うでございます。10月31日までの日程ですが、

本県も９月に出展予定です。今、各県が東アジ

ア戦略を繰り広げ、本県も宮崎牛を初め、積極

的に取り組んでいますが、東アジアと違って成

熟社会になっているヨーロッパでは、当然、そ

の取り組みも変わるのでないかと思います。ミ

ラノ国際博覧会出展の狙いは何なのか。また、

現在の取り組み状況について、総合政策部長に

お伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ミラノ国際博

覧会におきましては、宮崎の豊かな自然と技術

に育まれた安全・安心・高品質な食材を初め、

神話や文化などの魅力を世界にアピールしたい

と考えております。また、今回の出展には、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の10の企業が参

加しますとともに、万博出展後にドイツで開催

されます世界最大規模の食品見本市や商談会に

も県内17の企業が参加するなど、ミラノ万博を

契機に、新たな海外市場の販路拡大を図ること

といたしております。現在、万博出展に向けま

して、参加企業の商品を生かした食の提供やＰ

Ｒ映像、輸送方法などの詳細な運営プランを作

成しますとともに、大手商社やジェトロとも連

携し、各企業の見本市や商談会への出展支援を

行うほか、今月８日には「輸出ビジネスサポー

トデスク」を設置しまして、輸出に取り組む企

業向けの無料翻訳サービスを開始したところで

ございます。９月のミラノ万博、さらには10月

の食品見本市におきまして確かな成果が得られ
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ますよう、引き続き参加企業とも連携し、しっ

かりと準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 今答弁にありましたように、

この万博の後には、世界最大の食品見本市がド

イツのケルンで開催されます。東アジアのバイ

ヤーも当然駆けつけるとは思いますが、ヨー

ロッパ用の戦略を立ててしっかりと取り組んで

いただきたいと思います。

次に、東九州メディカルバレー構想について

質問いたします。この件に関しましては、私は

毎回質問していますが、この構想がうまくいく

かどうかによって、本県、そして、特に県北へ

の影響が非常に大きいと思うからであります。

最近、東九州メディカルバレー構想に関するニ

ュースが報道されることが、非常に多くなって

きております。総合特区の指定を受け、財政

的、税制的にも優遇され、また、規制緩和によ

り、研究開発が大変やりやすい環境になりまし

た。また、医療技術人材育成の拠点づくりの一

環で取り組むアジアへの貢献も、着実に実績が

上がりつつあります。

そのような中、前々から大きな期待が寄せら

れていました、九州保健福祉大学の竹澤教授と

県内企業が進めていた自動たん吸引装置の開発

が順調に行き、いよいよ製品化へのめどが立っ

たとの記事が、５月18日の宮崎日日新聞の一面

トップに掲載されております。この秋から県立

延岡病院で臨床研究を始め、来年には製品化さ

れる見込みのようです。人工呼吸器を装着して

いる人や看護・介護の分野においても、24時間

定期的なたんの吸引をしなければならず、大き

な負担となっていました。実現化すると、日本

どころか、世界中から大歓迎される製品になる

ものと思います。東九州メディカルバレー構想

は順調に推移しているものと思いますが、進捗

状況について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（永山英也君） 東九州メ

ディカルバレー構想につきましては、ものづく

り企業や支援機関を会員とする「医療機器産業

研究会」の会員企業が、当初の32社から72社へ

大幅に拡大をするとともに、新たに医療機器製

造業許可を取得した企業も７社になるなど、医

療機器産業への新規参入が進んでおります。ま

た、県の支援制度のほか、国の特区調整費等を

活用し、議員のお話にありましたとおり、九州

保健福祉大学が中心となって、世界初となる自

動たん除去システムの開発が進行中であるな

ど、医療機器の研究開発も活発化しておりまし

て、今後に大いに期待ができると考えておりま

す。さらに、延岡市等との連携のもと、海外か

らの医療技術者研修を実施するなど、医療技術

を東九州からアジアに展開させる取り組みも進

行しておりまして、順調に推進できているもの

と認識をしております。今後とも、宮崎・大分

両県の産学官の連携のもと、取り組みを一層加

速化させていきたいと考えております。

○田口雄二議員 私の亡くなった母も難病で、

寝たきりとなって体力が落ちてきたころから

は、たんの吸引が必要になりました。それだけ

に、介護していたときの実情はよくわかりま

す。自動たん吸引装置の早期製品化が待たれま

す。

このほか、延岡市の金属部品加工会社の「昭

和」の生体信号計測装置「ＦＡＲＧ（ファー

グ）」も製品化に近づいております。これは宮

崎大学と共同開発をしているもので、筋萎縮性

側索硬化症（通称ＡＬＳ）や筋ジストロフィー

などの、両手が不自由になった重度障がい者
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が、顔の筋肉や視線の動きでパソコンの画面上

に文字を表示させることで、意思の疎通が図れ

るようになるものです。文書作成等もできるよ

うになるなど、障がい者の皆さんに生きる希望

を与えてくれます。これも製品化が待たれてお

ります。

また、メディカルバレー構想は、産学官の連

携で研究開発が進んでいます。その研究開発に

大きく寄与している九州保健福祉大学に、この

４月に、新しい学部と新しい研究所が開設され

ました。がん細胞か否かを判断する細胞検査士

と、さまざまな検査を通じて人々の健康を守る

臨床検査技師の２つの資格を取得できる、「生

命医科学部」と「がん細胞研究所」です。この

開設は、メディカルバレー構想の推進に大きく

貢献してくれると思っております。神戸大学大

学院医学研究科のＩＰＳ細胞応用医学分野の青

井貴之特命教授の開設記念講演会と祝賀会が５

月に開催されました。青井教授は、ノーベル賞

受賞の山中京都大学教授のＩＰＳ細胞研究に大

きく携わっております。ＩＰＳ細胞誘導技術を

応用した人工的な大腸がん幹細胞作成を成功さ

せた方のようです。とはいっても、この成功が

医学的にどうなのか私にはよくわかりません。

詳しく知りたい方は清山議員にぜひ聞いていた

だきたいと思います。当日は、この祝賀会に知

事も出席していただき、祝辞を述べられまし

た。無事開設された「生命医科学部」、そして

「がん細胞研究所」について、知事の所感をお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少が進む中で、

地方創生が大きな課題となっている。その中

で、地方における学びの場の確保というもの

は、大変重要な課題であると考えております。

このような中で、ことし４月に九州保健福祉大

学に開設された「生命医科学部」は、今御指摘

がありましたような細胞検査士の、九州で初め

ての養成施設であるわけであります。さらに、

臨床検査技師とのダブルライセンスということ

で、大変魅力的で高度な医療従事者の学びの場

を提供するものということで高く評価し、期待

をしておるところであります。また、あわせて

設置されます「がん細胞研究所」は、九州にお

ける、がんや再生医療分野での研究開発拠点と

しての役割に加え、本県が進めております東九

州メディカルバレー構想での研究開発拠点づく

りや医療系人材育成にもつながることから、県

北地域のみならず、本県全体の活性化につなが

るものと、大いに期待をしておるところであり

ます。

○田口雄二議員 知事も大きな評価と期待を寄

せていただいていることがよくわかりました。

１期生はかなり優秀な学生が集まったようでご

ざいますので、これも期待したいと思っており

ます。

次に、道路行政について何点かお伺いをいた

します。

まず、これまで、この議場でも何度も要望が

出されてまいりましたが、県道土々呂日向線の

延岡市と門川町の境界の船越地区は、朝晩の交

通量は大変多いのに、離合するのも大変難儀な

道路でしたが、このたびの拡幅工事により、実

に快適に走行できるようになりました。要望を

実現していただきまして、心から感謝を申し上

げます。ありがとうございました。

さて、東九州自動車道の宮崎―大分間が全線

開通をして、人と車の流れが大きく変わりまし

た。開通後初のゴールデンウイークは、県北の

観光地は人があふれ、道の駅は車が入り切ら

ず、周りが渋滞するほどです。延岡のＢ級グル
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メの有名店は、県外の車が列をなしておりまし

た。大分県や福岡県のナンバーがふえたのは当

然ですが、今まで余り見ることのなかった四国

や中国地方のナンバーも多く見受けられるよう

になっております。片側１車線といえども、高

速道路の持つポテンシャルには驚かされまし

た。そこで、東九州自動車道の福岡県内唯一の

未開通の椎田南―豊前間の今後の見通しについ

て、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 東九州自動車

道のうち、福岡県内の椎田南インターチェンジ

から豊前インターチェンジの区間において、用

地取得が難航しており、現在、福岡県において

土地収用の手続が進められております。この未

取得となっております事業用地につきまして

は、本年５月25日、西日本高速道路株式会社

が、土地収用法に基づき、行政代執行の請求を

福岡県知事に行いました。６月３日には、この

請求を受けて福岡県が、行政代執行法に基づ

き、６月22日までに土地を明け渡すよう、相手

方に文書で戒告したと伺っております。宮崎市

から北九州市までが一本の高速道路でつながる

ことは、九州のみならず、中国や四国地方など

の広域的な経済交流などを促進させるため、当

該区間の早期開通は非常に重要であると認識し

ております。県といたしましては、西日本高速

道路株式会社が公表しているスケジュールどお

り、平成28年春までに無事開通することを強く

願っております。

○田口雄二議員 一日も早い開通を期待したい

ものです。昨年９月20日から３カ月間にわたっ

て、ＥＴＣ車限定で、大分県と本県内の高速道

を一定の期間、定額で乗り放題というドライブ

パス、大変好評であったと聞いております。ま

だ未開通の部分が多かったにもかかわらず、利

用者が多かったようです。このドライブパス、

ことしも実施されることを期待申し上げます。

ただ、そこでネックになるのが、東九州自動

車道のパーキングエリアとサービスエリアの少

なさです。つまり、休憩するところが非常に少

なく、しかも施設が貧弱です。川南パーキング

エリアは、今、トイレ増設工事をしていただい

ており、７月20日ごろ完成の予定ですので、夏

休みにはどうにか間に合うようでございます。

高速道路の設計要領の一定の基準は、サービス

エリアは50キロメートル置き、パーキングエリ

アは15キロメートル置きだそうですが、宮崎西

パーキングエリアから川南までは35キロござい

ます。川南から道の駅「北川はゆま」までは65

キロメートル、「北川はゆま」から大分松岡ま

では84キロと、間隔が非常にあいております。

うっかり通り過ぎたら、次の休憩をとるところ

は、はるか先になってしまうという状況です。

今回、県警察本部より高速道路の事故状況が

報告されました。高速催眠現象と思われる事故

が多いとのことでした。単調な高速道路では、

疲労や睡眠不足でなくても意識がもうろうとす

ることがあるそうで、これが高速催眠現象なの

だそうです。居眠り運転につながり大変危険

で、疲れを感じる前に休憩をとることが回避策

のようです。ドライバーの安全対策からも、東

九州自動車道の休憩施設の充実についてどのよ

うに考えているか、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） 高速道路の休

憩施設につきましては、その施設が長距離にわ

たってないという状態は決して好ましいもので

はなく、また、交通事故の未然防止の観点から

も、さらなる休憩施設の充実が重要な課題であ

ると認識しております。このため県では、これ
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までも機会あるたびに、関係機関に対し、要望

活動を行ってきたところであり、先月には、知

事が西日本高速道路株式会社社長を訪問し、本

県の交通事故発生状況等を踏まえ、さらなる休

憩施設の充実についてお願いしたところであり

ます。県といたしましては、より一層、利便性

・安全性の向上が図られますよう、西日本高速

道路株式会社などに対し、引き続き要望してま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 高速催眠現象で居眠り運転に

つながるようで、片側１車線の道路ですから、

反対車線に飛び込むので、さらに危険が増すと

思います。九州中央議員連盟で毎年、ＮＥＸＣ

Ｏ西日本、国土交通省九州地方整備局に要望活

動で参りますので、私どもも強く訴えてまいり

たいと思っております。

次に、重点港湾に指定され、整備が急速に進

む細島港を生かすため、無料の高速道路で熊本

県の物流を京浜・関西地区に送り出し、逆に、

京浜・関西地区の九州への物流を細島で受け入

れ、九州各地に送り出す。また、熊本県の阿蘇

に年間1,700万人来る観光客を宮崎県にいざなう

ために、九州中央道の早期完成が求められま

す。九州中央道の現在の整備状況と今後の見通

しについて、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 九州中央道の

現在の整備状況につきましては、ことし４月29

日に北方延岡道路が全線開通し、本県側の約51

キロメートルのうち、13.1キロメートルが供用

されたところであります。

次に、今後の見通しでありますが、高千穂日

之影道路は、２つの長大トンネルがその延長の

大半を占めており、現在、国が事業を行ってお

ります。このうち、高千穂町寄りの大平山トン

ネルは、昨年12月に着工し、現在、順調に工事

が進められており、また、もう一つの平底トン

ネルは、年度内に工事が発注される予定とお聞

きしております。なお、蘇陽から五ヶ瀬を経由

して高千穂までの区間は、新規事業採択に向

け、国が計画段階評価の手続を行っているとこ

ろでありますが、事業化にはまだ幾つかの段階

を経る必要があります。県といたしましては、

一日も早く全線開通しますように、事業中区間

の早期完成と未事業化区間の早期事業化を、国

に対して引き続き訴えてまいります。

○田口雄二議員 本県の経済に大きな影響を与

える道路になります。熊本県側も小池高山と北

中島間10.8キロが平成30年度に開通の予定で、

これで供用率もかなり上がると思いますが、ま

ず、大分と熊本間の中九州自動車道よりも少し

でも早く開通させたいと思っておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。

次に、教育行政について何点か質問いたしま

す。

今年度から延岡市の全ての小中学校39校で試

行される土曜授業が、先月からスタートしまし

た。御協力いただきました県教育委員会と教職

員組合の皆さんにお礼を申し上げます。実施回

数は年12回の予定で、月に１回から２回の予定

です。土曜授業は、休日の利点を生かして、地

域の教育力を活用したり、年間の総授業数を変

えないことで平日にゆとりを生み出し、教師と

子供たちが向き合う時間がふえることなどが期

待されています。土曜授業に対する教育長のお

考えと、延岡市で土曜授業がスタートしたこと

に対する教育長の所感をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちを豊かに育

むために、学校には、家庭や地域と連携した多

様な学習や体験活動等が求められますが、土曜

授業を実施することで、より多くの方が協力で
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きる体制が整えられ、これまで以上に豊かな教

育活動を展開できますことは、非常に価値があ

ることだと思っております。現在、延岡市で試

行されている土曜授業の取り組みにつきまして

は、これまでの、企業を退職された方々などを

中心とした「のべおかはげまし隊」などの取り

組みを根底にして、市民全体で子供を育てると

いう理念に基づく取り組みであることや、平日

の授業の３時間を土曜日に移すことで、ゆとり

をつくり、職員が子供と向き合う時間の確保に

努められることなど、延岡市ならではの工夫が

あり、意義ある取り組みだと考えております。

○田口雄二議員 隣の鹿児島県では、今年度か

ら県内全ての小中学校で、土曜授業がスタート

したようです。全国的な流れでもありますが、

県内の小中学校における土曜授業の実施に関す

る状況をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 県内の小中学校で

は、現在、延岡市を含め、２つの地域で土曜授

業が試しに実施されております。延岡市では今

年度から、市内の全小中学校で年に12回、体験

活動等を取り入れた授業が予定されています。

さらに今年度は、新富町の全小中学校におい

て、家庭や地域と連携した教育活動を充実する

という趣旨のもと、年に１回から２回程度試行

されると伺っております。土曜授業のほか、そ

れぞれの地域の実態に即して、ＮＰＯや教育委

員会などが主体となって、希望者に対して学習

等の機会の提供を行っているところもございま

す。

○田口雄二議員 延岡市の状況を見ながら判断

する教育委員会も出てくるのではないかと思い

ます。やる気のある前向きの教育委員会には、

ぜひ応援をよろしくお願いいたします。

次に、教職員の相次ぐ不祥事についてお伺い

します。今回、私は文教警察企業常任委員会に

所属しましたが、最初の報告が、部活動の引率

先での合宿で、教職員が女子生徒へのわいせつ

行為を行い、懲戒処分したことでした。ここ数

年、教育長や担当課長等が頭を下げているシー

ンを報道でいつも見ているような気がいたしま

す。教職員の皆さんの不祥事がとまりません。

教職員の不祥事に対して、県教育委員会として

どのような対策に取り組んでいるのか、教育長

に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 今回のわいせつ事案

につきましては、県民の皆様、そして何より、

被害に遭われた生徒の皆さん、保護者の皆様へ

心よりおわびを申し上げたいと思います。

不祥事の防止につきましては、これまで、研

修やコンプライアンス定期点検などを行うとと

もに、私みずから校長会で、校長一人一人に強

い緊張感を持って指導の徹底を図るように訴え

てきたところであります。教職員は子供たちを

守る存在であります。その教職員が加害者と

なって子供たちを被害者とする犯罪は、絶対に

起こしてはならないという強い決意を持って、

今年度、「わいせつ事案の根絶」「体罰事案の

根絶」を重点事項として掲げました。教職員一

人一人が、このことを自分のこととして重く捉

えるよう、市町村教育委員会と十分連携を図り

ながら、管理職研修や各学校での研修の充実を

図るとともに、職員相互に注意し合える職場環

境づくりをも進め、不祥事根絶に向け、粘り強

く取り組んでいく所存です。

○田口雄二議員 2013年度、全国の小・中・高

などの公立学校で、わいせつ行為で処分を受け

た教員が205名と、過去最悪になったと文科省が

公表しています。わいせつ行為に遭った生徒

は、なかなか相談する勇気がなく、人知れず一
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人悩んでいるケースが多いのではないでしょう

か。表面化したものは氷山の一角ではないかと

思ってしまいます。わいせつ被害に遭った児童

生徒の相談しやすい環境をつくるために、どの

ような対策に取り組んでいるのか、教育長にお

伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 犯罪被害の中でも特

にわいせつ事案は、大人でも声を上げにくいも

のだと思います。まして子供は、まず相談でき

ない、相談しないと、そういう認識で対応すべ

きであると考えております。そこで、学校にお

いては校長が、セクシュアルハラスメントの相

談員に、養護教諭や教育相談担当教員など相談

しやすい教職員と、複数の保護者を任命してお

りますが、その相談員が誰であるかを、児童生

徒はもちろんのこと、保護者にも紹介するとと

もに、「ぜひ相談してください」ということを

広く伝えるため、ＰＴＡ総会や学校通信等で積

極的に周知いたしております。また、口では子

供たちが言えないことでも、場合によっては紙

なら書けるんじゃないかというようなことも考

え、年に複数回アンケート調査を行ったり、小

さな変化を見逃さないため、定期的に教育相談

を実施するなど、きめ細やかな対応ができるよ

う努めているところであります。

○田口雄二議員 今回の部活合宿中の事件は、

被害に遭った生徒が複数だったので表面化した

のではないでしょうか。個人情報保護を徹底し

ながら、相談しやすい環境の提供をよろしくお

願いいたします。

次に、わいせつ被害に遭った児童生徒のケア

の状況についてお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） わいせつ被害に遭っ

た子供へのケアでは、言葉に出せないほどつら

い思いをしている児童生徒や、保護者の気持ち

にしっかりと寄り添い、心の平穏を保てるよう

にすることが、まず何より重要であると考えて

おります。そのために、その子供が最も信頼を

寄せる教職員を中心に、臨床心理士などがチー

ムをつくり、児童生徒の心身のケアを行ってお

ります。また、一旦落ちついたように見えて

も、その後も、さまざまな思いを抱えながら

日々の生活を送ることも予想されますので、経

過の観察も含め、継続的に支援する体制を整

え、心身の安定を図るケアにも取り組んでいる

ところであります。さらに、学習のおくれによ

り、児童生徒が困り感を持つことがないよう

に、必要に応じて、個別に補充学習を実施する

などの対応にも努めているところであります。

○田口雄二議員 心の傷は大きく、一旦落ちつ

いても、フラッシュバックしていつまでも嫌な

思いをする子供も多いようでございますので、

心のケアをしっかりよろしくお願いいたしま

す。

わいせつ行為予防策の一つとして、生徒との

私的メールのやりとりを禁止する教育委員会が

多くなっています。私的メールが続くと、教員

と生徒の距離が近くなり、わいせつ行為に発展

する場合があるからです。教職員と児童生徒の

メール等による私的なやりとりについて、どの

ような指導を行っているのか、また、市町村教

育委員会とはどのような連携をとっているの

か、再度、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 教職員と児童生徒の

私的なメール等のやりとりは、セクシュアルハ

ラスメントやわいせつ行為等につながる危険性

があるだけじゃなくて、いろんな誤解とか臆測

を生むおそれがあります。このようなことか

ら、本県においては、教職員が児童生徒と私的

なメール等を行うことを禁止しており、その徹
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底を図るために、服務規律に関する通知によ

り、繰り返し指導を行うとともに、年２回のコ

ンプライアンス自己点検シートで教職員に

チェックさせることにより、教職員一人一人の

自覚を促すなど、市町村教育委員会とも連携を

図りながら、指導に努めております。なお、児

童生徒との連絡や相談は、原則、電話といたし

ておりますが、特別な配慮が必要な生徒もおり

ます。そういう場合には、校長の指導のもと、

公用のパソコンから子供たちにメールを送ると

いうような配慮をしている学校もございます。

○田口雄二議員 本県では生徒とのメールが禁

止とわかりました。伺いましたら、教職員の車

に生徒が同乗することも禁止だそうでございま

す。教職員のわいせつ行為は即懲戒免職になる

ことも、絶えず意識させておかなければならな

いと思っております。もう教職員の不祥事が発

生しないように、御指導をよろしくお願いいた

します。

近年は、経済的な理由で泣く泣く高校を中途

退学する学生が多くなっていましたが、平成22

年の高校授業料無償化のスタートで、中途退学

者が減り、逆に復学する学生がふえました。家

庭の事情にかかわらず、学ぶ意思のある学生が

安心して勉学に打ち込める体制が整い、教育格

差が是正される傾向にありました。この授業料

無償化は、先進国では常識であるにもかかわら

ず、さんざんばらまきだと批判されましたが、

その後、政権交代しても、さすがにこの制度は

なくすことができず、平成26年から収入による

格差をつけて、高等学校等就学支援金として

残っています。廃止とならず、支援内容を変え

て制度そのものが残り、ほっとしたところでし

た。しかし、ここに来て、家庭の経済的な困窮

を理由に高校を中退する生徒が、またしても増

加傾向にあるようです。そこで、本県の県立高

校における中途退学者や、そのうち経済的な理

由による者は何人いるのか、ここ数年の推移と

ともに、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 過去５年間の本県県

立高等学校における中途退学者数につきまして

は、平成21年度は371人で、そのうち経済的な理

由によるものが10人であります。同様に申し上

げますと、22年度は373人で経済的理由が４

人、23年度は290人で６人、24年度は304人で４

人、25年度は356人で４人となっております。

○田口雄二議員 無償化が実施された平成22年

から、経済的な理由による中途退学者は大きく

減っております。それでも毎年４人ほど退学者

が出ているようでございます。学ぶ意思がある

にもかかわらず、退学していかねばならない学

生は無念でならないと思います。貧困の連鎖を

断ち切るために、昨年１月「子どもの貧困対策

法」の施行に続き、本年４月には生活困窮者自

立支援制度も始まっており、経済的支援や保護

者の就労支援、子供の学習支援なども始まって

おりますので、何とか福祉保健部の対応で支援

できないか、検討をお願いいたしまして、質問

を終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。（拍手）

○中野 明副議長 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 東臼杵郡の

黒木でございます。田口議員の解説のとおり、

さきの選挙におきましては、辛うじて当選する

ことができました。私の選挙区は大変広く、課

題山積地域であります。しかし、人口の少ない

ところから当選させていただいた感謝の気持ち

を忘れずに、課題解決のために頑張ってまいり

たいと思います。選挙区を回り、改めて感じた

ことは、人が減り、空き家がふえている、地域
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を支えていた商店が店を閉めている、そして鳥

獣被害がより深刻になっているなどでありまし

た。この選挙の中で見たり聞いたり感じたこと

を中心に、質問を行います。

まず、鳥獣被害対策について伺います。

３月、美郷町では、土曜・日曜に地区の男性

総出で田畑に獣害対策の金網張りの光景を、各

地で見かけました。のどかで美しい田園風景が

一変、田畑はもちろん家までが金網で覆われて

いく光景は、なれてしまえばそれが当たり前

で、何も感じなくなるのかもしれませんが、異

様な光景です。車と鹿の衝突事故もふえていま

す。道路で車と出会った鹿が、周りが金網で覆

われているため逃げ場がなく、車とぶつかるの

です。日豊線では、今月９日、列車と鹿の衝突

事故も報道されましたが、昨年は日豊線で96件

の衝突事故があったそうです。鹿がふえてい

る、猿が出る、「何とかしてくれ」という声が

実に多い。私も昨年植えたクリの木の新芽を食

べられ、幹の皮は剝がされ、シキミまでも皮を

剝がれ、枯れているものもあります。鹿による

ものと思われます。

25年には県内で、イノシシ１万7,000頭、鹿２

万5,000頭、猿1,400頭を捕獲するものの、農林

作物の被害額は８億を超え、被害は深刻になっ

ています。これまで何度も鳥獣被害の問題を質

問してきましたが、改めて行います。先日、県

鳥獣被害対策特命チームの会議があり、対策が

話し合われたようですが、今後の取り組みにつ

いて、チーム長であります稲用副知事に伺いま

す。

以下の質問は質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

鳥獣被害対策についてであります。鳥獣被害

対策につきましては、本庁及び各地域に鳥獣被

害対策特命チームを、また、林業技術センター

内に鳥獣被害対策支援センターを設置し、市町

村や関係機関とも一体となって、モデル集落で

の成功事例の創出や、適切な捕獲対策等に取り

組んでいるところであります。しかしながら、

御質問にありましたように、鳥獣被害は依然と

して深刻な状況にあり、さらなる対策の強化を

図る必要があります。このため、モデル集落で

の成功事例を県内各地域に普及させていくとと

もに、市町村、関係機関、地域住民が一体と

なった餌づけ防止や追い払い活動など、被害対

策のさらなる推進、継続的な捕獲対策の強化や

効果的な防護柵の設置、捕獲鳥獣の利活用の推

進など、総合的な対策に引き続き全庁を挙げて

取り組んでまいりたいと考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○黒木正一議員 美郷町のシイタケ生産農家

で、猿による被害の話を聞きました。耳川にか

かる近くの橋を行ったり来たりして、シイタケ

などの農林作物を荒らしている。ボス猿が安全

を確認して合図を送ると、一列に並んで橋を

渡っていくのだそうです。地域の消防団より統

制がとれておって、その上、賢いのでどうにも

ならないという話でありました。猿によるシイ

タケ被害は、椎葉村でも門川町でも聞きます。

本県においては、先ほど言われましたけれど

も、平成24年４月に林業技術センター内に鳥獣

被害対策支援センターを設置して対策に取り組

んでおります。モデル集落での成功事例を県内

各地域に普及させていくということであります

が、どのような成功事例があるのかを環境森林

部長にお願いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 鳥獣被害対策
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支援センターでは、地域の鳥獣被害対策特命

チームと連携しまして、各地に設置されている

モデル集落を中心に、被害対策に関する技術面

の支援等を行っております。その中で、例えば

木城町の駄留集落では、やぶの刈り払いや猿の

追い払いを地域ぐるみで徹底した結果、被害が

ほとんどなくなり、一度やめていた耕作を再開

するなどしております。また、延岡市北川町の

川坂山の手集落では、里山を管理し、防護柵を

設置するなどした結果、被害が減少し、湿原の

希少動植物の保護にもつながっております。鳥

獣被害対策につきましては、地域一体となって

取り組むことが大変重要ですので、このような

成功事例をより多く創出し、周辺地域にも波及

させてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 全国の成功例をいろいろと調

べてみますと、共通点は、野生鳥獣を集落内に

入らせないこと、侵入したら追い払うか捕獲す

ることということで、これは当たり前のことだ

と思うんですけれども、昔、シシ垣と呼ばれる

防護壁をつくって地域ぐるみで対策を行ってい

た原点に返ること、人間の団結力が一番の武器

ということでしょうか。なるほどとは思います

けれども、現実は容易なことではありません。

「21世紀は鳥獣害の世紀」と言う人もいます。

過疎問題、人口減少の克服には、鳥獣害対策も

不可欠です。

国は、25年に「保護」から「捕獲」へと方針

を大転換し、10年後に鹿・イノシシの生息数を

半減する目標を掲げ、翌26年には、政策の根拠

となる改正鳥獣保護法を成立させています。そ

の一方で、27年度鳥獣被害防止総合対策交付金

を総額160億円から95億円へと大幅に削減、本県

への配分も大きく減少しています。交付金減少

が鳥獣被害対策に及ぼす影響と今後の対応につ

いて、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 国の鳥獣被害

防止に係る関連予算につきましては、本年度か

ら、緊急捕獲等対策が鳥獣被害防止総合対策交

付金に統合され、全体として、前年度比59％に

縮減されておりまして、本県には、要望額に対

しまして、62％の３億1,700万円余が配分されて

いるところであります。このため、県といたし

ましては、環境森林部の捕獲対策等と一体的な

推進を図るとともに、本年度から、多面的機能

支払制度の中で、本県独自の取り組みとして、

わなや防護柵の導入等を支援の対象とするな

ど、関連予算の削減に伴う影響の緩和に努めて

まいりたいと考えているところであります。ま

た、国に対しましては、鳥獣被害対策が計画的

・安定的に実施できますよう、予算の拡充につ

いて強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 鳥獣被害対策関連予算が大き

く削減されることは、大きな問題だと思いま

す。新聞に一般質問の項目が載りますけれど

も、私が鳥獣被害対策と書きましたら、数人の

方から連絡がありました。「鳥獣被害が何とか

解決できなければ、地方創生どころではない。

この現実を知ってほしい」というものばかりで

ありました。これまで多額の対策費をつぎ込ん

でもらっております。基本は自衛でありますけ

れども、自衛どころではなくなっております。

本県の調査による鹿の推定生息数は約４万頭

でしたが、環境省による鹿生息状況調査では、

本県の生息数を12万5,000頭と推定しており、こ

れを10年間で半減するには相当数の捕獲が必要

になります。被害対策特命チームの会議で、捕

獲がふえるものの食用などの活用が浸透してい

ないことから、チーム内に利活用部会を設置
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し、利用促進を決めたということでありますけ

れども、全国各地で、捕獲した有害鳥獣の有効

活用に取り組んでおります。

ある県では、調理専門学校に依頼して、学校

給食に利用できる鹿肉のレシピを開発、給食で

の利用を実現していると聞きます。給食用に安

全で均質な肉を大量に提供するためには、肉の

処理を適切かつ安定的に行う加工施設の整備、

安全衛生管理、仕入れ価格を抑える仕組みな

ど、問題はあるものの、鳥獣被害は子供たちに

も身近な問題であり、地域課題や自然、命につ

いて、学び考える機会にもなっているというふ

うに聞きます。本県で利活用されている状況と

今後の取り組みについて、総合政策部長にお伺

いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県内における

捕獲鳥獣の利活用につきましては、直売所での

肉の販売や飲食店での料理提供、鹿肉を活用し

た加工品販売などの取り組みが行われていると

ころでありまして、県としましても、処理施設

の整備や鹿肉の販売に取り組まれている企業の

人材育成等に対する支援を行っているところで

あります。しかしながら、販売先の確保や安定

供給、採算性の確保などの解決すべき課題もあ

りますことから、捕獲した鳥獣の利活用は一部

にとどまっている状況にあります。このため、

本年度、鳥獣被害対策特命チーム内に、新たに

捕獲鳥獣利活用部会を設置したところでありま

す。部会では、県内外の情報収集や情報発信、

衛生管理マニュアルの周知、捕獲鳥獣を活用し

た地域おこしについて検討を進め、事業者や市

町村などとも連携しまして、捕獲鳥獣の有効な

利活用の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 「地方行政」という冊子に、

ジビエをめぐる三重県の取り組みが紹介されて

います。三重県の捕獲数は、24年度、鹿が１

万7,000頭、イノシシが１万2,000頭、猿が1,400

頭余りですから、宮崎県よりちょっと少ないか

なというぐらいの捕獲数でありますけれども、

ここでは、野生獣の食肉「みえジビエ」という

新しいブランドをつくり、おりで捕獲した鹿を

中心として、解体から衛生管理に関するマニュ

アルの整備、解体する場所の認定と、レストラ

ン、スーパー、料理店などをつなぐ販売から食

べるまでの流れをつくっており、県内６カ所の

指定解体処理場で生産される肉・加工品は、み

えジビエ登録制度登録施設のレストラン、スー

パーで販売され、関東のレストラン、ホテルに

も出荷されているようです。

解体施設への持ち込みは、鮮度保持のため、

移動時間がマニュアルで冬場は90分以内、夏場

は60分以内と決められており、信頼度が高く、

品物が足りない状況で、三重県農林水産部には

獣害対策課があるようですが、フードイノベー

ション課という課が販売先をすごい営業力でつ

くっていると紹介されています。ジビエは自然

のものですから、安定生産の困難さや品質管理

など課題も多く、よほど本気度がなければ成功

しないのではないかと思います。しっかりと取

り組んでいただきたいものだと思います。

今回の新規事業で効果的な捕獲法に取り組む

ようでありますけれども、三重県でやっている

ように、おりでの捕獲、それから囲い込みの捕

獲とか、そういったものもぜひ検討して、何と

か効果的な捕獲法に取り組んでいただきたいと

思います。ジビエを地域資源として位置づけ、

捕獲の推進や食文化の発展を目指そうと、２月

には国会議員有志でもジビエ議連を立ち上げて

います。三重県は、鳥獣被害で大変だと思うん
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ですけど、ツキノワグマを三重県で捕獲して滋

賀県で放したということで、大変非難を浴びて

おりますけれども、鳥獣被害対策というのは本

当に困ったものだなと思います。

次に、林業問題についてお尋ねするんですけ

れども、野生鳥獣による造林地やシイタケなど

林産物の本県の被害もおよそ１億円ぐらいであ

りますから、大変大きいものがあります。新植

後の鹿ネットは必需品となりつつあります。し

かしながら、この春、森林整備予算が減少し

て、補正予算の本県への配分がなかったという

ことで、施業への影響が心配されましたけれど

も、県当局の努力によりまして、何とか影響を

最小限にすることができました。ただ、森林整

備予算は年々減少していることから、今後の動

向が心配されます。事業とセットになっていた

鹿ネットが張れなくなれば、鹿食害で全滅と

なった事例もあることから、造林意欲の低下に

つながることが心配です。

造林・保育コストの低減などにも取り組むこ

とは必要でありますけれども、需要が増加して

伐採量の増加が予想されている中、必要な地域

には、伐採後の再造林を推進して、健全な森林

を次世代に引き継ぐことで、木材の安定供給や

森林の公益的機能の発揮の維持・促進を図らね

ばなりません。そのためにも、必要な森林整備

費の確保が重要と考えますが、心配する声が非

常に大きいことから、今後の対応について環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 御指摘のとお

り、国の森林整備予算が年々厳しくなっている

中で、増加傾向にございます伐採跡地のより確

実な再造林を進めていくためには、まずは予算

の確保が不可欠でございます。一方で、「伐っ

たら、すぐ植える」作業システムの導入など、

コスト縮減策にも鋭意取り組みまして、予算を

最大限有効に活用することにも努めていかなけ

ればならないと考えているところであります。

今後とも、関係団体等と十分連携し、資源循環

型林業を実現するために、国に対して―本県

は全国の林業をリードしているわけですから

―本県の実情をしっかりと説明しながら、必

要な予算の確保と本県への傾斜配分につきまし

て、強く要望してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

○黒木正一議員 予算確保のことばかり質問し

ておりますけれども、地方創生と言いながら、

今必要な予算が削減されております。しっかり

と予算の確保に努めていただきたいと思いま

す。

先日、中国木材の日向工場第１期完成披露式

に出席いたしました。広大な敷地に大規模な工

場が建てられて、今後、大径材の製材工場、集

成材工場が完成し、本格稼働となると、さらに

大きな需要が生まれることとなります。14日の

日曜日には、日向市であった日向木挽唄全国大

会に誘われて行ってきました。木びきとは、大

きいのこぎりで丸太を材木にする仕事で、製材

は、機械化が始まるまでは、木びき職人が、大

きい原木から柱、板など、ありとあらゆる材木

を大きなのこぎりでとっていたそうで、木をひ

くときに、複数の人が歌いながら気を合わせて

いた労働歌が木挽唄だそうですが、製材を人力

で行っていた木びき山師が中国木材を見たらど

う思うでしょうか。

木挽唄は、「山で子が泣く山師の子じゃろ

ほかに泣く子があるじゃなし 山師さんたちゃ

山から山へ 山師ゃやもめで子は持たぬ」と、

少し寂しい歌詞でありますけれども、当時の木

びき山師は、１級技術者で、筋骨隆々として、
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村の娘の憧れの的であったようです。この日向

木挽唄の源流は、土着のものではなく、冬の農

閑期を利用して九州へ出稼ぎに来た、広島県の

木びき職人が伝えた広島木挽唄だと言われてい

るのだそうです。私の地元の郷土史によります

と、昭和10年ごろまで木びき山師がいた、そし

て６人ぐらいがみんな一斉に大きなのこで歌を

歌いながら気を合わせてひいていたと書いてあ

ります。宮崎県で木びきをしていたのは広島県

の人だけではもちろんないでしょうけれども、

昔、広島県からやってきて人力で製材をやって

いた。今また広島県に本社を置く中国木材が宮

崎県で製材をやっている。何か歴史の不思議な

ものを感じざるを得ません。

本県の再造林率は76％ですが、「伐ったら植

える」取り組みが重要です。隣の鹿児島県、再

造林率35％ということで、これを宮崎県並み

の80％に上げる対策に取り組むようですが、苗

木生産や造林事業費の確保など、今後、県を越

えた取り組みも必要ではないかと思います。新

規事業に、「未来へつなぐ「みやざきの森林」

若返り対策事業」がありますけれども、この中

で、新たな造林樹種の検討に取り組むことに

なっておりますが、どのような樹種を検討して

いくのか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、杉

を中心とする人工林が本格的な収穫期を迎えて

おりまして、伐採後の新たな山づくりのため、

市場ニーズや地球温暖化防止対策も勘案した造

林樹種を検討することにしております。具体的

には、杉やヒノキといった従来樹種に加えまし

て、低コスト林業の確立や将来の資源需要に対

応するために、より成長の早いセンダンやホウ

ノキ、ユーカリなどにつきましても検討したい

と考えております。

○黒木正一議員 将来的に大きく住宅需要が減

少することが予想されていることや、バイオマ

ス向けに早成樹など、新たなニーズに対応する

広葉樹等の試験研究は必要だというふうに思い

ます。また、輸入広葉樹の原料確保が厳しく

なっているというふうに聞いておりますが、国

産広葉樹の用途開発には大きな可能性があると

も言われております。新たな林業として、里山

や耕作放棄地など人家に近いアクセスのよい場

所で、早成広葉樹による短伐期林業を目指す取

り組みが全国的に広がることが考えられます。

このことは、里山に人が入ることにつながり、

鳥獣被害対策にもなると考えられます。また、

この事業の中には、造林経費負担できる企業な

ど、新たなパートナーを確保する取り組みがあ

りますけれども、企業への取り組みをどのよう

に進めていくのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（大坪篤史君） この事業は、

今後さらに増加します伐採跡地の再造林を的確

に進めるために、造林に必要な経費の負担能力

を有する県内外企業の参加を求めまして、主伐

時、すなわち収穫期を迎えた時点で収入を分け

合う分収林方式等による再造林を推進しようと

いうものでございます。県としましては、対象

林のリストアップや意向調査を実施するととも

に、企業や森林所有者等に対して、その趣旨を

十分に説明しながら、事業の効果が最大限に発

揮できるように努めてまいります。

○黒木正一議員 企業はこれから探すというこ

とになると思いますけれども、いわゆる企業の

森づくりの協定締結数が平成26年度で累計38社

と、次第にふえております。関心を寄せる企業

はあるのではないかと思います。企業といえ

ば、企業局は、水力発電による売電と耳川から
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の工業用水事業で収益を上げており、森林の恵

みを有効活用した、まさに森づくりのパート

ナーではないかと思います。収益を知事部局に

拠出し、それが林業の振興にも役立っているの

だと想像いたします。

先日、県立図書館に行きましたら、「企業局

のおしごと」パネル展をやっておりました。そ

こに緑のダム造成事業も紹介されておりました

けれども、緑のダム造成事業についてお伺いし

ます。本事業は、平成18年度から37年度にかけ

て20年間に、未植栽地1,000ヘクタールを取得し

て水源涵養機能の高い森林を造成するもので、

育林期間も60年という長期にわたり、国土保全

ということからも、多様な森林づくりにもつな

がっているのだというふうに思います。水源涵

養機能の高い森林づくりには、土地に適した樹

種の選定が必要と思いますが、どのように選定

しているのか、また、土地の取得はどのように

しているのかを企業局長にお伺いします。

○企業局長（四本 孝君） ただいま議員の御

紹介がありましたとおり、緑のダム造成事業

は、企業局が発電事業を行うダムの上流域にあ

る未植栽地を水源涵養機能の高い山林として整

備することによりまして、電力の安定的な供給

等に資することを目的に実施しております。土

地の取得につきましては、その対象地域内で、

山林事業の継続が困難なため植林が見込まれ

ず、放置されることが懸念される土地を対象と

しておりまして、所有者からの申し出や地元の

森林組合などからの情報をもとに、現地調査を

行った上で決定しているところであります。ま

た、植林する樹種につきましては、水源涵養機

能が高いとされております広葉樹を主体に、森

林組合などの意見も参考にしながら、その土地

に適したものや景観等にも配慮して決定してお

るところでございます。

○黒木正一議員 私も何度か緑のダム造成事業

記念植樹に参加したところでありますが、場所

によっては、こういう標高の高いところでイ

チョウの木を植えたりしますけれども、あれは

いつの間にかなくなってしまうというか、非常

に高地で、標高の高いところに合わない樹種と

かもありますので、十分に検討して行っていた

だきたいと思います。記念植樹にも何度も参加

しておりますけれども、地域の子供たちとの協

働作業による植樹は、森林に対する興味にもつ

ながっていると思います。

次に、林業における人材育成についてお伺い

します。大型の製材加工場の進出、木質バイオ

マス発電の相次ぐ稼働、アジアへの輸出の増加

など、新たな需要が生まれる中で、木材の伐

採、搬出、造林、育林を担う人材不足が懸念さ

れております。本県においては、「みやざき林

業青年アカデミー」の開講、種々の研修制度に

取り組んでおりますけれども、林業地域の現場

に積極的に足を運んでいる環境森林部長に、人

材育成に対する考えをお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） やはり林業の

分野でも、人材をどう育成するかということは

大変重要な問題でございます。そこで、県では

昨年４月に、美郷町にございます県の林業技術

センター内に「みやざき林業青年アカデミー」

を開設しまして、林業を目指す若者が、必要な

知識や技術を習得できる１年間の研修を実施し

ており、第１期生の５名全員が、修了後に新規

就業している状況にあります。また、中核的な

役割を担う林業就業者を対象に、高性能林業機

械の運転資格など高度な技術を習得できる研修

も実施しておりまして、研修修了者は地域林業

のリーダーとして活躍していただいておりま
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す。

さらに、新規就業者の定着を目的とした国の

「緑の雇用」事業にも取り組みまして、平成25

年度末現在の数字になりますが、合計539名が森

林組合等の林業事業体に就業していらっしゃい

ます。このように、人材育成は林業の成長産業

化を図るために大変重要でございますので、今

後とも、研修内容の充実や就労環境づくりに努

めるとともに、本県の林業の魅力を県内外に広

く発信しまして、本県林業をリードする人材の

育成・確保に精いっぱい取り組んでまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 国内にあります林業大学校の

うち、平成24年に開校した京都府立林業大学校

は23名が卒業しております。長野県林業大学校

は20名が卒業、岐阜県立森林文化アカデミー

は33名の卒業生をことし出しております。ま

た、ことしからスタートした秋田林業大学校

は、当初予定した定員15名を上回る33名の申し

込みがあり、定員枠を拡大し、18名が合格した

ということであります。本県は、林業青年アカ

デミーに昨年５名、ことしは８名が受講をス

タートしておりますけれども、杉生産日本一を

続け、先ほど知事が日本林業のトップランナー

と言われましたけれども、トップランナーを自

負する宮崎県にしては、少し寂しい気がしない

ではありません。

人材育成・確保は、少子化の中でどの産業で

も課題でありますけれども、林業に興味を持つ

人は結構多いようであります。耳川広域森林組

合が林業作業員を第一次産業ネットで募集しま

したところ、今30数名が応募しているというこ

とでありまして、山が動き出した中で、しっか

りした人材を育成する必要があるのではないか

と思います。

次に、話題を変えまして、空き家対策につい

てお伺いします。少子高齢化や地方の過疎化な

どで、全国的に空き家はふえる一方で、本県に

おける空き家率は、平成10年の10.2％から25年

の13.9％と、全国平均を上回っております。私

の住む山村地域においては、ひとり暮らしの高

齢世帯も多く、これからさらにふえることは間

違いありません。古い空き家につるが巻き、次

第に朽ちていくのは寂しいものです。

老朽空き家の解消を目指した「空家等対策の

推進に関する特別措置法」が施行されました。

倒壊の危険などの理由から、市町村長が「特定

空家」と認定すると、勧告などを経て最終的に

解体・撤去の行政代執行ができるようになり、

同法と連動して、土地の固定資産税の減免特例

措置も除外されるなど、空き家を放置していた

所有者に厳しい規定が盛り込まれており、ふえ

続ける一方でなかなか進まない空き家解消の切

り札にと、大きく期待されています。今回の法

の施行で、過疎地域における荒廃空き家の解体

はできるのか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（図師雄一君） 「空家等対策

の推進に関する特別措置法」では、市町村が

「特定空家」と判断した場合には、所有者に対

し、助言、指導、勧告、さらには、解体、撤去

などの命令を行い、所有者が応じない場合は、

強制執行までできるとされております。この

「特定空家」に該当するかどうかの判断につき

ましては、防災、衛生、景観などの観点から、

倒壊のおそれがあるかといった空き家の状態

や、周辺環境に及ぼす影響の度合いなどを考慮

して行うことになります。このため、御質問に

ありました、山村における荒廃した空き家につ

きましても、市町村が地域の実情に応じて「特

定空家」と判断し、所有者が改善措置を講じな
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い場合には、解体、撤去することも可能となり

ます。県といたしましては、市町村が行う空き

家対策の円滑な推進が図れますよう、実態調査

マニュアルを作成するなど、適切な助言や支援

を行ってまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 私の地元では、空き家を取得

して整備し、田舎暮らしの体験イベント、交流

事業の拠点としての利用、また、きのうＮＨＫ

のテレビで、「緑のふるさと協力隊」で来てい

る女子大生のことが紹介されておりましたけれ

ども、そういう方々の宿泊施設としての活用な

どにも取り組んでおります。特別措置法が施行

され、荒廃空き家の撤去が進むことを期待して

おりますけれども、現実としては、個人の財産

の問題でもありますから、なかなか難しいので

はないかと思います。さらなる利活用などの取

り組みが必要じゃないかなと思います。

次に、小さな商店対策についてお伺いしま

す。中山間地域に限ったことではありません

が、長い間、小さいながらも地域を支えてきた

商店が店を閉めています。また一方で、高齢に

もかかわらず、買い物弱者を助けようと移動販

売で頑張っている商店もあります。人口が減

り、どうしても維持することが困難な場合も、

もちろんあるでしょうけれども、「この店があ

したもここにある」ことは、地域の活力の維持

のためにも大切なことです。小規模企業振興基

本法が昨年６月に成立しました。全国385万社の

中小企業のうち９割を占める小規模企業です

が、大きく減少しています。地方創生でも、苦

境に置かれた小規模企業の支援は大きな鍵とな

ると思われます。この基本法は、小規模企業者

の相談に応じる体制を整え、事業が充実できる

ようバックアップ体制を整えることになってお

りましたけれども、施行後の対応について、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） 小規模企

業振興基本法では、小規模企業の成長や持続的

発展を図るため、国、地方自治体、商工会等に

おいて、経営支援を初めとするさまざまな施策

を実施することとされております。主な施策と

いたしましては、販路開拓等の経費を直接支援

する国の小規模事業者持続化補助金がありまし

て、これまでに県内で301件が採択されておりま

す。また、県内の商工会等が、金融機関等と連

携して経営戦略の策定から販路開拓までを一貫

して支援する、「経営発達支援計画」の策定を

進めておりまして、この計画が国の認定を受け

ることで、地域内の小規模企業は、日本政策金

融公庫の新たな融資メニューを受けることが可

能となります。

さらに、県におきましても、県内14カ所の経

営支援チームによる経営基盤強化の取り組み

や、「みやざきスタートアップセンター」にお

ける創業セミナー等に対する支援を行っており

まして、今後とも、商工会等と連携・協力し

て、小規模企業支援を積極的に推進してまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 この基本法の目玉事業であり

ます小規模事業者持続化補助金は、かゆいとこ

ろに手の届く事業で、県内でも多く活用されて

いるとのことでありますけれども、個人や共同

での販路開拓、移動販売などによる買い物弱者

対策など、より困難な取り組みへ支援すること

で、地域の維持・発展につながればすばらしい

というふうに思います。また、「経営発達支援

計画」を策定し、国に認定申請しているのは、

今のところ門川町商工会と佐土原町商工会の２

カ所ということでありますけれども、これを一

つのモデルとして、地域が一体となった取り組
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みで、小規模事業者の活性化につながることを

期待したいと思います。

次に、世界農業遺産についてお伺いいたしま

す。

５月18日から19日にかけて、ＦＡＯが認定す

る世界農業遺産を目指す国内候補地、高千穂郷

・椎葉山地域に調査団が入り、調査が行われま

した。緒嶋議員と一緒に、18日に高千穂町での

プレゼンテーションに参加させていただきまし

た。知事の流暢な英語によるアピールスピーチ

があり、調査団からの感想、認定へ向けてのア

ドバイスをいただきました。推進協議会の熱意

が伝わり、認定されることを期待したいと思い

ます。プレゼンテーションに参加しアピールし

た知事の感想と、認定へ向けての意気込みをお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 先月行われました世界

農業遺産に係るＦＡＯの現地調査におきまし

て、高千穂郷・椎葉山地域が有する豊かな森林

や棚田、焼き畑などの山間地農林業システム

や、それらが育んだ神楽などの伝統文化につい

て、私のほうからプレゼンテーションを行いま

して、こうした山間地農林業や伝統文化が世代

を超えて受け継がれていることの重要性、ま

た、その価値をお伝えしたところであり、現場

に来ていただきました調査委員の皆様には、

しっかり御理解いただけたのではないかと考え

ております。

問題は、現場に来られなかった委員の皆様に

も、この重要性をいかに伝えるかというところ

でありまして、実際に現場に来られた調査委員

の先生からは、「この地域には、未来へ受け継

ぐべき物語がある、世界に発信すべきものがあ

る」というお言葉をいただいたところでありま

す。特に農林業が、地域のコミュニティー、ま

た神楽と一体化しておるということで、そこは

高く評価をいただいたわけでありますが、ある

委員の方が、「大切なものは目に見えない」と

いうようなことを表現されて、現場に実際に足

を踏み入れていない、また、ここに来られてい

ないほかの委員の方には、どういうふうにそこ

の魅力をアピールしていくのか、そこの工夫が

必要であるというアドバイスをいただいたとこ

ろであります。

世界農業遺産に認定されれば、地域の方々に

とりまして大変大きな自信と誇りになるわけで

ありまして、農林業はもとより、さまざまな分

野への波及効果が生まれ、地域活性化につなが

るものと期待しております。今後とも、認定に

向けまして、こうした御指摘を踏まえて、しっ

かりとこの魅力、必要性、重要性をアピール

し、伝える工夫をしながら、地元の皆さんと一

丸となって全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 調査団からは、世界農業遺産

は、ありのままに残すユネスコの世界遺産とは

違う、伝統的な農業・農法と、それによって育

まれた文化や土地景観、生物多様性などを保全

しつつ、現状のシステムをよい方向に変えてい

こうという取り組みであるという話がありまし

た。

この地域は、農地が零細で分散しておりまし

て、今言われておりますように、「農地の規模

を拡大して企業などを参入させれば、日本農業

は成長産業になる」というような方向性にはな

かなかそぐわない地域であります。また、多く

の家庭が兼業農家で、全国の水稲農家の７割が

１ヘクタール未満でありますけれども、この地

域のかなりの家族が水稲栽培をしており、それ

らの家族が、水路、道、あぜなどを管理して地
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域社会を維持し、棚田、景観を守り、神楽など

の伝統文化を継承しております。

生産性が低いから、攻めの農業に逆行してい

るということで、政策の対象から外そうという

見方もあるようでありますけれども、食料は輸

入できても農村は輸入できません。この機会

に、地域の資源や日常気がつかない価値を見出

して、この地域の振興だけでなくて、本県の中

山間地域振興につなげていくことが必要じゃな

いかというふうに思います。認定に向けたこれ

からの取り組みについて、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 世界農業遺産

の認定に向けましては、ＦＡＯの現地調査の中

で、ただいま知事も申し上げましたように、大

変貴重な幾つかの提言をいただいておりますの

で、これらを踏まえて、国際フォーラムに向け

た準備をしっかりと進めていきたいと考えてお

ります。今後、他の候補地との厳しい競争にな

ると予想されますが、県といたしましては、本

議会でお願いしております「世界農業遺産チャ

レンジ事業」により、地域資源のさらなる磨き

上げを行うとともに、世界に向けて本地域の農

業遺産としての価値をしっかり情報発信できる

ように、地元の推進協議会とともに、総力を挙

げて取り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 プレゼンテーションに参加さ

せていただきまして、緒嶋議員と「宮崎県も本

当に一生懸命やってくれるな」という話をした

ところでありました。何とか認定されて、地域

の自信につながるといいなと思っております。

世界農業遺産の認定に向けての取り組みを見

ておりますと、午前中に日高議員が言いました

けれども、ない物ねだりじゃなく、ある物探し

をやっているんだなという感じがつくづくいた

します。しっかりと地域の資源を掘り起して、

世界に向けて発信する大きなチャンスではない

かと思います。

地域経済活性化の基本というのは、第１に、

産業文化歴史を掘り起し、磨きをかけて世界に

向けて発信する、きらりと光る地域づくりであ

ると言われますけれども、まさに世界農業遺産

の取り組みと重なります。２番目が、未来を担

う子供たちを地域で愛着心あるように育てる人

づくりと言われております。

「みやざき学」についてお尋ねいたしますけ

れども、アクションプランの中に、郷土に対す

る誇りや愛着を育むための教育を推進する人財

育成プログラム、また、文化スポーツ振興プロ

グラムには、地域への理解を深める「みやざき

学」の充実というふうにあります。知事の考え

る「みやざき学」とその展開についてお伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 私は、本県の自然や歴

史、伝統・文化や産業、さらには、本県が輩出

した先人の生き方や考え方そのものが、人財育

成のための宮崎の宝であると考えておるところ

であります。そのような思いで、県民の皆様方

が、郷土を知り、郷土に触れ、誇りと愛着を

持って、郷土に貢献していこうという気概を育

む教育を「みやざき学」と捉えているところで

あります。

「みやざき学」を広く県民の皆様に御理解い

ただくため、学校教育では、地域や企業等の協

力をいただきながら、ふるさと学習を推進しま

すとともに、各地で受け継がれている伝統芸能

に親しむ取り組みや、地域行事へ意欲的に参加

する活動を一層促進することが重要であると考

えております。また、広い意味での地産地消に

取り組む中で、ディスカバー宮崎ということも
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掲げながら、宮崎の宝の掘り起こしにも努めて

いるところであります。私としましては、「み

やざき新時代」を担う有為な「人財づくり」、

また地域の活性化に、この「みやざき学」の取

り組みを生かしてまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 それでは次に、話題を変えま

して、乾シイタケの振興についてお伺いしま

す。６月11日に、乾シイタケ品評会、生産者大

会がありました。乾シイタケは全国２位の生産

量で、中山間地域における貴重な作物ですが、

ここ数年、消費の低迷、原発事故による風評被

害などで価格が低迷しておりましたけれども、

昨年秋ごろから上昇し、５年前ぐらいの価格に

戻っております。価格上昇は不作が大きな原因

で、消費の伸びによるものではありません。た

だ、生産を諦めかけていた生産者も多かっただ

けに、ことしの大会は生産者も多く、昨年から

すると、知事のミラノ万博への出品という話も

ありましたし、みやざき犬がシイタケをかぶっ

た「しいたけひぃくん」のお披露目もあるな

ど、活気のある大会になったというふうに思い

ます。

消費、販路の拡大にさらに取り組んでいかな

ければなりませんが、今回の補正予算に「みや

ざき乾しいたけ」魅力発掘推進事業があり、機

能性等の成分分析を実施して、商品力、販売力

の向上を目指す事業のようでありますけれど

も、その概要について、環境森林部長にお伺い

します。

○環境森林部長（大坪篤史君） この事業にお

きましては、本県の乾シイタケの効能の成分分

析を行いまして、その魅力を広く消費者にＰＲ

することにより、消費の拡大を図りたいと考え

ております。また、本県乾シイタケの選別割合

を高めることによりまして、販売価格の向上効

果なるものを検証するために、小型選別機を導

入した選別をモデル的に実施し、その効果を生

産者に実感していただいて、導入の促進を図り

たいと考えております。こういった事業のほ

か、原木や種駒の購入、乾燥機や人工ほだ場な

ど施設整備への支援、さらには、コンビニ等と

連携した商品開発などを行うことにより、これ

らを一体的に実施しまして、山村地域の重要な

収入源である乾シイタケの生産振興に努めてま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 機能性などの成分分析を実施

するというような事業でありますけれども、も

ともと乾シイタケというのは、日本料理の三大

うまみ成分の一つ、グアニル酸が含まれてお

り、またこれまでも、免疫力アップにつながる

レンチナン、コレステロール、血圧を下げるエ

リタデニンが含まれ、カルシウムの吸収を助け

るビタミンＤがたっぷりで骨を丈夫にするこ

と、食物繊維が豊富で便秘解消、ダイエット効

果、ビタミンＢ２による美肌効果などが言われて

おります。機能性検証の成果が消費拡大につな

がることを期待したいと思います。

さて、食品に対して、健康の維持・増進に役

立つ旨の表示ができる機能性食品表示制度が４

月にスタートしました。医療費がふえ続ける中

で、総理は平成25年に次のように言っていま

す。「国民がみずからの健康を守る。そのため

には的確な情報が提供されなければならない。

今回の解禁は、単に世界と制度をそろえるだけ

にとどまらない。農作物の海外戦略も視野に、

諸外国よりも消費者にわかりやすい機能性表示

を促すような仕組みを検討したい」。これは成

長戦略の重要な方針の一つであって、なおかつ

日本の食品が世界でより羽ばたくための戦略と
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いうことでありますけれども、この制度は、企

業や農家などにとって、農作物や加工品の付加

価値を上げるためのメリットにはなるけれど

も、ハードルは高いというふうに聞きます。機

能性食品表示制度の概要について、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 機能性表示食

品制度は、ことし４月１日に施行されました食

品表示法に基づき、新たに創設されたものであ

りまして、事業者が科学的根拠を示す論文や表

示内容を消費者庁に届け出ることにより、例え

ば、「おなかの調子を整えます」あるいは「脂

肪の吸収を穏やかにします」など、食品の機能

性を表示することが認められる制度でありま

す。従来から、特定保健用食品、いわゆるトク

ホと呼ばれるものはありましたが、トクホは、

消費者庁の審査並びに販売の許可を受けるた

め、相当の期間を要しますのに対し、機能性表

示食品は、届け出後60日たてば販売開始できる

という特徴がございます。また、消費者としま

しても、消費者庁のウエブサイトに公開された

情報を見ることにより、自分自身で目的に合っ

た食品を選択することができるというものでご

ざいます。

○黒木正一議員 最近、新聞で、これは機能性

食品表示制度に基づくいろんなものですよとい

うことで、宣伝が急に大きく出始めましたけれ

ども、新たな制度でありまして、わかりにくさ

や課題もいろいろと言われておりますけれど

も、何とかこれが健康につながるようになれば

いいなという気はいたします。

本県では、「プラス宮崎」で挑むブランド産

地強化事業の中で、多様化する消費・販売ニー

ズに応えるために、健康・環境への関心の高ま

りに対応する、機能性食品表示制度を活用した

機能性の高い商品の開発に取り組むということ

になっておりますけれども、着目した商品開発

と販売をどのように展開していくのか、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本事業におき

ましては、多様化する消費ニーズに対応するた

め、マーケットインの視点に立った商品づくり

や取引づくりを進めることとしております。中

でも、農産物の機能性に着目した商品開発につ

きましては、ビタミンＣの含有量が全国標準値

より３割から４割多いピーマンやゴーヤーな

ど、本県の健康認証商品の拡充を図るととも

に、お話にありました国の新たな食品表示制度

を活用いたしまして、例えばキンカンの免疫力

維持効果など、機能性を表示した商品開発にも

挑戦してまいりたいと考えているところであり

ます。さらに、こうした宮崎ならではの商品を

提案することで、従来の取引先への有利販売は

もちろんのことでございますけれども、スポー

ツや福祉分野など、新たなニーズを捉えた取引

開拓にも取り組んでまいりたいと考えていると

ころであります。

○黒木正一議員 健康認証商品の拡充を図った

り、機能性を表示した商品開発を促進するとい

うことでありますけれども、これが県民の健康

づくりにつながれば大変ありがたいことだなと

思いますし、また、商品の販売力向上につなが

るとすばらしいことだなと思います。健康で長

生きは誰もの願いであります。

健康長寿日本一に向けた取り組みについてお

伺いします。

健康長寿日本一を目指すプロジェクト推進事

業がスタートいたします。健康長寿日本一を検

索しますと、日本一を主張している都道府県

は、長野、山梨、静岡。日本一を目指している



- 181 -

平成27年６月19日(金)

のは、京都、埼玉、神奈川、高知、奈良、島

根、山形。ざっと調べただけでもこれだけあり

ます。宮崎県は出てきませんが、多くの県が日

本一を目指していると思います。このような競

争はいいことだと思います。医療費が増加する

中で、健康寿命を延ばすことは喫緊の課題で

す。日本一へ向けて、本事業での具体的な推奨

事業、市町村への展開について、福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 健康長寿社会

づくりプロジェクト推進事業におきましては、

県民一人一人が目標を持って取り組めるよう、

野菜の摂取量を１日100グラム、運動を１日10

分、それぞれプラスすることを促す事業などを

行います。また、市町村に対しましては、市町

村が実施いたしますＢ型肝炎などの任意のワク

チン接種事業や、健康づくりに取り組む個人に

ポイントを付与する健康長寿マイレージ事業、

あるいは高齢者への社会参加を促す事業等への

助成を行うことにしております。

さらには、市町村国保などが持ちます医療費

や健診のデータを分析しまして、効果的な保健

事業の実施につなげる取り組みを、市町村など

と連携して実施することにしております。こう

した健康づくりや生きがいづくりへの取り組み

を、既存の事業ともあわせまして総合的に推進

することにより、健康寿命を延ばし、健康長寿

日本一の達成を目指したいと考えているところ

でございます。

○黒木正一議員 例えば、日本一を目指してい

る埼玉県では、毎日１万歩運動、それから筋力

アップトレーニング事業というのに取り組んで

いるようですけれども、こういう取り組みを聞

きますと、椎葉村に健康長寿のヒントになるよ

うな人がおります。94歳の男性、90歳の女性の

夫婦です。そこには車が行く道路がありませ

ん。国道からジグザクの狭い道を耳川におり

て、沈み橋を渡って少し上ったところに家があ

り、そこで繁殖牛を４頭飼っています。車がな

いから常に歩かなければならない。牛を飼って

いるから適切な筋力トレーニングになるし、生

きがいがある。不便だから余計なものを買わな

い、食べない。そして、何よりも前向きで、条

件が悪いなど決して言わない。地域の人がよく

してくれると感謝の言葉しか言わない人です。

その人は頭が大きくて、子供のころ、仮分数

と言われたそうです。親を恨んでいたそうで

す。ところが、今は親に感謝していると言いま

した。といいますのは、そこは昔は河川で荷物

を運んでおりましたけれども、今は小さい運搬

車で荷物を運んでおります。牛を引っ張るとき

には、牛市に行くとき、子牛は親と離れるのが

わかって、なかなか歩きません。若いころは力

ずくで引っ張っていたけれども、今は運搬車で

ロープをつないで引っ張って上っている、頭が

いいだろうという話をしておりました。何事も

前向きで話す人であります。だから健康長寿か

なと思っております。

ところが、そこの家に、ほんの数日前、車が

行くようになりました。というのは、地域の人

が何とかあそこに車をつけたいという思いで、

しかし、沈み橋があるから、運転の上手な人が

辛うじて行くような道でしかないんですけれど

も、非常に喜んでおりました。今度、３頭牛市

に出るから、それで道路の開設費を払うんだと

いうふうに張り切っておりました。

そういう人を見習って、宮崎県が健康長寿日

本一になりますことを願って、質問を終わりま

す。（拍手）

○中野 明副議長 以上で本日の質問は終わり
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ました。

次の本会議は、22日午前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52分散会


