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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。まず、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。12年間議員を務めて、その日の１番

バッターになったのは初めてであります。きょ

うは、そういう意味でおくれちゃならぬと思っ

て、延岡を１便早めて６時53分の列車で参りま

した。

それでは質問いたします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

長崎に原爆が投下され、みずからも被爆しな

がら、長崎の街で救助活動に当たった当時17歳

の少年、内田梅男さんの手記の一部を紹介いた

します。

私たちは三菱造船所を通り、飽の浦―水之

浦へと進む。稲佐山が燃えていましたが消火

作業をしている人はいません。幸橋付近にさ

しかかると、人間や馬の死体が川の上流から

流れてきました。「水ばくれんね」と助けを

求める人も。私は小さいころ「大やけどをし

た人に水を飲ませると死ぬ」と聞いていまし

た。そのことを言いましたが、聞き入れませ

ん。かわいそうになり水を与えることにしま

した。しかし水を入れるものが探しても見つ

かりません。長靴の破れたのが見つかりまし

た。だけど入れた水が濁ってしまいます。仕

方なく手のひらに水を注ぎ、こぼれぬうちに

急いで求める方の口元に当ててやりました。

その人は一気にわずかな水を飲み干し、ぐっ

たり横になり動かなくなりました。私は自分

が行っていることは分かっていながら、あま

りにもかわいそうと思い、最期の水を飲ませ

てしまいました。

三菱製鋼所の裏側では、大やけどを負った

馬と馬主の悲しい姿を見ました。馬主は馬車

の先の方に倒れ、馬はやけどで目を曇らせて

そばに。私はこの情景を見て、主人を精いっ

ぱいで見ている馬、その馬の主人に対する愛

情は人間よりはるかに深いものがあるのでは

と、痛感して通り過ぎました。

以上が手記の一部であります。

戦争を語った文芸作品はさまざまあります

が、私がこの手記の中で一番心を動かされたの

は、「主人を精いっぱい見ている馬」というシ

ーンです。息絶えた主人のそばに立ちすくむそ

の馬がその後どうなったのか、記されていませ

ん。恐らく４本の足で立っていた馬も、人間の

愚かな所業によるものとも知らず、いつしか力

尽き、くずおれてしまったのではないでしょう

か。「その馬の主人に対する愛情は人間よりは

るかに深いものがある」という最後の表現は、

人間がこの世で最も罪深く、であるからこそ、

人間は、過去や未来の歴史に対して、もっと謙

虚に責任を持つべきであるということを、この

無言の馬が教えているような気がいたします。

人間というものは、すばらしい生き物であり

ます。ですが、悲しいかな、一方では、残虐性

を持った二面性のある生き物であります。人間

の二面性、そのことは、アウシュビッツ収容所

や731部隊、さらには、現代の私たちの日常生活

の中でも、戦争の一変型とも見られるような、

いじめ・虐待事件が示しています。そういった

人間であるから、私は、政治というものは人間

の憎悪の観念に依拠して行われてはならぬ、国

民にその残虐性を表現させてはならぬと思いま

平成27年６月22日(月)
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す。そういった人間であるから、「あちら側に

行ってはいけないよ。光あるこちら側に行こう

よ」と指し示すのが教育だと思います。

戦争というものを体験した日本という国は、

まさに憲法前文にあるように、諸国民の公正と

信義に信頼して、名誉ある地位を占めなければ

ならぬと思います。そこで、知事に質問いたし

ます。日本は、戦争や被爆を体験した国とし

て、平和を全世界に訴えていく使命を持った国

だと思いますが、今の国会での安全保障関連法

案に関する議論についてどう思われるか伺いま

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。

日本国憲法の平和主義の理念は、人類共有の

財産であり、今後とも守られるべきものである

と考えております。一方、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の強い思いがある

ものと考えております。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〕

○太田清海議員 丁寧かつ慎重にということ

で、これは今までの答弁の中でも数回聞いてま

いりました。知事としては、ここまでしか言え

ないのかなという思いもありますが、やはり日

本の国というのは法治国家でありますし、法律

といいますか、そういう理念のもとに国家を運

営しようというものが崩れてきたら、瓦解して

しまうような気がするんですよね。だから、そ

ういう危惧から、先ほどの話もさせていただき

ました。

実は、1987年に、ペルシャ湾の機雷を除去す

るために、自衛隊の掃海艇の派遣をアメリカか

ら要請されたときの、中曽根首相と後藤田官房

長官の話し合いがあります。そのことをちょっ

と言ってみますと、後藤田さんはこう言ったそ

うです。首相に対して「あなた、これは戦争に

なりますよ。国民にその覚悟ができています

か。できていないんじゃありませんか。憲法上

はもちろんだめですよ。私は賛成できません。

おやめになったらどうですか」、強硬な中曽根

さんがいたわけですが、「この議案は重大な決

定ですから、当然閣議にかけますよね」「もち

ろんかけます」「そうですか。それでは私はサ

インをいたしませんから」というようなこと

で、このときの中曽根首相は断念したわけです

よね。私は、政権内部にもこういった人がい

らっしゃったということで、今の国会での審議

の中で、ぜひ何かそういったところを表現でき

る立場の人がいらっしゃればいいがなと思いま

す。

次の質問に移りますが、教育長にお伺いいた

します。映画に「西部戦線異状なし」という映

画があります。これは第１次世界大戦後につく

られた白黒のアメリカの映画であるわけです

が、これを見られたのであれば、ぜひ感想をお

願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 映画というのは、人

に何か感動とか感じさせるものがある。この映

画は、人に衝撃を与えるものだと思いました。

映画から、戦争の悲惨さとか過酷さ、不条理さ
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というものに大きな衝撃を受けました。私が一

番衝撃を受けたのは、教師の言動によって、戦

場に若者が行き、それぞれの若者が命を失って

いったということでありました。

実は、実体験として、私はこの教師と同じよ

うな体験をしたことがあります。軍隊の是非を

申し述べるつもりはありません。スイスに研修

で行ったとき、スイス人の現地の教師と親しく

なりました。食事をしながら私にこう問われま

した。「飛田よ、おまえは軍隊に何年行ったこ

とがあるか」と。「うちには徴兵制はない」と

言ったら、スイス人の教師は「そういう制度が

なくて、自分の国を守るということをどうやっ

て教えるのだ」と私に問われました。世界には

さまざまな国があって、歴史にはさまざまな転

換点があります。その中で、「人として、教師

として、どう生きるのか、真剣に考えよ」、そ

のことを、この映画、そして知人の言葉から感

じさせられました。

○太田清海議員 わかりました。これは本当に

感想だけを伺いまして、その点では、またいろ

んなことも話していただきたいなとは思います

が、よろしいです。実は、いろんな方にこう

いった映画も見ていただきたいなという思いも

ありまして……。リーマンショックのとき、派

遣労働者がどんどん首を切られていったときに

読まれた小説が、小林多喜二の「蟹工船」とい

うことでしたが、私は今の時代、こんな議論が

されている時代に、ぜひ国民に「西部戦線異状

なし」という映画を見ていただきたいなという

思いもあります。私、小説のほうも、レマルク

という人の小説でありますが、原文も読ませて

いただきました。

実は、戦前に戦争教育をしていた先生が、戦

後、いろんな心に痛みを持ってつくられた詩

を20代のころに聞いて、うろ覚えで覚えており

ませんけれども、こんな趣旨だったと思いま

す。「私は戦場に数多くの教え子を送った。時

の政治がそうだったから、仕方がなかったと言

いわけもできるかもしれない。しかし、生徒の

首を絞めつけたひもを政治が握っていたとすれ

ば、その片方を握っていたのはこの私なのだ」

というような詩だったと思うんですね。非常に

感銘を受けた思い出があります。ぜひ平和な、

本当にみんなが手をつなげるような世の中に

なってほしいなと思っております。

質問は変わりますが、次に知事に、川内原発

の再稼働についてどうお考えなのか、お伺いし

たいと思います。再稼働も具体的になってきて

おります。７月７日には燃料棒を挿入する作

業、そして、ことしの８月中旬には再稼働とい

うのが具体的な日程になっておりますが、知事

にもう一回、意見をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 川内原発につきまして

は、現在、使用前検査が行われておるところで

あります。再稼働に当たりましては、国や原子

力規制委員会の科学的・技術的な知見に基づき

ます安全性の確保を大前提とした上で、最終的

には、国が責任を持って判断していくべきもの

と認識しております。県としましては、県民の

生命、財産を守る立場から、全国知事会等を通

じて、国が前面に立った安全対策及び防災対策

の充実強化を求めているところであります。国

は、国民の不安の声というものを真摯に受けと

め、しっかりとした説明責任を果たしていただ

きたいと考えております。

○太田清海議員 これも先ほどの質問と、回答

としては似ているかなと思いますが、地方分権

の時代、地方の時代と言われている時代にあっ

て、地方の声をきちっと届けるということが大
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事な時代になっていると思うんですね。ぜひ、

そういったところでは頑張っていただきたいと

思っています。

私自身は、人間と核エネルギーというのは共

存できないんじゃないかという思いがありま

す。もう一つの質問でありますが、現時点で

は、原子力は人類が制御できないエネルギーだ

と思いますけれども、原子力エネルギーの利用

についてどう思われるか、知事の意見をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 福島原発事故や放射性

廃棄物の処理の問題、もろもろ考えますと、将

来的には、英知を結集して、可能な限り原発に

頼らない社会を実現していくことが重要である

と考えておりますが、一方で、安定的な電力供

給やＣＯ２の排出などを考慮しますと、今すぐ原

発をゼロにすることは現実的ではないと考えて

いるところであります。原子力政策につきまし

ては、我が国のエネルギー政策全体の問題とし

て、国は昨年４月、エネルギー基本計画を決定

し、2030年を見据えたエネルギー需給構造の見

直しを進めているところであります。本県とし

ましては、今後とも、豊かな自然環境や地域資

源を生かした再生可能エネルギーの普及拡大に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 核エネルギーについては、人

間の英知を結集してという、将来に対する期待

も含めた感じでお伺いいたしましたが、先ほど

知事が言われたように、廃棄物処理方法もまだ

確立していないという中で、科学者がこのあた

りをどう良心的に解釈するのかなという思いも

いたします。私は、将来、人間も成長すべきで

ある、経済的にも成長すべきであると思います

が、人間の成長というのは、地球表面が受けて

いる太陽エネルギー、それを超えて成長は難し

いのではないか、できないのではないかという

思いがあるわけです。だから、産業革命以降、

地中に埋まった石炭を取り出し、石油を取り出

し、そして成長してきたわけです。たき火だけ

では飽き足らず。

私は、石炭を引っ張り出してもいいと思いま

す。せっかく地中に埋まった二酸化炭素を引っ

張り出してというのはやったわけですが、それ

は、また木を植えればカーボンイコールで、ど

うにか循環ということもできます。だから、私

は、それはあり得ることだと。太陽エネルギー

によって蓄積された石炭、石油というものであ

れば、それは可能だと思いますが、ウランとい

うものは、どうも人間がさわってはいけないも

ののような気がいたします。人間の英知という

期待もあるわけですが、困難ではないかなと、

将来に禍根を残すんじゃないかなという思いを

ぜひ伝えておきたいと思います。

次に、地方創生についてお伺いいたします。

県が主催しました県・市町村連携推進会議が

４月15日、宮崎市内であったと伺っておりま

す。一部の新聞でも報道されています。その中

の首長さんの声として、こういう声が上げられ

ています。「地方の努力を求めるだけでは実効

性は上がらない。国に、財源、人材、情報の支

援ではなく、構造的な対策を同時に進めるよう

主張してもらいたい」、構造的な対策をしてく

れと、地方は精いっぱい合理化もして、これ以

上できない、これ以上まだ何かやるんですかと

いうような思いを込められたような気がいたし

ます。宮日の社説の中にも、地方が頑張っても

国の構造が変わらなければ、実効性は上がらん

のじゃないかということも指摘されているわけ

ですが、この意見に対して、知事のお考えをお
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伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これまでもさまざまな

地域振興策が行われてきたところであります

が、今回の地方創生につきましては、人口減少

問題を国全体の問題として捉えて、地方の活性

化と東京一極集中の是正をあわせて行うことに

より、問題の克服を図ろうという点が、これま

での振興策とは違うところであるというふうに

考えております。このため、本県におきまして

も、地方のモデルケースとなるよう、地域に根

差した政策をしっかり構築するとともに、国に

対しましても、東京一極集中是正に向けた全体

の方向づけや仕組みづくりに責任を持って取り

組んでいただきたいということで、若手知事の

グループや全国知事会など、さまざまなそうい

う集まり、また団体を有効に活用しながら国に

提言してきたところでありまして、実効性のあ

る地方創生の実現に、国、地方、双方の立場

で、全力で取り組んでまいりたい、そのように

考えているところであります。

○太田清海議員 知事、構造的な問題につい

て、もう少しどういった考えなのかというのが

聞きたいわけですが、私はいつも言っておりま

すが、構造的な問題というと、税の所得再配分

ということを基本的につくらないと、この国は

だめになっちゃうんじゃないかと。それともう

一つは、派遣労働、国のほうでも法案が通って

いくようですけれども、派遣労働という制度を

つくって以降、本当に価値を生み出す人たちの

そういうものが金属疲労を起こして、この国の

成長というものが本当に難しくなるんじゃない

かなと。将来、生活保護を受ける人たちもまた

ふえてきますよというようなこともありますの

で、私自身は、構造的な問題という意味では、

そのあたりを国が本当に真剣に考えていかない

といけないんじゃないかなという思いがありま

す。

それからもう一つ、気になることであります

が、これもマスコミに報道されていましたけれ

ども、実は、総務省が自治体に配る地方交付税

の算定方法を2016年から見直して、自治体に仕

事の効率化を促す方針を固めたというふうに報

道されています。こういう見直すということに

対して、知事のお考えをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税の算定方法

の見直しにつきましては、先日開催されました

経済財政諮問会議におきまして、総務大臣が表

明したというような報道があったところであり

ます。現段階では、その具体的内容までは明ら

かにされておりませんので、本県における影響

など、判断しかねるところでありますが、今後

も増加が見込まれる社会保障関係費を確保しな

がら、地域経済の活性化と財政健全化を進める

ためには、行政サービスをより効率的・効果的

に提供していく創意工夫を継続することが必要

であろうと考えております。地方においては、

民間委託など、都市部と同等の一律的な効率化

は困難なケースもあるというふうに考えられま

すので、地方の実情を踏まえた見直しが行われ

るよう、さまざまな機会を捉えて、国にも提言

してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 交付税の見直しについては、

自治体が合理化をしておれば交付税をふやしま

すよと、簡単に言えば。そんな感じに聞こえる

わけですね。知事が言われたとおり、今からの

議論もあるかもしれませんけれども、私は、地

方交付税というものが政策誘導のために使われ

てはいかんと思うんですよね。交付税というの

は、もともと足りない分は出しますということ
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ですから。だから、政策誘導に使ってはいけな

い。地方交付税というものは、財源保障機能、

もう一つが調整機能、この精神でやるわけです

から、どうも今の国のやり方というのは、法治

国家としてのそういう法理念に対する姿勢が物

すごく壊れてきているような気がいたします。

ぜひ、知事会等でもそのあたりもきちっと言わ

れて、地方を守るために頑張っていただきたい

と思います。

次に、福祉行政について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県内で発生した介護報酬不正請求の内容と発

覚した経緯について、お伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今回、３事業

所で事案が発生いたしましたが、昨年度におけ

る定期監査あるいは事業所の職員からの情報提

供による実地監査の結果、３つの事業所におき

まして、介護報酬の不正請求等が確認されまし

たことから、一定期間の新規利用者の受け入れ

停止と介護報酬の３割減額を内容とする行政処

分を行ったものでございます。不正請求等の具

体的な内容でありますけれども、実際には行っ

ていないサービスの介護報酬を請求したこと

や、介護報酬請求の前提となります定期的な利

用者・家族の状況確認を行っていなかったこと

などによるものでございます。

○太田清海議員 説明では、監査で見つかっ

た、それから内部からの通報でもあったという

ような感じでお伺いいたしておりますが、監査

で見つけたということであれば、県の職員、よ

くやりましたね、不正を防ぎましたね、という

か、あったわけですけれども、監査の技術も高

めないかんというふうに思います。実は、私の

ところにも、こういった、これはいかんじゃな

いかという意見もいっぱい寄せられています。

特に、介護保険料を一生懸命納めている人から

見れば、施設が真面目にきちっと不正なくやっ

ていただきたいという怒りもあると思うんです

よね。だから、きちっとこういうことが起こら

ないような対応をぜひしていただきたいと思い

ます。

私が知っている福祉事業所の中には、私たち

が不正をやっちゃいけない、間違いをやっても

いけない、間違いをやったときに、またその分

戻さないかんということで、県のほうに２カ月

に一遍ぐらい監査に来てくださいという真面目

な事業所もあるんですよ。本当に不正なことを

したらいかんという思いで。だから、ぜひ、そ

ういうところも含めてあるわけですから、二度

と起こさないということでアナウンスもせない

かんし、対応もしていただきたいと思います。

いわゆる公益通報者保護法というのが制定さ

れて、内部からきちっと報告してもらわにゃわ

からんところだってあると思うんですよね。こ

ういうのをきちっとさせていく必要があろうか

とも思うんですが、取り組みについてお伺いし

たいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 施設職員から

の情報提供は、施設入所者に対する適切な処遇

等を確保する上で、重要な役割を果たすものと

思っております。このような認識のもと、県の

担当者が施設職員に対する研修会の講師を務め

たり、あるいは監査の際には、施設長等の管理

職だけでなく、一般職員からも聞き取りを行う

など、日ごろから信頼関係の構築を図り、気軽

に県へ相談等ができる雰囲気づくりに努めてい

るところでございます。なお、施設内部の職員

から不適正な運営に関する情報が寄せられた場

合には、随時、実地監査等を実施しております
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けれども、その際には、情報提供者が経営者等

から不利益をこうむることがないよう、慎重な

取り扱いを行っているところでございます。

○太田清海議員 下関の障がい者施設でも虐待

事件があったわけですが、ああいう映像が出な

がらも、何で対応がさっさとできないものかな

という思いがあって、やはり内部からの通報、

公益通報者保護法というのがある中で、きちっ

とそういったのが、お互い未然に防ぐというこ

とで、何かそういった考え方を敷衍させていっ

ていただきたいなと思っております。県民から

見たときに、こういった不正があるというのは

本当に残念であり、怒りに近いものがあると思

うんですね。そしてまた、真面目な事業所も

いっぱいあることは存じておりますけれども、

私が危惧するところは、そういった理念のない

ところがふえていっちゃいかんよねという思い

もあるものですから、そこのところは、今後、

二度と宮崎県で起こさないということで、事前

の対応とか、厳しい対応も含めてしていくべき

ところはあろうかと思うんですよね。一応これ

は、そこだけにとめておきますけれども、よろ

しくお願いしたいと思います。

次に、職員のメンタルヘルス対策について、

総務部長にお伺いいたします。

職員のメンタルヘルス対策として、知事部局

に「こころの健康相談専門員」が配置されてい

ますが、その体制と相談実績についてお伺いい

たします。

○総務部長（成合 修君） 職員のメンタルヘ

ルス対策として、職員健康プラザに専門の職員

を配置し、精神科医や臨床心理士と連携しなが

ら、心の悩み等について相談体制を整えている

ところであります。この体制に加えまして、平

成26年度からは、出先機関の職員もより身近に

相談できるよう、新たに県内３地区に「こころ

の健康相談専門員」として保健師等４名を配置

し、さらに、今年度からは１名増員するなど、

相談体制の充実を図っているところでありま

す。相談の実績でございますが、面談を初め、

電話、メールなど、平成26年度の相談件数は、

相談者が複数回相談されるケースが多いもので

すから、延べにしますと538件となっておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ対策をお

願いしたいと思いますが、県警本部、それから

教育委員会部局にも、それぞれそういった対応

をきちっとされておるということは伺いまし

た。それで、実は、病院局のほうにそういった

体制をまだつくられていないというか、そうい

うのもありまして、ちょっとその辺の相談もあ

りました。知事部局以外の職員からの相談への

対応について、もう一度、総務部長にお伺いし

たいと思います。

○総務部長（成合 修君） 「こころの健康相

談専門員」は、知事部局のほうで配置している

ところでございますが、今御質問にありました

ような、他部局からの要請に基づき、知事部局

以外の職員につきましても、相談があれば受け

付けているところでございます。今後とも、職

員にとりまして気軽に相談できる環境づくりに

努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。他の部局から

の相談も受け付けるということですが、それは

垣根を越えてやられるということで、ぜひお願

いしたいと思います。

次に移ります。ふるさと納税についてお伺い

いたします。

ふるさと納税の昨年度と今年度の実績につい

て、まず伺います。これは商工観光労働部長に
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お願いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） ふるさと

宮崎応援寄附金、宮崎県版のふるさと納税でご

ざいますけれども、本県の魅力や特産品のＰＲ

等による地域の活性化など、さまざまな効果が

期待できますことから、今年度より、寄附され

た方に完熟マンゴーや宮崎牛、宮崎杉工芸品な

どをお礼の品としてお送りしているところでご

ざいます。この結果、昨年度１年間の寄附実績

は、33件の320万円でありましたが、今年度は６

月15日までの２カ月半で216件、1,436万円と

なっておりまして、昨年度１年間の実績を大き

く上回っているところでございます。

○太田清海議員 わかりました。ふるさと納税

について、私はこれまで意見は述べてきません

でした。県民の善意、ふるさとに送った人の善

意に期待するということですが、それはそれで

私はいいことだと思います。ただ、いろいろ経

過を見てみますと、税金が逆に減ってしまう自

治体もあったりとか、また、返礼品の問題で、

ちょっと過敏になっちゃいかんねとかいうのも

あるようですけれども、ふるさと納税のあり方

について、もう一度お伺いしたいと思います。

○総務部長（成合 修君） ふるさと納税制度

のあり方でございますが、本来、地方で生まれ

育ち、今は都会で暮らしておられる方々の「ふ

るさとへ恩返ししたい」という思いを寄附とい

う形で具現化し、導入された制度であります。

一方、寄附に対する返礼品として、地元のさま

ざまな特産品を広く知っていただくというよう

な、地域の活性化を図るために、この制度を活

用することも一つの方策ではないかと考えてお

ります。しかしながら、最近では、その返礼

品、いわゆる高価な特産品などの過熱ぶりが報

道されているところでありまして、総務省から

は、この制度の節度のある適切な運用について

の通知が出されているところでもあります。県

といたしましても、あくまで地方財政の基盤

は、税収など安定的な財源によるべきものであ

りますので、ふるさと納税制度の趣旨を尊重し

ながら、一方で、本県の特産品等のＰＲなどに

適切に有効活用してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。今、総務部長

の答弁の中で、税収など安定的なものに依拠し

てというような感じでお伺いいたしました。そ

こが、私も伝えたかったことなんですよね。実

は、地方財政法第４条の５に、寄附金の扱いに

ついてこういうふうに書いてあります。「国は

地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団

体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接で

あると間接であるとを問わず、寄附金を割り当

てて強制的に徴収するようなことをしてはなら

ない。」という寄附金に対する精神が、わざわ

ざ第４条の５でうたわれておるわけですよね。

これにふるさと納税が抵触するとは思いません

が、ぜひ、そういったところもあるんだという

ことを見ていただきながら、今、総務部長が言

われたように、県の財政を寄附金というものに

委ねていっていいのかどうかというブレーキ、

いわゆる財政というのは、きちっとした税制の

中で、きちっと所得再配分を行いながら、もう

一遍還元するよと、何かそういう制度であった

ほうがいいと思って言わせていただきました。

次に移りますが、福祉保健部長に介護保険に

ついてお伺いいたします。

介護保険の利用者負担額の軽減制度の内容と

手続について伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護保険の利

用者は、原則として、介護サービス費用の１割
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を負担することとなっておりますが、それが著

しく高額とならないように、一定の上限額を超

えた場合に、高額介護サービス費として払い戻

される軽減制度がございます。また、低所得者

に対しましては、所得に応じて、施設サービス

あるいは短期入所サービスにおける食費及び居

住費につきまして、限度額を超える分が軽減さ

れる制度がございます。さらに、生計が困難な

低所得者に対しましては、社会福祉法人、また

は市町村が経営いたします介護老人福祉施設等

が負担軽減を行う制度がございます。これらの

軽減制度を利用するためには、いずれも利用者

が市町村に申請を行う必要がございます。

○太田清海議員 私が聞くところによると、軽

減の申請漏れがあるのではないかと。これが

もったいないじゃないが、県民の側から見た

ら、きちっとしていかないかんというふうに思

うわけです。特に高額介護サービス費について

は、自治体のほうから、本人宛て通知を１回出

すところ、２回出すところとか、いろいろある

ようでありますが、確かに請求漏れがないよう

に対応はされていると思いますが、受け手の側

がその文書（コンピューター用語で書かれたは

がきとか）を十分理解できないという人たちも

存在するのかなと思います。申請漏れがあって

はいけないと思うが、どういうふうな対応をさ

れているのかということをお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 取り組みです

けれども、高額介護サービス費につきまして

は、今お話もありましたように、市町村が対象

者全てに制度内容や手続に関する通知を送付し

ており、申請が行われない場合には、再度、通

知等を行っております。一方、低所得者等に対

する軽減制度につきましては、利用者は入所施

設等に対して軽減後の費用を支払うことになる

ため、当該施設等を通じて、軽減制度について

周知されているところであります。また、各市

町村におきましては、軽減制度全般について、

広報紙等で周知を図りますとともに、電話や窓

口での個別の相談にも応じております。県とい

たしましても、各種の軽減制度が適切に利用さ

れますよう、市町村との連携を図ってまいりた

いと考えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ軽減漏れ

がないよう、私ももう少し具体例を調べていか

ないかんところもあるんですが、そういう声を

聞きましたので、制度として伺わせていただき

ました。

次に、国体招致についてお伺いいたします。

２巡目国体を見据えて、スポーツ振興につい

てどのようにお考えなのか、これは教育長にお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、県民の皆

様に元気、勇気、感動を与える競技スポーツの

推進と、県民の皆様、誰もが参加し、スポーツ

に親しめる生涯スポーツの推進の両方を大切に

しながら、スポーツの振興に積極的に取り組ん

でいるところでございます。現在、２巡目の国

体を見据えて取り組みを進めておりますが、国

体は、アスリートの育成という観点から意義が

あることはもちろんですが、一方では、国体を

契機に、子供たちから高齢者の方までがさまざ

まなスポーツと接することができ、それぞれの

方が好きなスポーツを見つけるきっかけとな

り、スポーツをする、スポーツを見る、スポー

ツを支えるなど、幅広いスポーツ文化を醸成す

るよい機会にもなると考えております。今後と

も、県民の皆様が、いつでも、どこでも、いつ

までも、豊かなスポーツ文化を楽しんでいただ
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けますよう、長期的・総合的な視野に立ち、ス

ポーツの振興を図ってまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 わかりました。今、教育長の

お話の中でも、子供からお年寄りまで楽しめる

という気持ちを言われました。実は、いわて国

体が来年ありますが、岩手のほうに視察に行っ

てまいりました。あそこは震災の被害を受けた

ということで、国体自身も取りやめ、返上しよ

うかというのがあったそうですが、やってみよ

うということになったそうです。「順位はどう

いうような目標を立てていますか」と言った

ら、「８位以内に入ればいい」というようなこ

とを言われておりまして、１位じゃなくて８位

以内とか言うと、私はおおらかでいいなと逆に

思ったわけです。スポーツというのは、本当に

一生懸命すれば、１位を目指していかないかん

というのは、県内でもそういった活動をされて

いる方もいらっしゃいますので、それはそれで

いいと思いますが、おおらかな順位というの

も、宮崎ならではというのもあるのかなと思っ

たりいたしました。

というのは、私の経験として、私も高校まで

テニスをやって、実は私自身、昭和43年、県大

会で団体戦優勝して、当時の広島大会、インタ

ーハイに出場いたしました。団体戦優勝して、

翌日は個人戦だったんですが。そういう部活で

指導された先生は、先生でなくて、当時、事務

職員の先生。私たちは、言葉がいいかどうかわ

かりませんが、事務官先生と呼んでおりまし

た。その方は、本当に、スポーツをするのも楽

しくやれというようなことでやってくださった

ものですから、私は本当に伸び伸びとやれまし

た。九州大会に行ったら、九州大会の名門校

が、生徒が失敗したらラケットのグリップでた

たいて子供が逃げている、そんなのを見たと

き、これはどうだろうかなという思いもしたも

のですから、楽しいスポーツを教えてくれた矢

野事務職員の先生に感謝をいたしております。

こんな話を渡邊病院局長としたら、「実はそ

の大会には私もいたんだ」と言われたんです

ね。びっくりして聞いてみたら、実は、私は団

体戦で優勝して、翌日個人戦、個人戦でも優勝

したいと思ってやっていたら―個人戦はベス

ト８まで行かれるんですよ―ベスト８になっ

たら日が暮れて、球が見えないからこれで終わ

りとなって、とうとう準決勝、決勝戦とか行わ

れずに、その８までが行くということになった

んですね。そんな話をしたら、「私もその中に

いたんだ。ベスト８に選ばれたんだ」と、しか

も２年生なんですね。私は３年生。あの大会の

２年生というと、３年生を打ち負かして残って

くるというのは、相当な技量を持っている方だ

と思います。こんな話をすると質問時間がなく

なりますから、一応紹介ということにしておき

ますが、そういう青春の１ページがあのコート

の中に―50年前のことですけれども、渡邊病

院局長との出会いがあったんだなと思いまし

た。それがスポーツのいいところだと思いま

す。

次に、２巡目国体に向けて、教員採用のあり

方について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） スポーツの振興を図

るためには、すぐれた指導ができる質の高い教

員を確保することが重要でございます。採用に

当たっては、競技力だけではなく、教師として

の資質もしっかり判断して採用することが大切

であると考えております。本県では、スポーツ

分野の秀でた技能・実績を有する選手及び指導

者を確保するため、平成９年度採用から教員の
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特別選考を導入しておりますが、その選考で

は、スポーツの実績だけではなく、模擬授業や

個人面接、集団討論などにより、教師としての

資質をしっかり確認し、採用いたしておりま

す。今後とも、スポーツに対する熱意ととも

に、子供たちに対する愛情と情熱、そして使命

感を持つすぐれた人材を、本県が招致を要望い

たしております平成38年度の国体開催も見据え

ながら、計画的に確保してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 これは、今言われたとおり、

教師としての資質といいますか、そういったと

ころを見てやりますよということでありますか

ら、わかりました。ただ、大量に採用した場

合、次の年度の若い体育の先生を採用すること

が難しくなったりとか、そういう難しい問題も

あろうかと思いますので、その辺も見ていただ

きながら、採用をお願いしたいと思います。

次に、もう一度、福祉保健部長にお伺いいた

します。聴覚障がい者の意思疎通を支援するた

めの新たな取り組みについて、お伺いしたいと

思います。これは、知事提案説明要旨の中にも

説明がありました。これは、不特定多数の参加

が見込まれる県主催の会議等に手話通訳者や要

約筆記者の派遣・配置を行うということで、そ

の環境整備をするということを言われました

が、私もここは非常に目立って気をつけており

ました。その取り組みについてお伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 聴覚障がいの

ある方々が、日常生活において、より円滑に情

報を得ることができますよう、今回の補正予算

において新たな事業をお願いしているところで

ございます。具体的には、一般県民が多数参加

する県主催の行事へ手話通訳者や要約筆記者を

派遣したり、あるいは、窓口業務において一般

県民と応対する機会の多い民間事業所の従業員

等を対象とした手話学習会を開催することとし

ております。

○太田清海議員 そういった手話通訳者の人た

ちが、例えば銀行とかいろんなところに来て、

ちょっと話ができるだけでも、障がい者の人た

ちの心が物すごく開けるんですよね。ぜひ、い

ろんな対応をしていただきたいと思います。私

も、正式な講演会のときには、必ず手話通訳者

をつけてやっております。知事もそういう思い

で、力を入れるということでも表明されており

ましたので、ぜひ取り組みをお願いしたいと思

います。また、要約筆記という人たちも、物す

ごい能力を持ってされておるということも、も

う少し知らしめないかんのかなと思います。

それから、実はマスコミで知ったんですが、

宮崎市内のＭＪＣという企業が、東京都の北区

議会に文字変換する機材を入れたということを

聞いております。特に宮崎の企業が、東京都の

北区で、そういった機材を発明されておろした

わけですから、何かこういうのも助けてあげた

いなというような気もいたしまして質問いたし

ます。そういった本県の企業が聴覚障がい者用

の音声変換システムを開発したということであ

りますが、本県での公的な施設に導入してはど

うかと思いますが、福祉保健部長、再度お願い

いたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障がい者の自

立や社会参加に向けた取り組みを進めていく上

で、障がいを克服・軽減するための福祉関連機

器が開発されるということは大変重要であると

思っております。また、今回のシステムを本県

の企業が開発されたということを大変うれしく

伺ったところでございます。今回、東京都北区
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において導入されました聴覚障がい者用の音声

変換システムにつきましては、モデル的に開発

されたものであり、現時点では、一般には流通

していないとお聞きしているところであります

ので、今後、システムの機能や特性等につい

て、より詳細な情報収集に努めてまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

最後になりますが、投票制度について、選挙

管理委員長にお伺いいたします。

住所移転によって選挙権がなくなって、選挙

の投票ができなくなるケースがあるというふう

に伺っております。そのケースについてお伺い

したいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 地方公共団

体の選挙で選挙権を持つには、引き続き３カ月

以上その区域内に住所を有していることが必要

となります。これは、その団体の住民として選

挙に参加するには、少なくとも一定期間そこに

居住し、ある程度、その地域の実情に通じてい

る必要があると考えられるからです。この場合

の住所とは、単に住民登録があるだけでなく、

その住所を生活の本拠としている必要がありま

す。このため、市町村の選挙については、市町

村をまたいで住所移転した場合、移転と同時

に、旧住所地における選挙権はなくなり、新し

い住所地についても、３カ月を経過するまで選

挙権がないことから、新旧いずれの市町村の選

挙も投票できない期間が生ずることになりま

す。これは、県の選挙について、県をまたいで

住所移転した場合も、同様の取り扱いとなりま

す。

○太田清海議員 選挙権というのは、ある20代

の女性の方が裁判も起こしておられるようです

けれども、県の職員の場合は、公の命令で椎葉

に行ったとか東京事務所に行ったということに

なってくると、自分の住んでいたところの選

挙、相手先の選挙もできないとか、それから、

東京事務所に行ってしまえば、県会議員の選挙

までできないというようなことで、命令で行か

されて選挙ができないというのは、将来、改善

していただくといいなと。私、総務部長には、

このことを多少、５月１日異動とかあんな感じ

の手法とかとれないものかなと思いましたが、

それはコンプライアンス上おかしいということ

もわかりまして、そういった選挙権がなくなる

人たちの問題について、選挙管理委員会でも、

ぜひ国のほうに法令改正の要望なり研究してい

ただきたいなと思っております。

それから、選挙権年齢を18歳以上に引き下げ

られたということでありますが、高校３年生の

一部に選挙権が付与されることで、学校現場の

混乱がないようにどのような配慮をするのか、

教育長の考えをお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 18歳への選挙権が認

められたことで、学校においては、政治的教養

を身につけさせる教育の充実がさらに重要に

なったと考えております。具体的に申し上げま

すと、どの政党を選んで、どの候補者に投票す

るか、生徒が情報等をきちんと自分で判断し、

投票できるような力を身につけさせるための指

導が一層求められるということになります。

一方、教育基本法では、「学校は、特定の政

党を支持し、又はこれに反対するための政治教

育や政治的活動をしてはならない」とされてお

りまして、教師は、政治的中立を確保しなが

ら、生徒にどのような情報をどのように与える

のか、また、生徒の議論の深まりをどう教師が

コントロールしていくかなど、整理すべき課題
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もございます。

現在、文部科学省が、高校生の政治活動を制

限してきた通知の見直しとともに、選挙等に関

する副教材を作成していると伺っております。

県といたしましては、この通知や副教材等にお

いて、学校での指導の基準を、国が何より明確

に示していただくということを期待いたしてお

ります。今後、国の動向を注視しながら、校長

会や担当者会を通して、丁寧に、慎重に、かつ

適時に、各学校を指導してまいりたいと考えて

おります。

○太田清海議員 これは、たびたびほかの議員

の方も質問しておりますが、来年の参議院選

挙、７月ごろ行われるということであれば、高

校３年生の中の４月、５月、６月、７月生まれ

の一部分の人たちに選挙権が付与されて、その

他の人たちはない。「おまえ行くのか。俺は行

かんでいいとよね」、そういう状況というのは

あるわけですが、中には、部活でその日は熊本

に行かないかんとか、ラグビーの試合があって

とか、投票日に行けない人がおる。それはもち

ろん、期日前というのがあろうかと思います

が、ただ、期日前といっても、市町村の選挙で

は、市町村議の選挙は日曜が挟まれませんの

で、授業が終わって６時以降に親御さんに連れ

ていかれてとかいうこともあるかもしれませ

ん。そういった混乱もあろうかと思いますの

で、ぜひ対応をよろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、最後にしますけれども、私の父も

実は明治生まれの先生でありました。戦前のこ

とは私たちには言ってくれませんでしたけれど

も、母が「米英鬼畜と言ってね、あんなふうに

教えられたのにね」と言ったのに、父は黙って

おりました。やっぱり一つの何か心につらいも

のがあったのかなという気がいたします。私に

は、学問というもの、学者とかそういった人の

考え方、学問に対する政治家の見方が、もう少

し尊敬の念を持って見られたほうがいいのでは

ないかなという思いがあります。先生方も、苦

しんできた先生もいらっしゃる、今でも良心的

に悩んでいる先生もいらっしゃると思うんで

す。そういう世の中をぜひよくしていきたいな

という思いで質問させていただきました。あり

がとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。ちょっと時間が早く終わられました

ので、後ろにまだ移動中かと思いましたら、皆

さんおそろいで、傍聴の方がおそろいというの

はちょっとびっくりしましたけれども。きょう

も地元のほうからたくさん県議会の傍聴に来て

いただきましたことに、まず心から感謝申し上

げます。ありがとうございます。

早いもので、改選が終わってから、はや２カ

月、３カ月が過ぎようとしているわけなんです

けれども、現在の県政課題を調査し、いろいろ

な対応を考えることも大切だと、いつも思って

おります。何より課題を正確に捉えること、把

握すること、そして、それに対する施策が適正

であるかどうかということを、私たちは常に考

えていかなければならないと思います。

中国の古典の易経の中で、時中することが大

事であると言っております。時中というのは、

時に中る（あたる）、時中の反対が時流という

言葉です。時流に乗る、流行を追いかけていく

と、時の中心に身を置いている錯覚とともに、

流れに巻き込まれ、物事の本質を次第に見失

う、そのときの流行に流されることであり、大

きな間違いのもととなるということでありま
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す。その反対の時中するとは、不易の判断であ

る真理を通すことであり、洞察力、先見性を

もって大局的に考え、そのとき、その場、その

立場での適切な判断と行動をとることであり、

時に世の流れとは反対のことを選択しなければ

ならないこともあります。

また、物事をなし遂げるために必要だと思う

こともあります。論語の中で、孔子が自分自身

のことを表現するところがあります。孔子の弟

子・子路が、孔子という人はどういう人かと聞

かれたところ、答えられなかった。そのことを

知った孔子が、自分のことを次のようにあらわ

しました。「憤を発しては食を忘れ、楽しんで

は憂いを忘れ、老いの将に至らんとするを知ら

ず」、「憤を発しては食を忘れ」、学問に集中

しては食事をするのも忘れ、「楽しんでは憂い

を忘れ」というのは、疑問が解けて楽しんでい

ては心配事も忘れてしまう、そして「老いの将

に至らんとするを知らず」、まさに老年の迫っ

ていることも忘れてしまう人だと。寝食を忘

れ、一つのことに打ち込んでいく、寝ても覚め

ても考え続ける、そういう強い意志がなければ

事をなすことはできない、そういう教えではな

いかと思います。

今回の質問に当たり、本県の現状について、

改めてさまざまな角度から考察し直してみまし

た。少子高齢化、人口減少、経済格差、インフ

ラ整備など、その多くの部分で他県に対しおく

れをとっていると言わざるを得ない本県ではあ

りますが、常に将来を見据えたビジョンを持っ

て取り組んでいきたいと思います。そこでま

ず、知事にお伺いいたします。直近で大きな経

済効果が期待される2020年オリンピック・パラ

リンピック東京大会に向け、まずは本県が今ど

のように取り組んでいらっしゃるのか、知事に

伺います。

そして、重ねまして、ことし５月から10月に

かけ、約半年間開催されていますミラノ国際博

覧会について、本県は９月に出展の予定であり

ますが、このミラノ万博出展の目的は何か。ま

た、ヨーロッパの方々が感動するような宮崎の

メッセージというものをつくり上げることが大

事だと思いますが、県はどのように発信してい

くのか、同じく知事に伺い、後の質問は質問者

席より行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、2020年オリンピック・パラリンピック

東京大会に向けた本県の取り組みについてであ

ります。2020年オリンピック・パラリンピック

東京大会につきましては、全世界の注目が集ま

り、観光面やインフラ整備など大きな経済効果

が期待されております。その効果を全国に波及

させるとともに、一過性のものとせず、我が国

全体の活力創出につなげていくことが重要であ

ると考えております。このため、本県におきま

しては、「みやざき東京オリンピック・パラリ

ンピックおもてなしプロジェクト」を推進して

おり、大会・合宿受け入れなどの協力、杉の利

活用技術の提案、本県が誇る食材の提供、神楽

などの伝統文化等の披露といった本県の強みを

生かした東京大会への貢献のほか、外国人の誘

客の強化やスポーツ人材の育成などに取り組ん

でいるところであります。

次に、ミラノ国際博覧会についてでありま

す。ミラノ国際博覧会におきましては、本県の

豊富な農林水産物を初め、伝統、文化、観光資

源など、宮崎の魅力を世界にアピールするとと

もに、万博出展を契機として、県内の食関連産

業のグローバル展開を図ってまいりたいと考え
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ております。なお、出展に当たっての考え方に

つきましては、開催地ミラノを初めとするヨー

ロッパは、価格よりも質を重視する、あるい

は、物にかかわる人や歴史などに着目する傾向

があるものと考えております。このため、「日

本のひなた」宮崎の豊かな自然に育まれた安全

・安心・高品質な食材やそれを生産する技術、

さらには、その背景にある神話や文化・風土な

どの魅力について、生産者の思いやこだわりが

伝わるような映像や料理専門家によってアレン

ジされた料理の実演・試食、そして海外初とな

る銀鏡神楽の演舞など、ヨーロッパの方々の心

に響く、工夫を凝らした展示をすることで、宮

崎のすぐれた「食」への理解と評価を高めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○二見康之議員 今回のミラノ万博なんですけ

れども、日本館の出展のテーマは「共存する多

様性」というふうになっているそうです。メー

ンメッセージとしては、「日本の農林水産業や

食を取り巻く様々な取り組み、「日本食」や

「日本食文化」に詰め込まれた様々な知恵や技

が、人類共通の課題解決に貢献するとともに多

様で持続可能な未来の共生社会を切り拓く」と

いうことで、サブメッセージが、「いただきま

す、ごちそうさま、もったいない、おすそわけ

の日本精神が世界を救う」と。食に関すること

だけじゃなくて、そこからどう私たちは生きて

いくか、そういうメッセージを送っていきたい

という趣旨なのかなと思います。

文部科学大臣である下村大臣があるインタビ

ューで、御自身の志について次のように話され

ておりました。

私の志は21世紀を日本の時代にしたいと

思っている。それは国粋主義や国家主義的な

見地から言っているのではなくて、今の人類

社会に起こっている紛争や戦争、優勝劣敗、

弱肉強食の価値観に基づく西洋文明はもう限

界に来ているからである。環境破壊、資源の

争奪が絶えず、その先に人類の未来はない。

日本流のやり方は白黒をつけずに曖昧にし、

お互いを生かそうとする。これはわかりにく

いし、だからだめなのだと言われてきたが、

逆に、これこそ解決困難な問題を処するため

の英知なのだと思う。原理主義はしばしば独

善に陥り、世界をテロの脅威にさらす。独善

的排他主義になり、無益な紛争を生む。今、

世界が日本の文化に注目しつつあるのは、多

様性の受容や共生の思想を持っているからで

ある。

と、途中幾らか省略いたしましたけれども、そ

のようにお話しになられたそうです。

これはミラノ万博について話されたものでは

ありませんが、今、人類が直面しているさまざ

まな課題をいかに解決するか。ミラノ憲章にも

掲げられている飢餓対策、飽食、肥満問題、グ

ローバル課題など、西欧諸国がこれまでの方針

とか主義に疑いを持って、日本のよさが求めら

れている今こそ、経済的な利益のみでなく、日

本の文化の真のすばらしさを伝えること、それ

が、先ほど易経の中で紹介しました時中するこ

とではないかなと思うわけであります。心に響

く工夫をされるということでありましたけれど

も、とても難しいかもしれませんが、県として

も重点的に予算を充てていらっしゃる取り組み

ですので、持てる限りの力を最大限に引き出せ

るように、残りの期間しっかり集中して、他県

にはない、本県が日本の代表であると評価され

るぐらいのものができるように頑張っていただ

きますよう、お願いいたします。
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また、東京オリンピックについてであります

が、本県は多角的に活用を考えていらっしゃる

ということです。その中に、「本県が誇る食材

の提供」というところがありました。先日、東

京オリンピックについて、本県の食材の売り込

みはどのようにしているのかという質問を受け

たんですけれども、その方がおっしゃるには、

以前、ヨーロッパで開催されたとき、現地の大

使館に勤められていた方の話によると、開催５

年ぐらい前から、選手や関係者の食事の提供に

ついて検討されていたそうです。2020年開催と

いうことは、まさに今がその５年前に当たるわ

けなんですが、現在、このことについてどのよ

うな状況なのか、非常にいろんな情報が欲しい

ところでありますが、これにどう対応していく

かということが大切だと思います。そこで、こ

の対応を考えるべく、さまざまなところから情

報収集をしなければならないと思いますが、最

も身近な、日本国内でのオリンピックの開催と

いえば、1998年の長野オリンピックではなかっ

たかと思います。そのときにおける選手村等で

の食事の提供についてどうだったのか、総合政

策部長に伺います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 長野オリン

ピックでは、参加選手・役員約5,000人、報道関

係者約8,000人に対する食事の提供が行われまし

て、選手村やメディア村などの食堂施設におい

て、約62万食が提供されております。食事の提

供体制につきましては、開会の約１年半前に事

業者が選定され、大会の運営主体である組織委

員会と委託契約を結び、メニューの検討、食材

の選定・調達等を行っておりまして、メニュー

の内容に関しては、日本や長野の食文化の紹介

も重視されております。

○二見康之議員 長野オリンピックといいます

と、選手村というか会場のほうで県民歌が流れ

たときに、いろんなところからそれを歌う、合

唱する声が上がったというのが、たしかその当

時あったと思います。前も質問させていただい

たんですけれども、長野は県民歌を学校の中で

非常に教育に取り組んで教えていっているの

で、県民のほとんどが知っているというような

ことでありました。今、宮崎県議会のほうで

も、ぜひ県民歌を率先して普及していきたいと

いう取り組みをしようとしています。

それは余談でしたけれども、62万食といいま

すと、相当な量の食事の提供がされるわけなん

ですが、ここにどう宮崎がアプローチしていく

のかということは非常に大事な部分だというふ

うに思います。また、開催の約１年半前に事業

者が選定されるということでしたけれども、で

は、それに向けて、本県の食材等の売り込みを

現段階からしっかり検討して、また、世界各国

の選手や関係者の方々に喜んでいただけるよう

な方法を考えなければならないと思いますが、

どのように取り組んでいかれるのか。これは知

事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会につきましては、本年

２月、大会組織委員会において大会開催基本計

画が策定されたところでありまして、飲食につ

いては、多様性と調和への配慮や日本食の質の

高さをアピールするなどの方針が示されたとこ

ろであります。今答弁のありました長野オリン

ピック・パラリンピックの例を見ますと、今

後、運営に関する具体的な計画が策定され、食

材の調達等に関する具体的な指針が示されると

思われますので、全世界の注目が集まるこの大

会を、本県が誇る食材・食文化などの磨き上げ

と発信の好機と捉え、関係団体と連携を深めな
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がら、情報収集や国などへの提案・要望に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 できることならば、具体的指

針等の中に本県の要望することが入っていくと

非常に喜ばしいかなと思うので、そういったと

ころの視点も踏まえながら取り組んでいただけ

ればなと思います。また、先日の日高博之議員

の質問にありましたアスリートフードについて

の取り組みも、非常に大事な部分だと思います

ので、私からも重ねてお願いしたいと思いま

す。

次の質問に移ります。熊本国税局における酒

類鑑評会がこのほど行われました。これは、熊

本国税局管内で製造された清酒及び本格焼酎の

品質評価を行い、その結果に基づき、特に優秀

な酒類製造技術を有すると認められるものを顕

彰することにより、製造技術基盤の強化及び品

質向上を図り、酒類業の健全な発達に資するこ

とを目的とするものであります。先週の新聞を

見ましても、この優等賞を受賞された焼酎の広

告が載せられているものもありました。この鑑

評会は、酒造業にとって最もスタンダードな評

価であり、この受賞をもって商品の品質の高さ

をアピールするものであります。

基本的に、この鑑評会において評価されるよ

うに努力していくことは重要であると思いま

す。平成27年の鑑評会の結果を見てみますと、

出品数について、熊本が42点、大分が27点、宮

崎が52点、鹿児島が127点と、２番目に多い出品

数ではありましたけれども、同じ焼酎文化圏を

持つ鹿児島の半分にも満たなかった。また、そ

の出した数に対して受賞した割合、これが熊本

が0.4、大分が0.7、宮崎が0.23、鹿児島が0.41

と、平均が0.4なんですけれども、それを割った

のは宮崎県だけだった。これは、やはりちょっ

と厳しいところがあるのかなと。昨年は0.35

だったそうです。この鑑評会は、先ほども申し

ましたように、非常に商品の品質の高さをアピ

ールできる大切な評価制度であるというふうに

考えます。熊本国税局の酒類鑑評会において、

本県の焼酎の結果が芳しくありませんでした。

これをどう認識していらっしゃるのか。また、

今後、焼酎の品質向上に県はどう対応していく

のか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 熊本国税

局の酒類鑑評会における本県の本格焼酎の優等

賞は、ことしは12銘柄であり、一昨年、昨

年、21銘柄でありまして、減少しております。

指摘がありましたとおり、焼酎は、本県製造業

の中で大きな地位を占める重要な産業でありま

す。鑑評会での入賞は、品質の高さを示すもの

でありますので、入賞数が減少したことは大変

残念であると思っております。個別の審査内容

は公表されないため、現時点で詳細な分析はで

きておりませんが、県といたしましては、今後

とも、食品開発センターと製造業者で組織して

いる製造技術に係る研究会での研修や情報交

換、あるいは個別企業に対する技術指導、さら

には、酒造組合との連携などをより積極的に展

開することなどによりまして、できるだけ的確

な分析を行うとともに、今後の品質の確保・向

上を支援してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 今度ミラノ万博に出展される

ものもあると思うんですけれども、そういった

ときに、これを受賞しましたと言えるのか言え

ないのかというのは、非常に大きなポイントに

なると思うんですね。やはり公的なところから

評価されるということは、大事なポイントだと

いうふうに思います。

また、担当の方といろいろお話ししていて、
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その中でも出たんですけれども、評価を受けら

れるか受けられないかというのは、実は非常に

微妙なところがあるというか、紙一重の差で今

回は逃した部分もあるんじゃないかということ

だったんですね。ただ、それであるから、ある

意味、宮崎は低いんだという認識じゃなくて、

次に向けて頑張っていけばいいじゃないかとい

うことなんですけれども。だからこそ、紙一重

を勝ち切るプロ意識といいますか、そういった

ところが必要なんだと思います。

テニスの錦織圭選手のコーチのマイケル・

チャンという方が、「トッププロの実力の差は

紙一重だ」と。世界ランキング１位とか２位と

か20位とかありますけれども、その中でも、ラ

ンクはあっても実力差は伯仲している。ちょっ

としたところで勝敗が決まる。それぐらいプロ

の世界というのは厳しいものであり、こういう

商品開発とか鑑評会における評価というのも、

そういうものがあるんだと思います。だからこ

そ、しっかりこのことを肝に銘じて、来年の鑑

評会に向けて取り組んでいただきたいと思いま

す。

次の質問に移ります。次は、ジェトロ事務所

の設置についてお伺いしたいんですけれども、

ことしの４月３日の全国統一地方選の告示日、

朝刊をいつものようにめくっておりましたら、

知事がジェトロ宮崎貿易情報センター設置要望

書を提出されたという記事を目にしまして、こ

の２年間、ずっとお願いしてきた私にとりまし

ては、非常に感慨深いものもありましたし、選

挙の話の中で、私はこれを取り上げていいのか

なというぐらい、いいタイミングをもらったと

いう気もするんです。ただ、話の中はずっと段

取りをつけながら頭で考えていますので、いき

なりそこに組み込むというのはなかなかできな

くて、うまく伝えることはできなかったわけな

んですが、私は非常に喜ばしいことだと思いま

すし、これからの活用について非常に期待して

いるところであります。

ジェトロ事務所の設置については、昨年６月

議会で、県内企業等から幅広く意見を聴取され

ているということでしたけれども、その結果は

どうだったのか。そして、この要望に至ったの

か。そして、これを今後どう活用していかれる

のか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県では、

ジェトロ事務所の設置に向けまして、輸出に取

り組む企業や関係団体等を訪問するなどしまし

て、さまざまな意見を伺ってまいりました。そ

の中で、企業からは、「現地の制度や規制等に

ついて、詳細な情報を収集したい」「現地情報

に詳しいスペシャリストに相談したい」、さら

には「商談会後のフォローアップのシステムが

必要」など、事務所設置に期待する声が多く聞

かれました。このため、本年４月に、御紹介が

ありましたとおり、知事がジェトロ本部に対し

て設置要望書を提出するなど、早期の事務所設

置を働きかけているところでございます。

今後、事務所が設置されましたら、企業の要

望等も踏まえまして、アドバイザーによる貿易

投資相談や各種セミナーの開催、海外とのネッ

トワークを活用したバイヤーの招聘や展示会の

出展支援、さらには、有望企業に対する商談か

ら契約締結までの一貫支援など、ジェトロとの

連携を十分に図りながら、県内企業の海外展開

を積極的に支援してまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 私も地元のほうで国外に輸出

されている方と話をしたときに、一番現地の情

報が欲しいとか、制度が変わったことについて
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の説明というか情報が欲しい。この間、台湾の

ほうも制度がちょっと変わりましたよね、基準

が。そういったときにどう対応すればいいのか

とか、そういったときに相談できる機関が本当

に身近にあるということは、何より心強いとい

うふうに思います。そういったところを本当に

生かしながら、宮崎県のいいものをどんどん世

界にアピールできればなと思います。

ただ、残念なのが、10月ごろの設置予定とい

うことなんですけれども、ミラノ万博とかアヌ

ーガ2015の食品見本市、ここにもぜひ宮崎事務

所と一緒に取り組んでいけたらなという思いが

あり、どうしてもそこが残念でなりません。行

動を早くすることがいい結果を生むという「行

に敏なれば益多し」、行動が早ければ、その

分、得る利益というものが、少しだけれども多

いかもしれない、そういったところも今後考え

ながら取り組んでいただきたいなと思います。

次に、ものづくり補助金について伺います。

これも、これまで追いかけて質問させていただ

きましたが、県当局並びに中小企業団体中央会

のほうの体制も整い、また意欲的な活動によっ

て、非常にその努力というものの結果があらわ

れてきているのではないかと思いますが、先日

も１次募集の締め切りがあったというふうに

伺っております。本年のものづくり・商業・サ

ービス革新事業の応募増加に向けた取り組み及

びその状況について、現在どのようになってい

るのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 国のもの

づくり・商業・サービス革新事業につきまして

は、地域事務局を担います県中小企業団体中央

会におきまして、国の26年度補正予算の成立

後、直ちに県内各地で５回、公募説明会を開催

するほか、個別に企業を小まめに訪問するなど

の取り組みを行っていただいております。ま

た、県では、関係団体や金融機関等を通じまし

て事業の周知を図るほか、メールマガジンを活

用し、企業に直接、公募の情報が届くように取

り組んだところであります。さらには、県産業

振興機構の総合相談窓口等において、当事業を

活用した今後の事業展開も含めて、個別に指導

を行うなど、関係機関がオール宮崎の体制で取

り組んでまいりました。

過去２年に、県内においては500件の応募があ

りまして、そのうち199件が採択され、事業を展

開しております。今回の第１次公募におきまし

ては、九州内で福岡県に次ぐ194件の応募があ

り、また、これも福岡県に次いで九州２番目の

多さでありますが、82件が採択されたところで

ございます。

○二見康之議員 すごい結果だなというふうに

思うわけなんですけれども、鹿児島、熊本、大

分と比較しながら、本県の立ち位置というのを

見るのも大事でしょうし、また、宮崎県独自で

考えた数値指標といいますか、その取り組みの

検討というのも非常に大事だと思いますが、本

当にここ数年、頑張っていらっしゃるなという

のをよく感じます。やはり、された後のアフタ

ーフォローも、その辺がちゃんと下支えになっ

て、ずっとそれが継続的につながってきてい

る、いい流れができているなと思いますので、

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

次に、都城についての地域の話なんですけれ

ども、都城総合庁舎の職員駐車場の活用につい

てお伺いしたいと思います。都城駅前にありま

す都城市総合文化ホールは、大ホールで1,500

名、中ホールで600名入る大きな施設なんです

が、このホールに隣接する駐車場が非常に狭い

と。つくる当初から駐車場問題というのはいろ
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いろ議論がありまして、市議会のほうでも取り

上げられております。

先日、知人からの相談を受けまして、中ホー

ルでイベントをするということだったんです

ね。そうしたら、あいておったはずの大ホール

に予約が入って、同じ日に、同じ時間に行事を

することになってしまったと。そうしたら、駐

車場の確保が心配になってきたということで、

どうしたらいいかという相談を受けました。私

は以前、県の総合庁舎のところの駐車場をお借

りできるというのを聞いたことがありましたか

ら、そのようにお伝えしました。そうしたら、

言ってみたら貸してもらえなかったという連絡

がこちらにありまして、私も、県の総合庁舎の

ほうに相談に行ったんですけれども、行政財産

の取扱要領というものに規定されておりまし

て、一般の民間人には貸せないという返答でご

ざいました。

都城文化ホールの駐車場の問題というの

は、10年以上の課題でありますので、市のほう

と県のほうと、うまくやりとりされているんだ

ろうなと思ったんですけれども、そうではな

かったということを今回気づけただけでもよ

かったなと思うんです。この問題は、ホールを

使用するのが公的な機関だったら貸すことはで

きますよ、ですが、民間の方が主催する事業

だったらだめですというようなことなんです

ね。けれども、文化ホール事業ということを全

体として見ていただいて、行政財産の本来の使

用目的というものを妨げない程度に、例えば土

日祝日など、皆さんが使われないあいている時

間などは、ぜひ市のほうと協定を結ぶなどし

て、都城市総合文化ホールで行われる事業に協

力していただきたいと思うわけでありますが、

県のお考えを総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 民間企業のほうに

お貸しできなかったというケースでございます

が、県が管理します財産のうち、いわゆる公用

のために使用する行政財産につきましては、行

政目的の達成のために利用されるべきものでご

ざいますが、その用途または目的を妨げない限

度において、他の地方公共団体などに使用許可

をすることが認められているところでありま

す。議員の御質問にありました総合庁舎の職員

駐車場でございますが、お話にありましたよう

に、市と協定を結ぶなど年間を通じての使用

は、災害時の緊急対応や他の利用者との関係も

ございますので、難しいところでございます

が、現行の許可基準においても、地方公共団体

や公共的団体へ個別に使用許可することも可能

でありますので、具体的な相談がございました

ら、対応してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 もちろん県が使うときに、そ

こを無理に貸してほしいということではなく、

また、文化ホールも常時使いたいというわけで

はないものですから、使いたいときに、お互い

の、県のほうの状況、また災害とかがあったり

すれば、そのときは使えないでしょうから、そ

ういったときを除いて、あいているときには協

力していただければ、それで十分だというふう

に思います。ありがとうございます。

それで、行政財産なんですけれども、建物を

貸すとか部屋を貸すとかいうのもあれば、今回

のように駐車場を貸すというように、使用目的

等において、それぞれあると思うんですね。目

的外使用許可について、用途に応じて、もう少

し柔軟な対応ができないのかなと思うわけなん

ですけれども、そのお考えを総務部長にまた重

ねてお伺いします。

○総務部長（成合 修君） 先ほど答弁しまし
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たように、行政財産の目的外使用につきまして

は、あくまでも例外的な取り扱いでありますこ

とから、これまで目的外使用許可基準に基づ

き、適切に対応してきたところであります。一

方、行政財産でありますが、県民の皆様からお

預かりしている大切な財産でありますので、議

員の御質問の趣旨も踏まえ、相談がございまし

たら、その用途や目的を妨げない限度におい

て、個別に対応を検討してまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 ありがとうございます。十分

だと思います。要領は、やむを得ない場合、や

むを得ない場合と、何か貸したくないオーラが

いっぱい出ているような中身になっています

が、無理なことを言いたいというわけじゃない

んですね。限られた地域の資源ですから、協力

できるところは協力していただければなという

思いでありますので、どうぞ今後、御検討をよ

ろしくお願いいたします。

次ですが、先日、国のＪＲ九州株の売却・民

営化についての発表がありました。国会の衆参

委員会におきましても、議論がずっと進められ

ております。もう終わりましたけれども。ＪＲ

九州というのは、これまで民営化された本州３

社、東日本、西日本、東海、そこと比べて違う

のは、あちらは、鉄道事業のほうでちゃんと黒

字収益を出しているわけなんですけれども、Ｊ

Ｒ九州については、鉄道部門では赤字、しか

し、その他の部門で収益を上げていて、全体と

しては、200億円ぐらいの連結決算での黒字とい

うような形になっているわけなんです。昨年

度、鉄道事業の損益赤字が大体ＪＲ九州では140

億円というようなことでありました。それが

あっても、今は黒字であるからいいわけなんで

すけれども、これが実際、民営化されて、今ま

で特例でありました三島特例減税が、平成25年

度では約52億円の減税措置をされていると思い

ます。しかし、民営化になれば、これがなくな

るかもしれない。

また、九州というのは、台風災害等が非常に

多い土地であります。先日も熊本―大分間で土

砂災害があって、復旧に50数億円かかったとい

うふうに伺っております。一番の問題はそこな

んだと思います。非常に地形的にも厳しい九州

であるわけなんです。また、今から10年前も、

台風において本県は非常につらい経験をしてい

るところでありますので、ＪＲ九州の完全民営

化を否定するわけじゃありません。しかし、株

式会社化されれば、利益追求のために、路線の

維持が厳しいところはどんどん切り捨てていく

というようなことが予想されるわけです。これ

を県としてどう守っていくのか、総合政策部長

にお伺いします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県内鉄道網

は、県民の日常の移動手段として、また、観光

など地域活性化の観点からも不可欠な公共交通

であります。このため、ＪＲ九州の完全民営化

に当たりましては、その維持・充実が担保され

るよう、昨年末に国土交通省に要望を行います

とともに、ＪＲ九州とも協議を行うなど、危機

感を持って取り組んできたところであります。

県といたしましては、沿線自治体と連携しなが

ら、利用促進を図りますとともに、今後も、あ

らゆる機会を捉えて、国やＪＲ九州に対し、県

内鉄道網の維持・充実を働きかけてまいりたい

と考えております。

○二見康之議員 聞くところによりますと、昨

年度、都農駅や日南駅では、市・町のほうに運

営が委託されたというふうに伺っております。

民間会社になれば、経営合理化が進み、不採算
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部門の縮小、債務整理、また駅の無人化による

人件費削減など、住民サービスの低下につなが

ることが起こるのではないかなと予想されるわ

けです。こういったところに対しての総合政策

部長のお考えを伺いたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県内に24の有

人駅がありますけれども、乗車券類の販売を市

町村等に委託する簡易委託駅は10駅ありまし

て、切符販売のほかにも、改札、清掃等の業務

が、ＪＲ九州との委託契約により実施されてお

ります。都農駅や日南駅につきましても、昨年

度に、ＪＲ九州の経営判断により、駅の運営形

態の見直しについて、都農町及び日南市に打診

されまして、協議を重ねた結果、駅利用者の快

適性、利便性向上のために、両市町が委託を受

け、運営していくことになったということでご

ざいます。

○二見康之議員 確かに、民営化されて、各自

治体が駅舎とかを活用して、地域おこし、まち

おこし、いろんな周辺の商店街の活性化とかに

取り組みやすくなるというメリットもあるんだ

というふうに思います。そこは十分に、最大限

に生かしていけるように、これまで以上の取り

組みも必要だと思うわけなんですけれども。九

州新幹線が開通しまして、福岡、熊本、鹿児島

に、経済効果が非常に大きいものが出ていると

いうふうに伺っております。また、熊本駅周辺

については、来年度でしょうか、駅周辺の開発

計画をつくって、31年度からそれの着工に入ろ

うという動きもあるようです。

九州のＪＲ線の地図を見てみますと、非常に

九州北部、そして西側のほうの路線の充実とい

うのがありまして、本当に東側のほう、我々宮

崎・大分側というのは、これがなくてはならな

い線路なんだというふうに思うわけなんですけ

れども、勢いがある、経済効果が上がっている

ので、どんどんどんどん民間の投資も集まって

きやすい環境が今、西側にあるんだと思いま

す。

しかし、だからといって、そちらばかりにＪ

Ｒが目を向けてもらっても困るわけでありまし

て、東側についても、それなりに民間投資な

り、それぞれの施設整備、また維持管理をして

いただかなければならないわけなんです。この

ために、民営化後も県内鉄道網の維持・充実が

確実に図られるように取り組んでいくことが大

事だと思います。また、新たな投資を引き出す

手段も考えることが必要だと思いますが、知事

の御見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 鉄道路線網につきまし

ては、これまでも関係者一丸となって、国やＪ

Ｒ九州に対し、その維持・充実を要望してきた

ところであります。私も、ＪＲ九州の青柳社

長、また石原相談役や唐池会長と、さまざまな

機会を捉えてコミュニケーションを図り、いろ

んな要望をお伝えしてまいりました。今般の完

全民営化に係るＪＲ会社法の改正に当たりまし

ても、経営安定基金のうち872億円を鉄道ネット

ワークの維持・向上に充てることや、路線の適

切な維持等について国が事業経営の指針を定

め、一定の関与を行うなど、本県の要望に沿っ

た措置がとられることになっております。

また、鉄道の路線維持を図る上で、利用促進

は不可欠な取り組みでありますことから、駅の

バリアフリー化やＩＣカードの導入なども大き

な契機として、さらなる利用促進を図っていく

ことも重要であると考えております。県としま

しては、これまで以上に九州各県や関係団体と

の連携を深め、全県で一体となって、国やＪＲ

九州に対し、県内鉄道網の維持・向上を働きか
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けてまいりたいと考えております。

○二見康之議員 経営安定基金のうち800数十億

円が路線の維持とかに使われるということなん

ですけれども、西側で使われても意味がないわ

けですよね。やはりこちら、東側のほうに向け

ていただけるように図っていくことが大事だと

いうふうに思います。また、これは来年の民営

化でしょうから、現段階では何とも言えないの

でしょうけれども、一つは、ＪＲ九州株の取得

も視野に入れてもいいのかなという気がいたし

ます。自治体として発言していくだけじゃなく

て、経営の中に入って、鉄道、こういう公共交

通機関のあり方を、実際に中のほうから意見し

ていくということも必要なのかなとも考えるわ

けなんですが、いろいろ検討課題はたくさんあ

ると思います。

それを今後どうぞやっていただきたいという

こと、また、ずっとお答えいただいていますよ

うに、観光列車とか地域と密着した連携も、本

当にどんどん進めていくべきことだと思います

ので、こういった取り組みも非常に期待してい

るところでございます。来年、１年後の完全民

営化に向けて国が動いているのでありますか

ら、宮崎の社会基盤をしっかり守るように、知

事におかれましては、県内各首長、また各種団

体といろんな連携をしっかりとれるように、リ

ーダーシップを発揮していただくよう、心から

お願い申し上げます。

次に、教育行政について伺いたいと思いま

す。

県内の私立高等学校から、県立高等学校の２

次募集を見直してほしいというようなお声が私

の耳にも入ってくるわけなんですが、簡単に申

し上げれば、私立の高校に行く予定だった生徒

が、県立の２次募集を受験して、そちらに流れ

てしまうというようなことなんだと思います。

担当の方のお話では、直近のデータで、県立の

定員が約500人ぐらいあいていた、そこに約150

人が受験し、100名ほどが入学されたというよう

なことだったんですね。この中には、先ほど

言ったように、私学に行く予定だったのが県立

に行ったという子供だけじゃなくて、県立一本

だけで考えている子供もいると思うんですけれ

ども、その辺の情報は、今の段階ではわからな

いということでした。

３年前に、定員のあり方についても質問をさ

せていただいたわけなんですけれども、少子化

の進行で、私たちの世代が県内の中で１万7,000

人いたのが、今では9,000数百人、約半数になっ

ているわけなんですよね。約20年ほどでこれだ

け減ってしまっているという現状ですから、非

常にこの問題は複雑多岐にわたる課題だと思い

ます。ですからこそ、これまでのやり方では

ちょっと無理がきているのかなという感じも受

けるわけなんです。学校のために子供がいるの

ではなくて、子供たちのために学校があるわけ

ですから、そのことを中心に考えながらも、今

後の公立、私立のバランスとか、県内の高等学

校の配置、そして学科のバランス、そういった

将来の本県全体の高校教育のあり方について、

教育長、どのようにお考えでいらっしゃるの

か、お伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高校の２次募集

につきましては、一般入学者選抜の合格者発表

後、欠員が生じた場合にのみ実施いたしており

ます。これは、その県立高校に入学したいとい

う県民の皆さんや子供たちのニーズに応えるた

めに行っているものでございます。本県では、

公立高校と私立高校が連携しながら、本県教育

の振興を図ってきておりますが、公立、私立の



- 209 -

平成27年６月22日(月)

定員の調整につきましても、毎年、学校の代表

者や学識経験者等で連絡協議会を開催いたして

いるところであります。生徒数が減少している

中ですが、県立高校は、それぞれの地域の学び

を大切にしながらも、統廃合等も行ってきてお

りまして、適正規模を保ちながら、学びの場を

確保してきているところであります。これから

も、子供たちにとって、よりよい教育環境を提

供するという視点に立ち、保護者・地域のニー

ズ等にも配慮しながら、県立高校のあり方を考

えてまいります。

○二見康之議員 非常に大きな母体ですけれど

も、私学という団体はありますが、それぞれの

経営は各個別なんだと思います。学校、学校が

それぞれ対応しなければならない、そういった

ところの難しさ。私学団体の中では、意見が右

と左あれば、なかなかまとまらないところもあ

るんだと思います。そういったところを全体的

に調整していただくのは、県の一つの役割なの

かなと思いますので、どうぞ今後の御検討をお

願いいたします。

また、同じくこれも３年前に質問したんです

けれども、都城泉ヶ丘附属中学校のプールにつ

いてです。前回は、ＯＢ会の義友会とか、そう

いったところとの連携は考えられないのかとい

うような質問だったんですけれども、よくよく

考えれば、中学校で必修である水泳、それをや

るためにプールを設置するというのは、行政と

して至極当たり前のことなのかなと思うんで

す。学校教育における施設整備というものは、

設置者の義務であり、このプール整備は、教育

庁としての義務を果たすべき課題なんだと、今

後の見通しをつくることも必要じゃないかなと

思います。今までの耐震、そしてこれからの維

持補修、それもわかるわけなんですけれども、

そういった全体の中にも、しっかりプールの設

置もぜひ加えていただきたいと思うわけなんで

すが、どのようにお考えでいらっしゃるのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 都城泉ヶ丘中学校を

設置するというのは、地元からの大きな要望

で、私たちもそれに応えたいということで、い

ろんなことに配慮しながら、開校を何とかした

いという思いでやってきました。教育環境を整

える立場から、プールがあるということは望ま

しいと思いますが、現在、都城泉ヶ丘附属中学

校の水泳の授業は、近隣の公立中学校や民間施

設のプールを借用して、必要な時間数を確保い

たしているところであります。学校施設につき

ましては、老朽化が全県的に進んでいるため、

その改修等が喫緊の課題となっておりますが、

財政状況が厳しい中、緊急性や優先順位などを

考慮しながら、計画的に整備を進めてきている

ところであります。お尋ねの都城泉ヶ丘高等学

校附属中学校のプールにつきましても、全ての

県立学校の施設整備の中で、優先順位を考えな

がら研究してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 私も、学校の靴箱から、妻ヶ

丘中学校、そしてもう一つの民間施設のほうに

歩いていきましたら、近くの民間施設、大体６

分ぐらい、妻ヶ丘中学校だったら８分ぐらい、

かかるんですよね、移動だけで。２時間続けて

授業されているということですけれども、２時

間ぶっ続けで水泳をするというのも大変だと思

いますし、それだけの移動時間を確保するのも

大変だと思います。どうか早期に、こういった

ことに対する解決方法を見出していただけるよ

うに、よろしくお願いします。

また、開会日に、知事も提案理由説明で、

「子どもたちの“生きる力”の向上等による将
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来世代の育成促進」を図りたいというようなこ

とをおっしゃいました。私もそれは大事だとい

うふうに思います。現代社会において、特に日

本においては、他国に比べ福祉もよく行き渡

り、また飽食社会であるなど、世界的視野に立

てば、こんな恵まれた国はない。そういった国

だからこそ、今、私たちがしなければならない

のは、近年頻発する自然災害とかで避難されて

いる方々が、どういった気持ちで避難生活をさ

れているのか、疑似体験するような教育も必要

だと思いますけれども、教育長にお伺いいたし

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、被災者の

立場に立った体験をさせるために、毎年12月、

宮城県の山元町の仮設住宅、ここはまだ被災者

が実際に生活をなさっているところですが、そ

の住宅に本県の高校生を訪問させ、住宅一軒一

軒に「いい正月を迎えてください」と生徒たち

に声をかけさせながらシクラメン等を届ける取

り組みを、３年連続でやってきております。被

災者の方と涙を浮かべながら交流して、高校生

は心に大きな何かをつかんできて、それを地元

で伝えてくれているものと考えております。

また、昨年度は、高校生向けの防災講座で、

災害時と同様に、限られた水で、しかも、十分

な調理器具も使えない状況を意図的につくり、

炊き出し体験を行うとともに、高齢者や傷病者

の支援も含めた避難所運営の訓練に取り組んで

まいりました。今後とも、児童生徒が被災者の

苦労やつらさを実感できる取り組みを進め、あ

すの宮崎の防災リーダーとなる子供たちを育て

てまいりたいと考えております。

○二見康之議員 すばらしい活動ですので、ぜ

ひ、それを一部の子供たちだけじゃなくて、全

体に広げられるような、そういうプログラムを

つくられるように、これからも御検討をお願い

したいと思います。

最後に、道路交通について。チャイルドシー

トについてお伺いしたいんですけれども、先

日、私も、４月２日に３人目の子供が生まれ、

またチャイルドシートを購入いたしました。大

変高価でございます。それを買うことなく、何

かいい貸出事業があればと思ったら、交通安全

協会の貸出事業がありました。これについての

今の取り組み、またチャイルドシートの不使用

時の危険性等について、警察本部長にお伺いし

ます。

○警察本部長（坂口拓也君） 交通事故の際、

チャイルドシートを使用していない場合の危険

性につきまして、警察庁の統計では、死亡や重

傷に至る確率が、使用している場合の約３倍と

なっております。本県でも、チャイルドシート

を使用していなかったため、交通事故の衝撃に

より子供さんが死亡するという事故が発生する

一方で、当事者が死亡する重大事故でしたが、

チャイルドシートを適正に使用していたので、

同乗していた乳児は無傷で済んだという事例も

ございます。チャイルドシートは、まさしく子

供を守る大切な命のシートであります。

御質問のありました、宮崎県交通安全協会の

チャイルドシート貸出事業につきましては、子

供を連れて帰省した際にチャイルドシートが準

備できない場合や、出産後チャイルドシートを

購入するまでの間など、短期的な需要に応える

ための、会員を対象とした無料貸出事業と承知

しております。協会では、県内13地区で863台を

保有し、２週間から３カ月程度の貸し出しを

行っており、昨年度は延べ3,477台を貸し出しし

たと伺っております。

○二見康之議員 私のところは１人だったから
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いいんですけれども、数年前、図師議員のとこ

ろは双子が生まれたわけですよね。例えば１台

は購入補助ができるとか、そういった子育て支

援というものもできないのかなと考えておるわ

けなんですけれども、時間が来ましたので、私

の質問は以上で終わりたいと思います。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41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、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、宮崎市選挙区、岩切達哉でございます。本

定例会一般質問15番目の質問でございます。

まずは、足元の悪い中ではありますが、傍聴

に来られた県民の皆さんに、県政や県議会に対

する御関心をいただいていることに感謝を申し

上げます。ありがとうございます。私は、さき

の選挙で初めて当選をさせていただき、地方自

治の大きな役割を担う立場になることができま

した。この間、17日から14人の先輩議員の皆様

の質問をお聞きしておりましたけれども、それ

ぞれ個性あふれる質問を聞きながら、改めて選

ばれた者として自分自身もその責任を果たすた

め、多くの県民の皆様の声を議会の場でお伝え

し、県政に反映させてまいりたいと思っており

ます。よろしくお願いしたいと思います。

さて、最初は、知事に対する質問となりま

す。地方自治の充実を求める立場からの質問と

なります。

我が国の地方自治制度は、執行機関である首

長と議事機関である議会の議員の双方を住民の

直接選挙で選ぶという、いわゆる二元代表制を

採用しておるところでございます。その双方の

代表を選択する選挙は、知事については昨年12

月21日に実施され、３名の立候補のもと、投票

率44.74％と、その４年前の知事選挙の40.82％

から４ポイント上昇した中、河野知事が２期目

を務めるという結果を県民は選択しました。一

方、ことし４月12日執行された県議会議員選挙

は、投票率42.52％と、2011年選挙より6.5ポイ

ント低下しました。また、無投票となった選挙

区も、６選挙区から10選挙区にふえたところで

ございます。今回の市町村議会の選挙を含む統

一自治体選挙は、新聞などでは、なり手不足な

ど、さまざま論評がございました。もちろん、

選挙の投票率の状況だけで地方自治を語ること

はできないと思います。冒頭申し上げました、

本日までの一般質問の様子に見られますよう

に、有権者の代表という立場に責任を持って、

県民各層の意見を集め、討論を重ねていくとい

う議員自身の日常的な活動を通じ、地方自治の

充実を果たしていくことが当然必要でございま

す。しかしながら、今回言われた、なり手不

足、現実としての低投票率の状況は、大変心配

な状況だと言えると思います。中には、県内の

全有権者のうち４分の１しか県議会議員選挙で

は投票していないという意見がございました。

無投票選挙区を含めた計算をしていらっしゃる

わけでございます。これまでも質問があり、知

事から御答弁をいただいているところ、重ねて

恐縮でございますけれども、まさに民主主義の

発展にとって憂うべき状況と思いますことか

ら、この選挙投票率低下に対する政治家として

の知事の所見を、改めてお聞かせいただきたい
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と存じます。

知事は、旧自治省の立場、また、市・県の職

員という立場を経て、今日、知事という立場に

おありになり、地方自治についての十分な経験

と見識をお持ちでいらっしゃることから、地方

自治の充実のために必要な「選挙」というもの

に対するお考えをお持ちのことと存じます。民

主主義、地方自治発展のため、政治家としての

立場にお尋ねするところでございます。低投票

率傾向、無投票選挙区を含め、市町村における

なり手不足という状況をどのように感じておら

れるか、どのようにあるべきと考えられるか、

率直な所見を伺いたいと存じます。

残りの質問につきましては、質問者席から行

うことといたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

現在、我が国においては、人口減少問題が大

きな課題となっておりまして、地方創生が課題

となっておるところであります。県においても

市町村においても、それぞれの地域の実情に応

じた政策を立案し、取り組んでいくことが求め

られているわけであります。このような中で行

われた今回の統一地方選挙は、県民の皆様が主

権者として地方政治に参画する貴重な機会で

あったと考えております。しかしながら、今回

の統一地方選挙を初め、昨年の県知事選挙や衆

議院議員総選挙など、最近の選挙において、全

般に投票率が低下傾向にあることなどは、民主

主義の根幹を揺るがしかねない事態でありまし

て、大変残念に思っておりますし、危ういもの

を感じておるところであります。

選挙制度につきましては、先日、選挙権年齢

を引き下げる改正公職選挙法が成立したところ

であります。これを一つの契機として、若者だ

けではなく、より多くの皆様に、政治や社会に

関心を持ち、選挙に参加していただきたいと考

えておりますし、私自身、一政治家として、自

分の政策また思いというものを、丁寧にわかり

やすく伝える努力をこれからも続けてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○岩切達哉議員 ありがとうございました。こ

の課題につきましては、この議会においても何

人かの方が御質問されております。また、前４

年間の議事録を見せていただいておるんですけ

れども、延べ５人の方が取り上げられ、とりわ

け、昨年度最後の27年２月の議会では、現議長

であります星原議員が、低投票率に関する課題

を取り上げられております。思いについても共

通のものをお持ちだと思っています。それぞれ

選挙管理委員会からも、対策について御回答い

ただいておりますが、今、知事がおっしゃった

ように、参加いただくことが大変大事になると

思っています。被選挙権の行使というもの、そ

ういったことに何がしか困難な要素があるとす

れば、その対策を講じることが、成熟した民主

主義社会をつくっていくためにも必要であろう

と思っております。今後、引き続き議論を深め

させていただきたいと思っております。

では、質問が変わりまして、社会的養護の課

題について質問します。福祉保健部長にお伺い

をさせていただきたいと思います。

社会的養護の問題につきましては、厚生労働

省から、「社会的養護の課題と将来像」という

ものが23年７月に出されて、この間、劇的な変

化を示しているところです。施設の小舎化、家

庭的養護の推進など、その方針に沿って進めら

れております。西諸地区に定員20名の施設建設

が予算案に盛り込まれております。また、４月
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に、ひむかひこばえ学園（情緒障害児短期治療

施設）が設置をされ、県の社会的養護体制の整

備に対する前向きな姿勢に、大変感謝を申し上

げたいと思います。また、初日の清山議員が取

り上げられました里親委託の問題でございます

けれども、大変内容深く議論がございました。

自分自身、子供の委託を受けた里親の一人とし

て、取り上げていただいたことに感謝したいと

思っています。答弁で知事が、児童にとって、

特定の大人との愛着関係づくりを行うために重

要な取り組みと、里親のことを評価いただきま

した。今後の施策に期待を大とするところでご

ざいます。

また、新聞報道でございますが、６月１日、

児童福祉施設協議会と宮崎県指定自動車学校協

会並びに宮崎県との三者協定で、社会的養護環

境下にある児童の運転免許取得費用が減免され

ることとなったと。重要なポイントとしては、

自立援助ホームも含むということでございます

けれども、そのことを含め、関係部局、担当者

の皆さん並びに関係団体に感謝と敬意を表した

いと思います。

そこで、部長にお尋ねしますけれども、この

協定の目的とするところ、そしてまた、期待し

得る効果についてお答えをいただきたいと思い

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） この協定は、

児童養護施設等で暮らす児童が、自動車学校で

運転免許を取得する際に支払う費用のうち、10

万円を減免していただくものでありまして、高

校卒業後の就職など、社会的自立を支援するこ

とを目的としております。これまで、親がいな

いなど家庭からの支援が受けられないことか

ら、運転免許の取得を断念せざるを得なかった

児童にとって、運転免許取得を条件とする就職

先も多い中で、就職の機会や職業選択の幅が広

がることを期待しているところでございます。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。言

われましたように、就職の際に免許取得が条件

というのがほぼ100％近い状況でございますの

で、大変助かることと思います。

ところで、社会的養護環境下にある子供たち

が、就職ばかりでなく、大学、専修学校等に進

学をすることは、その状況から抜け出すために

大変有意義なことという理解が広まっておりま

す。厚生労働省は、一般の子供たちといいます

か、全体で76.9％が今、大学、専門学校等に就

学をしているけれども、施設のお子さん方、社

会的養護環境下のお子さんたちは、22.6％だと

いう数字を公表しました。これは何とかしたい

という思いを込めた公表だったと思うんですけ

れども、まずは、宮崎県の児童養護施設等にお

いて、高校を卒業した子供たちの進学状況、こ

れはどうなっているかお答えいただけますか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 平成26年３月

に高校を卒業した28名のうち、大学や短大には

２名、専修学校等に３名進学していらっしゃい

まして、進学率は17.9％となっております。

○岩切達哉議員 施設を卒園する児童の進学率

は極めて低いということでございます。本来

は、76％という標準の数字になると４人に３人

という数字になります。施設のお子さんは５人

に１人という今の数字でございまして、一つ

は、幼いころに学習を獲得する環境がなかった

のではないかという評価も聞いておりますし、

また、高校を卒業して以降の学費の工面がなか

なかできないという話も聞いております。一ど

きには解決しないとしましても、何らかの対策

が必要な状況だというふうに私は思うんです

が、県としてはどのようにお考えでしょうか、
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続けて御答弁をお願いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 進学率が低い

中で、児童養護施設等で暮らす高校生の進学率

の向上を図るために、今回の補正予算におきま

して、学習塾代や大学受験料などを助成いたし

ます新規事業をお願いしているところでござい

まして、学校等の関係機関と連携を図りなが

ら、入所児童の自立支援に努めてまいる考えで

ございます。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。繰り

返すことになるんですけれども、社会的養護環

境下にある子供たちにとって、大学とか専門学

校で技術を身につける、知識を身につけるとい

うことは、その児童の自立にとって大変有意義

なことだと思います。ぜひそのような支援策を

強化いただきながら、子供たちが今育っている

環境が、そのまま人生全ての重しになることの

ないように、御支援をいただきたいと思いま

す。

さらには、今後は、やはり給付型の奨学金と

いうものを考えていかなきゃいけない時代が来

ていると思っています。何々クラブという、篤

志家、企業家の皆さんがつくっているクラブと

かで、そういう御支援をいただけるところはな

いか、また、学校、専門学校そのものが、そう

いう減免の措置をとっていただけないか、研究

していかなければならないというふうに思って

います。

そして、進学するにしても、就職するにして

も、今、18歳のお子さんを社会に―言葉は悪

いですが―放り出すということでは、なかな

か厳しいというふうに思っています。まだまだ

大人の支えが必要な年齢だというふうに思いま

す。子供たちの精神的・経済的自立年齢が遅く

なっていると言われる中で、今の時点におい

て、自立援助ホームの活用など、考えられるそ

の対応について、部長のほうからお答えいただ

ければと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 施設への入所

は、原則として児童が18歳に達する年度の末ま

でとなっておりますけれども、進学や就職など

による生活環境の変化に適応が困難と認められ

る場合には、20歳に達するまでの間、入所期間

を延長しまして、生活の安定を図りながら、自

立に向けた支援を行っているところでございま

す。また、施設を退所いたしまして、一旦就職

したものの、何らかの事情で離職したケースな

どにつきましても、生活の場を提供する自立援

助ホームを活用しまして、生活指導や就労支援

などを受けさせることで自立を促しているとこ

ろでございます。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。措

置の延長、自立援助ホームの活用ということ、

進学においても就職においてもということでご

ざいまして、その考え方について、今の段階で

できることとして、各児相、各施設、同じ考え

で、ぜひ積極的に進めていただきたいと思いま

す。

社会的養護に深くかかわる問題としまして、

望まない妊娠、予期せぬ妊娠という問題につい

てお尋ねをしたいと思います。このような妊娠

を県では、「思いがけない妊娠」と呼ぶように

しているというお話を聞きましたので、私もそ

のように言いたいと思います。妊娠の原因が、

虐待または事件などのような場合とか、また、

妊娠や避妊に対する知識・自覚の不足、そうい

ういろんな状況から起こり得るものでございま

す。この思いがけない妊娠で、相談する相手も

なく、精神的な不安とか将来的な不安を感じ、

最悪の場合、自宅出産という状況だったり、ま
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た、さらには、嬰児を人目のつかないところに

放置する事件というのが、過去にも宮崎県でご

ざいました。

こういう思いがけない妊娠という状況に対し

て、女性の健康に与える心身への影響、生まれ

来る児童への虐待防止等の観点も踏まえまし

て、宮崎県における相談体制はどのようになっ

ておりますでしょうか。また、具体的な支援の

方向性について、福祉保健部長に御回答いただ

きたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県では、県内

３カ所に女性専門相談センター「スマイル」を

設置しておりまして、保健師や助産師等の専門

の相談員が、思いがけない妊娠に対して、相談

者の悩みに応じたアドバイスや関係機関の紹介

等を行っております。その他、市町村の保健セ

ンター、県医師会などの窓口におきましても、

相談対応を行っているところであります。その

上で、妊娠から出産、育児に至る過程では、市

町村の妊婦健診事業、乳幼児健診事業、それか

ら、母子保健推進員等が乳児のいる世帯を訪問

いたします「こんにちは赤ちゃん事業」などを

通じまして、母親のメンタル面のケアや、育児

支援を行っております。さらに、家庭内での養

育が難しいと思われる場合には、市町村、児童

相談所、保健所等が連携いたしまして、家庭を

訪問してのさまざまな育児支援や、必要に応じ

て乳幼児の保護等を行っているところでありま

す。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。十

分な支援、保護を含めて、対応をお願いしたい

と思います。

思いがけない妊娠ということですぐ浮かびま

したのが、10代の妊娠の問題でございまして、

調べましたところ、10代の妊娠というのは、平

成25年度、また25年、くくりが少しずれるんで

すけれども、その範囲でおよそ340件という数字

が、いろんな資料から見てとれました宮崎県内

における状況でございます。近年は、10代の出

産がふえているというふうに聞きますし、30

代、40代の出産もふえている。唯一20代の出産

が減っているというお話でございますけれど

も、10代の妊娠のうち、５割５分、６割に近い

数字が中絶という道を選んでいらっしゃる、45

％ぐらいが出産、こういうような数字になるよ

うでございます。10代の妊娠全てが思いがけな

い妊娠ということで断定するわけではございま

せん。また、中絶を問題視する立場で今質問し

ているわけではございませんが、いずれにして

もリスクの高い10代の妊娠。また、10代の妊娠

に限らず、思いがけない妊娠に至らないという

こと自体を支援していく必要があると思います

が、どんな対策を行っているか伺いたいと思い

ます。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県では、中学

生や高校生を対象に、産婦人科医や助産師が、

命の大切さ、妊娠に関する正しい知識等を啓発

する「健康教育」や、年齢の近い大学生が参加

して、自分と相手を大切にすることやライフプ

ラン等についてグループワークを行います「思

春期ピアカウンセリング」を実施しておりま

す。また、昨年度からは、健康教育の対象を、

企業等で働く若い世代にまで拡大したところで

ございます。さらに、県医師会と連携して、手

引やパンフレットを作成し、出産や人工中絶の

機会を捉えまして、思いがけない妊娠に至らな

いよう、適切な避妊や家族計画についての助言

を行っております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。私

は、その思いがけない妊娠の結果、出産に至
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り、それがゆえにその子を愛せないんだという

ふうに悩む相談も受けたことがあります。適切

にその当時は対応したつもりでありますけれど

も、一方で、不妊に悩む御夫婦の御相談にも応

じる、できるならば、十分な相談体制のもと

で、そのような場面での両者間のかけ橋という

か、橋渡し役を行える体制を準備したらいかが

かなと思っているところです。例えば、里親制

度を積極的に活用して、生まれてきた子供の里

親委託促進など、宮崎県での支援策の構築はお

考えではないでしょうか、お答えいただければ

と思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 親の養育を受

けられない子供を、出生後できるだけ早い時期

に里親委託することは、特定の大人との愛着関

係形成、それから、豊かな人間性や社会性を育

むといった点からも、大変重要なことであると

認識しております。このため、県といたしまし

ては、医療機関や市町村などと連携を図りなが

ら、乳幼児の養育に理解と意欲のある里親をふ

やしていくことや、委託後の里親への支援体制

を整備していくことなどによりまして、思いが

けない妊娠によって生まれてくる子供の里親委

託を推進してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。タイ

ムリーな記事が、６月20日の朝日新聞、土曜日

の追加版みたいなものに載っておりました。

「赤ちゃん縁組に自治体挑む」というようなテ

ーマで出ていたようであります。十分な研究を

いただきながら、生まれてくる命の全てがこの

社会から愛される。そんな社会の実現に一緒に

取り組んでいただけたらと思うところでありま

す。

次に、教育問題、子供の居場所づくりの質問

でございます。貧困の問題にも絡むのですが、

順に伺いたいと思います。

放課後児童クラブ、放課後子ども教室など、

学校が終わって家に親が帰ってくるまでの間の

児童への支援策が講じられておりますが、とり

わけ、中高校生の居場所の問題について幾つか

質問をしたいと思います。

まずは、放課後児童クラブの利用の現状を、

福祉保健部長、教えてください。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 市町村が、小

学生を対象として実施しております放課後児童

クラブは、保護者が仕事などにより昼間家庭に

いない児童に対しまして、授業終了後などに小

学校の余裕教室などを利用いたしまして適切な

遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図

ろうとするものでございます。平成26年５月現

在、県内に216カ所が設置されておりまして、利

用児童数は8,152名となっております。

○岩切達哉議員 続けて、放課後子ども教室と

いうのがありますが、利用状況について教育長

に質問します。よろしくお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 放課後子ども教室

は、市町村が実施主体となり、地域住民の方々

の協力のもと、放課後等に学校の余裕教室や公

民館などを活用して、小学生や中学生に学習活

動や体験活動を提供するものでございます。平

成26年度は14市町村で取り組まれ、実施箇所数

は90教室でございます。また、参加した子供の

数は、１日平均で約2,500人でございます。

○岩切達哉議員 私が前職を通じて対応した子

供たち、中学生ですけれども、多くが寂しさを

持っているんですね。12歳～15歳、その範囲で

ございます。家に帰っても、親は帰ってこな

い。さらには、７時、８時、下手すると９

時、10時というふうに、または下の子供の面倒

を見よとか言われている。大体において今の社
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会の状況として現実にそれがある。

皆様の記憶に新しいことと思いますけれど

も、ことしの２月20日、川崎市川崎区の多摩川

河川敷で、上村遼太さん（13歳）が亡くなった

という事件がございました。この被害を受けた

児童の母親は、通夜の後、弁護士を通して、

「息子が学校に行くよりも早く出勤し、遅い時

間に帰宅するので、息子が何をしていたか把握

できなかった」とコメントを発表しました。日

本のひとり親家庭の貧困率54.6％、その85％が

母子家庭であると。シングルマザーと言われる

方の８割が就労しておられる。さらには、ダブ

ルワーク、２つ仕事をかけ持つというような状

況です。そのために子供と向き合う時間が限ら

れてしまうという現実がございます。そういっ

た中で、12歳から15歳まで、いわゆる中学生

が、悩みを相談できる相手がなく、何とはなし

にたむろするということが起きています。その

ようなたむろする場所で、年上の児童から、喫

煙や万引き、異性との性交渉などを指南され、

非行が進む。グループで、集団心理といいます

か、交番に消火器をばらまくというようなこと

も、つい最近ございました。そういう状況が起

きてしまうわけでございます。この川崎の事件

の加害児童の育ち、これもいろいろ情報が今出

ておるんですけれども、大変厳しいものであっ

たようであります。

宮崎県でもいろいろな状況が起きていると思

いますけど、まず、教育長のほうで、県が把握

している中学生の暴力事件の現状を教えていた

だければと思います。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の県内公

立中学校における暴力行為の発生件数は、70件

であります。生徒1,000人当たりでいいますと、

全国は12.0件でありますのに対し、本県は2.3件

であり、全国より9.7件少ない状況でございま

す。70件の内訳は、生徒間の暴力が30件、対教

師暴力が23件、学校内における器物破損が14

件、教師や生徒以外の対人暴力が３件でありま

す。

○岩切達哉議員 全国より少ないという状況は

幸いなことだと思います。私は、中学生といえ

ども、やはり放課後の居場所を必要としておっ

て、そこでは、温かな励まし、時には温かい食

事が提供され、とりわけ大事なのは、存在を認

めてくれる、肯定してくれる言葉かけがある。

そういうことができるスキルを持った大人の存

在がある。そういう場が必要だろうと思ってい

ます。このような観点から、中学児童の居場所

づくりについて、県としてのお考えを教育長か

らお聞かせいただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 地域において、子供

たちの安心・安全な居場所をつくることは、青

少年の健全育成のために大変重要であると認識

いたしております。県教育委員会では、この居

場所づくりの一つとして、放課後子ども教室の

充実を図っているところでありまして、実際に

中学生が参加している教室もございます。ま

た、居場所づくりにつながる中学生の放課後の

活動には、部活動やボランティア活動のほか、

各地域における子ども会のジュニアリーダーや

ボーイスカウトの活動など、子供たちの自己肯

定感を育む活動を行っている団体もございます

ので、子供たちの居場所づくりにつながるよ

う、そのような事例を市町村や各学校に紹介す

るなど、子供たちの健全育成に努めてまいりた

いと考えております。

○岩切達哉議員 また後ほど、まとめて考えを

お示しさせていただきたいと思いますが、関連

することで、夜間中学校のことをお伺いしたい
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と思います。外国からの移住者など、日本語の

習得、読み書きの習得を目標にしてという考え

方や、不登校児童への支援というものもあると

いうことでございますけれども、政府は、全国

の47都道府県に最低１校以上の公立夜間中学校

を設ける方針を打ち出していると聞いているん

ですが、宮崎県としてその準備状況を、教育長

にお聞かせいただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、公立の夜間中学校は現在のところ未設置で

あります。県教育委員会といたしましては、現

在、国においても議論がなされていることか

ら、今後もその動向を注視しつつ、さまざまな

観点から情報収集に努めてまいりたいと考えて

おります。議員が今、御質問でなされた御指摘

というのは非常に大事だと思いますが、本県に

おきましても、義務教育が未修了の方もいらっ

しゃいますので、そのような方々に対しては、

できる限り、学ぶ機会の提供に努めておりま

す。例えば、現在、県内の公立中学校には、15

歳を超えた外国籍の生徒が在籍しており、その

生徒に対して、日本語の学習を初め、その生徒

に応じた学習への支援を行っております。ま

た、特別支援学校におきましても、小学校等の

未修了の方がおられますが、その方々に対し

て、全国に先駆けて訪問教育を行うなど、個別

の支援を行ってきているところであります。

○岩切達哉議員 ありがとうございました。全

国に先駆けた訪問教育も特別支援教育ではされ

ているというようなことでございます。

居場所を求める年齢層、中学生、高校生とい

う話題でお話をしましたけれども、この中高校

生の非行問題に絡みまして、喫煙の問題がござ

います。未成年者の喫煙は、ニコチン依存性の

形成が早いと言われるんですけれども、およそ

非行児童と評される子供たち、多くは喫煙の常

習化が見られます。その子供たちが、禁煙に対

する意欲を持った場面において、禁煙治療とい

うものが行えないかと思うんですが、禁煙治療

の支援が行えないか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 残念ながら喫

煙が常習化するに至ってしまった中高生につき

ましては、県の健康づくり協会におきまして、

禁煙外来を開設し、禁煙治療を実施していると

ころであります。また、県といたしましても、

今後、保健所内に相談窓口を設置いたしまし

て、さらなる未成年者への禁煙支援を行うこと

としております。しかしながら、まずは、未成

年者が喫煙しないようにすることが大切であり

ますので、引き続き、ラジオ等で禁煙を呼びか

けますとともに、学校と連携を図りながら、中

高生や保護者を対象とした健康教育を実施して

まいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。なか

なか禁煙をするのは難しいということで、ぜ

ひ、禁煙の先駆者たる部長も御指導いただきた

いなと思っているんですけれども、とりわけ、

健康づくり協会が対応したいということでござ

います。いろいろ大いにＰＲをしていただけれ

ばと思います。中学生で禁煙のことがあれば、

健康づくり協会にということでございます。

いろいろ伺いましたけれども、子供は、学校

を終えて地域に帰れば子供集団ができるという

昔ながらの雰囲気というのは、今はないと思い

ます。それぞれがそれぞれに放課後も移ってい

く。その中からあぶれる子供たち。塾に行くに

もお金がない、そういうようなケース。さらに

は、私の対応した子供たち、部活動はという話

をすると、部活動もお金がかかるんよというよ
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うに、子供たちしっかりと認識して、そこには

行かない。結局、限られた時間、そういう集団

の中に参加していると。まさに格差、貧困の問

題も絡む問題だと思います。例えば、生目台の

「寺子屋」という取り組みとかございますけれ

ども、中高校生の居場所というものは、教育委

員会も頑張っていただいておりますけれども、

子供の福祉の問題としてぜひ研究をいただきた

いと思っているところでございます。よろしく

お願いしたいと思います。

次に、障がい者福祉に関することで、引き続

き福祉保健部長に伺いたいと思います。

障害者差別禁止法施行に向けてでございま

す。去る５月10日、木花運動公園で開催された

障害者スポーツ大会に参加させていただきまし

た。福祉保健部長と知事が、それぞれ登壇して

御挨拶をされる際に、みずから手話を駆使して

御挨拶をされておりました。参加者はその姿に

触れてとても喜んでいたというふうにお見受け

し、私自身もその配慮に胸を打たれたところで

あります。

先ほど来取り上げられている下関市のよう

な、残虐といいますか、つらい事件もございま

す。障がい者の虐待防止法に違反する行為だと

いうふうに思います。こういう障がい者に対す

る虐待事件、差別事件というものがどうしても

起きる。そういう状況に鑑みまして、徹底した

啓発、また、事業所や団体、学校等における物

理的障壁の除去、そして、合理的配慮というも

のを、どう配慮すればいいのかということにつ

いて、しっかりと研修等を行っていく。そのこ

とで広く周知を図る必要があると思いますけれ

ども、法施行に間に合う社会をつくっていかな

ければならないと思います。

いよいよ来年春、「障害者差別解消法」が施

行されようとしておりますけれども、初日、山

下議員の質問に、差別禁止条例の検討もしてい

るという知事答弁がございました。それら法施

行に向けた準備状況、また条例の検討状況を、

福祉保健部長にお示しいただきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 障害者差別解

消法の施行に向け、本県におきましては、障が

いの特徴や周囲の方々にお願いしたい配慮など

を紹介した「障がい理解のためのハンドブッ

ク」を作成しまして、小・中・高等学校や市町

村、福祉サービス事業所等に配布いたしますと

ともに、イベント等のさまざまな機会において

も活用するなど、障がいについての正しい理解

と知識を持っていただけるよう、啓発に努めて

いるところでございます。

次に、条例の制定につきましては、国におい

て策定予定の対応指針や、県民へのアンケート

調査を踏まえますとともに、障がい者団体を初

め、関係団体の皆様の御意見も十分にお聞きし

ながら、検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。障が

い者当事者の御意見をしっかりと踏まえた、他

に負けない条例づくりを、ぜひお進めいただき

たいと思います。

続いて、障がい者福祉に関する課題として、

小児精神科医療体制整備について、引き続き福

祉保健部長にお伺いします。今、発達障がいと

か自閉症スペクトラム障がいなどへの対応とい

うことで、小児精神科に対する需要は高まって

いると。さらには、大災害時のＰＴＳＤだと

か、虐待からの心の傷つき、いろいろ言われま

す。平成21年の春に、県立富養園の閉園を受け

て、宮崎病院精神医療センターが設置されまし
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て、小児精神科医療が引き継がれたことになっ

ておりますけれども、今、県立宮崎病院改築の

基本構想、小児精神科への対応について、記載

が十分にはございません。ぜひ、これからのこ

とをしっかりと準備いただきたいと思っている

んですけれども。また、子供たちですので、医

療を受ける間の教育の保障が十分担保されなけ

ればなりません。このような状況から、宮崎県

として、主体的な小児精神科医療体制の整備が

検討されるべきと考えますけれども、その体制

整備についてどのように考えていらっしゃる

か、お聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 心の問題を抱

える子供たちにつきましては、専門的な治療と

ともに、発達段階に応じた適切な教育環境の整

備や、子供やその家族の立場に立った相談支援

など、医療、教育、福祉などのさまざまな分野

が連携した専門的なかかわりが必要であると認

識しております。本県における小児精神科医療

体制のあり方につきましては、このような認識

に立って、今後とも、関係機関と十分連携を図

りながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

○岩切達哉議員 子供が心の治療を受ける場合

には、学習機会の保障というのが重要な課題に

なります。このような小児精神科医療を受ける

児童、とりわけ、中長期の入院治療を受けるこ

ととなる児童の教育の機会の保障についてどの

ように考えておられるか、教育長にお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 小児精神科医療機関

に入院している心身症や鬱病等の精神疾患のあ

る児童生徒につきましては、病弱特別支援学校

の教育の対象となっておりますので、子供たち

は、その病弱特別支援学校に通学して授業を受

けたり、医療機関に病弱特別支援学校の教員が

訪問して、学習指導を受けることができます。

また、医療機関に入院しているＬＤやＡＤＨＤ

等の発達障がいのある児童生徒につきまして

は、学校教育法施行令により、病弱特別支援学

校の教育の対象とはなっておりませんが、本県

では、特別支援学校が教育相談の一環で医療機

関へ訪問し、学習への援助を行っております。

今後とも、小児精神科医療機関に入院している

児童生徒のさまざまな学びのニーズに可能な限

り対応できるよう、医療機関と連携しながら検

討してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 小児精神科医療体制の整備

は、非常に急がれていると思います。昨年度、

２月の代表質問でも質問があったようでござい

ます。まずは、病名で対応が分かれるという教

育長のお話がございましたけれども、入院をす

るという行為、小児精神科医療の中に入院する

ということに着目して御判断をいただけるよう

に工夫をいただけないかなとも思うところであ

ります。当該児童や保護者、そして関係者、教

育機関含めて、強く願っていることだと思いま

すので、重ねて御検討を要望させていただきた

いと思います。

子供にかかわる問題に関して、たくさんお伺

いをさせていただきました。今後とも、そのよ

うな視点で頑張っていきたいと思います。よろ

しくお願いします。

かわりまして、県が保有するオンライン業務

支援システムに対するセキュリティー対策につ

いて、総合政策部長に伺いたいと思います。日

本年金機構の125万に及ぶ情報が、ハッカーによ

り盗まれました。これは標的型メールというの

が攻撃の突破口、侵入口だったということで、

標的型メールは、似たような内容が繰り返し届
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くスパムメールとは異なり、一様にフィルタリ

ングできないものだということであります。

ハッカーは、失敗した攻撃から学びながら、ど

んどんと巧妙化させるということです。例え

ば、知事名だとか各部長さんのお名前で各職員

に「皆さんへ」ということで送ると、必ず開い

てしまうんです。それがもし攻撃のものであっ

たら、感染をするということになるんだろうと

思います。現在、県庁内では、県税システムと

か生活保護システムとか、多くの業務支援シス

テムが利用されておりますが、多くの個人情報

が入っております。公的機関の情報漏えいは、

盗む者への批判よりも、盗まれたほうへの防護

体制がどうだったのかという強い非難を受ける

ものであります。私としては、例えば、ＵＳＢ

を差し込まないと業務システムは動かないとい

うような物理的防御態勢も検討すべきではない

かなと考えたりするんですが、現状の対策状況

というものをお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 情報セキュリ

ティーにかかわる脅威につきましては、外部か

らの侵入や不適切なメールの防御、また、ウイ

ルスの駆除などを行いますとともに、職員の意

識向上を図るために、標的型攻撃メールの疑似

訓練を行うなど、全庁的な対策に取り組んでい

るところであります。さらに、個別のオンライ

ン業務支援システムにおきましても、特定の職

員だけしか利用できない仕組みとするととも

に、定期的な監査を行うなどの対策も講じてい

るところであります。今回の日本年金機構の個

人情報流出を受け、直ちに職員に対し、ウイル

ス感染についての注意喚起を行ったところであ

りますが、情報セキュリティーにおきまして

は、ソフトとハードの両面において対策を講ず

る必要がありますので、引き続き、情報セキュ

リティーに関する規定や研修内容の見直し等に

より、職員の意識の向上に努めるとともに、御

提案の趣旨も踏まえ、さらなる物理的・技術的

対策についても検討を進めてまいります。

○岩切達哉議員 物理的また技術的問題もある

と思いますけれども、日本年金機構の皆さん

に、厚生労働省から何か通知が来ているという

ことで開いたと、雑駁な話でそういうふうに聞

いています。開いたら、それが違っていたとい

うことでありまして、やっぱり単純じゃないな

と思います。しかし、盗む側よりも、盗まれた

側が非難されている現状でございますので、ぜ

ひ、早急な体制の充実を図っていただきたいと

思います。

実は、通告には、イぺーという黄色い花の話

を載せておりましたけれども、時間がありませ

んので、御提案だけにします。

日南市ではジャカランダが開花し、ジャカラ

ンダまつりが行われています。門川町の桃源

郷、アジサイがすばらしいところですが、これ

は個人の方の努力だと聞いております。新富町

の芝桜、生駒高原のコスモス、菜の花など、観

光名所をつくってきたという取り組みだと思い

ます。ジャカランダと同じノウゼンカズラ科の

イぺーまたはイッペーという、とても目立つ黄

色い花をつける樹木があります。桜とジャカラ

ンダの花の季節の中間に咲く花で、植樹を推進

し、春は桜、それからイぺーが咲いて、ジャカ

ランダが咲くというふうな、春から夏への連続

した花見観光というものはどうだろうかと。群

生させるということがキーポイントだと思いま

す。群生させるとして、じゃ、青島だったらど

うだろうかとか、堀切峠ならどうだろうかとか

思いながら質問を準備したんですけれども、時

間の関係もありますので、執行部に御提案とい
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うことまでにさせていただきます。

私の質問は以上で終了します。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中野 明副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 県議会自

由民主党、小林市・西諸県郡選挙区選出の丸山

裕次郎でございます。ことし４月に行われた統

一地方選挙で選ばれた同志の皆さんとともに、

県勢発展のため、県民福祉の向上のために全力

で取り組んでまいりますので、どうかよろしく

お願いいたします。

私も、選挙を迎えるに当たり、選挙区内を挨

拶回りをしているとき、４年前には家に明かり

がついていたのが空き家になっていたり、寂し

そうに一人でストーブで暖をとっている高齢者

の方と会ったときなど、人口減少、地方の衰退

を改めて強く感じました。そのような光景を目

の当たりにし、地域活性化のために何をすべき

かを改めて考えさせられました。私なりに考え

をまとめ、選挙区の方々に訴えたのは、まず基

幹産業である農業の６次産業化・フードビジネ

ス推進、交流人口をふやす観光推進、社会保障

費の伸び抑制、人口減少対策の一環として健康

増進が重要。また、農業、観光、健康増進をそ

れぞれ結びつけ合うのは「食」。宮崎の食の優

位性を生かした地方創生を推し進めるべきとい

うことを訴えさせていただきました。

県勢発展、地方創生をなし遂げるためには、

熱意・誠意・総意が必要だと思っております。

私の持っている全ての熱意・誠意・総意をもっ

て、高原町、小林市、宮崎県が揺るぎなく前へ

前へ行けるように、全力で任期中頑張っていき

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、通告に従い一般質問を行いますの

で、知事初め執行部の皆さんには明快な答弁を

お願いいたします。

初めに、地方創生についてであります。

地方創生につきましては、各県ともそれぞれ

の特性、優位性などを生かし、知恵を出し取り

組んでいると思っております。知事はよく「地

方創生のトップランナーを目指していく」と言

われていますが、地方創生をなし遂げるために

は、明確なビジョンと覚悟が必要だと思いま

す。そこで知事は、地方創生のトップランナー

を目指すために、具体的な政策と予算措置をど

のように取り組んでいるのか、お伺いいたしま

す。

また、今年度、総合政策部に地方創生推進担

当を設置するなど、推進体制の整備を図られて

おりますが、今後、地方創生の推進について、

市町村の支援を含めどのように取り組んでいか

れるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

次に、健康増進についてお伺いいたします。

昨年、毎年行っている健康診断の結果で、ガ

ンマ－ＧＴＰ、コレステロール値が上がり、気

になっていることをフェイスブックにアップし

たところ、その情報を見た近くの乾シイタケ農

家の方が、わざわざ自宅まで、「乾シイタケの

だし汁は体にいいよ」と言って乾シイタケを

持ってきてくださいました。それがきっかけで

半年間、乾シイタケの戻し汁を朝と晩、約200cc

でありますけれども、飲み続けましたら、何と

ガンマ－ＧＴＰが90から40、コレステロール

が203から191まで下がりました。皆さんも試し

てみたらいかがでしょうか。

このように血液検査のデータが改善するきっ

かけをつくってくれたのは、毎年行っている健

康診断だと思っております。2008年度から特定

健診・特定保健指導が実施されるようになりま

したが、なかなか受診率が上がらない状況だと
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聞いております。そこで、県内の各保険者種類

別の受診率はどうなっているのか。また、今後

の受診率向上をどのように考えているのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

先ほど紹介したシイタケのだし汁は、健康増

進に大きく寄与すると思います。数年前から福

島原発の風評被害等で乾シイタケは暴落し、生

産農家は途方に暮れたときもありましたけれど

も、最近はようやく価格も持ち直しており、安

堵しております。今後、乾シイタケの暴落、原

価割れを防ぐためにも、乾シイタケの効能を科

学的・医学的に検証し、消費者にわかりやすく

ＰＲしていく必要があると思います。そこで、

新規事業で提案している「みやざき乾しいた

け」魅力発掘推進事業の目的と事業概要につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

次に、2025年問題についてお伺いいたしま

す。

いわゆる団塊の世代が75歳以上になる2025年

には、75歳以上の人口が2012年の1.4倍の2,179

万人と見込まれ、医療給付費が54兆円、介護給

付費も19.8兆円に達すると推計され、社会保障

費の伸びが大きな課題になっております。その

ため国において、「持続可能な社会保障制度の

確立を図るための改革の推進に関する法律」に

基づく措置として、地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するため、医療法、介護

保険法などの関係法令について所要の整備が行

われました。また、今後の医療体制として、医

療機能の現状や地域の高齢化の進展を含む将来

的な医療ニーズの客観的なデータに基づく見通

しを踏まえ、その地域にふさわしいバランスの

とれた医療機能ごとに医療の必要量を示す地域

医療構想を都道府県が策定するとされておりま

す。県としましても、地域医療構想策定に着手

しようとした先日、国において設置された「医

療・介護情報の活用による改革の推進に関する

専門調査会」から、現在の病床が全国41道府県

で2025年には最大20万床不要、宮崎において

も5,400床から5,900床不要というショッキング

な推計が出されました。そこで福祉保健部長

に、この推計についての見解をお伺いいたしま

す。

次に、産業人材確保についてお伺いいたしま

す。

少子高齢化の進展に伴い、人口減少、新規学

卒者の県外流出がとまらないため、農業、林

業、商工業、医療・福祉産業などさまざまな産

業で人材不足状況の声を聞いております。この

まま各産業の担い手不足が進行すれば、県勢発

展が危ぶまれ、地方創生の実現は非常に厳しく

なるのではと大変危惧しております。このよう

な中、今議会に宮崎成長産業人材育成事業を提

案されていますが、事業の目的と具体的な事業

について、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

各産業で人手不足で悩んでいる一因として、

就職してもすぐ離職するということが挙げられ

ておりますが、本県の実態はどうなっているの

か、あわせてお伺いいたします。

離職してしまう一因として、子供のころから

の未来に向けてのキャリア教育、人生設計教育

が不十分だったのではないかと考えておりま

す。そこで今年度、「自立への架け橋 宮崎県

キャリア教育実践事業」に取り組まれています

が、具体的にはどのように取り組まれているの

か、教育長にお伺いいたします。

次に、農地中間管理事業についてお伺いいた

します。

昨年度から、「農政の大転換」と言われ導入
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された農地中間管理事業による担い手への農地

集積は、初年度ということもあり、目標を大き

く下回りました。山下議員への答弁にありまし

たように、「事業の周知不足があったので、改

善に取り組んでいきたい」とのことですが、事

業の周知徹底には全力で取り組んでいただきた

いと思っております。また、実際に事務手続に

携わっている市町の職員からは、農地中間管理

事業では書類の量が多いなど事務負担が多いと

聞いております。そこで、事務処理の簡素化は

できないのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

次に、畜産振興についてお伺いいたします。

子牛の競り価格は高値で取引されており好調

ですが、西諸畜連の郡品評会牛の郡内購買率を

調べてみますと、平成24年度では80％だったの

が、平成25年度には77％、平成26年度には64％

まで下がってきております。また、九州外での

購買先の上位３県はそれぞれ、平成24年度は岩

手県７頭、北海道４頭、宮城県２頭。平成25年

度は北海道９頭、宮城県６頭、東京５頭。平

成26年度になりますと、宮城県は33頭、北海

道20頭、栃木県17頭となっております。優良雌

子牛流出が続けば、宮崎牛の改良に影響が出て

くるのではと懸念しております。先ほど述べま

したように子牛価格が高い状況が続いており、

子牛生産農家が雌子牛を更新する費用がかさむ

ため、雌牛更新がおくれる可能性があり、ま

た、増頭したくても資金的に厳しい状況です。

鳥取県では、和牛王国復活を目指すために、優

良子牛導入助成金として、雌子牛は上限27万

円、肥育素牛で22万円という制度をことしから

行っております。そこで、今後の持続可能な畜

産の発展のために、子牛導入などの新たな肉用

牛振興策が必要だと思いますが、農政水産部長

にお伺いいたします。

壇上からの最後の質問になりますが、防災対

策についてお伺いいたします。

桜島の噴火や阿蘇山の噴火を初め、先日起き

た鹿児島県の口永良部島の大噴火などが続いて

おります。また、関東・東北地域では震度５以

上を観測するような規模の地震が相次いでおり

ます。日向灘沖を震源とする震度２以上の地震

でも、ことしは既に４回発生しており、南海ト

ラフ地震の危険性が高まっているのではと感じ

ております。県におきましては、南海トラフ地

震・津波対策として河川、港湾、漁港の対策に

取り組まれておるようでありますけれども、現

在の取り組み状況につきまして、県土整備部長

にお伺いいたします。

また、都城市など本県南部の10の市や町で

は、南海トラフ地震・津波対策などの大規模災

害時の広域的な応援体制の構築に取り組んでい

るところでありますけれども、このような内陸

部から沿岸部への広域的な応援が重要だと考え

ておりますが、県ではどのように取り組んでい

るのか危機管理統括監にお伺いし、壇上からの

質問を終わり、以下の質問は質問者席から行い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

地方創生の政策と予算についてであります。

地方創生は、東京一極集中の是正と人口減少の

克服に向けまして、地方の自立的な成長を促進

するものでありまして、国のほうで、「地方の

元気なくして我が国の将来はない」という認識

に立って、地方が主体的に実施する多様な取り

組みを、予算や制度面から積極的に支援するこ

とによって、全国の地方が再生する契機となる

ものと期待をしておるところであります。特に
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本県は、温暖な気候と豊かな自然環境、全国第

２位の合計特殊出生率を誇るすぐれた子育て環

境を有しており、さらに、フードビジネスを初

めとする成長産業の育成などを通じて、また、

ようやく整備が進みつつある高速道路を初めと

する交通インフラというものを活用し得るとい

うようなことも追い風として活用し、全てが大

都市に集中する現状からの脱却を目指す地方の

モデルケースになり得る、地方創生のトップラ

ンナーたり得ると考えているところでありま

す。これら本県の優位性と特性を踏まえた特色

ある政策をしっかりと構築し、国の支援策も活

用しながら必要な事業を着実に推進しますとと

もに、国に対しましても積極的な提案・発信に

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○総合政策部長（茂 雄二君）〔登壇〕 お答

えします。

地方創生の取り組みについてであります。地

方創生は、まさに全部局挙げて取り組むべき課

題であると認識しておりますことから、全ての

組織が目的を共有しつつ取り組んでいくことが

何より肝要であると考えております。このた

め、総合政策部が中心となりまして全庁の知恵

を結集させ、現在策定中の宮崎県版のまち・ひ

と・しごと創生総合戦略をしっかり取りまとめ

てまいりたいと考えております。

また、市町村は地方創生の中心的担い手であ

りますことから、総合戦略の策定を初めとする

市町村の地方創生への取り組みについて、総合

政策課内に設置しております相談窓口等を通じ

て、積極的に支援をしてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○危機管理統括監（金丸政保君）〔登壇〕 お

答えいたします。

南海トラフ巨大地震に対する広域的な応援に

ついてでございます。本県南部の10の市と町に

おきましては、本年２月に、南海トラフ巨大地

震等の大規模災害に備えた市町村間の協力体制

を検討するための協議会を設置しております。

この協議会は、東日本大震災において、岩手県

の内陸部に位置いたします遠野市が、津波被害

を受けた沿岸部に対して行った支援を参考に設

置されたものであり、現在、職員の派遣、物資

や避難施設の提供、ボランティアの活動調整等

について検討が行われております。南海トラフ

巨大地震が発生した場合、被災地に対しまして

は、国や県が行う各種の支援が検討されており

ますが、市町村間の支援も必要であると考えら

れますので、県といたしましては、この取り組

みに連携していくとともに、総合防災訓練にお

いて、その検証も行ってまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（桑山秀彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、特定健診受診率についてであります。

特定健診受診率の直近の公表データは、平成24

年度のものとなりますが、市町村国保が31.5

％、中小企業の従業員が加入する協会けんぽ

が44.0％、大企業の従業員が加入する健康保険

組合と公務員が加入する共済組合を合わせ

て59.0％などとなっており、全体の受診率

は40.8％で、前年度と比べまして2.1ポイントの

増加となっております。県といたしましては、

受診率向上のため、市町村国保、協会けんぽ等

の医療保険者で構成いたします保険者協議会と

連携して、テレビ・ラジオやバス広告などを利

用し、特定健診の重要性を訴えるなど、県民に

対する広報啓発に取り組んでおります。また、

市町村が行う未受診者への電話案内や看護師に
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よる戸別訪問実施などの取り組みに対して支援

をしているところであります。今後とも、市町

村、関係機関と連携を深めながら、特定健診の

受診率の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、国の専門調査会による病床数の推計に

ついてであります。本県におきましては、今年

度から地域医療構想の策定に取り組むこととし

ておりますが、策定に当たりましては、高齢化

の進展を見据え、現在の病床機能について、将

来必要となる機能への転換や、一定規模の在宅

医療への移行が必要になると認識していたとこ

ろであります。そのような中、今回、専門調査

会の推計で示されました３割以上という本県の

削減額の幅の大きさにつきましては、驚きを

もって受けとめているところでございます。以

上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

「みやざき乾しいたけ」魅力発掘推進事業に

ついてであります。乾シイタケは、ビタミンＤ

や食物繊維が豊富な食品で、血中コレステロー

ルや血圧を下げる効果も期待されております。

このため県では、今回の補正予算にこの事業を

盛り込み、県産乾シイタケの有する効能を科学

的に検証し、その成果を消費者にわかりやすく

ＰＲすることといたしております。実は、私自

身も毎日、乾シイタケを戻してだし汁をつくり

まして、みそ汁や鍋などさまざまな料理に生か

しているところでございます。みやざき乾しい

たけの大ファンとしましても、今回の事業によ

りまして有効成分をしっかりと分析し、ＰＲす

ることによりまして、本県産乾シイタケの消費

拡大と生産者の所得の向上につなげてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（永山英也君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、宮崎成長産業人材育成事業についてで

あります。この事業は、国の「地域創生人材育

成事業」に提案をし、採択されたものでありま

す。雇用拡大など今後の成長が期待される一方

で、人手不足が課題となっているＩＣＴ、フー

ドビジネスなど４つの分野において、ＵＩＪタ

ーン人材、女性など多様な求職者ニーズに応じ

た新たな職域の開発や人材育成の取り組みを通

じまして、安定的な人材確保を図るものであり

ます。具体的には、テレワークや短時間勤務な

どの新たな職域の開発を行うことで、多様な求

職者にとって働きやすい雇用環境の整備・充実

を図ることとしております。また、企業等での

６カ月程度の雇用型の訓練や、非正規雇用者を

対象としたスキルアップ訓練、女性や中高年齢

者を対象とした各種訓練等のプログラムを開発

し、実施することとしております。なお、この

事業によりまして、３年間で415名の就職を目指

しております。

次に、新規学卒者の早期離職についてであり

ます。平成26年11月に発表されたデータにより

ますと、県内に就職した新規学卒者の３年以内

の離職率は、高等学校卒業者が48.3％、大学卒

業者が40.7％となっておりまして、全国平均よ

り、高等学校卒業者で8.7ポイント、大学卒業者

で8.3ポイント高い状況にあります。早期離職の

要因として、労働局、県、教育委員会及び産業

界等の関係機関による「宮崎新卒者等就職・採

用応援本部」におきましては、例えば、働くこ

とへの意識の不足、企業を知るための情報の不

足、企業内の人材育成体制の未整備などの多様

な要因があると分析をしております。このた
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め、同本部におきまして、就職準備期間、就職

活動中、就職後の３段階に分けまして早期離職

防止策を整理し、各機関が連携しながら対策に

取り組むこととしているところであります。今

後とも、重要な課題としてしっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農地中間管理事業についてでありま

す。農地中間管理事業の手続は、御指摘のとお

り、法令で定められている書類や図面等の添付

資料が多いことから、機構や市町村のみなら

ず、農地の出し手や受け手にも大きな負担と

なっております。このため本年度は、市町村等

の専任職員を増員し体制の強化を図るととも

に、農業委員会等の確認で済む提出書類につき

ましては削減を図り、また、新たな農地賃貸借

管理システムを活用した申請書等の作成支援に

より、事務の負担軽減に取り組んでいるところ

であります。今後とも、市町村等における事務

負担の軽減が図られますよう努めますととも

に、引き続き、国に対しましても事務の簡素化

について要望してまいりたいと考えておりま

す。

次に、肉用牛振興策についてであります。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、優秀な子牛を安定的に確保するこ

とは、本県肉用牛の改良や農家の経営安定に

とって大変重要であると認識をしております。

このため県といたしましては、種畜再生対策基

金事業等により、雌子牛の県内保留対策に取り

組みますとともに、畜産クラスター事業等を活

用して、担い手の生産性向上や施設整備などを

支援するなど、繁殖基盤の総合的な強化に努め

ているところであります。また、これらに加

え、本議会でお願いしております肉用牛肥育一

貫体制実証事業により、肥育農家がみずから繁

殖雌牛を導入して素牛を確保する取り組みにつ

きましても、新たに支援してまいりたいと考え

ております。今後とも、関係機関と連携しなが

ら、肉用牛振興の積極的な推進に努めてまいり

ます。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（図師雄一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

南海トラフ地震における津波対策についてで

あります。近い将来、高い確率で発生が予測さ

れている南海トラフ地震における津波対策は喫

緊の課題であり、現在、河川や港湾など施設ご

とに設定した津波の高さに基づいて整備を進め

ているところであります。河川につきまして

は、昨年度から、沖田川など14水系において、

数十年から100数十年に１回起こるようなレベル

１津波に対応した堤防のかさ上げや、樋門の自

動閉鎖化などの整備に着手しております。ま

た、港湾、漁港につきましては、平成25年度か

ら、防波堤を越える津波に対しても壊れにく

い、いわゆる粘り強い構造の整備などに着手し

ており、現在、宮崎港など３つの重要港湾や、

北浦漁港など８つの漁港において整備を進めて

おります。県といたしましては、今後とも、県

民の生命・財産を守るため、南海トラフ地震に

備えた津波対策の推進に努めてまいりたいと存

じます。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

キャリア教育実践事業についてであります。

この事業では、高校生に勤労や学習の意義を理

解させるとともに、社会で将来必要となる能力

や態度を培うことを目的といたしております。
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具体的には、インターンシップや出前授業等の

奨励に加えまして、本年度より、全ての県立高

校を対象に、例えば卒業や就職など人生の節目

でどのようなことを考えるべきか、あわせて、

そのときどれぐらいお金がかかるかなど、将来

の人生設計について真剣に考えさせる授業と、

労働局による労働法に関する講習会を実施し、

社会で遭遇する壁や困難を乗り越える力を培う

取り組みを行っているところであります。ま

た、本県で学校や企業等が一体となってキャリ

ア教育を推進するために、企業、学校、家庭、

教員等の力を結集して合同研修会を開催いたし

ます。このような取り組みにより、子供たちそ

れぞれが社会で自分の居場所を見つけ、そこで

懸命に働き、社会貢献を行いながら、幸せを実

感できるような社会性や人間性を育んでまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それでは、再質問を行いま

す。

まず、地方創生についてでありますけれど

も、昨年、国において、地方創生を推し進める

ために、５万人以下の市町村に若手職員を派遣

する制度をつくりましたけれども、県内ではど

の程度の市長村が派遣要請されたのか、お伺い

いたします。

また、実際派遣された市町村があったのか

も、あわせて総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 国が創設しました

地方創生人材支援制度におきましては、県内か

ら小林市、串間市、えびの市、都農町の４市町

が国へ派遣を要請したところであります。この

うち串間市に、本年４月１日に総務省職員１名

が派遣されております。

○丸山裕次郎議員 串間市に派遣されていると

いうことでありますので、まず串間市に派遣さ

れている若手職員と情報交換をしっかりしてい

ただき、連携強化をしていくのはもとよりであ

りますけれども、九州各県にもそれぞれ派遣さ

れていると聞いておりますので、その把握もお

願いしたいと思います。

また、国から本県に来ていただいている内田

副知事を筆頭に、各省庁からいろんな方々が本

県に来ていただいておりますので、宮崎のいい

ところ、足りないところを県外からの目線で見

ることができると思います。宮崎の地方創生の

推進に大きな力になってくると思いますので、

ぜひ、知事もよく言われているトップランナー

になるように頑張っていただきたいと期待して

おります。

次の質問に移ります。2025年度問題について

でありますけれども、先ほど言いましたよう

に、国においては、「持続可能な社会保障制度

の確立を図るための改革の推進に関する法律」

に基づき、効率的かつ質の高い医療体制を構築

する目的での基礎調査ということであろうと思

います。昨年10月ごろと聞いておりますが、病

床を持っている病院に対しまして、今後の病床

のあり方についてのアンケートを実施している

ようであります。どのような結果だったのか、

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） お尋ねのアン

ケートでございます。病床機能報告制度におき

ましては、医療機関の現状の病床機能に加えま

して、2020年の病床機能の予定についても報告

することとされております。この2020年におけ

る病床機能につきましては、あくまで現時点で

の各医療機関の意向を集計したものであります

が、その主な特徴を申し上げますと、報告のあ

りました総数約１万5,000床のうち、約8,500床

と半数を占める急性期病床が、報告時点と比較
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しまして約５％の減、約1,500床と１割を占める

回復期病床が約36％の増という結果になってお

ります。

○丸山裕次郎議員 病床アンケートの結果の年

次が2020年ということで、年次が５年ほどタイ

ムラグがありますけれども、病院経営者として

は、急性期病床ではわずか５％の減、回復期病

床では約36％の増ということであります。専門

調査会によりますと、現在と2025年で必要とさ

れる病床を比較しますと、高度急性期病床では

約800床が約1,000床、急性期病床では約8,500床

が半分以下の3,400床、回復期病床では約1,500

床が２倍以上の4, 0 0 0床、慢性期病床では

約3,900床が2,200床から2,700床という推計がさ

れております。アンケート結果と専門調査会の

推計を比べてみますと、急性期病床において５

％減に対して半分以下で大きな差、また、回復

期病床においても、36％増に対しまして２倍以

上など大きな差が生じており、現場が混乱して

いくのではないかと大変懸念をしております。

そこで、今後どのように地域医療構想を策定し

ていくのか、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） 地域医療構想

は、本県の2025年における必要病床数や、将来

あるべき医療提供体制を明らかにするものであ

り、策定に当たりましては、地域医療構想策定

委員会を開催いたしまして、医師会や歯科医師

会、薬剤師会、看護協会等の医療関係者を初め

として、市長会、町村会、保険者協議会などさ

まざまな立場の方々の御意見を伺うことにして

おります。さらに、二次医療圏ごとに開催され

ます地域医療構想調整会議におきまして、医療

施設の現状や各地域の課題等の把握にも努めて

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 国の専門調査会では、レセ

プトデータなどの既存データを生かしまして、

また、現状追認にならないよう社会保障改革を

行っていくということを基本としているようで

あります。先ほど述べましたように、医師会が

思っている病床移行と専門調査会が提示しまし

た病床移行には大きな差がありますので、本県

に設置される地域医療構想策定委員会では、本

県の実態や医師会、看護協会などの意見を十二

分に聞き、また、二次医療圏ごとの意見も尊重

していただき、県民が安心できる地域医療構想

が策定されることを要望しておきます。

少し話を変えますが、地域医療構想では、医

療と介護の連携強化をうたっておりますが、医

療界は医師会を中心に意思を把握しやすいと

思っておりますけれども、介護界は社会福祉法

人や他産業から参入してきた方々も多く、経営

者が多岐にわたっており、意思の把握が大変で

はないかと想像しております。どのように医療

と介護の連携強化を図っていくのか、お伺いい

たします。

また、あわせて、幾らすばらしい地域医療構

想ができたとしても、医療・介護の現場で働く

マンパワーが必要でありますけれども、医療・

介護人材の確保・養成をどのように行っていく

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） 2025年に向け

て、地域包括ケアシステムの構築を着実に推進

していくためには、医療と介護の垣根を越えた

連携が特に重要な課題であります。このため県

では、今年度、新たに「医療・介護連携推進

室」を設置したところでありまして、今後、県

内の各圏域に設置する地域協議会を推進母体と

して、広域的な多職種連携による、医療関係者

と介護事業者との顔の見える関係づくりに努め

平成27年６月22日(月)
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てまいりたいと考えております。

また、人材の確保と養成につきましては、こ

れまでも、修学資金の貸し付け、専門研修の実

施、あるいは処遇改善などの取り組みを進めて

きたところでありますが、今後は、新たに設置

いたしました「地域医療介護総合確保基金」も

活用しながら、関係機関等と連携して、さらに

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 2025年問題である社会保障

費の伸びの抑制は、ある程度理解しますけれど

も、基本は県民が安心し持続可能な医療・介護

体制が重要だと思いますので、人材養成を含め

全力を挙げて2025年問題に取り組んでいただく

ことを要望しておきます。

次に、産業人材育成についてお伺いいたしま

す。

宮崎の成長産業の一つの農業・フードビジネ

ス産業は、農地を集約し担い手に任せる流れに

なっておりますけれども、その現場で困ってい

るのは、苗つけや収穫時に多くの人手が要るの

に、なかなか集まらないということでありま

す。集まらない一つの要因として、中高年齢者

で構成しているシルバー人材センター事業にお

いて、厚生労働省が指導されていると聞いてお

るんですけれども、作業時間、作業日数に制限

があり、働きたいのに働けない状況であると聞

いております。また、地方、特に田舎では国民

年金受給者が多く、年金だけでは生活するのが

大変であるために、もっと働きたいという声も

聞いております。そこで、シルバー人材センタ

ー事業における労働時間上限の緩和を求めるべ

きと考えておりますけれども、商工観光労働部

長に見解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 現在、シ

ルバー人材センターにおける就労は、臨時的か

つ短期的、また軽易な業務に限定されており、

会員１人当たりの労働時間がおおむね週20時間

程度、月10日程度を超えないこととされており

ます。一方、ことし２月に厚生労働省では、有

識者による「生涯現役社会の実現に向けた雇用

・就業環境の整備に関する検討会」を設置し、

今後の制度や施策の方向性について検討を行っ

てきたところであります。先般まとめられまし

た報告書では、シルバー人材センターの就労条

件の緩和についても検討することが必要とされ

ております。これを受けて厚生労働省では、こ

の報告書の方向性を踏まえ、今後、具体的な取

り組みを検討していくと伺っております。本県

といたしましては、今後の国の動向を注視して

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 的確に国の動向を捉えてい

ただきまして、産業人材の確保をお願いしたい

と思っております。人口減少が進む中、各種産

業の人材を確保することは大変大きな課題と

なってきております。補正予算で提案している

宮崎成長産業人材育成事業により、３年間で400

名を超す就職を目標にしておりますので、ぜひ

実現をしていただき、できればこれを超える数

を実現していただきたいと思っております。

また、新規学卒者離職率が、本県では残念な

がら全国平均より８％高い状況ですので、商工

観光労働部と教育委員会は綿密な連携強化をお

願いしたいと思っています。また、新規学卒者

の離職状況につきましては、宮崎県では数値を

公表していますけれども、他県では公表されて

いない労働局があるということでありますの

で、労働局ごとに公表してもらえるように国に

働きかけをお願いしたいと思いますし、公表さ

れた場合には、各県の新規学卒者の離職対策に
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ついて分析・検討をしっかりと行っていただく

ことをお願いしたいと思っております。

次に、農地中間管理事業についてお伺いいた

します。昨年の農地中間管理事業による担い手

への貸付面積は374ヘクタールの実績のようです

けれども、事業の大きな目的は、規模拡大のた

めの担い手への農地集積と、団地化の農地集約

ですが、昨年度の取り組み結果について、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） 農地中間管理

事業は、担い手への農地集積を加速させるとと

もに、生産効率の高い農地の団地化を図る新し

い農地の貸し借りの仕組みとして、昨年度スタ

ートいたしました。県では昨年度、63のモデル

地区を選定し、重点的な推進に取り組みました

が、御指摘のとおり、目標に対して16.5％の実

績にとどまったところであります。このような

中にあって、機構では、845名の地権者から借り

受けた374ヘクタールの農地を304名の担い手に

貸し付けており、担い手の規模拡大に一定程度

寄与したものと考えております。今後はさら

に、面的にまとまりのある圃場として担い手に

貸し付けることによって、農地の団地化を実現

してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁にありましたように、

担い手への農地集積はある程度進んでも、農家

同士の土地の交換が進まないと農地集約はでき

ず、ひいては効率のよい営農が進まないのでは

ないかと懸念しております。そこで、今後、営

農の効率化が期待される農地集約の取り組み、

フォローアップをどのように進めようと考えて

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） 本年度の取り

組みにつきましては、現地で具体的な活動を支

援する専任職員を増員し、推進体制の強化を図

るとともに、昨年度設置いたしましたモデル地

区や基盤整備事業の予定地区など、125の重点実

施地区を設定し、推進を図ることといたしてお

ります。昨年度のモデル地区における取り組み

においては、集落営農法人が中心となって地域

での話し合いを進めた結果、主食用米と加工用

米のゾーニングが図られ、水利用や管理作業の

効率化が図られた事例もありました。議員御指

摘のとおり、農家同士の土地の交換が進まない

と、効率のよい営農は実現しないわけでありま

すから、ただいま御紹介いたしました事例等を

参考に、点在する農地の交換も図りながら、生

産効率の高い農地の集約化に取り組んでまいり

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、農家ごとの土地の交

換も含めて、しっかりと効率のよい農業経営が

できるように頑張っていただきたいと思いま

す。

また、今後の人口減少、担い手不足を考慮し

ますと、担い手農業者等に、まとまった土地を

耕作し維持していただかなければならないと思

います。恐らく、これまで10ヘクタールの農地

を100人程度の方で耕作維持してきたのが、２～

３名で耕作維持しなければいけなくなると思い

ます。耕作は大型の農機具を駆使すれば可能だ

と思いますけれども、水路、草刈り等の維持管

理は厳しくなることが容易に推測されます。そ

こで、今後、農地集積を進める中で、農地及び

水路の維持管理の対応をどのように進めようと

考えているのか、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） 農地が限られ

た担い手に集約される時代にあっても、農地の

持つ高い生産力とその多面的機能を維持向上さ

せていくためには、畦畔や水路を適切に維持管
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理していくことが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、地域の土

地は地域で守るという意識のもと、集落ぐるみ

で行われる農地や水路の維持管理活動が今後と

も適切に行われるよう、多面的機能支払制度や

中山間地域等直接支払制度を最大限に活用しな

がら、その取り組みをしっかりと支援していき

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 部長の言われたように、地

域は地域で守るというのが基本でありますけれ

ども、本当に人口が減少していて人がいなく

なってきている状況ですと、農地の維持管理が

集落ではできなくなることを非常に懸念してお

ります。農地を守っていくためには、今後は、

建設産業等への作業委託など、より使いやすい

制度が必要だと思っておりますが、その辺も要

望をお願いしたいと思っております。

また、今回のメリット措置の目玉となってお

ります農地集積協力金の単価のことであります

けれども、現在は３万6,000円でありますが、こ

れが平成30年度までに２万7,000円、１万8,000

円にどんどん下がっていくということでありま

すので、新たに協力したいという人が出てきた

場合に、前とことしは違うじゃないかというよ

うな、現場で混乱する可能性がありますので、

大変心配しております。農地中間管理事業が順

調に進むためにも、いろいろな改善点がまだま

だあると思っておりますので、他県ともしっか

りと連携していただいて、国に、改善できるこ

とはしっかり、事務処理を含めてお願いしたい

と思っております。

次に、畜産振興についてお伺いいたします。

昨年の高千穂で行われました県共では、グラン

ドチャンピオンをとられた畜産農家に対し、

「グランドチャンピオン」の称号という名誉だ

けでなく、大相撲千秋楽に行われる宮崎牛贈呈

式の観覧という副賞が贈られました。生産農家

がさらに意欲を持って県共、全共にチャレンジ

するため、副賞の拡充ができないのか、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） 県畜産共進会

や全国和牛能力共進会への出品に向け、各地域

で日々御努力いただいている皆様方には、心よ

り敬意を表する次第であります。その労をねぎ

らう意味で、昨年度は、御紹介にもありました

が、知事の発案により、県共進会のグランド

チャンピオンをことしの大相撲１月場所千秋楽

に御招待申し上げたところであります。招待さ

れた皆様におかれましては、表彰式で知事が

「日本一の宮崎牛１頭分を贈る」と読み上げた

途端、館内から大きな拍手や歓声が沸き起こっ

たことに大変感激されるとともに、「これから

も頑張ろう」と、気持ちを新たにされたと伺っ

ているところであります。共進会出品者に対す

る支援のあり方につきましては、今後とも、肉

用牛経営への励みとなりますように、関係団体

と協議してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ことしの県共は、口蹄疫で

牛、豚が１匹もいなくなった児湯地区で開催さ

れます。あの悲劇の惨状を乗り越えた現場で行

われる県共です。昨年以上に盛り上がる県共に

なるのではと大変期待しております。先ほど農

政水産部長から答弁がありましたように、昨年

は知事の発案で、グランドチャンピオンを受賞

された方に対して、労をねぎらうために大相撲

千秋楽に招待という副賞を出していただき、受

賞者が大変喜び、新たな挑戦の気持ちが湧いた

ということであります。ぜひことしは、先ほど

紹介しましたとおり、口蹄疫から復興・再生を

目指している児湯地区での県共です。多くの畜



- 233 -

平成27年６月22日(月)

産農家が注目していると思います。ことしも知

事の英断を期待しておりますので、知事の見解

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 全共へ向けての大切な

大会でもありますので、ぜひまた続けて実施を

したいと思っております。ことしたまたま、御

招待をしました１月の場所というものが、白鵬

関が全勝で、しかも史上最多優勝を遂げられ

た、非常に館内が盛り上がっている中で、私も

表彰状のとき少しアドリブを入れたら、また盛

り上がったと。大変いい場面を生産農家の方に

味わっていただくことができたというふうに考

えております。今御質問の趣旨が、生産農家が

意欲を持ってということでありまして、市場の

中でいかに評価され、消費者にどれだけ喜ばれ

ているかを実感することが意欲につながると思

いますので、そういう一環、そういう考え方の

もとに、ぜひとも実施してまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 ぜひよろしくお願いしたい

と思います。知事の英断でできると思います。

ぜひお願いいたします。

次に、宮崎牛の消費拡大策として、宮崎牛の

輸出拡大に積極的に取り組んでいただいてお

り、昨年度は148トンまで実績を伸ばしていただ

いたと聞いております。順調に輸出量は伸びて

おりますけれども、価格はどのようになってい

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） 県では、県産

牛肉のブランド力を高めるため、海外輸出に積

極的に取り組んでいるところであり、御紹介に

もありましたが、平成26年度は148トンと過去最

高の輸出量となったところであります。また、

輸出価格につきましては、国内における取引価

格を基本に、輸出向けに必要な食肉処理や輸出

証明書の発行にかかる経費等を上乗せした形で

設定されていると伺っております。特に、輸出

の主力でありますサーロインなどの高級部位に

つきましては、国内での需要に波がある中で、

海外では年間を通して高い需要があることか

ら、安定した価格で取引がなされていると聞い

ておるところであります。

○丸山裕次郎議員 これまで取り組んできた東

アジアよりＥＵ市場は高値で取引される傾向が

あるということで、非常に魅力的であり、こと

し行われるミラノの「食」をテーマとした万博

でも、宮崎牛の出展が予定されていると聞いて

おります。輸出先としてＥＵも視野に入れるこ

とは非常におもしろい取り組みだと思います

が、宮崎県内にはＥＵ対応食肉処理場はありま

せんが、どのように対応しているのか、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） ＥＵは、約５

億人の人口を抱え、年間の牛肉消費量が760万ト

ンと世界第３位の消費量を有しておりますの

で、国も牛肉輸出先の最重点地域に指定してお

り、県といたしましても、大変魅力的な市場で

あると認識をしているところであります。ＥＵ

輸出に向けての牛肉の処理施設は、他の国と比

べて高い衛生管理基準が求められており、国の

認定を受ける必要がありますが、現在、これら

を満たす施設は、鹿児島県に２カ所、群馬県と

岐阜県にそれぞれ１カ所ずつの計４カ所となっ

ております。このため本県では現在、鹿児島県

内の認定施設に処理を依頼して、ＥＵへの県産

牛肉の輸出を行っているところであります。

○丸山裕次郎議員 宮崎牛というすばらしいブ

ランド牛を鹿児島県で食肉処理して輸出してい

るとのことですが、非常に残念です。新たなＥ

Ｕ対応食肉処理施設をつくることは、大きな投
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資をすることとなり、リスクもあるかもしれま

せんが、宮崎県を畜産県として自負するのであ

れば、覚悟を持って、関係団体等の協力も得な

がら推し進めるべきだと考えております。知事

が言う地方創生のトップランナーとして大きな

施策になると思いますが、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎牛のブランド力を

高めていく上で、ＥＵ市場への牛肉輸出は大変

魅力的でありまして、今後拡大に努めて、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

今答弁申し上げましたように、現在、ＥＵに輸

出する牛肉は鹿児島県内の施設で処理を行って

おりますが、処理コストや畜産関連産業の集積

という観点からも、県内に認定施設が必要であ

るというふうに考えておるところであります。

県内の全ての処理施設が全国に先駆けてＨＡＣ

ＣＰ対応するなど、高い衛生管理で行っている

ところでありますが、事ＥＵの基準ということ

に関して言いますと、県内の既存施設の改修で

は認定の取得は難しいということや、施設整備

には多額の費用を要するという問題を抱えてい

るところであります。しっかりとこういう課題

に向き合いながら、県内の食肉センターの意向

を踏まえ、関係者ともしっかり議論を進めなが

ら、具体的な検討を行ってまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 ぜひ一日も早くＥＵ対応食

肉処理場整備につきましては結論を出していた

だき、知事の言う地方創生のトップランナーの

具現化をしっかりと行っていただきたいと思い

ます。

最後の質問になりますが、今後、宮崎県を売

り出していくための用語として「日本(にっぽ

ん)のひなた」という言葉が発表されました。悪

い言葉ではありませんが、ＥＵを初め世界に宮

崎をＰＲするにはインパクトを感じません。

もっと宮崎の地の利を生かした言葉が必要だと

思います。私は、宮崎県の地の利といいます

と、神話であり、特に初代天皇・神武天皇が誕

生したという地だと思っております。昨年、議

会でも提案したファーストエンペラーというこ

とを世界に向けてＰＲすべきと考えておりま

す。特にＥＵ諸国は王室を大切にする環境があ

りますので、日本の天皇家の発祥の地・宮崎と

いうことをＰＲすれば、ＥＵ諸国の方々の心に

伝わり、宮崎に対して興味を持ってもらえるの

ではないかと思っております。そこで、ＥＵ等

の海外におけるＰＲでは、宮崎県を表現するの

に「ファーストエンペラー誕生の地」という言

葉を使いアピールすべきではないかと考えてお

りますが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎の魅力、さまざま

ある魅力をアピールしていくに当たって、相手

にどういうふうに説明をすれば効果的に伝えら

れるか、相手によって考えていく必要があろう

かと思います。例えば、日本国内であれば当然

に、九州の中の宮崎、南国の宮崎というイメー

ジをある程度共有できているわけであります

が、海外では全くそういうものはないわけであ

ります。そういうところからいかに効果的に伝

えていくか。今、「日本(にっぽん)のひなた宮

崎県」について御指摘がありました。これまで

も御説明しましたように、「ひなた」という言

葉、「ひなたぼっこ」からの連想で、我々日本

人がイメージする温かさ、ほっとするゆったり

とした時間、癒やし、そのようなイメージが日

本人としては膨らむわけですが、海外にはその

ままでは伝わらないと考えておりまして、これ

は工夫が必要かと考えております。
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御指摘の「ファーストエンペラー誕生の地」

ということにつきまして、記紀神話の中で宮崎

が初代天皇誕生の地とされていることについて

は、海外の方に伝えるつかみとしては非常に大

きなインパクトがあるものと考えております。

先日もＦＡＯ、世界農業遺産の現地調査の中で

もそのようなメッセージを活用したところでも

ありまして、ミラノ万博で神楽を披露するとい

うようなことも考えておるところでございます

し、食の魅力とあわせて、そのようなメッセー

ジというものも効果的に活用してまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひミラノでの挨拶では、

特に宮崎県を紹介するときは、先ほど言いまし

たとおり、「ファーストエンペラー誕生の地」

という言葉を使っていただき、他県よりきらり

と光るスピーチを期待しております。知事のス

ピーチ一つで大きく宮崎のイメージを変えるこ

とができ、ＥＵ市場への開拓につながると思っ

ております。また、2020年に行われる東京オリ

ンピックでの宮崎合宿誘致にもつながるのでは

ないかと思っておりますので、期待しておりま

す。どうかよろしくお願いします。

多少時間がありますので、要望を言わせてい

ただきます。防災対策についてでありますけれ

ども、津波対策として河川、港湾、漁港で取り

組んでいただいております。私はてっきり防災

対策の特別枠で取り組んでいると思っていまし

たら、国の津波対策の基準が高く、残念ながら

既存の事業の中でどうにかやりくりしていると

いうことであります。非常に残念であります。

ぜひ、内田副知事、県土整備部長には、本県の

実態を踏まえ、津波対策の採択基準の引き下げ

と、また、津波特別対策事業の継続を国に強く

要望することをお願い申し上げまして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中野 明副議長 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50分散会


