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平 成 2 7 年 ９ 月 1 0 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

4番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

5番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

6番 右 松 隆 央 （宮崎県議会自由民主党）

7番 二 見 康 之 （ 同 ）

8番 清 山 知 憲 （ 同 ）

9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 星 原 透 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （無所属の会）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 髙 橋 透 （ 同 ）

20番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党）

21番 横 田 照 夫 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 黒 木 正 一 （ 同 ）

25番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

26番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 井 上 紀代子 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 山 下 博 三 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 外 山 衛 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 原 正 三 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 中 野 明 （ 同 ）
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財 政 課 長 阪 本 典 弘
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◎ 代表質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、外山衛議

員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の外山衛でございます。

本日は、お忙しい中、地元日南からも傍聴に来

ていただきまして、まことにありがとうござい

ます。２年間の充電期間を経まして、本年４月

に県政の場に戻らせていただきました。初心に

帰ってしっかり取り組んでまいりたいと、意を

新たにしております。皆様、よろしくお願いい

たします。

復帰後、議員活動を行う中で、県職員の皆様

方の優秀さに触れ、改めて感心をしておる次第

でございます。その能力を発揮して、例えば行

政と民間とでありがちな感覚、価値観における

乖離など、その解消に努めて、官民一体となっ

た県勢の浮揚に取り組んでいただきたいと思い

ます。

それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。

今議会におきまして、特別議案として、「宮

崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」が提案

されております。これは、国の「まち・ひと・

しごと創生法」に基づく都道府県計画のことで

あり、現在、国で議論されている来年度の新型

交付金等の支援策を受けるのに必要な計画であ

りますが、そのためだけに策定するのでは意味

がないと考えます。人口減少の克服には、県民

各層がこの問題をみずからの問題として捉え、

共通の問題認識のもと、一致団結をして取り組

んでいく必要があります。そこでまず、宮崎県

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定する意

義について、知事にお伺いいたします。

宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の中

で、「しごとを興す」「人を育てる」「まちを

磨く」「資源を呼び込む」という４つの施策目

標と多くの取り組むべき施策が掲げられており

ます。いずれも人口減少の克服には必要なもの

だと思います。しかしながら、県の人材や予算

は限られており、全てを一度に実施するのは困

難ではないかと考えます。そこで、総合戦略に

盛り込まれている多くの施策について、まず、

どのようなことに力を入れていくのか、お伺い

します。

都市部から地方への移住・ＵＩＪターン推進

は、人口増につながることはもちろん、産業の

担い手確保や新たな発想、価値観を地域に取り

入れる上でも極めて重要であると考えておりま

す。そこで、さまざまな課題もあるかと思いま

すが、移住・ＵＩＪターン対策にどう取り組ん

でいくのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

地方への移住につきましては、「消滅可能性

都市」を提唱した日本創成会議が「東京圏高齢

化危機回避戦略」の中で、東京圏の高齢者の地

方移住促進に向けた提言を行っております。こ

れに対しまして、地方の活性化につながると期

待する声がある一方、東京から地方への高齢者

の押しつけであるとの地方の意見や、当の東京

圏の知事からも、「高齢者を地方へ誘導させる

平成27年9月10日(木)
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ことには違和感がある」との発言も出ていると

ころであります。今回の地方創生につきまして

は、地方の活性化のみならず、東京を初めとす

る大都市の持続可能な発展も目指すべきではご

ざいますが、このような状況が都市と地方の確

執を生み、本来、国を挙げて取り組むべき地方

創生に水を差しかねないのではないかと懸念し

ているところであります。東京圏からの高齢者

の移住につきまして、知事の所感をお伺いいた

します。

先月、国のまち・ひと・しごと創生本部にお

きまして、「地方創生の深化のための新型交付

金の創設等について」の方針が決定されており

ます。これによりますと、まず、予算の規模

は、26年度補正の地方創生先行型交付金が全額

国費で1,700億円であったのに対し、新型交付金

の28年度概算要求の規模は、国費ベースで1,000

億円超、地方負担分を合わせた事業費ベース

で2,000億円超となっております。次に、新型交

付金の対象となる事業でありますが、先駆性の

ある取り組み、既存事業の課題を発見し、打開

する取り組みなどが対象となるようでありま

す。単純に各県に交付金が配分されるようなも

のとはなっていないようであります。

我々県議会は、さきの６月定例会におきまし

て、「地方創生実現のための新型交付金に関す

る意見書」を国に提出し、新型交付金の額の大

幅な拡充や、自由度が高く、財政力の弱い団体

に配慮したものとすることなどを求めたところ

であります。今回の決定によりますと、必ずし

も地方の意見が反映されたものとはなっていな

いと考えております。現時点では制度設計の途

中の段階ではありますが、この新型交付金をど

のように評価されているのか、知事にお伺いい

たします。

次に、警察本部長にお伺いいたします。

去る９月４日の人事異動により、宮崎県警察

本部に野口泰本部長が着任をされました。現

在、県警では、「県民の期待と信頼にこたえる

力強い警察」という基本方針を掲げ、積極的な

警察活動を推進しておられます。野口本部長

は、外務省・中米カリブ課長、軍備管理軍縮課

長などを歴任され、今回、警察本部長という本

県の治安維持の最高責任者となられました。そ

こで、着任直後の意気込み、決意をお聞かせい

ただきたいと思います。

以上、壇上での質問を終わりまして、以下は

質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

まず、総合戦略の策定の意義についてであり

ます。少子高齢化や東京一極集中などを背景と

しました人口減少問題は、経済の縮小や社会の

活力低下はもとより、地域の維持・存続にも影

響を及ぼすものでありまして、国、地方を挙げ

て手を打たなければならない喫緊の課題である

と受けとめております。このため、「まち・ひ

と・しごと創生法」に基づき、本県において

も、長期的な人口推計と将来の方向性を示しま

す「人口ビジョン編」と、それに基づき講ずべ

き施策を定める「総合戦略編」から成る「宮崎

県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を取りま

とめて、今議会に提案したところであります。

これは、県民が共有をして、今後、地域のあり

方について考えていく一つの指針となるものと

考えております。本戦略により、長期的視点に

立った総合的な対策を進め、本県の人口減少に

歯どめをかけてまいりますとともに、市町村と

も十分連携をし、県民の皆様に地域の将来像を

真剣に考えていただきながら、地方創生に全力
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を傾けてまいりたいと考えております。

次に、この地方創生におきまして力を入れて

いく施策についてであります。本県の人口減少

の大きな要因は、進学や就職時の若年層人口の

流出などによる社会減でありまして、この改善

に取り組むことが最大の課題であります。この

ため、総合戦略では、「みやざき創生始動プロ

ジェクト」として３つの取り組みを先行的に進

めることとしております。１つ目は、世界農業

遺産やユネスコエコパークの登録などにより、

中山間地域の活性化を図る「世界ブランドのふ

るさとみやざきプロジェクト」。２つ目は、県

外出身者には本県を新たなふるさととして、ま

た、県外の本県出身者には心のふるさととし

て、移住・ＵＩＪターン対策を進めます「２つ

のふるさとづくりプロジェクト」。３つ目は、

付加価値の高い産業創出などにより、県外から

外貨を稼ぎ、地域で循環させ、経済活性化と所

得向上を目指す「みやざき新時代チャレンジ産

業プロジェクト」であります。これらの取り組

みを通じ、本県の特色や優位性を最大限に生か

しながら、社会減の抑制を図ってまいります。

次に、東京圏からの高齢者の地方移住につい

てであります。日本創成会議が６月にまとめた

「東京圏高齢化危機回避戦略」は、東京圏での

介護施設不足の深刻化を背景に、１都３県での

連携対応とともに、高齢者の地方移住環境の整

備などを提言したものであります。高齢者の地

方移住は、医療・介護分野を中心とした雇用の

創出や、元気な高齢者による経済活動を通じた

地域経済への波及効果が期待される一方で、医

療・介護にかかわる人材の確保や、医療・介護

保険制度における自治体負担などの問題もある

と考えておりまして、本県としても、新たな地

方負担を生じさせない国全体としての制度の見

直しについて国に要望しているところでありま

す。私としましては、こうした現実をしっかり

見据えつつ、高齢者の皆さんが安心して老後を

迎えられ、みずからの希望に沿って居住地を選

び、地域も喜んで受け入れることのできる環境

づくりが何よりも重要であると考えておりまし

て、今後とも、国への働きかけを含め、その実

現可能性を探ってまいりたいと考えておりま

す。

最後に、新型交付金についてであります。御

指摘のとおり、新型交付金の概算要求枠は、26

年度補正予算で措置されました先行型交付金

の1,700億円を下回る1,000億円程度とされるな

ど、必ずしも地方が要望した内容とはなってい

ない状況であります。自主財源に乏しい本県と

いたしましては、国費が多いにこしたことはな

いわけでありますが、一方で、私は、地方創生

の実現のためには、何に取り組み、どのように

成果を出していくかということが何よりも重要

であると考えているわけであります。このた

め、新型交付金を初めとする各省庁の地方創生

関連予算を積極的に活用しながら、今議会に提

案をしております「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」に掲げた施策にしっかり取り組んでま

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。

移住・ＵＩＪターン対策についてでありま

す。県では、ことし４月から、東京と宮崎に

「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」を

開設し、住まいや仕事などの一元的な情報発信

や移住希望者への相談対応などを行っていると

ころですが、相談窓口の認知度向上と移住希望

者に対するきめ細やかなフォローアップが課題
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と考えております。そのため、今後、移住情報

サイトや首都圏での移住相談会等を活用した情

報発信など、戦略的なＰＲを実施するととも

に、県、市町村、関係団体等が一体となって、

移住・定住に向けた受け入れ体制の強化を図っ

てまいります。また、移住・農林業体感ツアー

の実施、中山間地域における農林業での受け皿

の確保に向けた支援、ＵＩＪターン希望者と県

内企業等のマッチングなど、関係部局が連携し

て、移住・ＵＩＪターンの推進に積極的に取り

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〕

○警察本部長（野口 泰君）〔登壇〕 お答え

します。

「日本のひなた」という言葉に象徴されると

おり、宮崎県は、温暖な気候と豊かな自然に恵

まれた人情味あふれる土地柄と伺っており、こ

の地で勤務できることを大変光栄に思いますと

ともに、本県の治安維持の責任者としての重責

に、身の引き締まる思いでございます。

本県警察の運営につきましては、坂口前本部

長の方針を受け継ぎ、宮崎県警察の基本方針で

あります「県民の期待と信頼にこたえる力強い

警察」を基本とし、「世のため、人のために仕

事をする」という警察の原点を肝に銘じ、警察

の使命であります、県民の皆さんが安心して平

穏に生活できる治安の確立に向けて、組織の総

力を挙げて諸活動に取り組んでまいる覚悟であ

ります。以上であります。〔降壇〕

○外山 衛議員 野口本部長におかれまして

は、県民が安心して生活できるように、本県の

治安維持に御尽力をいただきますよう、よろし

くお願いいたします。

地方創生にとりまして、人口減少は大きな課

題であります。社会の若返りの実現を目標とし

て頑張っていただきたいと思います。ただ、移

住対策におきまして、本県は、家賃、物価とも

に２年連続で日本一安いとのことであります。

これは移住者にとりましては魅力的で、セール

スポイントの一つとしたいという話もあります

が、この背景には、県内の経済状況、そして県

民所得が低いという現実がありますので、この

ことも見据えて、生産性のある移住促進となり

ますように取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、ミラノ国際万博について伺います。

「食」をテーマとした初めての国際博覧会で

あります「ミラノ国際博覧会」に、去る９月２

日から５日まで、本県が出展をいたしました。

現地からの報道を見ておりますと、神楽や本県

の食材などに多くの方々が関心を持っていただ

き、大変盛況であったと聞いております。本県

からは河野知事以下、県の幹部職員の方々が出

展セレモニーに参加され、あわせて関係機関へ

の訪問を行われたほか、また、県議会からも星

原議長を初め、多数の議員がミラノを訪れ、出

展状況の視察や現地関係者との交流を行うな

ど、大変有意義な調査であったと伺っておりま

す。現地に行かれた皆様方、大変お疲れさまで

ございました。

そこで、このようなヨーロッパにおける大規

模イベントに本県が単独で出展することは、初

の試みではないかと思いますが、知事の感想を

お伺いいたします。

また、今回の出展につきましては、これを契

機としたＥＵ市場への販路拡大につながること

が目的とされておりますが、今回の手応えと、

今後の展開に向けてどのように取り組んでいか

れるのか、あわせてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まずは、今回の出展に
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当たりまして、現地で日本館の運営を初め、さ

まざまな御配慮をいただきましたジェトロの事

務局を初め、参加された企業、県議会、県民の

皆様の御理解、御協力に深く感謝を申し上げる

ものであります。

今回の出展に当たりましては、海外初となり

ます銀鏡神楽の奉納、また宮崎牛などの調理パ

フォーマンス、剣道の演舞、それから、みやざ

き犬のダンスなど、多くの方々に御鑑賞いただ

きまして、宮崎の魅力というものをしっかりと

アピールできたのではないかと考えておりま

す。また、各企業の商品のＰＲでは、合計

で4,000食の試食の提供と聞き取り調査を行うな

ど、宮崎の食の魅力をしっかりと伝えるととも

に、県産品に対する評価と課題の生の声を聞く

ことができました。これまでは、さまざまな取

り扱い業者を通じて消費者の声というものを間

接的に聞いていたわけでありますが、まとまっ

た人数の消費者の声をじかに聞くことができ

た、これは非常に貴重な機会であったというこ

とを出展企業からも伺っております。

ただ、さまざまな課題はあるわけでありまし

て、そういったところもしっかり克服に努めな

がら、出展で培われました輸出のノウハウや人

的ネットワーク、会場で得られた意見などを生

かしながら、10月にドイツで開催されます大規

模見本市などにおける販路開拓のサポートや、

アジアを初め、ＥＵ、北米など、グローバルな

市場を目指す県内企業を後押ししてまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 ＥＵ圏への輸出に関しまして

は、幾つもの課題や条件があると思います。ま

た、環境整備についてもハードルが高いとも聞

いております。容易ではないと思いますけれど

も、今後、東アジアを中心とした展開とあわせ

て、ＥＵ市場の拡大に向けても、戦略性を持っ

てしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、マイナンバー制度についてお伺いいた

します。

来月からマイナンバーの通知が開始されるよ

うでありますが、制度の内容がよくわからない

というのが県民の皆さんの実感ではないかと思

います。そこでまず、導入されるマイナンバー

制度の目的と具体的な内容について、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） マイナンバー

制度につきましては、社会保障における不正受

給の防止や、きめ細やかな行政サービスの提供

による公平・公正な社会の実現、行政手続の簡

素化による国民の利便性の向上や行政の効率化

という目的のもとに導入されるものです。マイ

ナンバーは、一人一人異なる12桁の番号であ

り、住民票をお持ちの全ての住民に対しまし

て、ことし10月から世帯ごとに通知され、平

成28年１月から、社会保障、税、災害対策とい

う３つの分野の行政手続に限定して運用が開始

されることとなっております。その後、平成29

年７月からは、国や地方公共団体を結んでの情

報のやりとりが開始され、行政への申請時に必

要となっている添付書類が省略されるなど、住

民の負担軽減が図られる予定であります。

○外山 衛議員 制度導入により、社会保障や

税の行政手続におきまして住民の負担軽減も図

られるとのことでありますけれども、県民や企

業等への制度の周知がまだまだ足りないのでは

ないかと思います。最近公表されました世論調

査では、いまだ半数以上の人は内容をよくわ

かっていないという結果であるようでありま

す。制度の導入に伴い、税の申告や雇用保険な
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どの社会保障関係の手続において、民間事業者

の事務負担が増加し、その対応が大変だとの声

が聞こえております。そこで、マイナンバー制

度の周知方法についての取り組みと民間事業者

への支援について、総合政策部長にお伺いをい

たします。

○総合政策部長（茂 雄二君） マイナンバー

制度の円滑な導入を図るためには、制度の内容

や必要となる手続などにつきまして、国や市町

村と連携した周知・広報活動が大切であると考

えております。このため、テレビや新聞での政

府広報とあわせまして、県におきましても、ホ

ームページや広報紙などで周知・広報を行いま

すとともに、出前講座や民間事業者の方々が開

催される研修会などに、これまで延べ40回程度

職員を派遣し、制度の説明を行っております。

あわせて、市町村においても、ホームページや

広報紙への掲載、地区説明会などに取り組まれ

ているところであります。また、事務負担増加

に関する民間事業者への支援につきましては、

全国知事会を通じて国に要望しているところで

す。今後とも、国や市町村と連携し、県民の皆

様の理解が進みますよう取り組んでまいりま

す。

○外山 衛議員 ありがとうございます。制度

の悪用でありますとか個人情報の流出など、懸

念材料もありますので、今後の制度運用につき

ましては、しっかりと取り組んでいただくよう

にお願いをいたします。

次に、減災力強化推進について伺います。

東日本大震災は、死者・行方不明者が２万人

を超える未曽有の大災害でありました。東北地

方では、これまでも地震、津波による被害を受

けていた地域であり、想定地震を踏まえた防災

訓練を実施するほか、食料等も備蓄するなど、

さまざまな備えを行っていたようであります

が、想定を上回る規模の災害でありました。

国では、この東日本大震災を教訓に、南海ト

ラフでマグニチュード９クラスの地震、いわゆ

る南海トラフ巨大地震が発生した場合の各種想

定を平成24年度に公表いたしました。国の想定

によりますと、本県においても甚大な被害が予

想されることから、県及び各市町村では、南海

トラフ巨大地震の各種対策に鋭意取り組まれて

いると思います。そこで、この南海トラフ巨大

地震等に関する減災対策について県はどのよう

に取り組んでいるのか、危機管理統括監にお伺

いをいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 南海トラフ

巨大地震では、本県において甚大な被害が想定

されていることから、県では、被害を最小化す

るための「新・宮崎県地震減災計画」を平成25

年に策定しております。この計画に基づきまし

て、建物の耐震化や重要インフラの整備のほ

か、住民の早期避難、防災士の育成、自衛隊な

ど関係機関との連携強化など、ハード、ソフト

の両面からの対策を進めております。

このうち、住民の早期避難につきましては、

平成25年度からの２カ年で、沿岸の市や町にお

ける51カ所の避難場所の整備につきまして支援

を行うとともに、津波避難タワー等の整備につ

きましても、本年度から、県からの交付金につ

いて予算措置を講じております。今後とも、去

る６月議会で造成いたしました30億円の大規模

災害対策基金の活用も含め、さらなる対策の強

化に努めてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 続きまして、南海トラフ巨大

地震のような大規模災害が発生した場合の応急

対策も重要であります。また、災害が大規模で

あればあるほど、一つの県や市町村だけでは対
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応が困難となってまいります。私は、あの東日

本大震災発生時に内陸部から沿岸部に対する支

援を行った岩手県遠野市を視察してまいりまし

た。遠野市は、東日本大震災以前から、想定さ

れていた地震に備え、支援体制の構築を図ると

ともに、大規模な訓練も実施しておりました。

この遠野市では、大震災発生後、速やかに遠野

運動公園を開放し、自衛隊等の受け入れ体制を

整えるとともに、遠野市東日本大震災後方支援

活動本部を設置し、被災地への支援に当たった

とのことであります。

県内でも、都城市が遠野市を参考に、沿岸部

のバックアップシティーとして、その備えに取

り組まれているようでありますが、南海トラフ

巨大地震が発生した際の都城市の広域的な応援

の動きについて、危機管理統括監にお伺いしま

す。

○危機管理統括監（金丸政保君） 大規模災害

が発生した場合の市町村間の応援につきまして

は、本年２月に、県南の10の市と町で、津波被

害を想定した内陸部から沿岸部に対する支援に

ついて検討するための協議会が設置されており

ます。この協議会の中心となっております都城

市では、現在、災害発生時に職員の派遣や物資

の支援がどの程度できるかなどの可能性調査が

行われております。また、協議会を構成する市

と町の担当課長会議では、避難者を受け入れる

ことのできる施設の把握や情報共有、支援計画

の策定、訓練の実施など、今後、協議会として

取り組んでいく内容につきまして議論が行われ

ております。県といたしましては、今後とも、

都城市を中心としたこの取り組みにつきまし

て、必要な助言を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 次に、先月30日に、県総合防

災訓練が都城市、日南市、串間市において実施

をされました。この中では、沿岸部被災地への

広域的な支援を想定した訓練も行われました。

知事も、訓練会場となりました３市を回られて

現場を視察されたとのことでありますが、訓練

を実施されて、その成果や見えてきた課題につ

いての総括を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 私は当日、星原議長と

ともに、日南市、串間市、都城市、それぞれ訓

練会場を、駆け足になりますが、視察したとこ

ろであります。外山議員にも日南会場に参加を

いただき、感謝申し上げます。関係機関や多く

の県民の皆様がそれぞれの立場で真剣に訓練に

参加いただいている姿を拝見しまして、大変心

強く思ったところであります。今回の訓練で

も、121に及ぶ多くの関係機関に参加をいただき

まして、事前準備から訓練の実施に至るまでの

議論、また準備を通じて、これらの機関との顔

の見える関係が構築できましたことは、大きな

成果であると認識をしております。

また、今年度の訓練の特徴としましては、

今、御指摘がありましたような、津波被害を想

定して、内陸部の都城市から沿岸部の自治体を

支援する訓練というものを初めて実施したとこ

ろであります。後方支援拠点としての準備を進

めていただいている都城市との連携ということ

で、こうした自治体間の連携がまた一歩前進を

したと考えております。

一方で、このような支援を被災地に確実に届

けていくためには、まだまださまざまな議論、

検討が必要であると考えておりまして、今後と

も、市町村と連携しながら検討を進めるととも

に、訓練を重ねることによりまして、本県の防

災力の強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。
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○外山 衛議員 私もこの訓練を見てまいりま

した。日南市の訓練におきましては、住民の方

々の積極的な協力が得られたようでありまし

た。災害発生を想定したできる限りの対策は重

要でありますけれども、何より大事なのは県民

の命を守ることでありますので、災害発生に関

する情報が正確かつ迅速に提供されるよう、減

災対策の一層の充実を図っていただきますよう

にお願いいたします。

次に、自殺対策について伺います。

全国の自殺者数は、平成26年に２万5,472名と

なり、平成18年の自殺対策基本法制定以降、官

民が連携し、自殺対策に取り組んだ結果、５年

連続で減少している状況であります。

一方、本県における自殺者数は、おおむね300

人台後半で推移し、平成19年に過去最高の394人

を記録後、減少傾向にあったわけであります

が、昨年は、前年比９人増の265人となっており

ます。また、人口10万人当たりの自殺死亡率

は、前年より１人増の23.9人で、残念ながら全

国ワースト３位となるなど、いまだに多くの方

がみずからとうとい命を絶たれている、大変厳

しい現実にあると思います。そこで、本県にお

ける自殺の現状について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県における

自殺の現状を申し上げますと、まず、男性の自

殺者が多いことが挙げられます。率にしますと

女性の3.2倍、それから、年代別に見ますと、40

歳代から60歳代の働き盛り世代の自殺が多く

なっております。また、原因・動機別では、健

康問題が一番多くなっておりまして、その半数

を精神疾患が占める状況にあります。さらに、

自殺者の約４人に１人が自殺未遂歴を有します

とともに、10歳代から20歳代の若年層において

は、平成19年以降、余り減少が見られないと

いった状況にございます。

○外山 衛議員 県ではこれまで、さまざまな

自殺対策に取り組み、おおむね減少傾向にあっ

た現状を踏まえ、対策にどのように取り組んで

おられるか、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） 県では、働き

盛り世代の自殺が多いことを受けまして、中小

企業関係者との接点の多い商工会議所等の職員

向けに、メンタル面のケアに関する研修等を実

施いたしますとともに、自殺者に精神疾患を抱

える方が多いことに対しましては、患者の精神

的な異変にかかりつけ医が早期に気づいて精神

科医につなぐというモデル事業を、西諸県地区

において実施しているところでございます。ま

た、自殺者の４人に１人、未遂歴があるという

状況から、延岡地区におきまして、地元の救急

病院、警察、消防、精神科病院が連携して、自

殺未遂者への支援を行うモデル事業を本年度か

ら実施するなど、水際での対策にも取り組んで

いるところでございます。

さらに、若年層の自殺者の減少率が小さいと

いったことを受けまして、大学や高校等への出

前講座など、啓発事業の実施でありますとか、

思春期向けの特設サイト「宮崎こころの保健

室」の開設によりますメール相談対応など、若

年層への対策にも取り組んでいるところでござ

います。

○外山 衛議員 ただいま、それぞれの課題に

対応した取り組みについて御紹介をいただいた

わけでありますが、世の中の目まぐるしい変化

も自殺の要因の一つではないかと考えます。急

速な少子高齢化、隣人とのかかわりを好まない

ライフスタイルの普及、経済情勢の変化等を背
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景に、現代社会におきましては、失業や長時間

労働、孤独死、さまざまな虐待など、どこか生

きづらい世の中になってきたと言われていま

す。つい先日も、18歳以下の子供の自殺が夏休

み明けに多いことを示すデータが公表されたば

かりであります。これらの状況を見ております

と、行政だけの力でできることには限りがある

ような気がしてなりません。県におかれまして

は、先ほどお話をいただきました対策以外の部

分、例えばＮＰＯなどによる夜間の電話相談で

ありますとか、民間企業及び地域住民の協力に

よる取り組みも進めてこられたと思うのです

が、どのようなものがあるのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 民間企業や地

域住民などの協力による自殺予防への取り組

み、大変重要であると考えております。御質問

で例として挙げられました夜間での電話相談に

おきましては、ＮＰＯ法人などが、傾聴と呼ば

れる専門性の高い手法によって対応しておりま

して、自殺を考えるほど絶望している相談者の

心に抱える気持ちや原因など、洗いざらい話を

聞いていただいて、相談者の孤独感や絶望感を

和らげていただいているところでございます。

また、県内の理美容店の協力によりまして、定

期的に来店されるお客様のちょっとした様子の

違いに気づいて声かけをする「こころの健康サ

ポート協力店」の取り組みや、宅配業者など県

内14の民間企業の協力によるひとり暮らし高齢

者などへの見守り活動のほか、民間団体が自主

的に取り組む地域のきずなづくりの取り組みな

ど、県民挙げて自殺対策を推進しているところ

でございます。

県といたしましては、今後とも、医療や保健

などの専門機関はもとより、県民の力を結集す

ることで、自殺のない地域社会づくりに取り組

んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 自殺予防に対する方策、取り

組みについて伺いました。自殺は、心のありよ

うに起因します。答弁にもありましたとおり、

専門機関はもとより、家族や地域住民の気づき

が大切であると考えます。今後とも、県におか

れましては、一人でも多くのとうとい命を救う

ために、県民挙げての自殺対策の推進に努めて

いただきますようお願いをいたします。

次に、子供の貧困対策について伺います。

ＧＤＰ世界第３位の日本は、豊かな先進国で

あります。しかしながら、厚生労働省の調査に

よりますと、平成25年の子供の貧困率は過去最

高の16.3％と高い割合に上り、６人に１人が貧

困に該当するという非常に厳しい現状にあると

言われています。貧しくてきちんとした教育を

受けられない子供たちや、家庭が崩壊して親の

愛情を十分に受けられないで成長してきた子供

たちが、時によってはさまざまな問題を引き起

こしております。

このような中、国におきまして、「子どもの

貧困対策法」が平成26年１月に施行され、貧困

の子供が健やかに育成される環境を整備し、教

育の機会均等を図るため、子供の貧困対策を総

合的に推進することとなっております。そこ

で、子供の貧困対策につきまして、子供の貧困

の実態を把握しにくいとか、効果的施策が見つ

からないなど、さまざまな課題もあるかと思い

ますが、本県の子供の貧困の現状と課題を踏ま

えた今後の取り組みについて、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） 本県における

子供の貧困の現状につきましては、生活保護世

帯が毎年増加している中で、18歳未満の受給者
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数も過去５年間で約1.4倍に増加しており、母子

世帯の約６割は平均月収15万円未満の状況にご

ざいます。さらに、本県の生活保護世帯の高等

学校進学率は83.3％となっておりまして、一般

世帯と比べますと14.9ポイント低くなっており

ます。こうした状況を踏まえますと、保護者の

自立や就労支援、子供の教育支援などの充実が

重要な課題であると考えております。今年度策

定いたします「宮崎県子どもの貧困対策計画」

では、こうした課題を大きな柱と位置づけまし

て、教育や生活、経済的な観点から、さまざま

な支援策の検討を行っているところでありま

す。また、検討に際しましては、本県の温かな

県民性あるいは地域のつながりを生かしまし

て、子供を中心とした施策となりますよう、福

祉、教育、民間団体等、多様な主体と連携しな

がら協議を進めているところでございます。

○外山 衛議員 ありがとうございます。子供

の貧困と言いますけれども、家庭環境がその貧

困を生んでいる一つの要因であります。背景に

は格差の拡大があり、貧困の連鎖につながって

いるのではと考えます。国などの経済的な支援

に頼るしかないのかもしれませんが、まずは実

態把握に努め、政策を実効性のあるものとして

いただくようお願いをいたします。

次に、森林整備予算の確保について伺いま

す。

戦後植えられました本県の森林資源は、約18

万ヘクタールある杉の約75％が36年生以上を占

め、その多くが伐採期を迎えております。この

ような中で、近年、中国等アジア向けの木材輸

出、大型製材工場の稼働やバイオマス燃料の用

途拡大など、木材需要の高まりに伴い、伐採面

積の増加が見込まれております。一方で、伐採

跡地の再造林が追いつかないのではないかとい

う危惧もございます。再造林を推進していくた

めには、国の森林整備予算の確保が何より重要

であると考えておりますが、年々予算が縮減さ

れている状況であります。そこで、森林整備予

算の確保についてどのように取り組んでいるの

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） 本県の目指す

資源循環型の林業を実現していくためには、再

造林に必要な予算確保が大変重要でございま

す。そのため本県では、「みやざきの提案要

望」に森林整備予算の確保を盛り込みまして、

７月に、農林水産大臣、林野庁長官、そして本

県選出国会議員等に要望活動を行ったところで

ございます。さらに、市町村や林業関係団体も

同様の趣旨の要望活動を行っております。今後

とも、関係機関と連携を図りながら、全国に先

駆けて再造林対策に直面している本県の実情を

十分説明しまして、必要な予算の確保と本県へ

の傾斜配分について十分努力してまいりたいと

考えております。

○外山 衛議員 予算が削減され続けますと、

再造林に対する意欲の低下につながります。持

続可能な森林経営を確立し、森林を支える山村

地域の衰退を招かないためにも、引き続き、関

連予算の確保に向けて努めていただきたいと思

います。

次に、県産材の県外への需要拡大及び輸出拡

大に向けた取り組みについて伺います。

本県におきましては、恵まれた自然条件を背

景に、戦後造成された杉を中心とする人工林資

源が、全国に先駆けて充実してきております。

杉の素材生産量は、平成３年から24年連続日本

一となっております。また、これまでの地道な

取り組みに加え、近年の為替相場などの輸出環

境の好転により、丸太輸出が大きく伸びている
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とも伺っております。しかし、一方で、国内で

は、少子高齢化に伴う将来的な人口減少が見込

まれており、これに連動して、新設の住宅着工

戸数の減少等に伴う木材需要の縮小が懸念され

ております。今後も、本格的な伐採期を迎え、

素材生産量はまだまだ伸びると思われます。こ

れらの資源を生かして、林業・木材産業の成長

と地域経済の活性化につなげていくためには、

木材の需要をさらに拡大させることが重要と考

えております。そこで、県産材の県外への需要

拡大及び輸出拡大について、今後どのように取

り組んでいかれるか、環境森林部長にお伺いし

ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県産材の県外

への需要拡大につきましては、住宅分野はもと

よりですが、公共建築物や商業施設などの非住

宅分野の木造・木質化も積極的に推進すること

としております。この中で、県外に向けまして

は、昨年11月に川崎市と基本協定を締結するな

ど、大都市における新たな木材需要の開拓に向

けて連携して取り組むこととしたところでござ

います。また、海外輸出につきましては、主に

東アジアを対象としまして、市場調査やトップ

セールスなどのプロモーション活動を実施する

とともに、プレカットした材料とこれを組み立

てる建築技術をパッケージにした材工一体によ

る輸出を推進することといたしております。こ

れらの取り組みによりまして、国内市場はもと

より、海外市場の開拓も進めて、県産材の需要

拡大に積極的に努めてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。

宮崎県と川崎市は昨年11月に基本協定を締結

し、新しい価値の創造モデルの確立や地域の活

性化、持続的成長に向けた取り組みを進めると

しております。その連携・協力のテーマの一つ

に、「国産木材等を活用した豊かなまちづく

り」が掲げられております。このような中、本

年２月には川崎市で「都市の森林フォーラム」

を開催され、川崎市の建築・設計業者等々と県

内の木材関係者が互いに交流を深めたと伺いま

した。大都市圏等において木材を利用すること

は、法的な問題も多く、難しいところもあろう

かと思いますが、大都市圏等における新たな県

産材活用につながるものと期待をしておりま

す。そこで、川崎市との木材分野における基本

協定について、現在の取り組み状況と今後の展

開につきまして、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） 川崎市との基

本協定のうちの木材分野ですけれども、本年２

月に川崎市で「都市の森林フォーラム」を開催

いたしました後、６月には、先方から建築や設

計企業の関係者約30名にお越しいただきまし

て、本県の有する木材利用技術について高い評

価をいただいたところであります。

また、都市部における木材利用につきまして

は、建築基準法や消防法などの法規制上の課題

も多いものですから、これらの解決方法を検討

するため、首都圏の企業を中心にスギ利活用検

討委員会を設置しまして、８月末に東京で第１

回目の会議を開催したところでございます。今

後は、この委員会におきまして、例えば小学校

の増改築や商業施設内での木育スペースの創

出、さらには、オリンピック関連施設に向けた

提案などについて検討を進めまして、都市部で

の新たな木材利用モデルを構築してまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 木材の輸出に関しましては、

まずは、仕向け先のニーズ調査を行い、需要を
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きめ細かく把握することが重要であると考えま

す。実態調査やデータを収集し、木材がどのよ

うに使われるのか、施工法や施工業者などの仕

組みも詳細につかみ、官民一体となって販路拡

大に向けて取り組んでいただきたいと思いま

す。また、川崎市との協定に基づき、木材の利

用促進を図るなど、都市と地方の連携による地

方創生モデルが確立するよう、積極的な取り組

みをお願いいたします。

次に、先般、知事、宮崎市長、フェニックス

リゾート社から表明をされました屋外型ナショ

ナルトレーニングセンターの誘致について伺い

ます。

これは、スポーツキャンプのメッカ宮崎なら

ではの取り組みと受けとめており、キャンプ・

合宿のさらなる誘致につながることはもちろ

ん、２巡目国体に向け、県民の競技力向上にも

資するほか、オーシャンドームが、本県観光の

イメージに合う新たな施設に生まれ変わる機会

になるものと期待をしております。そこで、今

回の誘致に関し、どのような思いでその判断を

なされたのか、知事の所見をお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） ナショナルトレーニン

グセンターは、日本代表クラスのトップアスリ

ートを対象とするトレーニングや、スポーツメ

ディカルなどの機能を一体的に備えた施設であ

ります。本県が取り組むスポーツランドみやざ

きのブランド向上につながりますことから、県

では、このような施設について以前から調査研

究を行ってきたところであります。私自身も、

東京都北区に屋内型のトレーニングセンター、

柔道、レスリング、水泳、バレー、いろいろそ

ういった施設があるわけでありますが、二度ほ

ど視察をしているところであります。

こうした中、今回、フェニックスリゾート社

から、オーシャンドーム跡地に屋外型ナショナ

ルトレーニングセンターを誘致したいとの提案

がなされました。既にゴルフにつきましては、

ナショナルトレーニングセンターに位置づけら

れておりますし、トライアスロンも日本代表ク

ラスの練習拠点に位置づけされております。そ

ういったものを核として、さらにほかの種目に

も広げた形での施設整備という提案でございま

す。私としましては、こうした施設を誘致する

ことで、他県のキャンプ地との差別化を図りま

して、新たなキャンプ誘致や県外からの誘客の

増加など、本県経済に大きな効果が期待できる

こと、また、本県の競技力向上にも寄与するも

のであること、また、跡地の利活用案が本県の

イメージに沿った形で示されたことなどから、

前向きに取り組んでいきたいと考えたところで

あります。

屋外型ナショナルトレーニングセンターにつ

きましては、現在、国においては具体的な方向

性が示されていない段階でありますが、前回の

ロンドンオリンピックにおいて、先ほど話をし

ました北区の屋内型トレーニングセンターが整

備されたことにより、屋内型競技に関してはメ

ダル数がぐっと伸びておるわけでありますが、

屋外型についてはなかなかそういう状況がな

い。今後、スポーツ庁の設置などにより力を入

れていくという段階の中で、その重要性、必要

性が議論されるものと考えておりまして、早急

に整備方針を示していただきますとともに、何

としても本県へ誘致したいと考えておりまし

て、宮崎市と共同して提案・要望を行ってまい

りたいと考えております。

○外山 衛議員 今のところ、国の方針が具体

的には固まっていない段階である中、宮崎から
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国を動かしたいという知事の強い思いが込めら

れたものと受け取りました。国立競技場問題な

ど、国の動向も流動的でありまして、屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターの誘致も決して

容易なものではないと思いますが、今後どのよ

うな取り組みを進めていくのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターの誘致に当たり

ましては、まずは宮崎市を初め、県内の経済

界、スポーツ競技団体などと一体となり、誘致

を推進する組織を設立し、県民総力戦で取り組

んでまいりたいと考えております。

具体的には、国に設置が予定されているスポ

ーツ庁などに対し、施設の必要性はもとより、

本県が取り組んでまいりましたアスリート第一

の視点での受け入れや、日本代表クラスのキャ

ンプの実績、さらには、スポーツメディカル、

アスリートフードといった先駆的な取り組みを

アピールするなど、誘致活動を行ってまいりま

す。また、施設利用の対象となる屋外系の競技

団体から、当該施設の整備を求める声を上げて

いただくことが非常に重要であります。このた

め、スポーツ競技団体の中央組織等に対しまし

ても、今回の提案の内容について説明をし、整

備に向けた機運醸成や誘致活動の応援・協力を

要請しながら、本県への誘致につなげてまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 今回の提案につきましては、

地方創生の柱になり得ると思いますので、今

後、積極的に取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、高校生の県内就職率について伺いま

す。

今春の県内高等学校卒業生の就職内定率

は、99.9％と過去最高であったと聞いておりま

す。ところが、就職先の内訳を見ますと、多く

の若者が県外に流出している状況にあり、高校

卒業者の県内就職率は、ここ10年、全国40位台

で推移しておりましたが、昨年度はついに最下

位という大変厳しい状況になりました。先日公

表されました７月の県内の有効求人倍率も1.04

倍と非常に高く、県内は人手不足の状況となっ

ているのに、なぜ高校生が県内に残らずに県外

に流出をしているのか、疑問に感じるところで

あります。しっかりと原因を分析して対策に取

り組む必要があると考えますが、まず、高校生

の県内就職率が全国最下位となった要因につい

てどのように分析しておられるのか、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） 地方創生

に取り組む中で、今回の結果については大変重

く受けとめております。景気の回復基調を背景

としまして、県内外の企業において人材獲得競

争が厳しさを増しております。県内企業では、

県外企業と比べて遅かった求人票の提出が早ま

りますとともに、求人数も伸びておりますけれ

ども、一方で、給与等の雇用条件がよい都市部

の企業の求人が大きく伸びたことが要因の一つ

であると考えております。また、大企業志向や

希望する職種があることなどを理由に都市部を

希望する生徒が多いこともまた事実でございま

す。さらに、県内就職を希望しながら、地元に

よい企業があることを十分に知らないまま、結

果的に県外を選択する生徒がいると学校現場か

ら伺っておりまして、県内企業の魅力が生徒に

十分伝わっていないという点も要因の一つであ

ると認識をしております。

○外山 衛議員 これは個人の職業選択にかか

わる問題でありまして、簡単に解決できる問題
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ではないと思いますが、地方創生を実現するた

めには若い世代の力が必要不可欠であります。

そこで、高校生の県内就職率向上のために今後

どのような対策を考えておられるか、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） 人口減少

対策に取り組む中で、高校生の県内就職率の向

上を図ることは大変重要であると考えておりま

す。今回の最下位という結果を受けまして、年

内に企業の人事担当者と高等学校の進路指導担

当者等による意見交換会を開催しまして、県内

企業の魅力を学校に伝えますとともに、相互の

理解を深めていきたいと考えております。ま

た、行政、教育機関、経営者団体等で構成しま

す「新規学卒者等就職・採用応援本部」におき

まして、企業側が取り組むべきこと、学校にお

いて行うべきこと、そして、企業と学校、生徒

との距離を近づけ連携をするために行政として

行うべきこと等につきまして、県内就職の促進

に向けたそれぞれの新しい対策を年内に取りま

とめたいと考えております。

○外山 衛議員 本県が地方創生に取り組む中

で、高校生の県内就職率が全国最下位という結

果は、大変深刻な事態であると考えておりま

す。今後、県が中心となって、経済界や学校、

関係機関ともしっかり連携をして、多くの若者

が地元で働けるような環境整備に力を入れて取

り組んでいただくようお願いいたします。

次に、観光振興について伺います。

宮崎を代表する観光地の一つである青島の中

核をなす施設として重要な役割を果たしている

県立青島亜熱帯植物園は、開園から50年が経過

し、施設が老朽化していることから、昨年度よ

りリニューアルを行っております。今後は、植

栽や園路等の工事、年間を通してブーゲンビリ

アが楽しめる大温室の建てかえなど、ゆっくり

とくつろいでいただけるような空間づくりが着

々と進められているということであります。ま

た、同植物園は、シンガポール植物園と昭和40

年に姉妹植物園のあかしを締結しており、こと

しで姉妹園50周年を迎えると伺っております。

そこで、県立青島亜熱帯植物園のリニューアル

オープン時期と、姉妹園でありますシンガポー

ル植物園に関連した取り組みについて、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） 現在、再整備

を行っております県立青島亜熱帯植物園のリ

ニューアルオープンの時期につきましては、来

年３月末を予定しております。また、シンガポ

ール植物園は、ことし７月に世界遺産に登録さ

れた歴史ある植物園でありますが、関連した取

り組みといたしましては、姉妹園50周年を記念

して寄贈いただいた、シンガポールの国の花で

ランの一種でありますバンダ・ミス・ジョアキ

ムを初め、これまでに寄贈を受けたブーゲンビ

リアや貴重なランなどの展示コーナーを、新た

に大温室の中に設けることとしております。さ

らに、リニューアルオープンイベントにシンガ

ポール植物園長を招待することとしており、御

講演をお願いしたいと考えているところでござ

います。今回のリニューアルを契機に、今後と

も、青島亜熱帯植物園の魅力を高めることによ

り、青島地区の活性化につなげていきたいと考

えております。

○外山 衛議員 植物園のリニューアルにより

まして、青島観光の核となるような魅力アップ

を図っていただき、観光客の増加で青島がさら

に元気になるように期待をしたいと思います。

次に、クルーズ船の誘致について伺います。

昨年度にクルーズ船で訪日をした外国人は41
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万6,000人、日本への寄港は653回となり、過去

最高となっております。油津港におきまして

は、係留施設の整備後、10万トンを超える大型

クルーズ船の寄港が可能となったことにより、

先月16日には、アジア最大の16万トン級クルー

ズ船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」が入港

いたしました。全長348メートル、乗客4,800

名、乗組員1,500名、合わせて6,300名と、まさ

に一つの町が海上を移動しているようなもので

あります。その記念式典で乗船した折に、上海

のクルーズ船運航会社の社長から、「来年は油

津港に16回寄港を予定している」と伺いまし

た。今後の進展に大いに期待しているところで

あります。そこで、本県へのさらなる誘致促進

を図るため、今後どのように取り組んでいかれ

るのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大型クルーズ船の誘致

につきましては、一度に大勢のお客様が来県を

されることによります、ショッピングや飲食な

どの直接的な経済効果は大変大きいものがあり

ますし、また、口コミによるアピール効果、リ

ピーターの効果、もろもろ期待できるところで

ありまして、本県の地域経済の活性化に寄与し

ていくものと考えております。私は、油津を初

め、そういうすぐれた港が本県にあるというこ

とは大変ありがたいことであって、これを最大

限活用していくことが地方創生にもつながって

いくという認識であります。

このため、本年を「みやざきクルーズ元年」

と位置づけまして、先月には私自身も上海を訪

問し、大手クルーズ船運航会社へのトップセー

ルスを行いまして、本県へのさらなる寄港に向

けて強く働きかけを行ったところであります。

今、御指摘がありました「クァンタム・オブ・

ザ・シーズ」に乗ってこられました上海の支社

長さんからは、油津港が、例えば博多や長崎な

どと比べても非常に自然豊かな港で、船がアプ

ローチしてくるときなど、眺めがすばらしいと

いう高い評価をいただいておりまして、大規模

なショッピングの場などはそういう都市部には

かなわないわけでありますが、本県ならでの魅

力をアピールできる大きな可能性を感じたとこ

ろであります。海外における本県の認知度の向

上、また、こうした魅力をアピールするため、

クルーズ船運航会社とも連携したプロモーショ

ンを展開しますとともに、クルーズの見本市な

どにも積極的に出展することにしております。

私としましては、今後とも、地元自治体等と連

携し、おもてなしによる乗客の皆様の満足度を

高めながら、私自身が先頭に立ちましてクルー

ズ船の誘致活動を積極的に推進することで、本

県を南九州のクルーズの一大拠点にしてまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 クルーズ船の誘致につきまし

ては、国も、2020年に「クルーズ100万人時代」

の実現を目指すとしており、今後、自治体間の

誘致競争が激化していくものと思われます。地

元の日南市におきましては、県内の10市町と一

体となり、国際競争力の高い魅力ある観光地づ

くりを推進するため、宮崎県南部広域観光協議

会を設立し、県とも連携を図りながら取り組ん

でおります。日南市によりますと、お土産や飲

食などの直接的な消費だけで、6月に上海から寄

港した７万トンクルーズ船で約3,000万、７月に

台湾から寄港した13万トン級クルーズ船で

約4,000万の経済効果があったとのことでありま

す。そこで、クルーズ船の寄港に伴う経済効果

をより高めるとともに、その効果を広く県内に

波及させることが重要と考えますが、県はどの

ように取り組んでいかれるのか、商工観光労働
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部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県では、

クルーズ船の寄港に伴う経済効果を把握します

ため、８月に細島港と油津港に寄港したクルー

ズ船３隻の乗客に対し、初めて消費動向に関す

るアンケート調査を実施いたしました。その結

果はまだまとまっておりませんけれども、例え

ば買い物について、購入した品目や金額、購入

したかったけれども見つけられなかった品目な

ど、かなり詳細な内容となっております。しっ

かりと分析を行った上で、今後のクルーズ船の

寄港に伴う経済効果をより一層高めていくため

に生かしていきたいと考えております。また、

最近の観光ルートでは、東九州自動車道などの

整備効果もあり、油津港に寄港した乗客が、日

向市や綾町、都城市など、以前に比べると広範

囲に周遊しているところではありますけれど

も、関係の市町村等とも連携をしまして、新た

な広域観光ルートの設定を行うなど、より広範

囲に経済効果が波及するように努めていきたい

と考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。アン

ケート結果につきましては、詳細はまだまと

まっていないということでありますが、分析を

十分行った上で、関係市町や民間事業者にフィ

ードバックをしていただき、経済効果を高める

ために生かしていただくようお願いいたしま

す。

次に、漁業振興について伺います。

報道にもありましたように、ことしはキハダ

マグロの豊漁やマイワシの漁獲量の増加など、

明るい兆しも見られる一方で、九州西沖や沿岸

のカツオ漁は不振であるなど、さまざまであり

ます。本県水産業は、カツオ・マグロ漁業やま

き網漁業を中心に、全国でも有数の生産量を

誇っており、食料供給の一翼を担うとともに、

地域を支える重要な産業であります。しかしな

がら、近年、水産資源の減少や燃油価格の高

騰、その後の高どまりにより、燃油消費量の多

いカツオ・マグロ漁業を初め、漁業全体の収益

性が低下しております。漁業を取り巻く環境は

依然厳しい状況にあると聞きます。そこで、漁

業の収益性回復のためにどのような対策に取り

組んでいくのか、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） 漁業の収益性

の向上のためには、操業コストの削減と漁獲物

の付加価値向上が極めて重要であると考えてお

ります。このため、コスト低減対策といたしま

して、カツオ・マグロ漁業等における省エネ型

モデル漁船による収益向上の実証や、水産試験

場が開発いたしました、水温や潮流等魚群発見

につながる情報を地図化して提供するシステ

ム、いわゆる「漁業天気図」により、個々の漁

業者の操業効率化等を進めているところであり

ます。また、付加価値向上対策といたしまし

て、漁協と県漁連の連携による加工食品の開発

や、新たな販路開拓の取り組みを推進している

ところであります。県といたしましては、漁業

の収益性向上につながりますよう、今後、これ

らの対策の普及拡大を図ってまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 次に、昨年公表されました漁

業センサスによりますと、本県の漁業就業者数

は、平成25年は2,67 7人であり、平成20年

の3,360人からこの５年間で683人減少し、高齢

化も進んでいることから、今後、就業者が一層

減少し、これに伴う漁業と漁村地域の活力低下

が懸念されるところであります。そこで、本県

漁業の将来の担い手の確保・育成が重要と考え
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ますが、どのような対策に取り組んでいくの

か、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 担い手の確保

・育成につきましては、従来より、県立高等水

産研修所において新規就業者の養成に努めると

ともに、宮崎県漁業就業者確保育成センターと

連携し、就業希望者の掘り起こしやマッチング

などに努めているところであります。また、本

年度から、研修後の雇用を前提とした実地研修

と、小型船舶操縦士免許の取得をパッケージに

した新たな人材育成事業にも取り組んでいると

ころであります。今後はさらに、関係団体と連

携しながら、新規就業者の確保とフォローアッ

プの充実などにより、本県漁業の担い手の確保

・育成に努めてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 先ほどの答弁にもございまし

たように、水産試験場が開発した精度の高い海

況情報は、これまで日向灘で魚群を見つけるに

は長年の経験と勘だけが頼りであったものを一

新する成果であります。「漁業天気図」として

沿岸漁業者からは大変好評であります。この情

報を活用することによる経費削減効果は、県内

全体で数億円とのことでありますので、今後も

操業の効率化に向けて、さらなる研究開発をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、農地制度について伺います。

昨年スタートいたしました農地中間管理事業

は、さきの６月定例県議会におきましても一般

質問で質疑がありましたが、平成 2 6年度

は、2,265ヘクタールの目標に対して374ヘクタ

ールの実績にとどまっており、この原因としま

しては、事業初年度に当たり、事業の周知不足

と、農地中間管理機構や市町村の事業推進に係

るマンパワー不足などが考えられるとのことで

ありました。事業の２年目で、本格実施となる

本年度は、マンパワー不足等を補い、十分な周

知活動に取り組まれているものと考えておりま

すが、その進捗状況について農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本年度の農地

中間管理事業につきましては、地域の人員体制

を強化したことから、新たな実施地区の掘り起

こしも進み、現在、164地区を重点実施地区とし

て取り組んでいるところであります。このう

ち、その約６割の96地区において、人・農地プ

ランの話し合いや基盤整備事業の推進など、農

地集積に向けた具体的な調整や手続が進められ

ているところであります。農家が長年守り続け

てきた農地の流動化は容易なことではございま

せんけれども、市町村ごとに設置いたしました

地域推進チームによる積極的な取り組みによ

り、現場からの聞き取りでは、現在、昨年実績

の約３倍に当たります1,000ヘクタール程度の農

地の集積にめどがついているところでありま

す。今後とも、本年度の集積目標でありま

す3,000ヘクタールの達成に向けて、関係機関が

一体となって取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 農地は、農家が先祖代々守り

続けてきた大切な財産でありますから、高齢に

なっても、荒らさないように何とか耕作を続け

ている方が多い現状を踏まえますと、農地の集

積・集約が簡単に進むとは考えられませんが、

その一方で、人口減少社会の中で農業の維持・

発展を図るためには、農地等の農業資源を確実

に担い手に集積し、担い手の減少をカバーでき

るような強い経営体の育成が必要不可欠である

と考えております。このため、県が掲げる農地

中間管理事業の目標3,000ヘクタールについて、

達成に向けた最大限の取り組みが必要でありま
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すが、当事業につきましては、事務手続が煩雑

であるなど、事業推進上の課題も多いと聞いて

おります。そこで、本事業を推進するために今

年度新たに講じた対策について、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） 農地中間管理

事業の本格的な展開を図るため、本年度から、

農地の借り受け希望者の公募を毎月行い、農地

の受け手を確保するとともに、これまで一律

に10年以上としてきた貸借期間を５年に短縮で

きる緩和策などにより、農地を貸しやすくする

環境づくりなど、現場での意見や課題を踏まえ

た対策を講じることで、当事業の推進に取り組

んでいるところであります。また、事業推進の

大きな課題となっておりました市町村事務の負

担軽減につきましては、地域での話し合いに必

要な担い手や農地等の地図情報化や、貸借手続

の電子化を全市町村で進めております。さら

に、中山間地域におきましては、中心となる担

い手がいない集落も少なくないことから、市町

村あるいはＪＡ等とともに、地域農業の受け皿

となる新たな組織づくりに向けた検討を進めて

いるところでありまして、今後とも、このよう

なさまざまな対策を講じることで、事業の積極

的な推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 担い手不足や土地の形態など

の問題もありまして、目標達成は容易ではない

と思いますが、農地の集積・集約化の観点から

だけではなくて、地域農業のあり方など、各関

係機関の目指す方向も含めて、地域全体で一体

的に取り組めるように、きめ細かな周知活動な

ど、積極的に推進していただきますようお願い

をしておきます。

次に、県内の高速道路の進捗状況であります

が、東九州自動車道におきましては、事業中区

間のうち、清武南―北郷間では、地すべりが発

生した芳ノ元トンネル工事が昨年再開されたも

のの、完成時期の見通しが立っていない状況に

あります。また、未事業化区間である日南―串

間―志布志間は、国の計画段階評価の手続が終

了し、現在、新規事業化に向けて、県が都市計

画の手続を行っているところであり、一日も早

い事業化が待たれるところであります。

次に、九州中央自動車道におきましては、現

在、高千穂日之影道路が事業中でありますが、

大平山トンネルの工事が順調に進められてお

り、今年度中には平底トンネルの工事が発注さ

れる予定であるなど、着実に事業が進捗してい

ると伺っております。また、未事業化区間のう

ち、蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間につきましても、

現在、新規事業化に向けて、国において計画段

階評価の手続が行われているところであり、こ

れらの区間も、一日も早い事業化が待たれると

ころであります。

このような中、ことしの３月には、宮崎と大

分が高速道路でつながったことにより、特に県

北、高千穂方面への観光客流入が約1.5倍に増加

したと聞いておりますが、具体的にどのような

ストック効果があらわれているのか、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 高速道路がつながった

ことによるストック効果、直接の建設事業等に

よる効果以外に、幅広い社会経済効果というこ

とでありますが、幾つか例を挙げますと、こと

しのゴールデンウイークやお盆の期間中には、

九州各県のみならず、中国・四国地方からも観

光客が大幅に増加をして、県内各地で例年以上

のにぎわいが見られ、数字の伸びがあったとこ

ろであります。また、東九州自動車道沿線の企
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業立地数が、東九州道の整備が進んで開通区間

がふえ始めた平成22年を境に、その前後５年間

を比較しますと、1.8倍になるなどの整備効果が

見られているところであります。さらに、延岡

市の医師会病院では、ことしの４月から大分大

学医学部より医師の派遣が開始されたことによ

りまして、念願であった神経内科の専門外来が

新設されたほか、延岡市夜間急病センターで

は、宮崎大学医学部からの小児科医師の派遣回

数が1.3倍に増加するなど、高速道路の開通効果

を生かして、医師不足への対応というものも効

果が出てきたということでありまして、幅広い

分野において効果が出てきているところであり

ます。

○外山 衛議員 続きまして、高速道路の整備

促進を図るために、これまで各種大会や提言活

動などに取り組まれておりますが、今後さら

に、本県の産業活性化や暮らしの利便性向上に

向けて、陸・海・空が一体となった循環型の交

通ネットワークの早期構築が必要不可欠である

と考えます。中でも、道路交通への依存度が極

めて高い本県のこれまで以上の整備促進を図る

ために、県としてどのような取り組みを行って

いく必要があると思われますか、知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 今申し上げましたよう

なストック効果が非常に大きく出ているという

ことを考えますと、残された東九州道の県南区

間、中央道を初め、しっかりと整備を図ってい

くことは大変重要な課題であろうと考えており

ます。高速道路の整備促進に向けた取り組みに

つきましては、これまでも、各種の大会や提言

活動などを通じまして、地域の実情や沿線住民

の思いというものを中央の関係者、国の関係者

に届けてきたところであります。これらの活動

の母体となります期成会のうち、九州中央自動

車道建設促進協議会の会長を務めているところ

でありますが、東九州自動車道建設促進協議会

におきましても、残された区間の大半が宮崎、

鹿児島になるということから、本日付で私が会

長になることとなったところであります。それ

だけ多くの未整備区間が残されているというと

ころでありまして、これからも私が先頭に立っ

て、より一層、関係自治体と力を合わせなが

ら、２つの路線ともに、整備促進に向けた活動

をしっかり積み重ねてまいりたいと考えており

ます。

また、来年度の国の概算要求では、ストック

効果を重視して、事業を重点化する基本方針が

掲げられたところであります。残念ながら整備

がおくれているこの宮崎こそが、高速道路開通

のストック効果を最も発信できる、また、具体

的なデータも含めて実証できる、そういう立場

にあると考えておりますので、先日の全国知事

会でも、そういうストック効果の資料を配付し

たりしたわけであります。あらゆる機会を通じ

て全国に向けてアピールを行いまして、ストッ

ク効果を県内全域で最大限に発揮させるため、

ミッシングリンクの早期解消に向けて全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いいたします。

去る７月31日に大分市で開催されました東九

州自動車道建設促進協議会地方大会におきまし

て、沿線住民代表として、串間市の救急救命

士、武田厚太郎さんが意見発表をされました。

その中で、搬送中に、ふっと吹けば消えるろう

そくのように命の炎が消える瞬間に何度となく

立ち会い、ただ見送るだけの無力感に陥る心情

を、「もう少し早く大きな病院に到着できてい

れば。高速道路があれば救える命がもっとたく
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さんあります」と語っておられます。また、先

月28日、高千穂町での九州中央自動車道建設促

進地方大会におきましても、高千穂町の救急救

命士、佐藤良亮さんが、武田さんと同様に、一

刻も早い命をつなぐ道の開通を訴えられていま

す。このような思いを聞きまして、ストック効

果は必ずしも経済効果だけではかるものではな

くて、命の道としての効果など幅広いものであ

るということを再認識したところであります。

また、知事におかれましては、本日付で東九州

自動車道建設促進協議会会長にも就任されたと

いうことでありますから、命をつなぐ道でもあ

ります高速道路の早期全線開通に向けて、さら

なる力を注いでいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

次に、選挙権年齢の引き下げについてお伺い

します。

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下

げる改正公職選挙法が公布され、施行後初めて

の国政選挙となる来年夏の参議院選挙から18歳

選挙権が行使されると予想されます。今回の選

挙権年齢引き下げに伴い、全国で18歳、19歳の

約240万人が、本県におきましては約２万人が、

新たに有権者になると見込まれているところで

あります。教育基本法では、政治的教養の尊重

と政治的中立の確保について定められておりま

して、今後は、学校教育において主権者教育の

さらなる充実が求められてきます。今回の選挙

権年齢引き下げに対応するために、教育委員会

として学校教育の中でどう取り組んでいかれる

か、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 選挙権年齢の引き下

げは、高校生など若者が、直接的に政治にかか

わり、民主主義の仕組みが一層広がり深まるよ

き機会になったと捉えております。また、若者

一人一人に、よき社会をつくるために自分は何

をなすべきかを考えさせるなど、社会参画の意

識を、自覚を深めさせる絶好のチャンスでもあ

りますので、主権者教育の充実にしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

現在、学校では、小中学校の社会科や高校の

公民科の授業において、政治の仕組みなどにつ

いて基本的な理解を深めさせるとともに、総合

的な学習の時間などにおいて、国や地域の抱え

る課題を考えさせたり、生徒会、部活動等を通

じて自治能力を育成したりするなどの指導を

行っております。

今後は、このような取り組みをさらに充実さ

せるとともに、模擬投票、ディベートなど、よ

り実践的な活動を通して主権者意識をさらに高

めていくことができるよう、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 主権者教育で社会の一員とし

ての自覚を持たせるためにも、指導、教育は一

人前の大人に対するものでなければならないと

考えます。さまざまな意見をバランスよく示

し、自由に議論することを通じて、個々の生徒

が有権者として主体的に判断できるようにする

ことが必要と考えます。今後しっかり取り組ん

でいただきますように、お願いをしておきま

す。

選挙権年齢を引き下げたとしても、意見が反

映されないから政治に参加をしない、政策で

扱っているテーマに若者が直結する問題がない

から参加しないなど、18歳から20歳までの若者

が多く投票するかどうか疑問視する声も上がっ

ている状況であります。そこで、高校生を初め

とする若者の投票率向上に向けての啓発がます

ます重要になってくるのではないかと考えます

が、今後どのように啓発活動に取り組んでいか
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れるのか、選挙管理委員長にお伺いいたしま

す。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙権年齢

の引き下げにより、高校生を初めとした、新た

に有権者となる若者向けの啓発がますます重要

となっております。このため、県選挙管理委員

会では、去る８月４日に、県教育委員会等と、

児童生徒に対する主権者教育や啓発活動を連携

・協力して推進するための確認書を取り交わし

たところであります。今後は、この確認書に基

づき、政治・選挙に関する高校生意識調査を新

たに実施するほか、学校での選挙の出前授業や

模擬投票、若者を対象としたワークショップや

意見発表会などを、県教育委員会や市町村選挙

管理委員会など関係機関と連携しながら、実施

する予定であります。

これらの取り組みに加え、高校生以外の新た

に選挙権を有することとなる若者に対しまして

も、明るい選挙推進協議会等と協力しながら、

政治や社会に関心を持ち、投票に参加するよう

な啓発活動に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 これからの社会で長い間責任

を持つことになる若者が、積極的に政治に目を

向け、政治に参加するように、教育委員会とも

しっかり連携をして啓発活動に取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、いじめ防止対策について伺います。

せんだって岩手県で発生をしましたいじめの

疑いによる中学生の自殺は、いじめ問題への対

応のあり方が大きな問題となっております。い

じめ問題につきましては、平成23年に滋賀県大

津市で発生したいじめ自殺をきっかけとして、

平成25年に「いじめ防止対策推進法」が施行さ

れ、さらに「いじめ防止基本方針」が策定をさ

れました。この推進法、基本方針では、いじめ

問題に対して、その未然防止、早期発見、早期

対応などに組織的に対応することなどを求めて

おります。本県におきましても、県及び全市町

村がいじめ防止基本方針を策定しており、県内

全ての公立学校においても、基本方針を策定済

みであります。平成25年度の本県のいじめ認知

件数は、小学校7,826件、中学校1,324件、高等

学校175件、特別支援学校58件等の、合計9,403

件となっており、児童生徒1,000人当たりの認知

件数は80.3件と高い割合で、全国第３位という

状況であります。そこで、本県の全国的にも高

い割合でありますいじめの認知件数について、

どのような方法で認知されているのか、教育長

にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） いじめの認知件数が

多いというのは、マイナスのイメージがありま

すが、多いというのは、きめ細かにいじめを把

握するように指導していることのあらわれであ

ると考えております。具体的には、ささいな事

案でも見逃さないために、無記名によるいじめ

に関するアンケートを県内全ての公立学校で実

施するように指導いたしております。また、ア

ンケートでは見えてこないいじめについても、

子供の様子をつぶさに観察することなどによっ

て、いじめの兆候を発見することが大切であり

まして、例えば、遅刻して登校するようになっ

たとか、あるいは授業によくおくれて来るよう

になったなど、いじめが予想される変化を見逃

さないことや、さらには、いろんな時間、給食

とか放課後に子供たちに教師が声をかけ、状況

を早期に把握し、丁寧に対応するよう学校を指

導いたしております。

○外山 衛議員 今回の岩手県の事案では、学

校がいじめを認知しておらず、教育委員会への
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報告でも、いじめゼロと報告していたと聞いて

おります。本県におきましては、認知件数は高

くなっておりますが、問題なのはその取り扱い

にあって、学校現場、教育委員会、保護者間等

での情報の共有、事実確認が大事であります。

そこで、教育委員会として、いじめ問題にどの

ように取り組まれるのか、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（飛田 洋君） 本県では、いじめ問

題に関して、その防止とか早期発見、早期対応

など、基本的な考え方をまとめた「宮崎県いじ

め防止基本方針」を策定いたしております。ま

た、いじめ防止等の取り組みが着実に実施され

るよう、全ての市町村や学校の担当者に対し

て、いじめの小さなサインも見逃さないこと

や、担任の対応だけでなくて、校長のリーダー

シップのもと、組織的に対応することなどにつ

いて、繰り返し丁寧に指導しているところであ

ります。さらに、「宮崎県いじめ問題対策連絡

協議会」を設置し、関係機関や団体が一体と

なっていじめ防止の取り組みを進めるととも

に、万が一、重大事態が発生した際に、学校へ

の緊急的な支援を行う組織や、公平・中立の立

場で調査を行う組織を設けるなど、いじめ問題

への取り組みをさまざまな視点から進めている

ところであります。

○外山 衛議員 よろしくお願いいたします。

教育委員会におかれましては、子供の悩みに

は、親身になって受けとめ、子供の発する危険

信号をあらゆる機会を通じて捉え、早期に問題

を発見し、対応していただきますようお願いを

申し上げます。

次に、教職員の採用について伺います。

さきに実施されました来年度の教員採用選考

試験の受験者数は、昨年度の1,626名に対しまし

て、本年度は1,609名とほぼ横ばいで、倍率

は7.3倍だったと伺っております。また、今回の

選考試験で、来年４月に教員となる採用予定者

数は221名ということで、採用者数が200名を超

すのは平成16年度採用以来とのことでありま

す。昨年度は、小学校英語枠の新設や補欠制度

の導入、本年度は、小学校にも英語試験を加え

たり、受験願書に、教員として求められる良識

と倫理観について、受験者の考えを前もって書

かせたりするなど、工夫を重ねながら教員試験

を実施されております。先ほど、選挙権年齢の

引き下げやいじめ対策についても質問を行いま

したが、新たに採用される教員にとっては、採

用直後からさまざまな教育課題への対応が必要

になると思われます。そこで、教育委員会とし

て求める教員像を、どのようにイメージしなが

ら教員採用を行っているのか、教育長にお伺い

します。

○教育長（飛田 洋君） 教師は、例えば、時

に、星一徹のように愛情に裏打ちされた厳しさ

を持ち、時には、マザー・テレサのように全て

を受け入れる絶対的な優しさをあわせ持ち、子

供たちの心に灯をともし、よりよき成長へと導

く存在であり続けてほしいと願っております。

このため、本県の採用試験では、求める教員像

を、高い専門性を持つとともに、情熱や使命

感、幅広い社会性、倫理観、人間性、そして、

絶えず学び続ける姿勢を備えた人物といたして

おります。このような教員を採用するために、

１次試験での筆答・実技に加え、２次試験で

は、個人面接、模擬授業、集団討論等を実施

し、面接員には、企業経営者や保護者、臨床心

理士等の協力をいただきながら、授業力はもと

より、何より人物を重視する選考を行っている

ところであります。
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○外山 衛議員 まさに私も教育長の考えに同

感であります。教師は、高い授業力を持ってい

ることは当然でありますが、大切なのは、何よ

りも、子供と真剣に向き合い、常に向上心を持

ち続ける人物でなければならないと思っており

ます。教師による事件や不祥事も多くなってお

りますので、今後とも、人物をしっかり見きわ

めた上で、子供に信頼される教師を採用してい

ただきますようお願いいたします。

次に、スクールサポーター制度について伺い

ます。

県内の少年非行の現状については、犯罪は年

々減少傾向にあるものの、非行の低年齢化や集

団化傾向にあると聞いております。また、全国

では、いじめに起因する自殺、少年による凶悪

犯罪や少年被害の事件が相次いで発生し、大変

大きな社会問題となっております。このような

少年を取り巻く環境が厳しい中、宮崎県警にお

いて、スクールサポーター制度を導入し、未来

を担う少年育成に尽力いただいているようであ

りますが、このスクールサポーターの任務や相

談内容等、現状について警察本部長にお伺いい

たします。

○警察本部長（野口 泰君） 現在、警察官Ｏ

Ｂのスクールサポーター９名を採用し、警察本

部及び８警察署に配置しています。スクールサ

ポーターの任務につきましては、問題を抱える

児童生徒及び保護者並びに学校関係者への指導

・助言、非行防止教室、薬物乱用防止教室の指

導・支援、校内外パトロール活動への支援、学

校周辺における環境浄化活動などであり、少年

の非行防止のための幅広い活動を行っておりま

す。これまでにスクールサポーターが取り扱っ

た相談例として、学校内における対教師暴力事

案、生徒が教師の指導に従わないなど校内環境

を害する事案などがあり、それぞれの問題に対

し、生徒や保護者等に対する面接指導や学校へ

の助言などを行い、問題を沈静化した事例もあ

ります。

○外山 衛議員 このスクールサポーターの配

置による効果、あるいは学校現場、教育委員会

とはどのように連携されているのか、警察本部

長にお伺いします。

○警察本部長（野口 泰君） スクールサポー

ターを配置することにより、知識と経験を生か

した効果的な非行防止・被害防止教育が実現で

きること、それから、教職員、児童及び保護者

への不審者情報などのタイムリーな提供と情報

の共有ができること、さらに、学校と警察との

円滑な連携が可能となるなど、少年の健全育成

や被害防止の効果が期待されるところでありま

す。また、スクールサポーターは、教育委員会

や学校と連携した「不審者撃退実践塾」の開

催、学校内外のパトロール活動、防犯ボラン

ティア等の協力を得た登下校時の見守り活動な

ど、学校等と連携した活動も行っております。

○外山 衛議員 現在、９名のスクールサポー

ターが配置されておりますが、十分な体制がと

れているのか、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（野口 泰君） スクールサポー

ターについては、本年度の３名の増員により、

中規模警察署以上の警察署全てに配置すること

ができました。これにより、よりきめ細やかな

活動が可能となり、学校や地域における少年の

健全育成が一層図られるものと考えておりま

す。今後のスクールサポーターの増員につきま

しては、今回の増員の効果を検証しつつ、県内

の少年非行の情勢や、学校現場、教育委員会な

どからの要請等を総合的に判断して、必要に応

じて検討していきたいと考えております。
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○外山 衛議員 県内には約450の小・中・高校

があります。現在、９名のスクールサポーター

では、１人当たり約50校を受け持っていること

となります。本年度のスクールサポーターの増

員により、これまで以上にきめ細やかな活動が

できるということでありますが、将来の日本を

背負う少年の健全育成のためにも、今後の課題

として、スクールサポーターの増員もぜひ検討

していただきたいと思います。

次に、警察官の採用について伺います。

さきの新聞報道によりますと、全国の警察官

採用試験の平成26年度の応募者が約半数に減少

しているとのことでありました。景気の回復に

より民間企業に人材が流れたことや、少子化な

ども背景にあると思われますが、優秀な人材を

確保することが難しくなれば、凶悪犯罪の検挙

や特殊詐欺の対策など、治安維持を担う警察の

根幹にかかわる問題ではないかと思われます。

規律の厳しさに加え、業務が忙しい点なども現

在の若者には敬遠されているものと思います

が、本県におけます警察官採用試験の現状と、

受験者の獲得に向けてどのような取り組みをさ

れているのか、警察本部長にお伺いいたしま

す。

○警察本部長（野口 泰君） 警察官採用試験

の現状にありましては、平成26年度は、応募者

数が734名、受験者数が505名でありました。平

成22年度は、応募者数は1,045名、受験者数

は806名でありましたので、受験者数を５年間の

推移で見ますと約４割減少しており、非常に厳

しい情勢となっております。こうした厳しい情

勢を踏まえながら、一人でも多くの受験者を確

保するため、人事委員会での取り組みに加え

て、県警においても、警察学校オープンキャン

パス等の体験型の就職説明会の開催、リクルー

ター制度を活用した大学と高校への訪問活動、

交通機関や街頭大型ビジョン等の各種媒体を利

用した広報活動、幹部による大学の講義や高校

への訪問活動など、組織一体となり、各種活動

を展開しているところであります。

○外山 衛議員 採用試験に関しましては、ス

ポーツや語学、金融知識など、経験に基づいた

自己推薦方式による、いわゆる「一芸採用試

験」を実施しているところもあると聞いており

ます。警察官は、学力ばかりではなくて、さま

ざまな知識や経験、体力も必要であると思いま

すが、本県においては、このような自己推薦方

式による採用試験に関してどのように考えてお

られるのか、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（野口 泰君） 全国では、大阪

府警や大分県警が、技能や知識等に基づいた自

己推薦方式による採用試験を実施しているよう

であります。本例は全国的にもまれなケースで

ありますが、一人でも多く優秀な人材を多方面

から確保するとの観点から、実施府県における

状況や検証結果及び採用効果などを参考にしな

がら、自己推薦方式による採用試験の導入につ

いて研究してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いいたします。

最近は、早期離職や、ストレス、悩みなど、精

神的疲労によりまして精神疾患に陥る若者も多

くなってきております。宮崎県警におきまして

は、離職率は低いと伺っておりますが、このよ

うな理由で離職することのないよう、心身のケ

アについてもしっかり行っていただきたいと思

います。そして、総合的な人材確保・育成対策

に努めていただきたいと思います。よろしくお

願いします。

次に、県立宮崎病院の建てかえについて伺い

ます。
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少子高齢化が進展し、いわゆる団塊の世代

が75歳以上となる2025年には、全国的な医療費

の急増が見込まれております。国におきまして

は、急性期から回復期、在宅といった患者の症

状に合わせた医療提供体制の構築や、それに伴

う病院機能の再編など、医療制度の大幅な見直

しを行おうとしており、今後、公立病院も含

め、病院経営を取り巻く環境は大きく変化して

いくものと思われます。

このような中、現在、県の中核医療を担う県

立宮崎病院の全面的な建てかえによる再整備に

向けた取り組みがなされておりますが、改め

て、再整備に取り組む理由と、どのような機能

の充実を図ろうとされているのか、また現在の

進捗状況について、病院局長にお伺いいたしま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院は、

全県レベルの中核病院あるいは基幹災害拠点病

院等として、本県医療の充実におきまして大変

重要な役割を担っておりますが、改築後31年を

経過し、施設の老朽化や狭隘化が進んでいるこ

となど、さまざまな課題を改善するため、今

般、全面建てかえによる再整備に取り組むこと

としたところでございます。

再整備に係る基本構想では、救命救急センタ

ーの規模拡大や手術室・集中治療室の充実、専

用ヘリポートや感染症対策病床の整備などによ

りまして、高度急性期医療や救急医療、災害医

療等の充実を図ることとしております。さら

に、地域医療を担う医師の育成・確保など、研

修機能等の強化によりまして、地域の公立病院

等を支援する体制構築にも取り組んでまいりた

いと考えております。

なお、進捗状況でございますが、今年度から

基本設計を行うこととしておりまして、現在、

設計者の選定手続を進めているところでござい

ます。

○外山 衛議員 最後になりますが、感染症に

おきましては、さきに話題となりましたエボラ

出血熱などの危険度の高い感染症対策につい

て、早急な対応が必要であると考えます。現

在、本県には感染症に対応する病床がないた

め、県立宮崎病院に設置すると伺っております

が、その進捗について病院局長にお伺いいたし

ます。

○病院局長（渡邊亮一君） 今、議員から御指

摘がありましたように、県内には、エボラ出血

熱等の１類感染症に対応する病床がありませ

ん。そのため、国からその早急な整備について

要請があったところでございまして、これを受

けて、県立宮崎病院内に、対応する病床１床を

設置する準備を現在行っているところでござい

ます。進捗状況といたしましては、設計と工事

の公告が完了したところでございまして、今

後、工事を開始し、11月末の完成を見込んでい

るところでございます。

○外山 衛議員 救命救急や災害医療ととも

に、感染症対策も県民生活にとって非常に重要

であると思います。今後とも、全県的な中核病

院として宮崎病院が十分に役割を果たすことが

できるよう、また、安全・安心で県民に信頼さ

れる病院として医療を提供し続けられるよう

に、しっかりと機能充実を図っていただきます

ようお願いをいたします。

それぞれ答弁いただきましてありがとうござ

いました。

以上をもちまして、私の代表質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま
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す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、宮原義久議

員。

○宮原義久議員 〔登壇〕（拍手） お疲れさ

まです。午前中と違いまして、傍聴席は１名と

いうことで、ありがとうございます。傍聴いた

だいていることに感謝を申し上げます。バスを

別に準備しなかったためにこういうことになっ

てしまったのかなと思っております。それで

は、議長より発言の許可をいただきましたの

で、早速、質問に入らせていただきます。よろ

しくお願いをいたします。

初めに、平成28年度当初予算編成についてお

伺いをいたします。

平成27年度当初予算については、知事選挙の

関係から当初予算は、いわゆる骨格予算として

編成され、６月議会において肉付け予算として

編成をされました。しかしながら、この平成27

年度の予算の収支不足額は237億円となり、財政

調整基金の残高も減少傾向であることなどから

も、依然、県の財政状況は厳しい状況にありま

す。

本県の毎年の予算編成状況を見ますと、公共

事業予算は財政改革推進計画に基づき、５％も

しくは10％というシーリングをかけて編成され

ており、建設業許可業者数はピーク時とさほど

変わっていないものの、公共事業費はピーク時

の40％程度まで減少しております。その一方

で、社会保障関係費は毎年数十億単位で増加

し、10年前の1.6倍にまで増加しており、今後も

増加が見込まれております。

先日公表されました国の平成28年度予算の概

算要求では、一般会計の総額は過去最高の102兆

円規模であります。これも社会保障関係費の増

加がその主な要因であるとのことですが、公共

事業を含む裁量的経費については10％削減する

内容となっています。厳しい財政状況である本

県にとって、来年度の予算編成においては、社

会基盤整備に係る費用等、国の各種補助事業や

交付金等の確保を図りながら進めていかなけれ

ばならないと考えますが、平成28年度の当初予

算編成についての基本的な考え方について、知

事にお伺いいたします。

次に、川内原発の再稼働についてお伺いをい

たします。

平成23年３月に東日本大震災が発生、東京電

力福島第一原発事故が発生し、同年５月に川内

１号機、９月に２号機が定期検査のために運転

が停止されました。翌年５月には国内の50基全

て停止となっています。平成25年７月に原発の

安全対策を強化した新基準が施行され、即、九

電は再稼働に向けた安全審査を申請、昨年９月

には原子力規制委員会の安全審査に合格となっ

ています。同年10月、薩摩川内市長、同市議会

が再稼働に同意、翌11月に鹿児島県知事、同県

議会も再稼働に同意し、今日に至っておりま

す。

本県は、川内原発から県境で直線距離にして

約54キロメートルに位置しております。万が

一、事故が発生した場合は、原発から東側に位

置する本県への影響は相当なものが予測される

ところであります。そこで、原発再稼働に向け

て、九州電力からどのような説明があったの

か。さらには、原発反対の団体も多数組織され



- 38 -

平成27年9月10日(木)

ているようでありますが、そうした団体から再

稼働阻止の要望も相当あると考えます。どのよ

うな状況となっているのか、知事にお伺いをい

たします。

次に、グローバル戦略展開への意気込みにつ

いてお伺いをいたします。

知事は１期目に、東アジアの市場開拓を進め

るとして「みやざき東アジア経済交流戦略」を

策定され、県産品の輸出促進、観光交流の促

進、経済交流の基盤整備の３つの戦略により、

東アジアの活力を取り込む努力をしてこられた

と考えています。策定時点において、海外との

経済交流を担うグローバルな人材の育成・確保

に取り組むとされておりましたが、どのような

取り組みを行ってきたのか、知事にお伺いをい

たします。

次に、県では、「みやざき東アジア経済交流

戦略」を発展的に継承するとして、平成28年度

から32年度までの５年間を推進期間とした「み

やざきグローバル戦略」を策定し、世界市場を

ターゲットに、県産品の輸出促進や観光交流の

拡大、グローバルなビジネスを担う人材の育成

を積極的に展開しますとされております。知事

は、「みやざきグローバル戦略」をどのような

思いで策定し、どう展開していこうと考えてお

られるのかお伺いして、後は質問者席で質問を

させていただきます。以上です。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君） 〔登壇〕お答えしま

す。

まず、平成28年度の当初予算編成についてで

あります。本県の財政は、県税などの歳入の大

きな伸びが期待できない中で、年々増加する社

会保障関係費に加えまして、防災・減災対策や

公共施設の老朽化対策、さらには国体開催に伴

う施設整備費など、今後、多額の財政負担が見

込まれているところであります。一方で、地方

創生の取り組みや地域経済の活性化、人口減少

問題など、本県が抱える政策的課題に的確に対

応していく必要があります。

このため、平成28年度の予算編成に当たりま

しては、第四期財政改革推進計画の着実な実行

によりまして、歳出削減と歳入確保に取り組

み、また国の予算編成や地方財政対策の動向を

踏まえつつ、各種の国庫補助事業や交付金事業

等を十分活用しながら、選択と集中の理念のも

とに、地方創生を初めとする優先度の高い事業

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、九州電力からの説明の状況等について

であります。川内原発につきましては、８月11

日に１号機が新規制基準に基づく初めてのケー

スとして再稼働したものであります。九州電力

からは、これまでに、再稼働に向けた申請の経

緯や安全対策などについて説明を受けるととも

に、工程の進捗等について報告を受けてきたと

ころであります。また、再稼働に反対する団体

の方々とも、平成23年以降、延べ15回、面談等

を行い、事故が起こった場合の本県への影響に

対する懸念などの御意見を伺っているところで

あります。原発の稼働に不安を感じるとの声

が、県民の皆様から県にも直接届いております

ので、県といたしましては、九州電力に対し、

安全性の確保を大前提に、より一層の情報公開

や丁寧な説明を求めているところであります。

次に、「みやざき東アジア経済交流戦略」に

おけるグローバル人材の育成・確保についてで

あります。海外との経済交流を推進するために

は、言語、文化、商習慣などの相手国の事情

や、貿易実務等に精通したグローバルビジネス
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に対応できる人材の育成・確保が重要であると

考えております。

このため県では、直行便を有する東アジアと

の間で、ジェトロとの連携によります貿易実務

講座や国際セミナーの開催のほか、みやざきフ

ードビジネスアカデミーにおける台湾塾の開催

など、企業内の貿易エキスパートの育成に取り

組むとともに、企業と留学生との交流機会の提

供など、県内企業における外国人材の活用促進

に努めてきたところであります。さらに、宮崎

大学や経済団体が中心となり、ミャンマーとの

間で、学術研究や経済分野での連携・交流を行

うなど、民間においても、グローバル人材の育

成やネットワークの形成に向けた取り組みが見

られております。今後とも、ジェトロや大学等

の関係機関と連携をしながら、県内企業におけ

るグローバル人材の育成・確保に努めてまいり

たいと考えております。

次に、「みやざきグローバル戦略」について

であります。これまで県では、「みやざき東ア

ジア経済交流戦略」に基づき、経済成長著しい

東アジア市場の開拓に取り組んできたところで

ありますが、近年、県内企業の中には、東アジ

アに限らず、ＥＵや北米市場に事業展開を行う

動きが見られるとともに、輸入規制の緩和等、

市場環境が変化をしてきているところでありま

す。私としましては、本格的な人口減少により

国内市場が縮小する中、こうした状況を踏まえ

まして、これまで以上に海外の活力を広く取り

込んでいくことが、本県産業の振興や地域の活

性化を図る上で大変重要であると考えておりま

す。

このため今年度、現在の戦略を発展的に継承

します「みやざきグローバル戦略」を策定し、

引き続き経済成長が見込まれる東アジア市場に

軸足を置きながら、世界市場も視野に入れた各

種施策を推進し、海外とのより一層の経済交流

の拡大、市場の開拓に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。

川内原発の再稼働について再質問をさせてい

ただきます。川内原発とは隣接している県であ

りますし、原発の安全性、再稼働についての責

任について、知事はどのような考えを持ってお

られるのか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 原発の再稼働につきま

しては、原子力規制委員会の科学的・技術的知

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すべきも

のと考えております。

県としましては、県民の生命、財産を守ると

いう立場から、原子力規制委員会には、絶えず

国内外における最新の知見を収集し、新規制基

準などを見直していくこと、また国に対して

は、事故が起きた場合には、被害者への賠償を

含め、責任を持って対処することなど、全国知

事会を通じて要望しているところであります。

○宮原義久議員 次に、知事として、今度は県

民を守るという立場から、万が一、事故が起き

た場合の対策についてどのような取り組みをさ

れていく考えか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 原子力災害に関する安

全の確保という点では、原子力規制委員会が科

学的・技術的な知見に基づきまして、原子力災

害対策指針を定めているところであります。こ

の指針では、これまで原子力発電所から30キロ

メートル圏外については具体的な対策が示され

ておりませんでしたが、本年４月に改正された
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指針では、30キロメートル圏外については、国

が防護措置の必要性を判断し、屋内退避を行う

ことが基本とされるなど、事故の状況等を踏ま

えた対応が示されたところであります。

30キロメートル圏外に本県は位置するわけで

ありまして、平成26年３月に、宮崎県地域防災

計画の中に、緊急時の情報収集や伝達体制など

を盛り込んだ原子力災害対策編を新設したとこ

ろでありますが、今回の国の指針の改正を踏ま

えまして、今後、見直しを行ってまいりたいと

考えております。また、万が一の事故を想定し

た情報伝達につきましても、引き続き訓練を重

ねていくことによりまして、市町村等の関係機

関との連携強化に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

原発の事故は万が一にもあってはならないと

いうことになりますから、原発の内部を含め

て、全ての面において情報が公開されるという

ことが前提だと思います。電力会社、国に対し

て、しっかりとした運営がなされるように、そ

ういった団体とは密な連携を図っていただくよ

うにお願いしておきたいと思います。

それでは次に、地域包括ケアシステムについ

てお伺いをいたします。

国の方針は、団塊の世代が75歳を迎える2025

年に向けて、高齢者が、要介護状態になって

も、住みなれた地域で自分らしい暮らしが続け

られるよう、医療、介護、予防、住まい、生活

支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を実現するとされています。

県は平成27年４月に、医療・介護連携推進室

並びに地域医療介護総合確保基金を設置して、

この事業を推進しておられます。全ての市町村

は、昨年の介護保険法改正により、地域包括ケ

アシステムの構築に向けて、在宅医療・介護連

携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の

推進などを、平成27年度から29年度にスタート

することが義務づけられております。特に県内

の中山間地域の小規模自治体にあっては、医療

・介護基盤が脆弱であり、専門性のある職員も

少ないと考えております。地域包括ケアシステ

ムの構築をどのように進めていかれる考えか、

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） 地域包括ケア

システムの構築を推進していくためには、実施

主体となります市町村が、それぞれの地域の医

療・介護の現状を十分把握し、関係する機関、

施設と密接に連携しながら、地域の実情に合っ

た体制づくりを進めていくことが重要でござい

ます。

このため県では、市町村や地域包括支援セン

ターの職員等を対象に研修会を実施しまして、

県内外の先進事例の紹介や情報交換を行います

とともに、医療と介護の連携や、介護予防に関

する国のモデル事業に取り組む市町村への助言

等を行っているところであります。さらに今後

は、地域医療介護総合確保基金を活用しまし

て、介護福祉士等の専門職の確保や資質向上の

ための事業を進めるなど、市町村に対する支援

を積極的に行ってまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 今回の改正では、特別養護老

人ホームの新規入所を原則、要介護３以上に

限ってとなっております。現在、県内の特別養

護老人ホームにおいて、要介護１・２の方でど

れぐらいの数が入所されているのか。要介護１

・２の方でも一定のやむを得ない理由がある場

合には入所可能となっておりますが、この一定

のやむを得ない理由の要件とはどのようなもの
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なのか、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 特別養護老人

ホームに入所されている方のうち、要介護１及

び要介護２の方は、平成27年５月時点の暫定値

で536名となっておりまして、全体の約１割と

なっております。

また、要介護１・２の方が特例的に入所でき

るやむを得ない事由につきましては、国の指針

におきまして、認知症や知的障がいなどで日常

生活に支障を来すような場合や、虐待が疑われ

る場合、あるいは単身世帯や同居される家族が

病弱であるなど、家族等による支援が期待でき

ず、かつ地域での介護サービスの供給が十分で

はない場合と示されておりまして、施設が入所

の判断をするに当たりましては、申込者がこれ

らの事由に該当するかどうか、市町村に意見を

求めることになっております。

○宮原義久議員 次に、地域医療構想について

お伺いをいたします。

医療介護総合確保推進法の成立により、平

成27年４月より平成30年３月までに地域医療構

想の策定が義務づけられました。地域医療構想

は、2025年に向けて病床の機能分化・連携を進

めるために、医療機能ごとに2025年の医療需要

と病床の必要量を推計し、定めるとなっており

ます。本年６月に、国の専門部会による将来の

必要病床数の推計が発表されましたが、本県は

１万6,500床を１万1,000床に、削減率32.7％と

の発表がありました。県では、地域医療構想策

定委員会などにより議論、調整を図ることとな

りますが、各医療機関においても病床数の削減

を大変心配されております。さほど時間の余裕

のない中でどのように進めていかれようと考え

ておられるのか、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） 地域医療構想

は、高齢化や人口減少が予想される中で、県民

生活に不可欠な医療提供体制を構築する基礎と

なるものでありまして、地域における自主的な

取り組みが必要であると考えております。この

ため、策定に当たりましては、医師会や歯科医

師会、薬剤師会、看護協会などの医療関係者を

初めとしまして、市町村や保険者協議会など、

さまざまな立場の関係者が話し合う地域医療構

想調整会議を二次医療圏単位で順次開催しまし

て、各地域における医療施設の現状や課題等の

把握に努めているところでございます。この調

整会議における意見等を踏まえまして、宮崎県

地域医療構想策定委員会におきまして御議論を

いただきながら、本県の実情をしっかり反映し

た構想を策定してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 次に、地域医療介護総合確保

基金事業についてお伺いをいたします。

地域包括ケアシステムと地域医療構想を進め

るに当たり、平成26年度から都道府県は基金を

設置して事業を進めるとなっております。しか

し、平成27年度の事業計画規模に対して、国か

らの医療分の内示額が大きく不足している状況

と聞きます。事業主体となっている各医師会、

医療機関等の事業に大きく影響が出るものと考

えますが、事業規模に対してどの程度不足し、

各種事業への影響と今後の予算措置に向けた取

り組みをどのようにされるお考えか、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） 平成27年度地

域医療介護総合確保基金（医療分）の事業計画

額約８億9,000万円に対しまして、第１回目の内

示では約３億3,000万円の財源不足が生じており

ます。特に医療従事者の確保に関する事業な
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ど、国庫補助の廃止に伴いまして、この基金を

財源として継続している事業につきましては、

全国的にも財源不足の影響が出ている状況にあ

ります。

このため、国に対しまして、各県が必要とす

る事業費の確保など、緊急の要望活動を全国知

事会として行ったところであり、また県単独で

も適切な予算の配分を強く要望してきていると

ころでございます。今後、10月に予定されてお

ります基金の追加内示に向けて、所要額の確保

に努めますとともに、関係団体と協議しなが

ら、本県の地域医療の確保に支障が生じないよ

う計画を練り直した上で、必要な予算の確保を

行ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。

国の医療費の総額が40兆円を超えたとの報道

が先日ありました。今後さらに伸びるであろう

介護・医療費の抑制から、地域包括ケアシステ

ム、地域医療構想を策定されることとなったも

のと考えます。しかし、その取り組みのもとに

なる地域医療介護総合確保基金については、事

業計画額に対して財源不足が生じていると、た

だいま答弁でありました。国にしっかりと要望

し、地域医療に支障がないように取り組まれる

よう要望しておきたいと思います。よろしくお

願いします。

次に、がん対策に係る人材育成についてお伺

いをいたします。

今議会に、がん対策に関する条例制定議案が

提出されております。がんは、我々も発症する

かもしれない、最も心配している病気ではない

かと思います。そして、がんに対する薬物療法

の質の向上や効率化に対する要請は極めて大き

くなっており、また新しい医薬品や薬物療法の

方法などが複雑・高度化してきているとの話も

聞きます。

このような中、専門医師の必要性はもちろん

ですが、強い副作用を有する抗がん剤の投与量

や投薬方法など、厳密な管理と対応のできる薬

剤師の必要性も求められているところであり、

患者側からすると切実な要望ではないかと思い

ます。そこでまず、本県におけるがん対策に係

る専門薬剤師の現状を、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） がんについて

の専門的な薬剤師の資格につきましては、学会

や団体が独自に認定する制度となっており、資

格の認定を受けるには、例えば、がん専門薬剤

師という資格がございますが、これでは５年以

上の実務経験に加え、学会等が認定する研修施

設での５年以上の研修、さらに50以上のがんの

症例を取り扱った実績を提出することを要する

など、大変厳しい要件を満たすことが求められ

ております。各学会・団体のホームページ掲載

の情報によりますと、本県における認定者数

は、日本医療薬学会が認定します「がん専門薬

剤師」が１名、日本病院薬剤師会が認定する

「がん薬物療法認定薬剤師」が10名となってお

ります。

○宮原義久議員 今、本県の専門薬剤師の状況

について答弁がありましたが、私も調べてみた

ところ、全国には、がん指導薬剤師が192名、が

ん専門薬剤師が437名、がん薬物療法認定薬剤師

が857名おられるということであります。この認

定薬剤師の中に、私の地元、小林市出身の方が

２名いらっしゃって、１人は県病院、もう１人

は小林市立病院であります。個人的には、そう

いう方がいらっしゃるというのはうれしい気持

ちではあるんですが、県全体としてはまだまだ



- 43 -

平成27年9月10日(木)

少ない気がいたしております。このようながん

対策に係る専門的な薬剤師の育成は必要と考え

ますが、福祉保健部長のお考えをお伺いいたし

たいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） がん医療は、

医師、薬剤師、看護師、放射線技師など、さま

ざまな職種の連携のもとに行われるものであり

まして、それらの医療従事者全体の能力の向上

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、これらの医療従事者

に対し、がん診療連携拠点病院などによる研修

を行いまして、その専門性の向上や職種間の連

携強化に努めているところでございます。そう

した中で、がん医療に携わる薬剤師につきまし

ても、専門能力の一層の向上を図ってまいりた

いと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

ただいま答弁にありましたように、がん患者

のためにも、専門薬剤師、医師との連携が非常

に重要になってくるということでありますの

で、育成のほうをどうかよろしくお願いしてお

きたいと思います。

次に、森林環境税についてお伺いをいたしま

す。

県では平成18年４月に、県土の保全、水源の

涵養など、森林の有する公益的な機能の重要性

に鑑み、森林環境の保全に関する施策の費用に

充てるとして当税を導入し、第１期目が平成22

年度まで、第２期が平成27年度までの10年間、

導入されております。この税を財源に、平成26

年度は14事業に２億9,420万円余の予算が執行さ

れております。これまでの基金の積み立ての総

額と、これを財源とした事業執行額、さらに、

この税を導入してどのような成果があったの

か、環境森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 森林環境税基

金の積立総額につきましては、平成18年度か

ら26年度までの９年間で24億4,000万円でありま

す。これらを財源にしまして、健全で多様な森

林づくりに向けて、県民の理解と参画、公益的

機能の重視、資源の循環利用の３つの視点か

ら、さまざまな施策に取り組んだところであり

まして、その執行額は合計で22億6,000万円と

なっております。

これらの事業実施によりまして、森林ボラン

ティア団体数が70から176へと増加するなど、県

民参加の意識醸成が図られるとともに、広葉樹

の植栽など、約6,000ヘクタールの森林の整備等

によりまして、公益的機能の維持増進が図られ

たところであります。また、県内の大規模商業

施設による木育イベントの開催や木育サポータ

ーの養成など、木づかい運動や木育活動を支援

することによりまして、広範な分野での県産材

利用の促進が図られたものと考えているところ

でございます。

○宮原義久議員 次に、本年度が第２期目の最

終年度となることから、今後の森林環境税のあ

り方について、昨年、アンケート調査をされて

おります。調査結果は、税を活用した取り組み

について、県民で65％、企業で70％が一定の評

価、税の継続については、県民で74％、企業

で78％が賛同またはやむを得ない、一部には、

税の認知度が低いことや個人の森林は個人で管

理すべきなどの考えから、継続に反対する意見

などもあったとお聞きをしております。そのほ

か、県民とも８地域において意見交換会も開催

されております。こうしたアンケート結果等か

ら、継続される意見が大勢との判断もできるわ

けでありますが、森林環境税を本県同様に導入

している他県での継続延長の状況と、今後の森
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林環境税について県の考えを、知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 他県の森林環境税の状

況につきましては、熊本県や鹿児島県など８つ

の先行している県では全て継続され、本年度に

終期を迎える各県も、継続の方向で検討される

と聞いております。

本県の今後の取り扱いにつきましては、有識

者から成る検討委員会や、地域意見交換会等に

おいて意見を伺っているところでありますが、

森林環境税は、県民参加の森林（もり）づくり

の機運の醸成や森林の公益的機能の維持増進等

の面から、今後も継続すべきという意見を多く

いただいているところであります。森林は、国

土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止等の

多面的な機能を通じて、県民生活や県民経済に

欠くことのできないさまざまな恩恵をもたらす

ものでありまして、県民共有の財産として、将

来に向けてしっかり守り育てていくためにも、

森林環境税は貴重な財源でありますので、県と

しましては、平成28年度以降も継続をしてまい

りたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

森林環境税については、先ほどありました

が、９年間で22億6,000万円を活用して各種の森

林（もり）づくり事業に取り組まれ、実績も上

がっているとの答弁でありました。今後も継続

する考えのようであります。県民から特別に負

担いただいている税金でありますから、やはり

全ての県民が御理解いただける税となるように

要望しておきたいと思っております。よろしく

お願いします。

次に、木材の公共施設への活用についてお伺

いをいたします。

平成22年に「公共建築物等における木材の利

用の促進に関する法律」が施行され、県では

「県産材利用推進に関する基本方針」を策定

し、公共建築物については原則木造化、木造化

が困難な場合は混構造、これが困難な場合は木

質化を図るとされております。県有施設につい

ては、副知事、関係部長で構成する県産材利用

推進委員会で建築工法の採用の理由を聴取し、

木造化・木質化を推進しておられます。先月に

は、東京オリンピック・パラリンピックの競技

場などの木造化を検討している自民党の視察団

が、スポーツ施設等での木造化の実績を踏ま

え、本県を訪問され、木の花ドームや日向市駅

舎などを視察されたところであります。今後

は、首都圏での木造化の促進に向けた取り組み

を進める一方で、引き続き、率先して木材を活

用していくことが重要と考えます。昨年度の県

有施設では木造化・木質化がどの程度行われた

のか、またどの程度の県産材が使用されたの

か、環境森林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県が平成26年

度に整備しました県有施設は14施設ありました

が、このうち青島亜熱帯植物園の管理棟や学習

棟、高岡警察署の綾駐在所など８つの施設を木

造化するとともに、県営住宅など３つの施設を

木質化しておりまして、全体の約８割が木造化

あるいは木質化されたところでございます。ま

た、これらの県有施設で使用された県産材は合

計で435立方メートルとなっているところであり

ます。

○宮原義久議員 次に、市町村についても、法

に基づき木造化・木質化を推進されているよう

でありますが、県として、市町村、民間施設の

木造化・木質化の取り組みに対してどのような

支援を行っているのか。また、昨年度支援した

件数及び木材の使用量についてお伺いをいたし
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ます。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県では、市町

村や民間団体が施設の木造化や木質化に取り組

む際には、木造公共施設整備事業ですとか、木

のある豊かなまちづくり促進事業等を通じまし

て、建築費や材料費の一部を補助するなどの支

援を行っております。また、木材利用技術セン

ターでは相談室を設置しまして、さまざまな相

談に対応するとともに、直接、市町村などに出

向き、材料調達から施工までの建築システムを

提案するなど、積極的に技術支援を行っている

ところでございます。これらの結果、平成26年

度は、綾町の中学校や日南市の幼稚園など、市

町村や民間の合計61の施設整備に対しまして支

援を行いました。合計で3,363立方メートルの県

産材が使用されたところであります。

○宮原義久議員 県、市町村、民間施設で

約4,000立方メートルの県産材が活用されたとい

うことになると思います。一般の個人住宅で20

から25立方メートルの木材が使用されるという

ことを聞きますから、相当な量が使われたとい

うことにはなりますが、今後、県においては、

防災庁舎、県立宮崎病院、教育研修センター、

えびの警察署等の整備が計画をされております

ので、県産材を有効に活用できるところには活

用していただきますように要望しておきたいと

思います。よろしくお願いします。

次に、東京オリンピック・パラリンピックへ

の取り組みについてお伺いをいたします。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック

に向けて、平成25年12月に、県、競技団体、市

町村、各種団体で構成するスポーツランドみや

ざき推進協議会「東京五輪おもてなし部会」が

設立され、知事を先頭に、国や日本オリンピッ

ク委員会等へ合宿誘致に向けての要望活動を進

められております。また、来年のリオデジャネ

イロオリンピックから正式競技となる、先ほど

もちょっとありましたが、ゴルフのナショナル

トレーニングセンター競技別拠点施設として、

さらにトライアスロンも強化拠点としてシーガ

イア・リゾートが指定をされているようであり

ます。

今回、知事は、ミラノ万博参加のためヨー

ロッパを訪問された際、ドイツ競技団体に対し

てトップセールスをなされたようですが、その

率直な感想、手応えと、合宿誘致を含め、東京

オリンピック・パラリンピックに向けた今後の

取り組みについてお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 東京オリンピック・パ

ラリンピックの事前合宿につきましては、先

日、ドイツの陸上連盟、柔道連盟を訪問しまし

て、本県の温暖な気候や充実した施設、これま

での合宿の受け入れ実績など、我が国を代表す

るスポーツキャンプの聖地宮崎ということをア

ピールしてきたところであります。両連盟とも

私の訪問を温かく迎えていただいたところであ

ります。特に陸上連盟においては本県への視察

を示唆されるなど、手応えを感じまして、今回

のトップセールスは、まずは宮崎というキャン

プ地の候補地をインプットする、認識していた

だくということで大変有意義なものであったと

考えております。

両連盟の話を伺っておりますと、まずは当面

の１年後のリオデジャネイロオリンピックに向

けて手いっぱいというところでありますが、東

京オリンピック・パラリンピックに向けた具体

的な話というものは、リオデジャネイロオリン

ピックが終われば急速にこれが本格化するとい

うことでありまして、他の自治体との厳しい誘

致合戦となることが想定されるわけでありま
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す。

今後は、そういうことで、なるべく早く本県

をキャンプ地としての選択肢の一つに入れてい

ただく、認知をしていただくということが大変

重要であろうかと考えておりますので、本県で

合宿経験のある国内代表チームはもとより、ド

イツ陸上連盟を初めとする海外代表チームの合

宿誘致に向けまして、県内市町村や競技団体な

どと協力をし、本県の優位性をアピールしなが

ら、積極的に誘致活動に取り組んでまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 次に、本県における国内外代

表の合宿の受け入れ状況は年々増加しているよ

うでありますが、合宿誘致による効果をいかに

県内全体へ広げていくかが重要と考えておりま

す。今後は、競技施設や合宿環境の整備も進め

ていくこととなりますが、県内市町村の現在の

取り組み状況と、市町村との連携・支援につい

て県はどのように考えておられるのか、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） 県では、

「東京五輪おもてなし部会」を中心としまし

て、市町村や競技団体、経済団体と情報共有を

図りながら、代表チームの誘致活動に取り組ん

できております。現在、東京オリンピック・パ

ラリンピック組織委員会のほうで、来年開催さ

れますリオデジャネイロオリンピックの参加国

に対して日本国内の事前キャンプ地を紹介する

サイトを作成中でございます。本県では、県と

６市２町がこのサイトへの登録を予定している

ところであります。

また、県では今年度から、市町村が、合宿受

け入れに必要な備品を購入したり、外国語版の

パンフレットを作成する場合などに、その経費

の一部を補助する事業を新たに設けまして、日

本代表や海外代表チームの合宿誘致に取り組む

市町村に対する支援を行っているところでござ

います。今後、合宿の誘致に向けた動きが活発

化してまいりますので、県といたしましては、

「東京五輪おもてなし部会」を活用し、市町村

や競技団体などと連携・協力を図りながら、合

宿誘致に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 先ほど知事からもありました

ように、この合宿誘致については、やっぱりリ

オデジャネイロオリンピックが終わった後とい

うことのようですが、他県におくれをとらない

ような体制を事前にしいておくというのが大事

だと思いますから、しっかりとした対応をして

いただきますように要望しておきたいと思いま

す。

次に、畜産の防疫対策についてお伺いをさせ

ていただきます。

本県では、平成22年４月20日に都農町で１例

目の口蹄疫が確認をされ、児湯地域を中心に感

染エリアが広がり、５月18日には口蹄疫非常事

態宣言を発表、最終的に５市６町で発生し、移

動制限・搬出制限区域は８市11町１村に及びま

した。口蹄疫発生で約30万頭の家畜が殺処分さ

れ、殺処分補助や清掃・消毒の防疫作業等に、

国、県、市町村、自衛隊、ＪＡ等の職員が、延

べ人数にしまして15万8,500人が対応していただ

き、さらには、発生地域からウイルスを出さな

いことを目的に県内403カ所にて消毒ポイントを

設置し、本県経済への影響は、畜産業・畜産関

連業に1,400億円、その他の産業に950億円、合

計2,350億円の被害となったところであります。

先月27日に口蹄疫終息５周年の式典が開催さ

れましたが、多くの家畜の犠牲と巨額の経済損

失を考えた場合、５年経過した現在、農家の防



- 47 -

平成27年9月10日(木)

疫に対する考えに緩みはないか、危惧されると

ころであります。口蹄疫を二度と発生させない

ためにどのような取り組みがなされているの

か、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 平成22年の口

蹄疫発生以降、県におきましては、防疫の基本

である農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つの柱として、防疫の強化に取り組ん

でおります。特に農場防疫につきましては、高

い防疫意識を維持し、飼養衛生管理基準の遵守

を徹底するため、家畜防疫員による巡回指導や

防疫対策の強化支援等を行っているところであ

ります。

このような中、県といたしましては、去る８

月27日に口蹄疫終息５周年の式典を開催し、

「忘れない そして前へ」という強い信念のも

と、防疫強化の決意を新たにしたところであり

ます。近隣諸国では現在も口蹄疫が相次いで発

生しており、国内での発生リスクは依然として

高い状況にありますことから、引き続き、市町

村や関係団体と連携いたしまして、一層の防疫

強化に努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 畜産の振興についてお伺いを

いたします。

本県の農業分野において、畜産の振興は大変

重要であると考えます。口蹄疫から５年が経過

し、その再生・復興については一定の成果も見

られますが、全体的には道半ばであると承知し

ております。県では、市町村、関係団体などと

連携を図られ、口蹄疫の被害農家が安心して経

営を再開し、また県全体の畜産農家が経営を維

持発展させるため、平成25年３月に宮崎県畜産

新生プランを策定されました。その中で、生産

性の向上、生産コストの低減、販売力の強化、

畜産関連産業の集積の４つの課題について、今

年度までの３年間で、スピード感を持って関係

団体と県が一体となり取り組みを進めるとされ

ております。そこで、宮崎県畜産新生プランの

４つの課題の具体的な取り組みについて、これ

までの成果はどのようになっているのか、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 宮崎県畜産新

生プランの４つの課題のうち、まず生産性の向

上におきましては、肉用繁殖牛の分娩間隔の短

縮につきまして、一年一産を達成するモデル農

家も出てきておりまして、今後は、その技術を

個々の農家に広げてまいりたいと考えておりま

す。

次に、販売力の強化におきましては、昨年度

の牛肉輸出量が目標値の100トンを上回る148ト

ンに達し、また畜産関連産業の集積におきまし

ても、畜産物製造業出荷額が目標値2,100億円を

上回る2,260億円に達しているところでありま

す。

また、生産コストの低減におきましては、エ

コフィードの利用が目標値３万6,000トンを上回

る５万3,000トンに拡大する一方で、飼料価格の

高どまり等により、生産コスト全体では年々増

加が見られるところであります。

今後とも、こうした成果や残された課題を踏

まえ、畜産の新生に向け、全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、本県の畜産農家の現状

を見ますと、高齢化等による農家の減少に加

え、先ほどありました飼料価格の高どまりが経

営を圧迫し、先行き不透明な状況が続いている

ことから、担い手不足が深刻化するなどの課題

を抱えております。生産基盤の強化と経営安定

化に向けた対策が必要であると考えます。特
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に、肉用子牛の減少等により子牛価格は高値が

続いており、肥育農家は厳しい経営を強いられ

ているところであります。このような状況で、

今後、肉用牛の振興をどのように考えておられ

るのか、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 肉用牛は本県農業の主

要品目でありまして、その生産振興は地域経済

を牽引する上で極めて重要であるという側面も

あります。また、これに加えて、今、全国的な

子牛不足の中で、子牛供給県という側面も有す

る本県がしっかりと取り組むことにより、我が

国全体の和牛生産を支えるという使命も担って

いるのではないかというような観点から、生産

基盤の強化及び経営の安定化に向けた対策とい

うものを、関係機関と連携しながらスピード感

を持って進める必要があると考えております。

このため、県としましては、宮崎県畜産新生

プランや、地域ごとに策定しております「人・

牛プラン」に基づき、地域の拠点となる繁殖セ

ンター等の施設整備や、繁殖肥育一貫体制の導

入、規模拡大等の意欲的な取り組みに対しまし

て、積極的な支援を行うとともに、畜産農家の

経営安定対策を実施してまいりたいと考えてお

ります。

また、２年後に迫りました全国和牛能力共進

会での３連覇達成に向けまして、関係者の力を

結集するとともに、国内外での戦略的な販売促

進に努めまして、宮崎牛のさらなるブランド力

の向上に向けて努めてまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 本県の農業の中心というのは

畜産であります。近隣諸国では口蹄疫の発生が

やっぱり続いております。農家、関係団体とも

連携し、防疫を図りながら、宮崎の畜産という

のは非常に評価が高いわけでありますから、こ

の高い評価の宮崎の畜産というものが今後も振

興が図られるように、対応をよろしくお願いし

ておきたいと思います。

次に、本県のお茶の生産についてお伺いをい

たします。

本県は、作付面積で全国６位、生産量は全国

４位の一大産地であります。本県の栽培面積

は、ピークの平成20年に1,650ヘクタールが平

成26年には1,510ヘクタールとなっており、県の

平成32年の茶作付面積目標1,660ヘクタールを下

回っているのが現状であります。平成11年が茶

の価格のピークで、その後、右肩下がりであり

ます。現在の価格はその当時の半値以下となっ

ております。この厳しい状況を打開しようと生

産現場は規模拡大を図り、面積をふやしている

んですが、思った以上に収入は上がらず、むし

ろ単価が下がっていることから、収入に対して

総生産経費の占める割合が非常に高くなってお

ります。生産農家は想像以上に逼迫している状

況となっております。また、県内の茶生産農家

によって加工技術にかなりの差が生じており、

品質に応じた価格の二極化が進んでいる状況

も、各種統計から見てとれるところでありま

す。

このようなことから、お茶の生産現場の粗収

入から生産経費を引いた時点で赤字となり、生

計が立たない茶生産農家も出てきているのでは

と想定されますが、現状をどのように考えてお

られるのか。また、今後のお茶の振興をどのよ

うに考えているのか、農政水産部長にお伺いを

いたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御指摘がござ

いましたように、本県のお茶の価格は、高品質

のお茶ではある程度の高値が維持されているわ

けでございますが、それ以外では年々価格が低
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下しており、本県産のことしの一番茶の単価を

見ますと、過去５年間の平均の価格の約８割と

なるなど、茶業経営は非常に厳しい状況にある

と認識をしております。

このため、県といたしましては、県産茶のよ

り一層の高品質化に向けた高度な栽培管理技術

や、これも御指摘がありましたけれども、加工

技術の習得への支援の強化、また輸出や多様な

ニーズに対応した有機栽培茶や抹茶など新しい

茶種への取り組み推進、さらには機能性を前面

に打ち出した販売戦略の展開など、みやざき茶

の振興に向けた新しい取り組みも進めながら、

お茶農家の所得向上に努めてまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

お茶の作付面積、そして生産量とも全国に誇

れる地位にありながら、価格の低迷によって、

生産農家の経営状況というのは皆さんたちが

思っておられる以上に厳しい状況となっており

ます。はっきり言うと数字も言えないぐらいの

状況になっております。生産農家や関係団体と

もここは積極的に意見交換をされて、早急な対

策を生産農家と連携をとって打たれないと、多

分この一大産地はなくなると思いますので、

しっかりとした対応をしていただきますように

要望しておきます。よろしくお願いします。

次に、公共工事関係についてお伺いをいたし

ます。

県土整備部の平成５年度から平成26年度にお

ける最終予算ベースでの災害分を除く公共事業

予算の推移を見てみますと、平成14年度まで

は1,000億円台でありますが、ピークは平成10年

度の約1,649億円であります。その後、基本的に

は右肩下がりの傾向で推移し、平成26年度は495

億円となっております。平成10年度と比べます

と1,154億円も減少しております。こうした公共

工事を担う建設業は、本県の社会基盤整備に加

え、災害発生時の復旧等において大きな役割を

果たすなど、その重要性は知事も認識をされて

いると考えております。しかし、これだけ予算

が減額すると建設業界そのものの存続が危ぶま

れますが、知事は建設産業の現状についてどの

ような考えをお持ちか、まずお伺いをいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 建設産業は、安全・安

心な県土づくりに欠くことのできない役割を果

たしていただいており、また地域の経済と雇用

を支える重要な産業であります。また、今、御

指摘がありましたように、例えば豪雨、台風、

また口蹄疫、さまざまな災害が起こったときの

現場の復旧復興作業など、極めて重要な役割を

担っていただくところであります。建設投資額

が全国的に減少する中、本県においても平成５

年度のピーク時からほぼ半減している状況であ

りまして、建設産業を取り巻く経営環境は大変

厳しい状況にあるものと認識をしております。

このため、県としましては、午前中も議論が

ございましたが、インフラ整備のストック効果

を積極的にアピールするなど、これまで以上に

工夫を凝らしながら、国の公共事業予算の全体

としての確保に努めますとともに、建設産業の

担い手の確保や経営基盤の強化を図るための施

策など、総合的かつきめ細やかな支援に取り組

んでいるところであります。今後とも、このよ

うな取り組みなどを通じまして、地域に貢献を

する建設産業の育成強化に努めてまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 次に、橋梁の維持管理につい

てお伺いをいたします。

全国には約70万橋の橋梁があり、市町村管理
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が52万橋、都道府県管理が10万橋となっており

ます。このうち50年経過した橋の比率ですが、

平成25年18％だったものが、平成35年には43％

と急激に増加をします。一方、県が管理する橋

梁も、平成26年３月で50年経過が既に16％を占

め、10年後には41％、さらに20年後には60％と

なるそうです。

これら老朽化した橋梁の維持管理について

は、トンネルや舗装などの他の維持補修工事を

含め、国の交付金や県単公共事業予算の中で対

応されているようであります。また、橋梁維持

については国の補助制度もあるようですが、事

業規模の採択要件から、実質的に本県では活用

できず、予算確保が大きな問題となると考えま

す。このような中で、今後の橋梁の維持につい

てどのように取り組む考えか、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） 現在、県が管

理する橋梁は約2,100橋ございますが、その多く

は高度経済成長期に建設されており、将来、老

朽化による補修時期が集中し、維持補修費用が

増大することが懸念されております。

このため、県におきましては、橋梁の損傷を

早期に発見し、損傷の軽微な段階から補修を行

うことで長寿命化を図る、いわゆる予防保全型

の維持管理を進めるために、橋梁長寿命化修繕

計画を平成22年度に策定し、予算の平準化とコ

ストの縮減に努めているところであります。今

後とも、必要な予算の確保に努めながら、この

計画を着実に推進し、橋梁の適切な維持管理に

取り組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 近年の公共工事の発注の減少

から、工事実績がなくて入札に参加できない等

の意見を多く聞かされるところであります。

ちょうど今、答弁にありましたように、今後、

橋梁等の維持補修工事が増加しそうな状況であ

りますが、軽微な維持補修については、入札に

なかなか参加できないという声も聞きますの

で、入札要件等の見直しも検討していただきま

すように、ここは要望しておきたいと思いま

す。

次に、国民体育大会及び全国障害者スポーツ

大会に向けた取り組みについてお伺いをいたし

ます。

これまでの経緯は、平成27年２月に知事が、

国体・障害者スポーツ大会招致を表明され、３

月には県議会においても同招致の決議がされ、

４月に県や関係機関で文部科学省や日本体育協

会等に開催要望書を提出、７月に平成38年の国

民体育大会の本県開催の内々定をいただいてお

ります。

今後は、市町村や関係団体との連携の上、準

備委員会の設立や、選手・指導者の育成強化、

施設整備など、準備を進めることとなります。

平成38年の本県開催を実現し成功させることが

何より重要でありますが、加えて一番重要にな

るのが、天皇杯・皇后杯において１位を目指す

ことと考えます。そのためには、優秀な選手・

指導者の育成が最も重要になると考えますが、

その人材の発掘・育成はどのように取り組んで

おられるのか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 地元宮崎で開催する

国体では、何よりも本県の選手に大活躍をして

いただいて、県民の皆様に、元気、勇気、感動

をお届けしたいと考えております。そのために

は、選手・指導者の発掘・育成など、競技力向

上が大変重要であると認識いたしております。

これまで、選手の育成強化のため、中学・高

校の優秀選手の合同合宿や遠征費補助等を行っ

てきております。また、指導者の養成・確保の
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ため、指導者の県外派遣や教員の特別選考採用

などに取り組んでいるところであります。今

後、有望選手を小学生段階から発掘・育成する

ためのオーディションの開催や、女子競技力向

上のための指導者講習会の開催などの新たな取

り組みも進め、優秀な選手、そして優秀な指導

者の発掘・育成に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 次に、競技会場を県内各地に

分散することで、広く県民の関心は高まり、大

会がより一層盛り上がると考えますが、競技会

場の分散について県はどのように考えておられ

るのか、お伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 日本体育協会は、国

体の目指す方向性、コンセプトの一つとして、

「国体を通した地域の活性化」というのを掲げ

ておられますが、競技会場を県内全域に広く分

散して開催することは、そういう意味からも大

変重要であると考えております。

昭和54年の「日本のふるさと宮崎国体」で

は、県下17の市町村で開催し、各県選手団と県

民の皆さんが交流を深めていただき、本県スポ

ーツ振興の貴重な礎を築くことができたと考え

ております。２巡目国体の競技会場につきまし

ても、各市町村の施設の状況や意向を十分に踏

まえるとともに、地域スポーツの振興や地域活

性化の観点も考慮しながら、総合的に検討し、

県民の皆様が一体となって盛り上げていただけ

るような大会にしてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 次に、前回の宮崎国体で使用

した県内のスポーツ施設の一覧を見てみます

と、県関係の運動施設、市町村の運動施設、高

等学校の体育館等が主に活用されているようで

あります。主となる県有施設も多くの課題が山

積している状況と伺っております。県総合運動

公園内の陸上競技場の課題は、収容人員は芝生

席を含めて２万人でありますが、開会式の観客

収容人数の基準が約３万人、それから、レーン

の数が現状８レーンですが、９レーンが望まし

い。夜間照明施設や大型映像装置がない。公園

内の県営プールについては、折り返しタッチ板

を設置すると長さが50メートルに足りなくな

る。県体育館は昭和43年に建設され、空調施設

がない、規模が小さ過ぎるなどであります。

各県の国体に向けての施設整備費について

は、平成12年の富山県が施設整備に509億円、平

成19年の秋田県が304億円となっているようであ

ります。各自治体の財政状況も厳しい中、施設

整備は相当な財政負担を伴いますが、施設整備

についてどのように考えておられるのか、お伺

いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 施設整備につきまし

ては、日本体育協会が定める国体の基本方針に

おいて、「できるだけ既存施設の活用に努め、

新設・改修にあたっては、大会後の地域スポー

ツへの活用を考慮し、必要最小限にとどめるこ

と」と定めておりまして、このような方針を踏

まえながら、検討を進めていくことになると考

えております。

本県スポーツ施設につきましては、国体の施

設基準を満たしていない施設や老朽化が進んで

いる施設があり、改修などの対応が必要となっ

ておりますので、各種目、各競技について県と

市町村のどの既存施設で実施できるのか、また

隣県のどのような施設が活用できるのかなどと

ともに、県の財政状況等も踏まえ、市町村や競

技団体等と協議しながら、総合的に検討してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ
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いました。

国体開催まで11年ということで、指導者の育

成にも取り組んでいらっしゃるようであります

が、開催までの時間を考えると、ここ２～３年

中には指導者を確保しなければならないと考え

ます。すぐれた指導者のもとで、教育長が言わ

れましたように、小学生段階からの人材の発掘

・育成が重要となりますので、早急な対応を望

みたいと思います。

競技場の分散については、地域の活性化を考

慮するとのことでありますから、早急に競技開

催地の希望等をとられ、国体が県内全域の活性

化につながるよう希望しておきたいと思いま

す。

また、施設整備については、開催３年前まで

に整備を完了するということになるようですの

で、現段階で時間的に余り余裕がないと考えま

す。

さらに、近年開催された県の施設整備を含ん

だ開催経費は、ほとんどのところが公表されて

いないようでありますが、軽く見積もって200

～300億の経費は最低でも必要となるようであり

ます。しっかりとした整備計画を早急に立てら

れ、計画的な整備を望みたいと思います。

昨年、市制施行90周年を迎えられた宮崎市

も、90周年の事業として各種の事業に取り組ま

れております。国体開催の時期と宮崎市制100周

年の時期が大体重なる状況となります。国体開

催のメーンは宮崎市となりますので、やはり宮

崎市としっかり連携をとっていただいて、そう

いった記念事業等を絡ませて、立派な国体にな

ることが図られるといいなと思っているところ

であります。これは要望にしておきますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画につい

てお伺いをいたします。

この計画は、平成25年度から平成34年度まで

の10年間を通じて目指す本県高等学校教育の姿

を示されております。本年度までが前期実施計

画で、平成28年度から30年度までが中期実施計

画として策定をされております。

高等学校の再編については、基本的な考え方

として、「１学年４学級以下の高等学校につい

ては、大幅に定員を満たさない状況が続くな

ど、さらに１学級の削減をせざるを得ないこと

が予測される場合には、統廃合等を検討しま

す」となっております。

中期実施計画には、地区の中学校卒業者数の

推移が出ておりますが、南那珂地区、児湯地

区、西諸地区はいずれも減少となっておりま

す。地区別学級数等増減予測が示されており、

南那珂地区の福島高校、西諸地区の飯野高校に

ついては、中高一貫教育の取り組みや定員の充

足状況等を注視しながら、統廃合等の適否を含

め、今後のあり方について検討するとなってお

ります。さらに、児湯地区の妻高校、西都商業

高校、都農高校も、定員の充足状況等を注視し

ながら、統廃合等の適否を含めて今後のあり方

について検討するとなっております。県立高等

学校の統廃合を検討する際には、教育整備計画

の中で、所在地や設置学科、生徒、保護者、地

域のニーズに適切に配慮するとありますが、ど

のように意見の集約をしておられるのか、教育

長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校の再編

等の検討に当たりましては、５年先、10年先の

本県高等学校のあり方をイメージしながら、高

等学校の所在地や設置学科、生徒、保護者、地

域のニーズ等を踏まえますとともに、部活動な

ど生徒が求めるさまざまな活動が可能となるの
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か、生徒の進路希望に対応した幅広い教科・科

目の開設ができるのかなど、何より生徒にとっ

てよりよい教育環境をどう提供できるかという

観点を大切にしながら進めてきているところで

あります。

そのための意見聴取ですが、教育整備計画の

策定に当たりましても、さまざまな御意見を

伺ってまいりました。また、具体的な検討を行

う当該地域におきましても、産業界代表や保護

者代表、市町村代表、学校長等のさまざまな方

々から幅広い御意見を伺う場を設け、丁寧に進

めているところでございます。

○宮原義久議員 次に、福島高校や飯野高校の

ように、両市とも市内唯一の高等学校であると

いうことになります。統廃合でない選択を図っ

ていただきたいと考えております。連携型中高

一貫教育校の設置について、各自治体との協議

も必要と考えますが、連携型中高一貫教育校の

設置を目指す場合にどのような考え方に基づい

て進めていくのか、お伺いをさせていただきま

す。

○教育長（飛田 洋君） 今後、一層、生徒数

が減少していく状況にございますが、そのよう

な中にあっても、よりよい教育環境を生徒に提

供するためには、さまざまな工夫が必要であり

まして、設置者が違う中学校と高等学校を一体

的に考える連携型中高一貫教育校という考え方

も、大切な視点であると考えております。

連携型中高一貫教育校は、市町村立の中学

校、そして県立の高等学校という設置者の異

なった学校を接続することになりますので、そ

の制度設計については、関係する市町村と県が

十分協議を深めるとともに、生徒・保護者のニ

ーズや地域の声を反映しながら、本県の生徒た

ちによりよい学びが提供できるように、そのあ

り方を丁寧に検討していく必要があると考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。

宮崎県立高等学校教育整備計画の基本計画

に、「地域が活力を維持し、発展していくため

にも、集団の一員としての自覚や自主的・実践

的な態度の育成に、これまで以上に取り組むと

ともに、地域社会の抱える課題の解決に参画す

る意識を育むことが求められています」となっ

ております。こうした今後の課題というところ

にも、生徒の意見や地域の意見が十分に反映さ

れて、その地域の高校のあり方というのがしっ

かりと議論されるようにお願いをしておきたい

と思っております。

次に、企業局の発電所の今後の維持管理につ

いてお伺いをいたします。

企業局は、電気事業、工業用水道事業、地域

振興事業の３事業に取り組まれており、中心と

なっているのが電気事業であります。昭和13年

に県営電気建設部として発足して以来、６つの

河川総合開発事業を実施しており、これらの事

業を通して、電気の安定供給など地域の発展に

大きく貢献しております。

現在、企業局が運営している13の水力発電所

の最大出力の合計は15万8,035キロワットで、こ

れは全国26公営電気事業者の中で第３位の規模

となっております。企業局は毎年、決算におい

ても問題のない優良な実績での報告があります

が、発電所につきましては、昭和30年から40年

代に建設されたものが多く、老朽化が進んでい

るとお聞きしております。今後も安定した電気

事業を進めていくためには、これらの発電所の

しっかりとした維持管理が必要と考えます。企

業局においては本年３月に、今後10年間の経営

の指針となる宮崎県企業局経営ビジョンを策定
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され、その中で、発電所等の改良及び修繕につ

いても計画を立てて順次工事を進めていくよう

でありますが、今後の改良・修繕にどの程度の

経費が必要となるのか、財源を含め計画的に事

業が進む状況となっているのか、企業局長にお

伺いをいたします。

○企業局長（四本 孝君） 今後10年間の発電

所等の改良・修繕につきましては、企業局経営

ビジョンの中で、各施設の点検結果をもとに、

最適な改修時期や方法を勘案した計画を立てて

いるところであります。

水車発電機の更新等を行う改良工事につきま

しては、事業費総額で約152億円を見込んでおり

ます。また、設備機器の補修や精密点検等の修

繕工事につきましては、総額で約43億円を見込

んでおります。これらの財源につきましては、

これまでの売電等で得た収益を建設改良積立金

等に積み立てておりまして、今後の売電収入等

と合わせて、必要な経費は確保できるものと考

えております。企業局といたしましては、計画

を着実に進めながら、電力の安定供給を図り、

なお一層の健全経営に努めてまいります。

○宮原義久議員 企業局の健全経営を維持する

のには、施設の維持修繕というのが非常に重要

になると思います。答弁にありましたように、

計画的に進められるよう要望をいたしておきま

す。

次に、東九州新幹線整備についてお伺いをい

たします。

昭和46年に、沿線の各県、北九州市の行政、

議会、経済団体で構成する「東九州新幹線鉄道

建設促進期成会」が設立され、会長には宮崎県

知事が選任されております。建設促進に向けた

近年の取り組みは、昭和48年に基本計画となっ

ているものを、平成24年10月に九州知事会で東

九州新幹線の整備計画路線への格上げ等を国に

求める特別決議として採択され、国土交通大臣

へ要望されております。

今回、９月補正において、整備路線への格上

げを図るために、県民や各関係機関への周知や

機運の醸成、九州内のコンセンサス形成等が必

要として、その基礎資料をつくるために、調査

費500万円が計上されております。大分県におい

ても、調査推進体制整備等で800万円余が７月補

正で計上されております。そこで質問させてい

ただきますが、同期成会で昭和46年から整備に

向けての取り組みをされ、さらには知事の政策

提案にも東九州新幹線に向けた取り組みを掲げ

ておられますが、今回、調査費計上となった理

由について、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 東九州新幹線の整備に

つきましては、将来を見据えた息の長い取り組

みではありますが、鉄道の高速化としての機能

だけではなく、地域のあり方そのものを変える

力がありますので、本県が大きく発展するには

必要なものと考えているところであります。

このため、シンポジウムの開催や国への要望

活動を積極的に展開しているところであります

が、その中で、京都大学の藤井教授から「合理

的な計算と同時に地域全体の盛り上がりが大

事」という助言でありますとか、国土交通省か

ら、「現在建設中の整備新幹線の次の動きに備

えて、機運を高めておく時期にある」との意見

をいただいているところであります。かねてよ

り、大分県知事とは、東九州新幹線の実現に向

けて連携していくということで合意をしている

ところでありますが、今回の取り組みを、より

力強い大きなうねりとしていくためには、新幹

線が地域にもたらす効果などを具体的に県民に

お示しする必要があると意見が一致しましたた
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め、今回の調査費の計上に至ったところであり

ます。

○宮原義久議員 次に、調査の内容と活用につ

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） 今回の調査

は、本県と大分県のほか、福岡県、鹿児島県、

北九州市で構成する「東九州新幹線鉄道建設促

進期成会」において、関係県及び市を通過す

る、基本計画に基づくルートにおける調査を実

施する予定としておりまして、その調査内容に

ついては、関係県及び市との協議の上、決定さ

れることになっております。

この調査の目的は、東九州新幹線の実現に向

けた機運醸成のために、具体的なイメージを県

民が共有することであるため、その基本的な事

項である地域間の所要時間や整備に要する費

用、需要の予測、経済波及効果等についての調

査が必要であると考えているところでありま

す。また、調査結果につきましては、広く県民

に周知し、新幹線の必要性等について幅広く議

論するための資料などとして活用してまいりた

いと考えております。

○宮原義久議員 これまで、概算事業費、そし

て経済効果等の全く何も資料のないままに、私

たち、意気込みだけで取り組んできたことにな

りますが、県としてのこれまでの建設に向けて

の取り組みをどのように生かしていこうと考え

ているのか、総合政策部長にお伺いをしたいと

思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 東九州新幹線

につきましては、昭和46年に建設促進期成会を

設立して以降、関係県及び市と一体となって建

設促進に向けた活動を展開してきております。

こうした中、平成24年の九州地方知事会におき

まして、九州新幹線の開通効果を踏まえ、新幹

線ネットワークの形成により、九州の一体的浮

揚を図るべきであるとの認識のもと、東九州新

幹線の整備計画への格上げ等を国に求める特別

決議が行われました。これを大きな契機としま

して、国等に対する要望を積極的に行うほか、

特別講演会やシンポジウムを開催するなど、活

動を充実させてきたところであります。今後

は、これまで築いてきた関係県及び市との連携

を土台とし、当期成会の活動を強化させなが

ら、さらなる機運醸成を図ってまいりたいと考

えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

新幹線の整備となると相当なお金もかかると

思いますし、そう簡単にいく話ではないと思い

ますが、８月５日に九州選出の国会議員25人

で、「東九州新幹線の早期整備を目指す議員連

盟」というのもできていると聞いておりますの

で、やっぱり国を動かしていかなければならな

いということになると、九州管内全部の国会議

員がそういうつもりでまとまってやろうという

ことであれば、そういったところとうまく連携

を図っていただきながら進めていただきますよ

うに、要望をしておきたいと思っております。

次に、ＪＲ九州民営化後の地方鉄道路線の維

持についてお伺いをいたします。

「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会

社に関する法律の一部を改正する法律」が本年

６月に可決され、ＪＲ九州は、事業計画の策定

等に国土交通大臣の認可が不要となり、経営の

自由と自主性を持つこととなります。平成28年

には、鉄道・運輸機構が保有するＪＲ九州株全

て株式の売却終了をもって完全民営化となりま

す。

改正法の附則には、国土交通大臣の指針に加

え、経営安定基金の一部を鉄道ネットワーク維
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持向上に振りかえることが規定されておりま

す。衆議院国土交通委員会において鉄道局長

の、その総額は872億円との発言があったようで

すが、ＪＲ九州の鉄道事業の2015年３月期の赤

字が140億円であることを踏まえると、決して十

分な額ではないと考えます。さらに、平成27年

５月の同委員会においてＪＲ九州社長は、株式

上場後の経営方針について、「鉄道ネットワー

ク部分については、ネットワーク維持は重要な

役割と認識をしている。今後も維持活性化に努

めていく」と述べられております。ＪＲは努め

るという表現にとどまっており、何が何でも守

るとはなっておりません。

日南線、吉都線は、通学に利用する学生など

交通弱者にとりましては重要な路線であると考

えますが、県では、この２路線の維持活性化に

ついてどう考え、今後どのように対応していく

のか、総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） ＪＲ日南線、

吉都線は、少子化等に伴い、利用者が昭和62年

度のＪＲ九州発足時に比べ半数程度となるな

ど、厳しい状況にありますが、通勤・通学や通

院など地域住民の生活交通手段として、また観

光など地域の産業を支える基盤として重要な役

割を果たしております。

このため県では、沿線自治体等で組織する地

元協議会と一体となった利用促進の取り組み

や、観光列車「海幸山幸」の平日臨時運行の支

援を行っておりますほか、県内鉄道網の維持充

実について、機会あるごとに国やＪＲ九州に要

望を行っているところであります。今後とも、

鉄道路線の維持活性化のため、沿線自治体と一

緒に知恵を絞りながら、利用促進に取り組みま

すとともに、利便性、快適性の向上などにつき

ましても、全県一体となって粘り強く要望して

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、地方路線バスの廃止の

状況と県の対応についてお伺いをいたします。

平成18年からの廃止状況は、平成18年が廃止

対象路線数13路線、廃止区間延長141キロメート

ル、平成19年、10路線73.05キロメートル、平

成22年、14路線41.5キロメートルとなっており

ます。廃止路線の多くの路線は、交通弱者に

とって重要とのことから、県の補助を受けての

広域的バス路線、また市町村が上乗せ補助をし

て運行、市町村営でのコミュニティバスという

形で地域交通が確保されております。平成26年

度において、県は２億5,617万円余の財政支援を

行い、一方、市町村においても全体で５億9,873

万円余の財政支出が住民の足の確保に充てられ

ております。年々増加傾向にあるようでありま

す。

そうした中、昨年５月には、地域公共交通活

性化再生法が改正され、都道府県は、各市町村

の区域を越えた広域的見地から、必要な助言、

その他の支援を行うとともに、必要なときは市

町村と連携を図りつつ、主体的に取り組むこと

が明記されております。平成28年４月からも、

新たに８路線85.8キロメートルの廃止が検討さ

れているようであり、市町村はさらなる財政負

担を強いられる事態となるようですが、同法の

改正の趣旨などを踏まえ、今後のバス路線の維

持について県としての考えを、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） 路線バスにつ

きましては、少子化等の影響により、利用者数

は大変厳しい状況にありますが、通勤・通学や

通院など地域住民の移動手段として大きな役割

を果たしており、路線の維持は重要な課題と認

識しております。
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このため県では、これまでも複数市町村間を

またぐ広域的なバス路線に運行費等の補助を

行ってきておりますが、今回の地域公共交通活

性化再生法の改正趣旨を踏まえ、現在、日向・

東臼杵地域において、地元市町村とともに面的

な公共交通ネットワークを再構築するための地

域公共交通網形成計画の策定を進めているとこ

ろであります。今後とも、市町村と緊密に連携

を図りながら、持続可能なバス路線網の構築に

取り組んでまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、航空新規路線について

お伺いをいたします。

本県の国内の主要都市間との航空路線は、機

材の小型化はあるものの、便数においては充実

しているものと考えております。ただ、地方都

市との航空路線は、利用者の伸び悩みから次々

と廃止、撤退となりました。県においては、格

安航空会社ＬＣＣ各社に対して新規就航の要請

を行ってこられ、ピーチ・アビエーションが８

月28日から宮崎―関西空港間を１日１往復され

ております。空席状況によって変動する運賃設

定等が特徴の格安航空会社という点から、若者

を中心に利用促進が図られ、本県と関西の交流

人口が拡大されることに期待をするものであり

ます。

国際線についても、韓国、台湾、香港と３路

線に加え、宮崎県に本社のあるソラシドエア

が10月に宮崎―台湾（高雄）間にチャーター便

を飛ばす計画となっています。同社は将来的に

国際定期便に意欲を持っているとも伺ってお

り、収益性の検討という点での国際チャーター

便運航となっているようでありますが、国内・

国際新規路線の開設に向けての取り組みと現在

運航している路線維持充実の取り組みについ

て、総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 新規航空路線

の開設につきましては、国内線では、ＬＣＣを

含む航空会社への要望活動などを行うととも

に、国際線では、航空会社等へのセールス活動

や、一定期間継続して運航するチャーター便に

対する補助制度を設けるなど、積極的に取り組

んできており、ピーチ・アビエーションの就航

や香港線の開設が実現いたしました。

また、既存路線の維持充実につきましては、

航空会社を訪問しての要望活動や、路線のＰ

Ｒ、キャンペーンなどの利用促進に取り組んで

おります。航空路線は本県の発展に欠かすこと

のできない重要な交通基盤でありますので、今

後とも、国内外に開かれた航空ネットワークの

充実に向けて、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

それぞれ総合交通ということで、フェリーの

部分は話をさせていただきませんでしたけれど

も、どの分野も大変厳しい状況ということのよ

うであります。県内の交通ネットワークの維持

がきちっと図られるように、利用促進を含めた

対応をお願いしておきたいと思います。

次に、特殊詐欺についてお伺いをいたしま

す。

本県の特殊詐欺の被害は、平成22年が2,300万

円であったものが、平成24年１億9,600万円、平

成26年３億4,700万円と、ここ数年大幅に増加し

ております。件数についても金額同様に増加し

ており、多くの被害者が高齢者で、さらに女性

の比率が高いようであります。また、その手口

についても巧妙化しているようであり、犯人の

検挙についても、実行犯を検挙することが非常

に難しいと聞きますし、被害額を取り返せる比

率も大変厳しいと聞きます。県内の被害の傾向
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と検挙状況について、警察本部長にお伺いをい

たします。

○警察本部長（野口 泰君） 本年８月末時点

の県内の被害は34件で、被害総額は約１億5,000

万円であり、前年同期と比べ、件数で７件、被

害額で約１億1,400万円減少しております。

傾向としましては、被害者の約74％が65歳以

上の高齢者で、うち約81％が女性であります。

また、被害総額の約58％が、「あなたの個人情

報が漏れています。その情報を削除するために

お金が必要です」といった架空請求によるもの

です。被害金を犯人グループが受け取る方法

は、約57％が被害者に宅配便等を使って送らせ

る送付型であります。検挙に関しましては、８

月末時点で14人を検挙しております。本年５月

には、警察官をかたり、被害者宅に現金を受け

取りに来た男１人を逮捕しており、ほかにも、

売却する目的で金融機関に預貯金口座を開設し

て、通帳やキャッシュカードなどを犯人グルー

プに送る口座詐欺など、特殊詐欺を助長する犯

罪として13人を検挙しているところでありま

す。

○宮原義久議員 次に、被害額、件数ともに高

齢者が多いことから、被害に遭ったことを申し

出ることで今度は逆に家族や関係者から責めら

れることを避けるために、被害実態が表に出な

く、泣き寝入りをするケースも多いとも聞きま

す。実被害額、件数、ともに数倍あるともお聞

きしております。事件の解決は非常に難しい詐

欺事件となりますことを考えた場合、被害防止

が何より重要となります。本県から特殊詐欺を

なくすために警察本部としてどのような取り組

みをされているのか、お伺いをいたします。

○警察本部長（野口 泰君） まず、金融機関

との連携として、本年２月に被害防止協定を締

結し、犯行に使われるキーワードを列挙した

チェックシートを活用しての、窓口における声

かけの強化をお願いしております。また、被害

者が現金を宅配便で送ったり、飛行機で上京し

て被害に遭うことを防止するため、宅配物取扱

事業者や宮崎空港と連携し、金融機関と同様

に、チェックシートを活用しての声かけに努め

ていただいているところです。そのほか、被害

のほとんどは電話が使われますことから、高齢

者世帯を中心に、電話帳からの掲載削除を推進

しているほか、犯行電話対策用の自動録音機の

貸し出しを行っております。さらに、本年７月

から、特殊詐欺被害防止コールセンターを開所

し、高齢者宅を中心に電話をかけて最近のだま

しの文言などを紹介するなど、特殊詐欺への注

意を促し、被害防止に取り組んでいるところで

あります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

答弁にありましたように、かなり多くの県民

が被害に遭っておられます。そのほとんどの額

が取り返せないというようなことのようであり

ますので、被害防止のために、先ほどありまし

たように、金融機関ほかの団体とも連携を図ら

れて、対策強化を要望しておきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

次に、県職員の勤務地と居住地のあり方につ

いてお伺いをいたします。

県職員は、知事部局、教育委員会、病院局、

企業局、警察本部の職員に分かれると思ってお

ります。その中で、病院局、企業局、警察本部

の中には365日の体制となる仕事がありますか

ら、ローテーション勤務となっていると思いま

す。一方、その他の職にあっては、県民からの

相談は基本的に平日の８時から17時までとなっ

ていると考えますが、台風襲来などが事前に予
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測される場合には、その対応のために待機勤務

になっているようであります。できるならば勤

務地に居住してほしいとの意見を各方面よりお

聞きしますが、勤務地と居住地について、宮崎

市在住で宮崎市に勤務する者を除いて、その他

の地域における勤務地管内の居住の状況をそれ

ぞれお聞かせください。総務部長、教育長、警

察本部長。

○総務部長（成合 修君） 知事部局における

宮崎地区を除く県内出先機関に勤務する職員の

うち、勤務地の市町村に居住している職員の割

合は約４割となっております。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会の事務

局職員及び公立学校の教職員が勤務地の市町村

内に居住している割合は、宮崎市に勤務する職

員を除いて約５割でございます。

○警察本部長（野口 泰君） 「宮崎県警察職

員の服務に関する訓令」により、警察官及び警

部相当職以上の一般職員は、原則として勤務部

署の管轄区域内に居住しなければならないと規

定しております。管内居住率につきましては、

職員全体の約９割が管轄区域内に居住している

ところであります。

○宮原義久議員 次に、例として話をさせてい

ただきますが、日曜日に、精神的状況から町な

かにおいて暴れている人がいたとします。当

然、警察に通報、身柄の確保となると思いま

す。その後の対応は、保健所と連携をとられ、

対応されると聞きますが、この手続で間違いな

いか、警察本部長にお伺いをいたします。

○警察本部長（野口 泰君） ただいま議員が

御質問になった内容で間違いありません。

○宮原義久議員 そこで、日曜日ということか

ら保健所は休みということになります。どのよ

うな対応をとられるのか、警察本部長にお伺い

をいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 自傷他害のおそ

れがある精神障がい者を保護した場合、「精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律」第23条

の規定により、直ちに警察官は最寄りの保健所

長を経由して県知事に通報する義務を負ってい

ますので、窓口の保健所に通報することになり

ます。各警察署と保健所とは、このような場合

の連絡体制を構築していますので、日曜日でも

担当者と連絡をとれるようになっております。

今後も、保健所と連携を図りながら、適切に対

応していきたいと考えております。

○宮原義久議員 管内に県職員、その担当の職

員がいないために警察との接続の時間がかかる

と聞かされたところであります。県職員もそれ

ぞれの家庭があるわけでありますから、強制す

るものではありませんが、児童生徒に対するい

じめの問題や、また女性に対してのＤＶの問

題、さまざまな問題が頻発している状況かなと

思っております。これらに速やかに対応すると

いう観点や、地域のことをよく理解する上で

も、県職員はできる限り勤務地管内に居住し、

地域と密着しながら仕事に取り組むことが望ま

しいとも思いますが、知事のお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 知事部局職員の居住地

につきましては、県民の視点に立った施策の展

開、また地域振興や危機管理といった観点か

ら、勤務地内居住が理想であると考えておりま

す。居住の状況につきましては、先ほど総務部

長が答弁したとおりとなっておりますが、居住

地の選択に当たりましては、職員みずからが個

々の家庭事情や交通アクセスなどにより最終的

に判断すべきものと考えておるところでありま

す。私としましては、たとえ勤務地内に居住し
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ていない場合であっても、職員には可能な限

り、地域に寄り添いながら地域の実情やニーズ

をしっかり把握し、職務に当たっていただきた

いと考えております。

○宮原義久議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。

勤務地に県職員が居住してほしいという意見

がありましたので、今回質問させていただきま

した。勤務地と居住地の関係は、例えばです

が、東京事務所、大阪事務所、西臼杵支庁など

に職員が異動となった場合は、通勤が可能では

ありませんので、腹をくくってその地域に居住

するということになります。職員が異動になっ

たときに、そこまで腹をくくってもらえるよう

な職員がたくさんいるといいなと思っておりま

す。地方創生が言われる時代であります。県職

員に強制はできませんが、居住し、その地域の

実情を知ることは意義のあることではないかな

と考えております。理解のいただける若い職員

にそうした経験者がふえることを期待したいと

思っております。

次に、鳥獣被害対策についてお伺いをいたし

ます。

県では、平成22年5月に宮崎県鳥獣被害対策特

命チームを設置され、被害防止対策、捕獲対

策、生息環境対策の３本の柱から成る対策を推

進されております。このような中、平成25年度

の被害額は８億2,652万円でありました。作目別

被害の状況では、水稲、野菜、飼料作物、果樹

の順位で、鳥獣別被害では、イノシシによる被

害が３億5, 1 9 0万円余、鹿による被害が３

億2,895万円余、猿が7,890万円となっておりま

す。平成24年度の被害額11億171万円余と比べる

と大きく減少しているところであり、一定の成

果が出ているのではないかと考えますが、環境

省が実施しました鹿生息調査によりますと、本

県における平成25年度末の推定個体数は12

万5,000頭となっており、今後も捕獲対策の強化

が必要と考えます。捕獲対策のこれまでの成果

と今後の取り組みについて、環境森林部長にお

伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 捕獲対策につ

きましては、市町村と連携した有害鳥獣捕獲班

への活動支援や、国の交付金等を活用した有害

鳥獣捕獲に対する助成を行いますとともに、狩

猟期間の延長など、各種規制緩和等にも取り組

んできたところでございます。その結果、イノ

シシ、鹿、猿の捕獲数は、平成25年度には約４

万4,000頭、平成26年度には、これは速報値です

が、約５万3,000頭と過去最高となる見込みであ

ります。

野生鳥獣の生息数につきましては、環境省が

実施した新たな手法による調査で、平成25年度

末で鹿が12万5,000頭と推定されておりますが、

今後、新たに策定した管理計画に基づきまし

て、平成35年度までには、現在の生息数の約半

分、６万3,000頭に減少させることとしたところ

でございます。さらに、本年度からは、より効

率的な捕獲手法を確立しまして、その普及を図

るなど、一層の捕獲対策を進めてまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 次に、鳥獣被害防止対策につ

いてであります。

鳥獣被害防止対策に係る国の関連予算は、鳥

獣被害防止総合対策交付金と２カ年の緊急捕獲

対策基金を合わせて、平成26年度は総額160億円

でありましたが、このうち年間65億円あった緊

急捕獲対策基金が廃止され、平成27年度は交付

金のみの95億円となっております。このため、

本県への配分につきましても、平成26年度４
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億5,401万円余あったものが、平成27年度には３

億1,751万円余となり、要望に対して62％となっ

ております。各種対策への影響が懸念されま

す。国の鳥獣被害防止対策に係る関連予算が減

額されたことへの県の対応について、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 鳥獣被害防止

対策につきましては、関係市町村や団体等と連

携しながら、国の交付金等を活用し、対策に取

り組んでおりまして、被害額の減少等、徐々に

ではありますが、成果が出てきているところで

あります。本年度は、御指摘がございましたよ

うに、関連予算が減額されておりますけれど

も、そのような中にあっても、引き続きしっか

りと対策を推進していくことが大切であると考

えております。

このため、県といたしましては、侵入防止柵

設置に当たっての大区画化や低コスト化等によ

りまして、事業の効率化を図るとともに、本県

独自の取り組みといたしまして、多面的機能支

払制度のメニューに、わなや侵入防止柵等の導

入を追加するなどして、地域で計画された対策

が実施できるように対応をしているところであ

ります。今後とも、関係部局と連携をしなが

ら、効果的な鳥獣被害対策に取り組みますとと

もに、国に対し、交付金の拡充を引き続き要望

してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 先ほども発言したんですが、

県全体で被害額は減少しているということにな

りますが、各地域におきましては、農林作物の

被害が十分に軽減したとは言えず、依然として

深刻な状況にあるようであります。さらに、総

合的な鳥獣被害対策を強く求めていく必要があ

ると考えますが、今後、どのように取り組んで

いくのか、ここは特命チーム長であります稲用

副知事にお伺いをいたします。

○副知事（稲用博美君） 鳥獣被害対策につき

ましては、全庁を挙げましたプロジェクトとし

て取り組んできたところであります。モデル集

落におきましては、農作物の被害が減少すると

ともに、集落振興に住民一体となって取り組む

事例が報告もされております。しかしながら、

私も行きましたけれども、実際の地域に行っ

て、見聞きしますと、その被害については、ま

だまだ依然として深刻な課題であると認識して

おります。

このため、県といたしましては、モデル集落

での成功事例、やればできるという成功事例を

県内全域に普及させるとともに、先ほど両部長

が言いましたような被害対策や捕獲対策、その

ほかにも生息環境の改善とか、捕獲鳥獣の利活

用といったような総合的な対策、これを市町

村、関係機関、地域住民一体となって、より一

層推進してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

これまでも各種事業によって対策を打たれて

おりますが、鳥獣被害対策の国の予算が減額を

されているということで―廃止をされている

ということでしたね―そういった防止のため

の予算が少なくなっているということで、現場

で危機感を持たれております。これまでせっか

く取り組んでこられた成果が無駄にならないよ

うに、限られた予算でありますが、先ほど言わ

れたように、区画を広げるとか、そういった工

夫をして対策をしていただきますように期待を

したいと思います。よろしくお願いします。

それでは次に、消防団員の確保についてお伺

いをします。

消防団は、市町村の非常備の消防機関であ

り、ほかに本業を持ちながら、火災や災害発生
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時にみずからの地域はみずから守るという郷土

愛の精神に基づき、活動を行っていただいてお

り、その役割は地域の安全確保に大きく役立っ

ております。東日本大震災時にも、多くの消防

団員が、命をかけた人命救助や復興支援に御尽

力いただいた姿は、鮮明に記憶に残っておりま

す。知事も、政策提案の中の防災・危機管理対

策の項目で、地域防災の中核として、消防団の

人材育成や活動支援を行いますと発言されてお

ります。

県内の団員確保の状況は、この10年間で県全

体で700人減少し、団員の平均年齢も2.5歳上昇

し、平成25年で37.3歳となっております。市町

村別の状況を分析しますと、定数に対して100％

確保できている市町村は４市町となってお

り、80％台の市町村も８市町村となっていま

す。一番厳しいところは78.8％の充足率となっ

ています。今後、近い将来、宮崎にも巨大地震

の発生等が心配される現在、県として消防団員

確保など、どのように進めようと考えておられ

るのか、危機管理統括監にお伺いをいたしま

す。

○危機管理統括監（金丸政保君） 本県の消防

団員数は、年々減少傾向が続いておりまして、

本年４月１日現在で１万4,829名となっておりま

す。消防団は地域防災力のかなめでありますの

で、市町村ではこのような状況を踏まえまし

て、報酬や手当の引き上げなどの処遇改善、ま

た市町村広報紙や戸別訪問による勧誘活動など

を行うことにより、団員の確保に努めておりま

す。また、県におきましても、消防団への加入

を促進するため、消防団員が小中学校に出向き

まして、消防団の活動状況を紹介するという取

り組みや、女性消防団員の活性化を図るための

イベント開催などに支援を行っております。消

防団員の確保は、地域防災力の強化という側面

だけではなくて、希薄化しております地域コ

ミュニティーの活性化にもつながると考えられ

ますので、今後とも積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 消防団員の確保ということ

で、県では、公共事業の入札参加資格審査等に

おいて、消防団員を雇用していることで地域貢

献による評価の加点が行われております。建設

業関係者の意見の中に、評価を上げるために従

業員を消防団に加入させたいが、その地域の部

の定数が満たされていることから入団できない

状況があったとのことであります。一方で、消

防団には業者として入団させているんだが、名

目だけ入団をさせておいて活動が見えないとい

うような話もあります。定数を満たすことは重

要なんですが、団員一人一人が日ごろから活動

することが重要ということになります。そこ

で、県では団員の活動状況というのを把握され

ているのか、危機管理統括監にお伺いをいたし

ます。

○危機管理統括監（金丸政保君） 消防団員

は、ほとんどの方が仕事を持っておりますの

で、それぞれの事情により十分な活動ができな

い場合もあるようでございますが、大部分の団

員は熱心に消防団活動を行っていると聞いてお

ります。また、地域によっても活動状況に違い

があるようでございます。各消防団におきまし

ては、団員が参加しやすい時間帯に訓練時間を

設定するなど、活性化のための配慮、工夫を

行っていると聞いております。

○宮原義久議員 消防団員確保については、直

接は市町村が担当するわけでありますから、人

口減少、高齢化という厳しい環境の中山間地域

については、喫緊の課題ということになりま
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す。非常時、災害発生時、身近な消防団は大変

重要な役割を担っております。市町村と連携を

図られ、団員確保をしっかり進められるよう要

望いたしまして、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

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会


