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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、図

師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日は、地元から後援会の方々が多

数御来場いただき、と言いたいところですが、

きょう御来場いただいているのは、宮崎市内の

高校生の方々であります。ようこそ県議会へ、

皆様方がこれからの宮崎を担い、そして新しい

アジアを切り開いていただく青年です。私もと

もに活動してまいりますが、ちょうど皆様方に

も、贈る言葉として、きょうは、通告しており

ました質問に入る前に、ある出来事を御紹介さ

せていただきます。

知事がイタリア・ミラノ博でトップセールス

に汗を流されていたころ、私は中国の大連市と

いうところにいました。中国での調査内容につ

いては、後の質問で詳しく取り上げますが、大

連では、旅順というところまで足を運び、日露

戦争において戦場になった203高地や乃木大将が

建立した記念碑などの戦争遺産を視察してまい

りました。その視察から肌で学んだことは、や

はり平和のとうとさです。

くしくも大連訪問期間中は、抗日戦争勝利70

周年記念祝日と全日程が重なっており、滞在中

のホテルから街へ外出すると、大連市民からは

罵声が浴びせられたり、日系企業への投石など

の暴動を避けながらの調査活動になるのかと思

いきや、全くそのようなことはありませんでし

た。全くないどころか、行く先々で対応してい

ただく大連の方々はとても丁寧で、親日である

ことが言動からにじみ出ていました。

しかし、それでも、大連市最大の現代博物館

というところがありますが、そこでは抗日戦

争70周年の展示が行われていました。その内容

は、当然、当たり前のことですが、完全に中国

目線の歴史認識による展示でありました。中に

は、目を覆いたくなるような、当時の日本軍が

行ったであろう残虐な行為の写真が複数展示さ

れてありました。そのとき、通訳で同行してく

れた大連の青年はこう語ってくれました。「私

たちはこの残虐な写真を見ながら教育を受けて

きました。戦争の歴史を消すことはできません

が、私は日本への留学経験もあり、インター

ネットなどの情報からも、私たちが受けてきた

教育内容が全てではないことを理解していま

す」と語ってくれました。

このほか、大連の若者との語らいや交流の中

から、改めて私たち戦争を知らない世代は、こ

の世代だからこそできる国際交流があるのだと

感じるとともに、我々世代から構築しなければ

ならないアジアの未来があると痛烈に胸に刻ん

だ、そんな大連視察ともなりました。

それでは、大変前置きが長くなりましたが、

通告の項目に従って順次質問をしてまいりま

す。

まず、高齢者福祉サービスの動向についてで

あります。

３年に一度行われる介護保険制度の見直しが

行われ、今回の改正で、高齢者施設に支払われ

る介護報酬が減額となり、一方でサービスを利

用する高齢者の負担割合が引き上げられたこと

により、介護現場では混乱が続いています。こ

の状況に際し、現場の意見を集約し、広く県民

に実態を知っていただくため、先日、県内の各
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種高齢者施設経営者とマスコミ関係の方々に集

まっていただき、情報交換をしました。

その中で出された主なものとして、「介護報

酬の減額により、事業継続が危機的状況になっ

ている」「ことし年を越せない特別養護老人ホ

ームや、デイサービス事業から撤退するところ

が出てくる」「有料老人ホームの乱立により、

低料金競争が始まっており、有料老人ホームに

入所していながら、特別養護老人ホームやグル

ープホームなどの入所申し込みをされている方

が、有料老人ホームの料金のほうが安いことも

あって、特養やグループホーム入所の順番が

回ってきても入所しないという、いわゆる老人

ホーム待機者の空洞化が進んでいる」というよ

うな実態も赤裸々に語られました。

現に、介護保険報酬の減額により、グループ

ホームでは年間150万円から200万円の減収、小

規模多機能型老人ホームでは年間300万円か

ら400万円、特別養護老人ホームにおいては400

万円から450万円もの減額となるところがあり、

一気に経営困難となっている施設が続出してい

ます。今回の介護保険改正では、加算がとれる

サービスもあるものの、そのためには、専門職

員の配置や増員が必要であり、結果、介護人材

確保が困難な本県においては、介護報酬が増加

しているという施設は皆無であるという状況が

あります。

施設経営が追い込まれていることと同時に、

もう一つ、ことし８月からは、介護保険利用者

の負担割合が１割から２割へと引き上げられた

ことにより、高齢者の経済的負担が大きくなっ

ています。また、この引き上げられたというこ

とが、県民に余り周知されていないということ

も問題であります。

１割から２割に引き上げられたということ

は、負担が２倍になったということでもあり、

８月の介護サービス利用料の請求は、９月、つ

まり今月、事業主から利用者もしくは家族のほ

うに請求されることになるので、請求後の金額

を見て驚かれる方や、今後、経済的困窮を理由

にサービス利用の回数を減らされるといった、

いわゆるサービスの利用控え、サービスを使う

回数を減らす、もしくは施設入所を考え直すと

いうような方々が出てくることも考えられま

す。県民福祉向上のためには、地域に根差した

高齢者施設運営を支援し、高齢者が利用しやす

い環境整備を進めていく必要がありますが、県

は今回の介護保険改悪に関する実態をどの程度

把握されているのか、福祉保健部長に伺いま

す。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○福祉保健部長（桑山秀彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

介護報酬につきましては、今回、基本報酬が

引き下げられる一方で、人材確保や中重度の要

介護者・認知症高齢者への支援に取り組む事業

所には、加算の新設などにより、介護報酬が重

点配分されることになっております。このた

め、事業所におきましては、職員の処遇改善や

サービスの質の向上を図ることなどにより、経

営の安定化に取り組んでおられますが、人材の

確保が難しい地域などにおいては、経営が厳し

くなるとの声も伺っているところであります。

また、自己負担割合が２割になった方は、８

月１日現在で、65歳以上の要介護・要支援者の

約６％となっておりまして、まだ制度がスター

トしたばかりでありますが、現時点で利用を控

える動きが出ているというお話は聞いておりま

せん。今回の改正に伴い、さまざまな不安の声
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があることは承知しておりますので、今後も、

市町村や各団体とも連携しながら、実態把握に

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○図師博規議員 今の御答弁で、介護保険の負

担割合が２割になった方は６％という御答弁で

ありましたが、じゃ、この６％、実際に数字に

直しますと何人いらっしゃるのでしょうか、福

祉保健部長。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県で自己負

担が２割になった方は、８月１日現在で3,302人

となっております。

○図師博規議員 ６％と聞くと少ないようです

が、実際3,302名もいらっしゃるということで

す。その方々が行き場を失わないように対策を

講じる必要があります。

今回の介護保険の改正では、施設経営者や高

齢者に負担を強いるだけではなく、市町村にも

大きな責務が負わされます。具体的には、今ま

で介護保険の給付対象であった要支援１と２の

枠組みが給付対象から外され、訪問介護（ホー

ムヘルプサービス）と通所介護（デイサービ

ス）などの実施主体が市町村に移管されるんで

す。それも市町村は、平成29年４月までに、そ

の受け皿となるサービス供給体制の構築とマン

パワーの確保をしなければならず、あと残され

ている時間は１年と半年しかありません。それ

も、これを実施していくには、市町村にはかな

りの財政負担を強いることにもなります。

これが質問通告にあります「新しい介護予防

・日常生活支援総合事業」と言われるもので、

市町村は、地域の高齢者、特に今言いました要

支援１・２の方々のニーズを踏まえ、多様なサ

ービス展開を求められているのですが、市町村

のこの総合事業に対する体制整備は今どの程度

進んでいるのでしょうか。さらには、この受け

皿ができないことによって、介護難民がふえて

しまうことにはならないのか、そもそも介護保

険の改正で描いている国のビジョンはどこにあ

るのか、改めて福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今回の改正で

は、これまで全国一律にサービスの内容あるい

は利用料金の単価が決められておりました訪問

介護、通所介護を、予防給付から総合事業に移

行させまして、従来の介護事業所による専門的

なサービス提供は維持した上で、新たにＮＰＯ

や民間事業者あるいは元気な高齢者などによる

掃除や洗濯などの支援、住民主体の体操教室や

交流の場づくりなど、地域の実情に合ったサー

ビスが介護保険制度の中で提供できるようにさ

れたものであります。

現在、県内市町村では、こうした新たなサー

ビス提供の担い手となる民間団体等の掘り起し

でありますとか、支援メニュー、サービスメニ

ューの検討、それから、サービス提供の調整役

となるコーディネーターの養成などの準備を進

めているところでありまして、県といたしまし

ても、県内外の先進事例の紹介や市町村間の情

報交換の場の提供、担い手確保のための研修の

実施などにより、市町村の取り組みを積極的に

支援してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の部長の御答弁を聞いてい

て、これから市町村はこういう介護の受け皿を

つくるんだというのが明確に思い浮かべられる

人は少ないと思います。国の描くボランティア

やＮＰＯ主体による介護サービスの提供などは

非常に夢物語的で、人材育成においても、既に

人材がいない中山間地域、特に本県はそういう

ようなところがたくさんあります。

さらに、この総合事業は、市町村が、独自に
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サービスの種類や基準、さらには単価設定、つ

まり料金設定なども行えることから、例えば、

先ほど言いましたホームヘルプサービスを受け

るにしても、市町村によっては、受けられる回

数や制限が違ったり、同じホームヘルプサービ

スに来てもらっているのに隣町とは料金が違う

といった、介護サービスの地域間格差が生まれ

てくることが十分考えられます。このような事

態を生じさせないためにも、県当局は、市町村

の総合事業の実施に当たり、具体的な指導・支

援をしていく必要があると考えますが、再度、

福祉保健部長の考えをお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 改正後の総合

事業におきましては、従来どおりの介護事業所

による専門的なサービスについて、国が利用料

単価の上限を示しまして、先ほど申し上げまし

たＮＰＯ等による新たなサービスについても、

その範囲内での利用料を市町村が設定すること

になります。また、利用者の負担も、従来の負

担割合を基本に設定することとされておりま

す。

各市町村が新たなサービスをどのような内

容、料金で提供するかは、それぞれの地域の担

い手の確保状況でありますとか利用者数などに

よって異なってくるものと思われますが、地域

の資源を効率的・効果的に活用しまして、住民

の理解を得られるサービスを提供することが重

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、さまざまなサービスのメニュー

や料金設定等につきまして、県内外の先進事例

の紹介や市町村間の情報交換の場の提供などに

よる支援を行ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

○図師博規議員 現在、県内でも、子供の政策

に目を転じますと、子供の医療費とか保育料の

地域間格差が顕著になっています。住む自治体

によって、すごく不公平感を感じている保護者

の方も少なくありません。今後、高齢者もこの

ような事態になってくるということなんです

ね。

国の描く内容をより具体的に市町村に落とし

込んでいくためにも、最も市町村がエネルギー

を要するであろう介護人材の育成・確保の件に

ついても、県は積極的に介入していくべきで

す。しかし、今、具体的に介護人材の確保に関

して、県はまだまだ打つ手がないというのが現

実のようです。2007年から厚生労働省の認可事

業として展開されている介護支援ボランティア

制度があります。この制度は、介護や生活支援

に関するボランティア活動をポイントとして蓄

積するというもので、自身が介護サービスを受

ける状態になったときに、そのポイントを介護

サービスとして転換でき、また自己負担金の軽

減を図ることができるというものです。

国が描く各地域の単なるボランティア活動で

介護サービスを担ってくださいということは余

りにも漠然としておりますが、この介護支援ボ

ランティア制度は、いずれ自分にサービスが還

元されるというメリットがあり、何より地域住

民が介護ボランティアに参加する大きな動機づ

けとなることは間違いありません。

さらに、この制度を導入する際に、講習会を

開催したり、ボランティア後のポイント管理を

社会福祉協議会などで行うことに関する費用は

かかるものの、自治体が直接介護人材を雇用し

たり、同様な事業を介護事業所に委託する予算

に比べれば、はるかに少額で済み、その上、地

域の連携が強化されるという効果は絶大です。

既にこの制度は、東京都、神奈川県、埼玉県

などの各自治体で実践されており、鳥取県にお
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かれましては、県がマニュアルを策定して、全

市町村にマニュアルを導入して、ボランティア

の人材確保を落とし込もうとしております。ぜ

ひ本県も、各関係部局がマニュアルを策定した

上で、市町村への導入を促していくべきと考え

ますが、福祉保健部長のお考えをお伺いしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護支援ボラ

ンティア制度につきましては、平成19年度から

介護保険の地域支援事業として認められまし

て、県内では、宮崎市、延岡市、それから小林

市の３市が、直営あるいは社会福祉協議会など

に委託して実施しております。それぞれ公募に

より登録されたボランティアの方が、341人、66

人、52人いらっしゃいまして、介護事業所等に

おきまして、レクリエーションの補助、話し相

手、あるいは洗濯物の整理といった活動に取り

組んでいただいているところであります。

今回の介護保険法の改正では、「新しい総合

事業」におきまして、ＮＰＯや民間企業など、

多様な主体による介護予防や生活支援サービス

の提供も実施できることになりましたことか

ら、お尋ねの介護支援ボランティア制度の活用

も含めまして、地域の実情に合った介護予防・

生活支援が推進できるよう、市町村の取り組み

を支援してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 実際、このようなポイント制

度の介護人材の確保について、実践したいとい

う市町村からの声も聞いております。ぜひ、そ

のあたり県が主導権を持って指導していただき

たいと思っております。

続きまして、今回の介護保険の改正は、改め

て、在宅医療の充実や、重度要介護状態になっ

ても、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人

生最後まで続けることができる体制づくりを強

調しています。具体的には、おおむね30分以内

に必要な医療・看護・介護サービスが提供され

る日常生活圏域を構築する構想となっていま

す。そのための核となるのが地域包括ケアシス

テムであり、拠点となるのが地域包括支援セン

ターであります。

既に県内には、地域包括支援センターが活動

しているところもありますが、今回の改正で、

さらなる支援センターのマネジメント機能を拡

充することと、中学校区ごとにセンターを設置

することが想定されています。本県の地域包括

ケアの実態がどのようになっているのか、ま

た、今後の展開はどのようにされていくビジョ

ンをお持ちなのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域包括支援

センターについてでありますが、現在、県内の

全市町村に合計で69カ所設置されておりまし

て、介護予防ケアプランの作成でありますとか

さまざまな相談業務、困難な事例への対応など

を行っております。今後、2025年に向けて、各

市町村が地域包括ケアシステムの構築を進めて

いくに当たり、その調整役となるセンターの役

割はますます重要になりますことから、県とい

たしましても、市町村担当者と地域包括支援セ

ンターの職員に向けた研修会の開催などにより

まして、センターの機能強化等を支援してまい

りたいと考えております。

○図師博規議員 県内では69カ所が稼働中とい

うことですが、今、部長がおっしゃったとお

り、2025年まで、あと10年でこれを中学校区に

１つずつ設置した場合には、あと何カ所設置し

なくちゃいけないのでしょうか、部長、お願い

します。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 中学校区ごと
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に設置することになりますと、133カ所というこ

とになりますので、あと64カ所、設置が必要と

いうことになります。

○図師博規議員 つまり、あと10年間で、今ま

で時間をかけてきたのと同じだけの箇所数、倍

の数を確保しなきゃいけないということです。

これを県が単なる講習会等を開いて実施を促し

ていくということですが、私は、財政的な裏づ

けもないことには、市町村は実際その数字を達

成するということは非常に難しいと思います。

さきにも述べましたが、介護保険の改正は、

住みなれた地域で人生を全うするためにサービ

スを拡充するものでありますが、その理想とは

裏腹に、都市部では想定をはるかに超え高齢化

が進み、老後クライシスが蔓延しています。老

後クライシスとは、近い将来、介護の受け皿が

圧倒的に不足することが明らかで、老後に関し

て絶望的な状況を強いられる高齢者のことを指

します。

この状況に対し日本創成会議は、東京圏、関

東圏の高齢者の地方移住を促進することを提言

しており、地方の将来的な医療・介護の提供能

力の余力を医療圏域ごとに７段階でランクづけ

しました。現時点で、本県は移住先候補地とし

ては選ばれませんでした。このことについて知

事は、「足りない部分を分析し、充実を図る必

要がある」とコメントされており、都市部から

の高齢者受け入れにも否定的ではない姿勢を示

されています。

ここまで介護保険改正の内容を押さえなが

ら、高齢者福祉の動向について議論してきまし

たが、これから県内外の高齢者福祉を取り巻く

情勢に対応していくためには、前例なき政策展

開と大胆な予算措置が必要であります。この件

につきまして、今後の知事の高齢者福祉政策の

リーダーシップに大いに期待するところであり

ますが、今、知事が描かれている県内外の高齢

者福祉政策について見解をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 高齢者の増加に伴いま

して、介護需要等増大しているわけでありまし

て、限られた財源、マンパワー等でしっかりと

これに対応していく持続可能な社会的な仕組み

づくりということで、さまざまな制度改革等が

なされておるところでございます。医療・介護

を取り巻く状況は、議員御指摘のように、厳し

いものがあると認識しておりまして、高齢者の

皆さんが住みなれた地域で安心して暮らしてい

く環境づくりのためにも、地域包括ケアシステ

ムの構築やそれを支える医療・介護基盤の整

備、人材の確保などに積極的に取り組んでいく

必要があろうかと考えております。

高齢者の地方移住につきましては、人口増加

や消費増大、雇用の増加など、地域経済の活性

化の効果が期待できる一方で、医療・介護にお

ける地方の負担増や介護職員不足の深刻化など

の課題に留意する必要があろうかと思います。

そういう全般的な状況を踏まえながら、必要な

制度改正については、国に対して強く働きかけ

ながら、県としましては、県内市町村はもとよ

り、関係の皆様と連携を深めて、本県の高齢者

福祉施策の着実な推進に、より一層努めてまい

りたいと考えております。

○図師博規議員 今、知事御答弁のとおり、市

町村は本当に専門職員が少ないところもありま

して、どう改正に対応していいかわからない、

また対応できないというところもあります。で

すから、2025年も視野に入れつつ、今度の改正

に沿った、充実した福祉政策、福祉サービスの

提供ができる体制づくりに取り組んでくださ

い。
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それでは、続きまして、冒頭述べました大連

調査に関する質問をしてまいります。今回の調

査の柱は２つありました。その１つは、大連か

ら本県に向け輸出されている稲わらの管理及び

検疫体制がどのようになっているかの実態調

査、そして、中国一の肉牛と評される「雪龍黒

牛」の生産から流通までの実態調査をするこ

と、また、もう１つの柱は、大連市の観光産業

関係者との意見交換を行い、インバウンド推進

の可能性を探るというものでありました。今回

の質問は、後段で言いましたインバウンド対策

について焦点を当てて質問してまいります。

日本国内から大連への定期便は、福岡空港を

初め複数運航しており、さらに、日本の地方空

港が定期便就航を目指し、チャーター便の誘致

も活発となっているところです。また、大連か

らはクルーズ船も出航しており、国内では、福

岡、佐世保、下関などに寄港しており、大量の

観光客を送り込んでいます。

今後、ますます日本、そして九州への観光ニ

ーズが高まることに対応し、北九州市では、

チャーター便１便当たり60万円プラス１人の乗

客に対し１万円ずつの補助金をつけていたり、

また、島根県では、チャーター便１往復に当た

り260万円の補助をつけ、月６往復を就航させる

ことを決定しています。さらに、山口県では、

北九州市に就航するチャーター便をターゲット

に、北九州空港から山口県内に移送するための

無料送迎バスを運行し、インバウンド推進に乗

り出しているということです。

知事は先日、ミラノ博において、宮崎の食に

関するＰＲを中心にトップセールスをされてき

たようですが、その際、本県の存在感を大いに

高められ、ヨーロッパからの誘客も視野に入れ

た活動もされてきたと聞きます。そこで、知事

にお伺いしますが、ミラノ博の総括を含め、今

後、インバウンドツーリズムの対策に関してど

のような展望をお持ちでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 国内では人口が減少

し、マーケットが縮小する中ではありますが、

世界的には人口が大いに増大し、観光需要も増

大するわけであります。こうした外国人観光客

の誘致による交流人口の拡大は極めて重要であ

り、インバウンド対策が本県観光の大きな柱に

なるものと考えております。

先日、ミラノ国際博覧会におきましても、私

みずから、本県の豊富な食の魅力とともに、例

えば銀鏡神楽、また剣道の演舞などを通じて、

宮崎の伝統文化、また観光の魅力をＰＲしてき

たところであります。日数も限られております

し、まだまだ宮崎の認知が広まったというとこ

ろまではいかないわけでありますが、インバウ

ンド対策、また宮崎の観光の魅力の発信という

上からも、これを一つのきっかけにしていきた

い、そのような思いであります。

これまで本県におきましては、新たに直行便

が就航した香港を初め、韓国、台湾などでの効

果的なプロモーションを行いますとともに、中

国からは、ゴルフ客を中心に誘客を図ってきた

ところであります。また、大型クルーズ船の受

け入れ、さらには、一定期間継続して運航する

チャーター便の誘致強化を図るとともに、今

後、ＬＣＣを活用した誘客なども推進してまい

りたいと考えております。

先日、関西空港へいよいよピーチが就航した

わけでありますが、これまでは、九州は福岡に

アムステルダムからの直行便が入ってきたぐら

いでありましたが、関西空港を通じて広くヨー

ロッパにも扉が開かれる、これは非常に大きな

ものであろうかと考えております。こうした交
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通の利便性の高まりを最大限有効に活用すると

ともに、受け入れという面では、二次交通対策

やＷｉ―Ｆｉ環境の整備など、外国人旅行者が

移動・滞在しやすい環境の整備等にも引き続き

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 前向きな御答弁でありまし

た。大連市内の観光産業関係者から指摘された

こととして、「とにかく宮崎の情報が少ない」

「情報発信の基点となる県事務所の開設を検討

してほしい」、また「大連市内で宮崎フェアの

開催をして農産物のＰＲをすると非常に有効で

ある」ということ等を指摘されております。現

在、本県は、台湾、上海、また香港などでアプ

ローチは重点的に行われておりますが、中国に

ターゲットを絞りますと、大連、天津、北京な

ど、いわゆる東北アジアの大都市に向けた情報

発信とまた拠点の開設も、今後のインバウンド

対策としては有効であると思います。このこと

を申し上げまして、次の質問に移らせていただ

きます。

続きまして、農畜産業に関する、まず、おが

粉不足についてであります。先日、横田議員も

取り上げられた内容でありますけれども、その

内容に新たな切り口を加えまして質問してまい

ります。私の手元に、児湯・西都地域の畜産関

係部会13団体からのものと、経済連及び県畜産

団体代表者からの要望書があります。その内容

は、畜産農家へののこくず、おが粉の安定供給

に関することで、ここ最近、のこくず、おが粉

が値上がりし、もしくは手に入りにくくなりつ

つあると、大変厳しい状況が要望書の中に記さ

れています。

畜産農家は、おが粉入手が困難であるがゆえ

に、乾燥させた堆肥を畜舎に戻して、再度敷料

として利用する戻し堆肥をせざるを得ない状況

となっており、この戻し堆肥も２回が限度で、

それ以上繰り返し使用すると、その後、園芸農

家が堆肥として使用した際に塩害が発生するな

ど、二次被害を引き起こす可能性もあるという

ような内容まで記されております。まず、この

ような生産者の切迫した実情をどのように把握

されているのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産用おが粉

の現状を把握するために、ことし８月に、畜産

農家の約３分の１を対象としたアンケート調査

を実施したところでございます。アンケート調

査の結果、おが粉を利用している農家の１割強

が不足を感じていることや、価格が１年間の間

に１立米当たり450円程度上昇していること等が

わかってきております。

○図師博規議員 アンケート結果では、おが粉

に関する不安は１割強が上がっており、１立米

当たり平均450円上昇していると、さらりと答弁

がありましたが、地域によっては、立米当た

り1,000円以上値上がりしているところもありま

して、２トン車でおが粉を搬入した場合、従来

よりも１台当たり6,000円以上、４トン車でおが

粉を搬入した場合には、１台当たり１万円以上

も負担増となっている肥育農家もいらっしゃる

んです。今の答弁と畜産農家との間には、何か

大きな危機感に関する温度差があるように私は

感じます。畜産現場がおが粉不足に陥っている

のは事実ですし、小規模農家ほど影響を受けて

います。今後どのような対策を講じられるの

か、農政水産部長に再度お伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） おが粉は畜産

にとって大変重要な資材でありますことから、

県といたしましては、支庁・振興局に相談窓口

を設置し、相談に来られた畜産農家に対しまし
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ては、適切な情報提供を行うなど、地域内での

需給調整に努めてきたところでございます。ま

た、地域内で供給できない場合に備えて、地域

外や県外からも供給できる情報についても現在

提供しているところであります。今後、アンケ

ート調査の結果を踏まえまして、環境森林部と

も連携を図りながら、おが粉の安定供給に努め

てまいりたいと考えております。

○図師博規議員 確かに大きく網をかけてしま

いますと、問題がぼやけてしまう、薄れてしま

うんですね。ピンポイントの地域別でアンケー

トをもう一度精査していただいて、どこの地域

でどれだけの値段が高騰しているとか、そうい

うところまでを把握していただいた上での対策

を講じていただきたいと思います。

おが粉不足となった原因は、県内で稼働して

いる木質バイオマス発電所及び木質ペレット製

造施設が使用する燃料材確保が一気に増加した

ことが挙げられることは、誰の目にも明らかで

あります。今まで議会でもたびたび、木質バイ

オマス発電所及び木質ペレット施設において使

用される年間約37万トンもの木材については、

その供給体制について問題はないのかと、再三

質問が繰り返されてきました。その都度、執行

部からは、「県内の林地残材の発生量は年間

約77万トンあり、資源的には十分に余裕があ

り、国内屈指の木材供給力をフルに稼働できる

体制づくりを行う」と、答弁が繰り返されてき

たのです。

この林地残材の積算及び搬出、そして供給体

制の整備が十分でなかったがゆえに、おが粉の

不足状態を招いてしまったのではないか。今

回、おが粉不足を招いているのは、そもそも使

用していたおが粉に対する確保するビジョンが

なかったからではないか。さまざまな要因が絡

んでいるとは考えられますが、今の状態、バイ

オマス発電所等に搬入される木材の量が急激に

増加していること等を踏まえ、環境森林部長、

これは想定されていた内容なのか、部長のお考

えをお聞かせください。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では、製

材工場でのこくずなど副次的に生産されるおが

粉が全体の75％を占めておりまして、残りの25

％は、おが粉の専門業者が、低質な丸太や、丸

太から柱や板などを取った残りの端材などを購

入して製造している状況でございます。このう

ち、製材工場で副次的に生産されるおが粉につ

きましては、量的には製材量に左右されるもの

の、木質バイオマス燃料としては粒子が細か過

ぎて使用できないことから、そもそも影響はな

いものと考えております。

一方、専門業者が低質な丸太などを購入して

製造するおが粉につきましては、木質バイオマ

ス発電施設の稼働等によりまして原料が値上が

りしているものの、おが粉の販売価格には十分

に転嫁できないこと等から、一部で生産量が減

少しているものと認識しております。このた

め、おが粉生産業者への増産協力の依頼や木材

の需要拡大による製材量の向上を図るととも

に、農政水産部と連携しまして、需給のマッチ

ングや、竹やシイタケほだ木等の代替資材の検

討なども現在行っているところでございます。

○図師博規議員 おが粉の問題と同時に、林地

残材の集荷に関しても問題が発生しています。

木質関連事業への資源供給に関しては、主に森

林組合や素材生産業者との間で、必要となる燃

料以上の燃料材の供給をすることが取り決めら

れた協定が締結されていて、これらの協定に基

づき、林業事業体が木材供給を担うこととなっ

ています。しかし、林業事業体からの木質バイ
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オマス発電所用燃料材の供給が、協定どおりに

できていないとの話も聞きます。さらに、この

まま燃料材価格が高騰した場合、本来製材すべ

き木材で発電用に使われてしまうものが出てき

たり、こんなことになってしまえばまさに本末

転倒で、そうなったときには、さらにおが粉不

足の状況は悪化します。

また、平成26年９月定例議会の一般質問にお

いて、 原議員も指摘されておりますが、最も

恐れるべきことは、発電所が燃料不足になって

営業停止に追い込まれるような状況になった場

合、多額の補助をしている県の責任も問われか

ねないということであります。そのような状況

に陥らないために、県は燃料材が安定的に供給

されるよう、その対策はどのように講じられて

いくのか、取り組んでおられるのか、再度、環

境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 木質バイオマ

ス発電への燃料供給につきましては、それぞれ

の発電事業者が林業事業体等と協定を締結して

おりますので、まずはお互いに努力して、これ

を履行すべきものと考えております。そこで、

現在、県では、発電事業者に対しましては、営

業努力を行って燃料調達に万全を期すよう助言

しております。一方、林業事業体等に対しまし

ては、必要な資機材の整備や条件不利地におけ

る輸送体制確立の実証試験などに支援を行って

おります。木質バイオマス発電は本格的にスタ

ートしたばかりですので、今後、燃料供給が円

滑に進むように、必要な助言や支援等を行って

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 あるバイオマス発電所のほう

に足を運びまして、現状確認したところ、ス

トック材はあるんですね。ところが、発電所が

所有している破砕機ではチップ状にすることに

適さない短尺なもの、短いものや、山では短コ

ロと呼ばれる、いわゆる切り株状で破砕機にす

ら入らない使用困難な材が山積みとなっていま

した。当局におかれましては、現場の状況を的

確に把握した上で支援策を講じていただきた

い。

またさらに、山林が伐採された周辺の地域住

民からも不安な声が多く上がっています。伐採

後、山が放置されていることにより、大雨など

で斜面が崩れ、災害が発生するのではないか、

川が濁るのではないか、海まで行ってしまうの

ではないか、環境破壊に対する不安が届けられ

ます。その不安を払拭するために、伐採後の再

造林と植栽後の管理体制を整備しなけりゃなら

ないんですが、再造林のための苗木が不足して

います。今後、県は５年間で200万本増産すると

いうことを計画には挙げておりますが、苗木を

増産するだけでは、地域住民の不安を解消する

ことにはつながらないと思います。このような

住民に対しての配慮、対策はどのようにお考え

でしょうか、環境森林部長。

○環境森林部長（大坪篤史君） 森林の伐採に

当たりましては、まず、森林法に基づきまし

て、森林所有者等から提出された伐採届につい

て、市町村が、伐採方法や伐採後の造林計画等

が適正かどうか審査を行っております。県にお

きましても、市町村や森林組合と連携しまし

て、伐採パトロールを実施し、林地保全に配慮

した作業や伐採跡地の確実な再造林等について

指導を行っているところでございます。また、

再造林が計画的に実施されるように、森林整備

事業の予算確保や苗木の安定的な供給、さらに

は、担い手の育成などに鋭意取り組んでいると

ころでございます。今後とも、こういった取り

組みを総合的に推進することによりまして、森
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林の適切な伐採や伐採跡地の再造林をしっかり

と進めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今、部長がおっしゃったとお

り、循環できるしっかりとした体制、そして関

連業者も地域住民も安心で安全な環境を整備し

ていただきたい。そのような整備策を積極的に

講じていただきたいことを申し述べまして、私

の質問を終わらせていただきます。（拍手）

○星原 透議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 宮崎は

今、雨です。天気予報によれば、仙台市等東北

が晴れているとのことで、ほっとしています。

関東・東北大水害で被災された皆様へ心からの

お見舞いを申し上げます。最近の自然災害は常

に予想をはるかに超えるもので、その被害の甚

大さには目を見張るものがあります。国におけ

る災害復興対策がしっかりととられることを

願っています。

それでは、通告に従い一般質問をいたしま

す。

ミラノ博覧会への出展についてです。今回、

私も県議団の一員として博覧会を視察させてい

ただきました。初めて「食」をテーマに開催さ

れたミラノ博覧会は、世界の多様な「食」が豊

かな文化を形成していることや、世界人口の増

加や地球温暖化が進む中で、いかに豊かな

「食」を守っていくのかといった明確なメッセ

ージを発信しており、我が県がその一翼を担え

たことは、豊かな食文化を次世代に継承してい

く上で、大きな意義があったと考えています。

今回の視察では、ＥＵの豊かな食文化を学ぶ

ことができましたが、その一方で、我が県の農

産物や漬物、お茶など、私たちがふだんにいた

だいている県産品のポテンシャルの高さを改め

て感じ、大きな自信と確信を得た視察でもあり

ました。ミラノ博への出展は、我が県が今後本

格的に輸出に取り組んでいくという意思表示で

あり、10月にドイツで開催される食品見本市

「アヌーガ」に、本県の「食」を出展する前哨

戦だとも考えています。今回のミラノ博覧会の

出展を受けて、今後の展開をどのように考えて

おられるのか、知事にお伺いいたします。

残りは質問者席から質問をいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ミラノ国際博覧会につきましては、遠いヨー

ロッパの地での単独出展という、本県としては

初の試みでありました。また、輸入規制などさ

まざまな課題もある中で、多くの方々に来場い

ただき、また、さまざまな事業者を初め、御協

力いただきながら、盛況のうちに出展を終える

ことができました。期間中は、合計4,000食の試

食提供を行いまして、宮崎の「食」の魅力を

しっかりと伝えるとともに、県産品に対する現

地の消費者の生の声を直接聞くことができたわ

けであります。私も実際、試食提供に参加いた

しましたが、宮崎牛を初め、ＥＵにおいて県産

品が受け入れられる大きな可能性を感じたとこ

ろであります。

また一方で、必ずしも全てが全て評価をいた

だくということではなく、厳しい意見、また現

地ならではの御意見、御提案をいただいたとこ

ろであります。今後、県としましては、このよ

うな会場で得られた評価や課題を出展企業に

フィードバックし、今後の商品改良に役立てて

いただきたいと考えております。そして、大事

なこととしましては、ミラノの出展自体は４日

間であったわけですが、それに向けて、フード

ビジネスアカデミーの中で、ＥＵ塾ということ
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でしっかり準備をしてまいりました。そして、

４日間の経験を今後に生かしていく、そういう

取り組みが重要であろうかと考えておりますの

で、各企業が今回の出展で培われた輸出ノウハ

ウや人的ネットワークを生かして、アジアを初

め、ＥＵ、北米などにおけるビジネスチャンス

をつかんでいくことができるよう、後押しして

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○井上紀代子議員 今回のミラノには、関係部

長といいますか、４部長が行っておられます

が、それぞれに今回のミラノ博覧会の出展につ

いてお伺いしたいと思います。まず、総合政策

部長には、ミラノ国際博覧会の出展及び伊東マ

ンショの肖像画を所有する財団訪問をしていた

だいたということで、私も伊東マンショの顕彰

については取り上げておりますので、大変高い

関心を持っているところでございますが、所感

をお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 博覧会につき

ましては、４日間で１万5,000人を超える来場者

の方々にお越しいただき、大盛況のうちに終え

ることができました。県といたしましては、神

楽や剣道の実演を通じて、日本の中の「みやざ

き」を強く印象づけることができたと同時に、

県産品に対する評価や課題について生の声が得

られるなど、大変有意義なものになったと考え

ております。

次に、伊東マンショ肖像画につきましては、

所有者であるトリブルツィオ財団を訪問させて

いただきましたが、400年以上前のものと思えな

いほど保存状態はよく、制作された経緯など詳

細な説明を受け、感銘を受けたところでありま

す。肖像画そのものも大変すばらしいものであ

りますが、裏に書いてある「Ｍａｎｓｉｏ」な

どの文字もはっきりと見えまして、悠久の歴史

に改めて思いをいたしたところでございます。

また、来年度計画しております展覧会への貸

し出しを快諾いただきましたので、期待されて

いる県民の皆様、中でも特に青少年に対して、

郷土の偉人であります伊東マンショの功績を

しっかりと伝えることができるよう、同財団や

関係機関とさらに調整を図ってまいります。

○井上紀代子議員 ミラノ博覧会だけじゃな

く、大変楽しみな交流ができたと思っておりま

す。大変うれしく思います。

次に、同じく環境森林部長にお尋ねしたいと

思いますが、出展を終えられた率直な感想と今

後どう展開していくお考えなのかをお伺いいた

します。

○環境森林部長（大坪篤史君） 今回参りまし

て、まず、万博会場全体にわたって多くのパビ

リオンで木が使用されておりました。さらに、

ミラノ市内でも、ＣＬＴを使った木造の９階建

て集合住宅が建設されるなど、世界的に木材の

利用が進んでいることを実感したところでござ

います。今回出展しました物産で、環境森林部

の関係では乾シイタケがあったんですが、手ま

りずしや煮物などの形で提供しまして、大変好

評でございました。また、日本食ブームの中

で、乾シイタケがだしの一つとしても紹介され

ておりまして、食材とだしの両方で売り込むこ

とができるんだなということを感じたところで

ございます。

一方、ある日本食レストランのシェフから

は、高級食材として肉厚の「どんこしいたけ」

を輸出してはどうか、そして中国産との差別化

を図ってはどうかと、そういうふうな御意見も

頂戴しました。さらに、今回は、飫肥杉でつ

くった食器を10数点持参しまして、現地で日本
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の食材を扱っている方にＰＲや商談を要請して

きたところでございます。このようなことを踏

まえまして、今後、乾シイタケを高級食材とし

て輸出することなどにつきまして、事業者等と

検討を進めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 イタリアには、魚介類はあ

るんですけれども、昆布を使ってだしをとると

いうのはないんですね。その文化がなくて、シ

イタケとかキノコとかは大変よく使われていま

す。私ども県議団もリゾットをいただいたんで

すが、大変おいしくて、ただ、米がもうちょっ

と日本風にやわらかければなと思った次第でし

たが、大変いい味でした。これから、改めて乾

シイタケは見直されるのではないかと強く思っ

た次第です。

次に、農政水産部長にお尋ねいたしますが、

ミラノ国際博覧会に出展されての本当に率直な

感想をお聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） イタリアは独

自の食文化を有しており、宮崎の農産物がどの

程度受け入れられるのか、期待と不安を持って

の参加でございましたが、本県から出展した農

水産物のうち、まず、宮崎牛につきましては、

るるお話がありますけれども、赤身肉が主流の

イタリアにおいても、「やわらかく、こんなお

いしい肉は初めて食べた」という評価をいただ

きました。

また、お茶では「紅茶と違って砂糖なしでも

おいしく、さっぱりしている」という評価、ま

た、ブリでは「新鮮でサーモンよりも味が濃

い」など高い評価を得たところでありまして、

「食」にこだわりのあるイタリアで、本県農水

産物が受け入れられたことを大変うれしく思い

ますとともに、試食されている皆さんのお顔を

見ておりますと、「食」は万国共通の言葉であ

るなと、そんなことも感じたところでありま

す。

さらに、試食直後に、フランスの輸入業者さ

んから、宮崎牛が欲しいと率直な御意見をいた

だきました。あわせて、黒ニンニク、柚子こ

しょう、乾シイタケをセットで輸入したいとい

うふうなことを言われて、今回、チームで臨ん

だミラノ博の意義を改めて感じたところであり

ます。今回のミラノ博では、出展した生産者や

企業と、準備の段階からともに汗を流し、一緒

になってＰＲ活動ができました。今後につなが

る信頼関係を築くことができたことも、大きな

意義があったのではないかと感じているところ

であります。

○井上紀代子議員 実は私、お茶をふだんに飲

んでいるんですけれども、レセプション会場で

いただいたお茶は格別でした。本当に宮崎のお

茶というのは、ちょっと違う飲み物として提供

できるのではないかと思った次第です。提供し

てくださったドイツの青年たちがイケメンだっ

たということも、一つは大きな味つけになって

いるかもしれないんですけれども、単なる私た

ちが親しんでいるお茶の飲み方と提供の仕方に

よっては、本当に一つのステータスのある飲み

物として提供できるのではないかと思った次第

です。ですから、私たちは、「食」を一つの方

面だけで見るのではなく、多方面から見ていく

ということを、今回イタリアに行って格別に印

象深く思った次第です。

次は、これからも中心になっていただきた

い、エンジン部分になっていただきたい商工観

光労働部長に、ミラノ国際博覧会を訪問した感

想と、今後のＥＵ市場の販路開拓にどのように

取り組んでいかれるのか、そこをお聞かせいた

だきたいと思います。
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○商工観光労働部長（永山英也君） 博覧会は

大変なにぎわいでございまして、まずは、ＥＵ

の方々の日本食に対する関心の高さを改めて実

感いたしました。また、焼酎、たくあん、調味

料などの試食アンケートでは、県産品につい

て、総じて高い評価をいただきました。中でも

焼酎について、「芋の甘みがおいしい」とか、

あるいは「イタリア特産の蒸留酒に似て飲みや

すい」などの評価をいただいたところでござい

まして、今後のＥＵ市場への輸出に手応えを感

じたところであります。

一方で、今回の出展を通じまして、厳しい輸

入規制への対応や効率的な輸送体制の構築な

ど、さまざまな課題が見えてまいりました。ま

た、現地でお会いした日本食品の輸入業者に

は、価格競争力や他の商品との差別化など、マ

ーケティング戦略の必要性について意見をいた

だいたところであります。今後、これらの評価

や課題等を踏まえまして、ジェトロ等の関係機

関と十分に連携しながら、マーケット情報の提

供やアヌーガなどの大規模見本市における商談

のサポートなど、県内企業のＥＵ市場の販路開

拓を積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 今回のミラノは、本当に各

県内の企業さんも大変な関心を持っていただい

ていたということと、力強い取り組みをしてい

ただいたということを実感いたしました。特に

パビリオン全体の中で日本館が本当にすぐれて

いましたので、特にお客様総体をイタリア館か

日本館が引き受けるというような状態でしたの

で、４時間待ちの方もいらしたり。そして、本

当に日本という国は、そういう意味では、海外

に出たときのすばらしさは格別だったなと思っ

ています。その中で宮崎県が出展できたこと

を、私は大変うれしく思っている次第です。

それで、続けて商工観光労働部長にお尋ねし

たいんですが、実は先ほどもちょっと出ました

が、海外事務所のあり方、海外事務所がどう積

極的に、ただ、今あるところにいるだけではな

く、いかに商売していくのかということが大変

重要で、その拠点になっていただきたいという

ふうな思いでいるわけですが、今後の事務所設

置の考え方、それと運営、成果、そのあたりに

ついて、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（永山英也君） 海外事務

所につきましては、「みやざき東アジア経済交

流戦略」推進の拠点として、現在、上海、香港

に事務所を設置し、マーケット情報の収集や県

内企業が行う現地活動のサポート、観光誘客、

輸出品目ごとのプロモーションなど、各市場の

特性を踏まえた活動を行っているところであり

ます。このような活動により、上海では、ゴル

フ客を中心とした旅行者の増加、大型クルーズ

船の寄港、香港事務所については、直行便の就

航や新華日本食品との連携協定の締結など、具

体的な成果が出てきていると考えております。

なお、海外への展開については、これらの事

務所のほかに、台湾に交流駐在員、シンガポー

ルに貿易アドバイザーを配置しているところで

ございます。今後の事務所や駐在員をどのよう

に展開していくのかということにつきまして

は、各市場の動向や将来性、県内企業のニーズ

や費用対効果を十分に見きわめながら、各地域

ごとの戦略を構築していく中で、あわせて検討

していくことになると考えております。

○井上紀代子議員 一般質問の中で、地域経済

循環システムについての議論がありました。大

変興味を持ちながら私も聞かせていただいたん
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ですが、大手コンビニチェーン３社と協定を締

結して、これからも連携を深めていくというお

話がありました。実は、セブンイレブン、ロー

ソン、そしてファミマ、この３つのコンビニ

チェーンというのは、本当にすごい、日本の経

済の牽引力にもなっているんですけれども、セ

ブンイレブンは、セブンイレブンとしての独自

なあれもあって、ローソンは、セブンイレブン

で取り組まないものを取り組む。そして、ファ

ミマは、今、物すごく伸びているんですが、中

国に進出しているんですね。

ファミマは海外に進出して外貨を稼いでいる

という状態なんです。うちは、上海に海外の事

務所があるわけですが、上海だけでなく、ほか

のところからも、もっとそういうところとどう

連携するのか。ファミマは中国にすごいコネク

ションを持っているというのが、この前の経済

ニュースの中でも言われておりました。だか

ら、そういうのにいかに私たちが食い込んでい

けるかというのは、事務所の動きというのが大

変重要だと思っています。今回、ＪＡさんなん

かも同じ事務所の中で活動していくということ

を聞かされているわけですが、きちんとした権

限を持たせてもらいながら事務所の運営をして

いけるといいのかなと思っている次第です。

次に、本県農業の成長産業化を図る上では、

輸出対策の強化は極めて重要な課題でございま

す。本県は、残留農薬分析など日本一の安全・

安心を誇っています。これは、イタリアで知事

もしっかりとそのことをメッセージされていま

す。今後、ＥＵに本県の農産物を輸出していく

ためには、輸出先の国の植物検疫だけではな

く、産地の安全面や環境面からの技術的な対応

が必要になると私は思っております。そこで、

今後、ＥＵにどのような農産物を輸出していく

のか、また、輸出に当たっての課題にどのよう

に対応していくのか、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） 今後、国内市

場の縮小が予測される中で、本県農水産物に

とって、ＥＵは、東アジア地域やアメリカに続

く魅力的な輸出先であると考えております。こ

のため、輸出実績のあります牛肉、お茶、ブリ

について、輸出拡大を図りますとともに、ニー

ズ等も踏まえた上で、新たな品目についても、

輸出にチャレンジしていきたいと考えておりま

す。しかしながら、ＥＵへの輸出につきまして

は、日本と異なる残留農薬基準や動植物検疫、

さらには、輸送に係るコスト、時間、温度管理

などの課題があると認識しております。県とい

たしましては、これらの課題に対応できる県内

産地・企業の育成や国内外の輸出商社との連携

強化を図りながら、輸出拡大に積極的に取り組

んでまいりたいと考えているところでありま

す。

○井上紀代子議員 次に、農産物の輸出を拡大

する上で大きな障壁となるのが、国ごとに異な

る残留農薬基準でございます。日本でもＥＵで

も生産されている農産物であっても、残留農薬

分析の対象となる農薬や基準が異なります。ま

た、ＥＵで生産されていない農産物では、さら

に厳しくなると言われています。本県において

も、今後、輸出を目指す産地づくりに取り組ん

でいくと聞いておりますが、一方で、国が定め

る残留農薬基準については、国同士の協議によ

り、変更する手続、いわゆるインポートトレラ

ンスもあるようです。産地の努力ももちろん必

要ですけれども、相手国への働きかけも重要な

取り組みではないかと考えています。そこで、

輸出先ごとに異なる残留農薬基準にどのように



- 263 -

平成27年９月16日(水)

対応していかれるのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御指摘のとお

り、農産物の輸出に当たりましては、国ごとに

設定されている残留農薬基準を満たすことが求

められております。日本と基準が異なる場合に

は、産地が輸出先の国の基準に沿った生産を行

うか、または、輸出先の国が日本からの輸入農

産物について、国内と同等の基準を設定する

か、そのどちらかを満たす必要があると考えま

す。このため、県といたしましては、営農指導

や全国トップの残留農薬分析システムにより、

輸出先の国の基準に合った生産支援を行います

とともに、国に対しては、国内の基準で輸出で

きますよう、政府間交渉について、引き続き強

く要望してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ、生産支援を積極的に

お願いいたします。

次に、国は、農業の成長産業化や地方創生の

推進施策として、６次産業化の推進を掲げてい

ます。本県でも、６次産業化の具体化に向けた

積極的な取り組みが展開されているようですけ

れども、地域経済の変化として感じるには、ま

だ至っておりません。地域経済にインパクトが

ある大型の６次産業化案件を支援するために、

国と地方金融機関が協調して出資する農林漁業

成長産業化ファンドという制度があり、全国で

は68件が承認されているようです。そこで、地

域経済を牽引する多様な６次産業化の具体化に

向け、どのような対策を講じていくのかお伺い

いたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、六

次産業化法に基づく認定計画件数は82件と、九

州第１位を維持しておりまして、これらの事業

計画の具体化を加速化させるために、県農業振

興公社に16名のプランナーを配置するなど、き

め細やかな推進に取り組んでいるところであり

ます。その結果、現在、21市町村で52の事業者

が加工や販売などの新事業に取り組んでおりま

して、特に最近では、お話にありましたが、宮

崎銀行の６次産業化支援ファンドを活用した大

規模な取り組みも生まれるなど、今後さらに、

その活用が期待されているところであります。

県といたしましては、今後とも、地域経済を

牽引する多様な取り組みを創出できますよう、

６次産業化チャレンジ塾によるに担い手の資質

向上や、県内外の食品関連企業、経営コンサル

タント、それから金融機関との連携強化に、よ

り一層努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 私は、産学官金、「金」が

ついたときに、大変な喜びを持った次第です。

ですから、他県を見てみると、金融機関の積極

性というのは大変よく出ていて、うらやましく

思ったりもするわけですが、決してうちの地銀

が悪いとか言っているわけではないんですけれ

ども、もっと積極的に、地域経済を回してい

く、牽引していくという力をぜひ求めていただ

いて、各地域の中にある力を本当に総合的に寄

せていって成長産業化していくということがで

きていかないといけないと思いますので、積極

的な声かけというか、投げかけというか、そう

いうのをやっていただきたいと思います。

次に、農業経営の６次産業化は、農家の経営

意識の改革―これは大事なことなんですが

―という視点からも重要な取り組みでござい

ます。彼らの目標となるような大型ファンド案

件をしっかり育てていける体制を整備していた

だきますよう、これは要望しておきたいと思い

ます。

農産物の輸出や６次産業化を進めていくため

には、これらの取り組みを支える力強い産地力
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を維持していく必要があります。昨年度、県で

は、「今後、人口減少が加速する中で、農業の

成長産業化を図るためには、産地生産力の維持

・発展が重要である。そのためには、産地を形

成しているＪＡの部会や農業法人のグループ等

を産地経営体として育てていく」との説明を私

どもは受けている次第です。

現在、改定作業が進められている県の農業・

農村振興長期計画では、儲かる農業を目指すた

めに、さまざまな施策が検討されているものと

思いますが、個々の農業経営の改革や産地構造

の改革を加速化させるためには、施策横断的な

推進が必要だと考えています。そこで、「みや

ざき農業の成長産業化」の具現化にどのように

取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお尋

ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農業を取り巻

く環境が大きな変革期を迎える中、若者が夢と

希望を持って農業に取り組めるよう、しっかり

と所得を確保していくために、多様なマーケッ

トニーズに的確に対応できる、生産力・販売力

を持った産地の育成が極めて重要であると考え

ております。このため、県といたしましては、

現在進めております宮崎県農業・農村振興長期

計画の見直しの中で、契約取引の推進や物流の

効率化等による「販売力の強化」、ＩＣＴ等の

革新技術の導入や農地集積等による「生産力の

向上」、さらには、高い技術力・経営力を有す

る「人材の育成」の３つの視点を柱とする重点

プロジェクトを設け、そのプロジェクトを達成

するために、各分野が連携して取り組むプロ

ジェクトチームを編成し、強力に推進すること

で、本県農業の成長産業化を図ってまいりたい

と考えているところであります。

○井上紀代子議員 今回、各分野が連携して取

り組むプロジェクトチームを編成するというこ

となので、本当に具体的に動いていただけると

いうことが実感できて大変うれしく思います。

いざ売ろうと思っても、後ろを向いたら製品も

何もないという状態だったら大変残念なこと

で、うちは本当に製品のいいのがあるからこそ

ＥＵにも行かないといけないということだと思

いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思っ

ています。

次に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。国の政策であれば、税制とか金融対策等の

景気刺激策を用いて、製造業の設備投資等を誘

導することができますが、県の段階で県内企業

の出荷額を伸ばしていくためには、革新的な新

技術の移転とか導入、それを支える人材、資金

の確保など、個々の企業のニーズに対応し、ま

た先取りした提案とか、支援が必要であると考

えています。県の工業技術センターやフード・

オープンラボを備えた食品開発センター、企業

とのマッチングを担う県産業振興機構等では、

県内企業と連携した技術開発や販路開拓が進め

られていると思っています。この方たちは私の

大好きなところなんですけれども。そこで、こ

れらの研究センター等の成果が県内企業の振興

にどれほど寄与してきたのか、また、今後どの

ような成果の活用を期待しているのか、商工観

光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 工業技術

センター及びフード・オープンラボを新設しま

した食品開発センターは、ＳＰＧ技術や焼酎酵

母に代表される研究開発や、県内企業へのさま

ざまな技術指導を行っております。また、産業

振興機構につきましては、中小企業の新商品開

発や経営指導のほか、取引支援などを行ってい

るところであります。３機関を合わせて年間
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で6,000件を超える相談・指導を行っておりま

す。これらの取り組みを通じまして、新商品の

開発や経営改善、販路開拓など、県内中小企業

の企業力アップが図られていると考えておりま

す。

例えば、昨日、中核的な企業として認定した

企業においては、産業振興機構のコーディネー

トのもとで、食品開発センターによる醸造技術

の指導を受けながら、工業技術センターで開発

したＳＰＧの技術を活用して、日本で初めての

常温での流通が可能な地ビールを開発したとこ

ろであります。県内には、今後、成長が期待さ

れる技術市場を有する中小企業が数多くありま

す。３つの機関が相互にしっかりと連携しなが

ら、さらに金融機関等の関係機関との連動を

し、県内企業の育成、本県産業の振興に取り組

んでいきたいと考えております。

○井上紀代子議員 大変期待するところです。

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

平成27年７月に改定されました「未来みやざ

き創造プラン」では、産業成長プログラムとし

て、広範囲なフードビジネスの展開や「外貨」

の獲得を目指す成長産業や中核的企業の育成が

うたわれています。また、その指標として、平

成30年までに売上高５億円以上の企業を新たに

３社、10億円以上の企業を３社育成するという

ことで、製造品出荷額を1,124億円伸ばし、１

兆5,600億円とする目標が示されています。しか

しながら、県が具体的にどのような施策を展開

することで企業が製造品の出荷額を伸ばしてい

くのかについては、記載されていません。

農政水産部、それから教育委員会等では、総

合長期計画を具体化していくための個別の長期

計画が策定されておりますが、商工観光労働部

では、これまで独自の長期計画は策定されてお

らず、施策の展開方向を示す羅針盤がないまま

に各種事業が進められています。そこで、商工

観光労働部において独自の長期計画を策定する

計画はないのか、部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県経済

の活性化のためには、国内外からいわゆる「外

貨」を獲得し、それを地域内で循環させる、そ

のための仕組みを構築することが重要でありま

す。そのための施策としては、成長産業の育

成、そして企業活動の活性化が２つの柱になる

と考えております。県では、まず成長産業の育

成について、フードビジネスや、東九州メディ

カルバレー構想に基づく医療機器産業などの振

興を図ってきておりますが、今後は、ＩＴや環

境・エネルギー分野等についても、新たな成長

産業の育成に取り組む必要があると考えており

ます。また、企業活動の活性化につきまして

は、国内外に事業活動を展開する中核的企業の

育成に取り組んでいるところであります。

今後、より戦略的に施策を展開するために、

御質問にありましたけれども、今年度中に「付

加価値の高い産業の振興」と「良質な雇用の確

保」を目指します「産業振興戦略」を策定する

ことにしております。その中で明確な目標を掲

げて、着実に施策を実行してまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 私は、２期目の知事の政策

というのを読ませていきました。私は大変共感

するところが多かったわけで、だから問題は、

いい政策はあるけれども、それの具現化が一番

問われるところだと思うんですね。そして、県

民にそれが伝わるということが大変重要だと

思っています。そういう意味では、今回、商工

観光労働部が今年度中につくっていただけると

いうことですので、具現化していくことに期待
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したいと思います。

目標達成のためには、商工観光労働部が庁内

のエンジン部分にならなければならないと私は

思っています。そこを引き受ける必要があると

思いますが、部長の意気込みなどはいかがで

しょうか、お聞かせください。

○商工観光労働部長（永山英也君） 日本全体

の人口減少の中で、「地方創生」が大きなテー

マとなっておりますが、地方創生のためには、

若者が県内に残り、あるいは宮崎に住もうと思

えるような地域をつくること、そのためのしっ

かりとした雇用の場を確保することが最も重要

であります。その意味で、商工観光労働部が果

たすべき役割は極めて大きいと認識しておりま

す。したがいまして、先ほど申し上げました

「産業振興戦略」のもと、成長産業の育成や企

業活動の活性化、ひいては「良質な雇用の確

保」に、しっかりと明確な目標を持って取り組

んでまいりたいと考えております。

また、あわせまして、企業を支える中核的な

人財、創業等の新たなチャレンジをする人財、

さらには、企業を継承する人財の育成が極めて

重要であります。各企業や機関、大学、団体と

も協働・連携しながら、本県産業の将来を支え

る人財の育成にもしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○井上紀代子議員 一つイタリアを考えるとす

るなら、イタリアというところは、国全体では

ちょっとゆがんでいるというか、財政的には厳

しいところがあるんですけれども、地方、地方

は物すごくしっかりしているんですね。地方な

らではの。だから、そういうところは、日本と

共通するところがあるのではないかと思いま

す。ですから、自立できる宮崎県、自立する宮

崎県。だから、物事を自分たちの地域の中で考

えていく力を私たちは持たなければいけないと

思います。それで、知事の政策の中で、大きく

「人財」という問題を取り上げておられたこと

については、決して忘れることなく、私たちは

しっかりと受けとめなければいけないと思って

います。

実は労働法制化が変な方向に進みつつあっ

て、この前、労働者派遣法が可決してしまいま

したが、あのような状況がどう県内に影響して

しまうのかということをしっかり考えておくべ

き必要があると思います。高校生の大半が県外

に行かざるを得ない。県外に行くということが

一つ人生の中の選択肢であるときもあるかもわ

からないけれども、でも、それだけではない。

地域の中でそこをしっかりと受けとめる力、産

業としての宮崎県の力を持っておかないといけ

ないのではないかと思っています。これからも

商工観光労働部には期待しておりますので、ぜ

ひ頑張っていただきたいと思っております。

「良質な雇用の確保」と言われると、私は大変

うれしくこれを読ませていただきましたので、

これからも私も一緒になって頑張っていきたい

と思っています。

次に、教育長に、選挙権年齢が18歳に引き下

げられたということについて、どのような認識

をされているのか、また学校でどのように教え

ていかれるおつもりなのか、そのことについて

伺いたいと思っています。

私は、たまたま高校１年生、高校２年生、高

校３年生、そして、その保護者の方たちから声

をかけていただいて、この問題についてお話を

してほしいということでしたので、話をさせて

いただきました。これは党派とかそういうこと

に全く関係なく、基本の「基」のところをお話

しさせていただいたんですが、「選挙と政治」
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というところで話をさせていただき、大人に

なったら政治にかかわっていく、私はそのとき

に思うんですが、学校教育の中で自立した人間

をつくり上げていく、これほど大事なことはな

いと思うんですね。選択できる力を持つ、言わ

れたことをしっかりと理解できる力を持つ、そ

して、その中で自分の考えで選択していけると

いうことが大変重要なのではないかと思ってい

る次第です。

実際テレビで、教育長が各学校長さんを集め

られて、そのときに熱心に話しておられる様子

を見せていただきました。宮崎は決して心配す

る必要はないだろうなと思いながら今回の質問

をさせていただくわけですが、教育長のお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 今回の選挙権年齢の

引き下げにより、若者の思いとか声を直接的に

政治に反映できる仕組みが整えられ、若者一人

一人に社会のために自分は何をなすべきかを考

えさせる、いい機会ができたと考えておりま

す。このことを踏まえて、学校では、これまで

取り組んできた主権者意識を高める指導をより

充実させていくことが大切だと考えておりま

す。

具体的には、小中学校の社会科とか高等学校

の公民科で、政治の仕組み等の基本的な理解に

ついての学習をいたしております。それから、

総合的な学習の時間とかいろんな教科で、地域

の課題、社会の課題について学習をいたしてお

ります。さらには、国や世界、そういうものを

見据えながら、自治能力を育成する指導とし

て、実は生徒会等でいろんな活動をさせており

ます。これらの指導を一層充実していくことが

大切だと考えております。

さらに、選挙権年齢引き下げの趣旨を十分踏

まえ、模擬投票をしたりとかディベートをさせ

たりなど、より実践的な活動を加えて、その指

導を確固たるものにしていくことが大切だと考

えております。

○井上紀代子議員 実は、18歳というのはすご

くいいなと思っているのは、自分が生まれ育っ

たところで、そして、自分が通った中学校で投

票ができる。地域のふるさとのことをしっかり

と考えながら一回投票して、それから都会に出

たり、いろんなところに、職場の関係のあると

ころに行くとか、そういうことがあるというこ

とは、18歳という年齢は、私は大変好意を持っ

て受けとめたいと思っているところです。

一回自分のふるさとをしっかり見ながら投票

したという経験は、そして、自分が通った中学

校で投票したということは、自分の人生の中の

一歩としては、大変いいものがあると思ってい

る次第です。またいろいろありましたらお教え

いただきながら、これからも選挙権のことにつ

いては、政治に全ての人がかかわっていくとい

うことを大切にしてまいりたいと思っていま

す。

次に、環境森林部長に、県有施設を初め公共

建築物の県産材の活用について、県はどのよう

に取り組んでいかれるのかお伺いいたします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 県有施設の整

備につきましては、「県産材利用推進に関する

基本方針」を策定しまして、法令の制約を受け

る場合を除き、原則として木造化すること、そ

れが困難な場合には、積極的に内装の木質化を

推進することなどを定めております。具体的に

は、副知事をトップとする県産材利用推進委員

会におきまして、設計を行う前に、それぞれの

計画がこの方針に沿ったものなのか、どのよう

な形で県産材が使われるかを審議するなど、全
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庁的に取り組んでいるところであります。

また、市町村等が整備する公共建築物につき

ましても、例えば、昨年完成した綾中学校で

は、木材利用技術センターが設計段階から参画

するなど、木造化・木質化に向けた働きかけや

支援に努めております。今後とも、県民生活に

深くかかわりのある公共建築物の木造化・木質

化の積極的な推進を通じまして、木材の特性や

よさを情報発信することにより、民間施設への

波及など、県産材の利用が広がるように取り組

んでまいります。

○井上紀代子議員 私も綾中学校を見せていた

だいたんですが、インフルエンザがはやってい

るときに、あそこだけは患者さんが少なかった

そうですね。だから、木は本当にすばらしい特

性を持っていると思っています。昨日、坂口議

員のほうから、防災拠点庁舎のＣＬＴ活用につ

いてというお話がありましたが、実は私もその

ことを取り上げたいと思っています。それは、

ひとえに県産材の活用をしていただきたいとい

うことが目的でございまして、坂口議員の答弁

以上のものがいただけるなどと全然思っており

ませんので、ここは総務部長に答弁をお願いし

たいと思います。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎への

直交集成板、いわゆるＣＬＴの活用につきまし

ては、設計者から技術提案の一つとして、構造

材の一部に活用する提案がございます。確認作

業を行っているところであります。防災拠点庁

舎に活用した場合、木材振興のＰＲ効果が期待

できること、また、ＣＬＴの普及促進に寄与で

きるものと考えております。

一方、ＣＬＴにつきましては、現時点では、

国内で今回のような大規模な高層建築物で利用

された実績がないほか、鉄骨部分との接合方法

が研究開発の段階にある新たな工法であるた

め、構造材として建築基準法上の位置づけがな

いことから、必要となる国土交通大臣の認定の

取得に時間を要し、整備スケジュールがおくれ

る可能性も考えられるなどの課題もあると考え

ております。いずれにいたしましても、防災拠

点庁舎の整備に当たりましては、庁舎整備の基

本構想を踏まえ、県産材活用について取り組ん

でまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、ミラノに行きました

県議団は、オーストリアまで行きまして、ＣＬ

Ｔで実際建っている建物とかを見せていただい

て、今、総務部長が言われた問題点とかも、県

議団の中でもいろいろ議論をしつつ、今後どう

いうふうに活用していくのかということについ

ては、非常に積極的な議論を県議会としてもし

ているところです。林活議連としても、その問

題については、ともに、総務部だけでなく、執

行部だけでなく、私たちも一緒になってＣＬＴ

の問題については議論していこうと、県産材の

活用をもっとよくしていこうという一点におい

て、私どもは一生懸命、一緒になって考えてい

こうとしておりますので、今後もこの議論は深

めてまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

防災拠点庁舎がもし、ある意味、各県から驚

かれるような状況になったら、また国もよく私

たちのところをしっかり見てくれることもある

でしょうし、各県からうちに来る人たちも多い

のではないか、シンボリックなものになってい

くのではないかと実は思っています。そして、

先ほど環境森林部長からもありましたように、

民間のメーカーの人たちがきちんと使ってくれ

るということが大変重要ですので、そこに広

がっていく可能性というのを私どもは探ってい
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きたいと思っておりますので、これからも皆さ

ん方と一緒に議論させていただきたいと思って

います。

実は、中山間地域の活性化の問題につきまし

ては、私もちょっと勉強不足もありまして、次

回に回したいと思います。そのときに徹底的に

やらせていただきたいと思っていますので、部

長、よろしくお願いいたします。

それでは次に、動物愛護センターのことにつ

きまして質問させていただきます。

実は宮崎市と共同設置を進めておりますが、

実際は29年度、動物愛護センターの開設という

ふうなところまで来ています。場所も宮崎市の

清武町のほうにつくるということは決まってい

るわけですが、動物愛護センターの目的は、人

と動物が幸せに暮らす社会の実現を目指す、命

の大切さを学べる施設として動物愛護センター

を設置する、このセンターを拠点として、子供

たちを初め多くの方々に、動物との触れ合いの

体験や犬や猫の飼い方教室の受講を通じて、慈

しみの心や動物の生理や習性を理解した適正な

飼育方法を学べる親しみやすい施設づくりをし

ていくということになっています。目的の一つ

に、譲渡の推進及び適正な飼育管理、負傷動物

の保護・治療、動物愛護精神の醸成、地域猫事

業への取り組み、災害時対応機能―災害時対

応機能というのは大変重要なところなんです

が、そういうのをやるとなっております。

私ども厚生常任委員会のほうで、京都府にあ

ります愛護センターを見せていただいたんです

が、県と市の業務分担のところが、宮崎県と宮

崎市のほうでどのようになっているのかという

ことを、ちょっと私は心配しておりまして、動

物愛護センターについては、建設費や管理運営

費の低減を図るため、県と市が合同で設置す

る、なお、施設の建設に係る事務は市が主体と

なって行う、また、建設後の運営については、

県・市の双方で運営を考えていくとなっている

わけですが、県の役割と今後の取り組みについ

て、部長にお尋ねしておきたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 動物愛護セン

ターにつきましては、今御質問の中で紹介があ

りましたように、県民一人一人に動物を愛護す

る心を育み、命の大切さを学ぶことができる拠

点施設といたしまして、宮崎市と共同で設置す

ることとしております。現在、県では、平成29

年度の開設に向けまして、センターの機能やレ

イアウト、事業のあり方等につきまして、宮崎

市と綿密な協議、検討を重ねているところでご

ざいます。

センター開設後は、県が定めております動物

愛護管理推進計画に基づきまして、県下全域に

おいて、犬猫の譲渡推進あるいはしつけ方教室

などの愛護活動をこれまで以上に充実させます

とともに、新たにボランティアとの協働や地域

猫対策、さらには、災害時における被災動物へ

の救護対策などに取り組みますことで、殺処分

の減少はもとより、動物愛護施策の強化に努め

てまいることとしております。

○井上紀代子議員 宮崎市議会は、10年にわ

たって動物愛護センターの議論がされていま

す。その議論経過を読ませていただきました

が、大変な内容になっていて、非常にいろんな

ことを市なりに考えておられて、とうとう戸敷

市長が選挙公約に挙げなければならないような

状況まで来て、今回の動物愛護センターができ

ていくわけですね。県は、じゃ市に対しておん

ぶにだっこだけでやるのかということになる

と、そこは大変な問題点があるのではないかと

思っていますが、もう一度、市と宮崎県との関
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係を本当に信頼のあるものとしてつくり上げて

いかないと、今後、問題を残すのではないかと

危惧しておりますので、そこを部長に再度確認

したいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今回の施設に

つきましては、費用の節約であるとか、共同で

設置すること、そしてまた、主体は宮崎市のほ

うにお願いしているわけでありますが、動物愛

護につきましては、県といたしましても、将来

にわたり県民の皆様に温かい心を育んでいただ

く、そういったことから、子供さんを含めまし

て、大事な施設として設置する必要があると考

えております。県としても、主体性を持って、

市と協働しながら施設を設置して、運営してま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 今回ちょっとテレビで、関

東と東北の雨のときに、犬を抱いた御夫婦をど

う救済していくのかというのが出ていたんです

が、自衛隊の方が粋な質問をしておられて、

「御家族ですよね」というふうに言って犬も一

緒に救助されたというのは、何か心にしみるニ

ュースだったと思います。ただ、それも反対の

意見も多く、炎上したという話も聞きます。

それでは次に、性犯罪・性暴力被害者のため

のワンストップ支援センターの設置についてお

尋ねしたいと思います。

これは何度も私も取り上げさせていただいて

おりますので、皆さん耳にたこだと思っていま

す。最初に取り上げたとき、悲しみを持って私

がこの場所で、ワンストップ支援センターをつ

くってくれ、開設してくれということを強く申

し上げましたが、結局そのときに私が相談を受

けていた彼女は、とうとうふるさとを後にし

て、宮崎にいられなくなり、別のところに行っ

てしまいました。大変残念なことだったと思っ

ていますし、心を救えなかったことには、私も

じくじたる思いがしているわけです。

何度申し上げても、皆さんもよくわかってお

られることなんですが、刑法犯の認知カウン

ト、これは県警本部のほうからいただいたんで

すが、性犯罪の状況、平成25年の合計が70件、

平成26年の合計が119件、そして平成27年８月末

で63件です。これは、たまたま認知されたと

か、誰かが訴えたとかいう内容なので、これだ

けではないと思っています。ですから早く、私

は施策の充実を望み、そして、性暴力の被害者

が二次被害を受けずに１カ所で、法的にも、医

学的にも―これは心身両面でということです

が―心理学的、社会的にも支援を受けて、回

復できるようにしていくことが重要だと思って

います。

今回、皆さん方とお話をしましたら、よく研

修とかも行っていただいて、「自分たちの知ら

ない分野のところもあったので、今、熱心に研

究をしています」というふうに言っていただい

たんですが、そのことには感謝しております

が、今、現状はどうなっているのか、部長にお

尋ねいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 性犯罪には、

いわゆる暗数と言われる統計に出ないものがあ

り、認知されている件数よりさらに多くの被害

が発生していると言われております。性犯罪や

性暴力に遭った方々は、精神的・身体的に大き

なダメージを受けることから、こうした負担を

少しでも軽減し、その回復を図るとともに、警

察への届け出を促進し、被害の潜在化を防止す

るため、議員御指摘のワンストップセンターの

果たす役割は、大変大きいものと考えておりま

す。このため、関係部局で先進地を視察し、そ

れを踏まえた状況の分析、課題についての検討
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を行ってきたところですが、現在、設置すると

した場合に必要な人員、体制等について、さら

に検討を進めているところであります。

○井上紀代子議員 よろしくお願いしておきま

す。

最後に、私の大好きな話題なんですが、実

は、亜熱帯植物園に行きましたら、あそこでマ

ンゴーとかもごちそうになったんですけれど

も、ライチとアボカドが、何かすごく心に残る

ほど、「これはいい品目だな。マンゴーにかわ

るものができるぞ」というふうに思ったところ

ですが、農政水産部としては今後どうされるの

かお聞かせください。

○農政水産部長（郡司行敏君） マンゴーに続

く亜熱帯果樹の新たな振興品目につきまして

は、平成17年度より海外調査等を行うなど、検

討を進めてまいったところでございます。この

中で、ライチにつきましては、平成22年度に生

産者による研究会を立ち上げ、関係機関と一体

となって、生産面での課題解決や試験販売等に

取り組んだ結果、平成26年度には、栽培面積

が1.3ヘクタール、生産量が3.6トンとなり、市

場からも高い評価を受けているところでありま

す。県といたしましても、今後とも、研究会や

関係機関と一体となって、さらなる品質改良や

出荷時期を考慮した品種の検討等に取り組み、

生産・販売の拡大を進めてまいりたいと考えて

いるところであります。

また、アボカドにつきましては、現在、亜熱

帯作物支場での研究や農家での試作に取り組ん

でおりまして、引き続き、本県の気候条件に

合った品種の選定や経営的な視点からの検証を

行ってまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 大変期待しておりますの

で、よろしくお願いします。

傍聴にいらした皆さん、本当にいつもお世話

になっています。今回もこの議場に立たせてい

ただいたことを大変うれしく思っております

し、私、宮崎県の農業の振興のためにも、そし

て、今後の宮崎県の成長産業のためにも、ぜひ

一翼を担いながら頑張ってまいりたいという決

意を述べて終わりにしたいと思います。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43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、 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） 余り使いた

くない言葉でありますが、後進県からの脱却と

いう観点から質問をいたします。ことし３月発

行の「指標で見る宮崎県」を読む限り、宮崎県

は先進県かそれとも後進県かと問われれば、不

本意ながら、後者と答えざるを得ません。自然

環境に関する指標は総じて上位に位置するもの

の、経済基盤等に関しては、１人当たり県民所

得など、その多くが下位に甘んじているからで

あります。知事は、就任に際し、さまざまな公

約を掲げておられるわけでありますが、その目

的とするところはただ一つ、県勢の浮揚・発

展、このことのみであります。県勢の浮揚を図

るということは、つまりは後進県からの脱却を

図るということになるのだと考えます。我々議

員が議場において質問し、議論し、健全な批判

を加えるのも、これまた県勢の浮揚を図るため

であり、目的はただ一つ、後進県からの脱却を
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図るためということになるのだろうと思いま

す。何とか後進県から脱却し、「後ろ」の文字

を「高い」の文字にかえた「高進県」にしたい

ものであります。そのために、我々は、本県に

ない条件を１つずつそろえていかなければなら

ないわけでありますが、一般質問の冒頭、後藤

議員から指摘がありましたように、まずは高速

道路の整備が本県の喫緊の課題だと考えます。

高速道路の整備について伺います。「九州は

ひとつ」という言葉を福岡県の議員の皆さんか

らよく耳にします。この言葉に異論はありませ

んが、インフラが平等に整わない現状において

は、「ひとつ」になりたくてもなれないのが現

実であります。「九州はひとつ」と言うなら

ば、高速道路の整備については、全九州の課

題、問題として取り組まなければならないと考

えます。知事が、東九州自動車道と九州中央自

動車道の建設促進協議会会長として、大分県や

関係自治体と協力して頑張っておられることは

評価をいたしますが、さらにあと一歩、九州知

事会をリードして、全九州の問題として取り組

むべきと考えますが、どのように取り組んでお

られるのか、お聞かせください。

今会議で平成26年度決算が議案として上程さ

れます。平成26年度決算を踏まえ、平成28年度

当初予算編成にどう取り組んでいかれるのか、

知事のお考えをお聞かせください。

３番目です。地方創生に大きくかかわること

であります。本県は、経済面から見れば後進県

でありますが、後進県からの脱却ということに

ついて、どう取り組んでいかれるおつもりなの

か、知事の思いをお聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、高速道路の整備についてであります。

東九州自動車道や九州中央自動車道を初めとし

ます高速道路ネットワークの整備は、地域間格

差を是正し、地方に活力と魅力をもたらし、ひ

いては、九州の一体的発展に貢献するものと考

えております。このような認識に立ち、「九州

はひとつ」の理念のもと、九州地方知事会にお

きましても、循環型高速交通ネットワークの整

備促進を広域的な課題として位置づけ、高速道

路の迅速かつ着実な整備を提言項目の冒頭に掲

げ、政策提言を行っているところであります。

高速道路は、地方創生を支える基礎的な社会基

盤であり、大規模災害発生時における命の道で

もあります。本県を初め、九州全体の一体的な

発展、さらには、安全・安心な暮らしを確保す

るために、引き続き、九州各県が力を合わせ、

一日も早く高速道路のミッシングリンクが解消

されるよう訴えてまいります。

次に、平成26年度決算の評価と平成28年度当

初予算編成についてであります。平成26年度

は、地域経済活性化や防災・減災対策に積極的

に対応するため、必要な財源の確保に取り組む

一方で、人件費の削減や投資的経費の縮減・重

点化、一般行政経費の見直しによる収支不足の

解消に努めるとともに、県債発行の抑制によ

り、将来的な公債費負担の軽減にも努めたとこ

ろであります。結果、実質収支、単年度収支と

も黒字となり、また、県債発行額、県債残高と

もに減少するなど、堅実かつ着実な財政運営が

できたのではないかと考えております。

今後の財政運営につきましては、歳入の大き

な伸びは期待できない中、社会保障関係費の増

加や防災・減災対策、公共施設の老朽化対策、

国体開催に伴う施設整備費など、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
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で、地方創生の取り組みや地域経済の活性化、

人口減少問題などの政策的課題にも的確に対応

していく必要があります。そのため、平成28年

度の予算編成に当たりましては、平成26年度決

算状況も踏まえ、歳出削減と歳入確保に取り組

み、国の予算編成や地方財政対策、新型交付金

の動向等を注視しながら、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。

最後に、後進県からの脱却ということであり

ます。議員の御指摘であります「後進県」「先

進県」、なじみのない表現でありますが、第１

問にありましたような、高速道路、高速交通体

系の整備のおくれから来る都市的集積ないしは

経済という数字の面でのおくれ、また、全国的

な順位からすると低いというところであろうか

と思っておりますが、私は、温暖な気候や豊か

な自然、温厚な県民性や地域の伝統文化といっ

た本県の魅力というものは、全国トップクラス

であり、それを生かしていく上でのまだまだ伸

び代があるのではないかと考えております。そ

の伸び代を埋めていく作業というものが、議員

が表現される「後進県からの脱却」ということ

につながっていくのではないかという思いがい

たしております。

そうした中、フードビジネスや東九州メディ

カルバレーなど、成長産業の育成・加速化に加

え、東九州自動車道の延伸、香港線の就航や大

型クルーズ船の寄港など、これまで積み重ねて

きました取り組みが実を結んできているところ

であります。県内経済の活性化にはさまざまな

課題がありますが、地方創生の流れもある中

で、こうした追い風をしっかりと捉え、地域経

済を牽引する成長産業の一層の振興と地域内循

環により経済を拡大させ、活力にあふれた「み

やざき新時代」を切り開き、「くらしの豊かさ

日本一」の宮崎の実現に向け、県民の皆様とと

もに全力を挙げて取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕

○ 原正三議員 要は、宮崎県というこの立ち

位置をはっきり意識して、そして、その順位で

はなくて、ほかの県も頑張るわけですから、そ

の差をどう縮めていくのかということだろうと

思います。今、知事の言葉にありましたよう

に、その分、伸び代は大きいわけでありますか

ら、やりがいもあるわけでございまして、いろ

んな発想を駆使して、ぜひ、我々議会もまたと

もに頑張っていきたいと思っております。

次に移りますが、中小企業支援についてであ

ります。

８月、商工建設常任委員会で、富士市産業支

援センター「ｆ－Ｂｉｚ」を訪問、センター長

の小出宗昭氏の話を伺いました。先日、河野議

員の質問にも登場した方でありますが、氏は、

元銀行員、国の産業支援拠点「よろず支援拠

点」のロールモデルでもあり、その支援ノウハ

ウに全国から注目が集まる人であります。小出

氏は話の中で、「中小企業支援こそが究極の地

方創生」と力説されました。一方、宮日新聞の

報道によれば、県の地方創生戦略づくりの会議

でも、同じく、「仕事の創生なくして地方創生

なし」の発言があったとのことであります。不

肖私も、今ばやりのＵターン者でありますが、

中央と地方の格差の大きさ、つまりはＵターン

ショックなるものを当時体験した者の一人とし

て、この言葉には大賛意を覚えるものでありま

す。

平成24年の経済センサスによれば、本県の企

業は99.9％、ほとんどが中小企業で、うち小規

模企業が88.1％と、全企業数に占める中小企業
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の割合がかなり高くなっております。そこで、

地方創生の重要なかなめとなる中小企業支援に

ついて、以下７点ほど質問をいたします。

まず１番目でありますが、高卒の県内就職率

が全国最低、54％ということであります。本県

のまち・ひと・しごと創生総合戦略では、29歳

以下の流出超過を30％抑制するとうたってあり

ますが、社会動態・年齢階級別人口移動の状況

と照らし見てみますと、流出には歯どめがかか

るどころか、さらに拍車がかかっている状況と

いうことになります。自民党の代表質問で外山

議員から質問がございましたが、今回は、改め

て、企業経営者であります島原俊英教育委員長

にお尋ねいたします。高卒の県内就職率が低

く、流出が続いていくこの現実をどのように捉

えられているのか、感想をお聞かせください。

代表質問ともダブりがあるかと思いますが、よ

ろしくお願いをいたします。

○教育委員長（島原俊英君） 今回、高校生の

県内就職率が最下位であったことは、今後の地

域経済の担い手が流出していることを意味し、

教育界、産業界の両方に携わる者として重く受

けとめています。私は先日、県内就職率が高

い、愛知県と岐阜県の産業系高等学校を視察し

ました。話を伺う中で、企業の高度熟練工が学

校で実技指導を行うなど、企業が学校の教育活

動に積極的に、しかも幅広くかかわっておら

れ、このような活動を通じて、学校と企業との

信頼関係が築かれ、教師や生徒・保護者が地元

の企業のすばらしさについてしっかりと理解で

きていることに感銘を受けました。本県におき

ましても、学校と企業や行政、地域が一体と

なって、高校生に地元企業の魅力や地元で働く

よさを伝える取り組みを広げていくことが、強

く求められていると感じています。

○ 原正三議員 ありがとうございました。行

政と企業等々が一体となってということであり

ますから、中小企業支援について行政の果たす

意味は大変大きいと思います。

今の御答弁を踏まえて、次に移ります。中小

企業にかかわる団体が３つございます。商工会

連合会、商工会議所連合会、中小企業団体中央

会であります。各団体ともいろいろ頑張ってい

ただいておりますが、マンパワー確保による事

務局・指導体制の充実を望む声が大きいわけで

あります。中小企業の支援を図るためには大変

重要な団体組織でありますが、現状と今後につ

いて、マンパワーの充実も含めて各団体支援の

基本的な考えをお聞かせください。商工観光労

働部長、お願いをいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 商工会等

は、地域経済を担います中小企業や小規模企業

を支える大変重要な役割を担っていただいてお

ります。県におきましては、これまでも、経営

指導員や経営・情報支援員の設置等に要する経

費について支援を行っております。加えて、中

小企業診断士の養成経費の補助や、合併予定の

商工会への嘱託職員の配置など、職員の資質向

上や負担軽減にも努めております。今後とも、

商工会等が経営支援機関としての機能を十分に

発揮できるよう、支援をしてまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 今までは序論でありまして、

当たり前のことを聞いたわけでありますが、い

よいよ、本題のメーンであります小規模企業振

興に関する条例の制定についての質問に入りた

いと思います。小規模企業とは、従業員数20人

以下、商業・サービス業にあっては５人以下の

企業のことであります。３点ほど質問をいたし

ます。
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まず、小規模企業の現状についてどのように

認識をされているのか、商工観光労働部長の御

見解をお聞かせください。地域経済の活力の源

として大きな役割を果たしながらも、近年の人

口減少の中、大変厳しい経営環境に置かれてい

ることは間違いありません。答弁をお願いしま

す。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県内の小

規模企業につきましては、今ございましたよう

に、少子高齢化や人口減少の進展、さらには消

費行動の変化等の影響を受けまして、年々数が

減少しております。商工会等の調査によります

と、平成21年度に約４万5,000社であったもの

が、平成26年度には約４万1,400社となっており

まして、８％の減少でございます。また、昨年

度、中小企業振興条例に基づく取り組みの中

で、県内各地域の小規模企業や商工会等の方々

とも意見交換をさせていただきましたけれど

も、この中で、後継者問題や人材の不足、消費

者ニーズの把握の難しさなど、さまざまな課題

を抱えているということでありました。議員の

御指摘のとおり、県内の小規模企業は、総じて

厳しい経営環境にあると認識しております。

○ 原正三議員 そういう中、昨年６月、「小

規模企業振興基本法」が成立をいたしました。

この法律は、アベノミクスによる景気の好循環

を日本全国に浸透させ、地方に強靭で自立的な

経済を構築するためにも、雇用を支え、新たな

需要にきめ細かく対応できる小規模企業の役割

が重要との認識のもと、制定されたもので、そ

の振興の基本原則として、既存の法律、中小企

業基本法の基本理念である「成長発展」のみな

らず、技術やノウハウの向上・安定的な雇用の

維持等を含む「事業の持続的発展」を位置づけ

ているところに大きな意味がございます。端的

に申せば、中小企業基本法は比較的大きな企業

に焦点が当てられており、多くの小規模企業に

とっては縁遠い法律となっていたというわけで

あります。小規模企業振興基本法の制定をどの

ように評価しておられるのか、商工観光労働部

長の御見解をお聞かせください。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県内企業

の約９割を占めます小規模企業は、地域の経済

社会や雇用を支える存在として重要な役割を果

たしますとともに、新たな産業の創出等、経済

活力の源泉ともなっております。県におきまし

ては、これまでも商工会等を通じて支援を行っ

ているところであります。

このような中、今ございましたように、昨年

度、小規模企業振興基本法が制定され、ビジネ

スモデルの再構築など、小規模企業が持続的に

発展するために、みずからが取り組むべき方向

性が示されますとともに、国や地方公共団体、

商工会等が相互に連携・協力して、小規模企業

に光を当てて、必要な施策・事業に取り組むこ

ととされたところであります。県といたしまし

ては、県の目指す地域経済の循環にとって小規

模企業の果たす役割は大きいことから、法の趣

旨に沿って、今後とも、小規模企業の持続的発

展に取り組んでまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 核心に入ります。小規模企業

振興に関する条例の制定についてであります。

本県の中小企業振興条例は、知事の公約をもと

に、平成25年３月に制定されました。この条例

は、中小企業基本法の基本理念である「成長発

展」を基本とした条項はありますが、小規模企

業振興基本法の基本原則である「事業の持続的

発展」という考えは明らかになっておりませ

ん。小規模企業については、「小規模企業の経

営状況に応じ、必要な考慮を払うものとする」
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との配慮規定があるだけであります。また、小

規模企業振興基本法では、「地方公共団体は、

小規模企業の振興に関し、その地方公共団体の

区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を要する」と規定

しております。これを受けて、新潟県では新し

く条例を制定しており、また、熊本県では既存

の条例を大幅に改正するなど、全国的に条例の

制定や見直し、及びその検討が進められており

ます。地域の活性化、地方創生のためには、小

規模企業の振興は不可欠であります。本県にお

いても、小規模企業振興基本法の基本原則であ

る「事業の持続的発展」を位置づけるほか、そ

の施策について５年間の基本計画を定め、政策

の継続性、一貫性を担保し、報告・評価する仕

組みなどを取り入れた、小規模企業の振興を図

るための条例の制定または既存の条例の改正、

どちらかを行う必要があると考えますが、商工

観光労働部長の御見解をお聞かせいただきたい

と思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県は、

先ほどお話にありましたように、事業所の99.9

％が中小企業であり、さらに88.1％を小規模企

業が占めております。平成25年４月施行しまし

た宮崎県中小企業振興条例は、これら多くの小

規模企業を含みます中小企業の振興施策の基本

方針を定め、さらに、県の責務として、特に小

規模企業への配慮を規定したところでありま

す。この条例に基づき、経営革新や販路開拓、

さらには事業承継など、小規模企業が抱える諸

課題に対応する取り組みを行ってまいりまし

た。現在、中小企業の振興を核とした産業振興

をより一層戦略的に実施するため、産業振興戦

略を策定中でありますが、この中で、小規模企

業振興に関する施策についても、より実効性あ

るものとするよう検討を行っているところであ

ります。このような中で、小規模企業振興基本

法の趣旨を踏まえまして、条例につきまして

も、改正する方向で検討を進めてまいりたいと

考えております。

○ 原正三議員 明快な回答をいただきまし

た。ありがとうございました。改正する方向で

検討を進めてまいりたいということでございま

すので、後は２月になるのでしょうか、上程さ

れるのを楽しみにしておきたいと思います。先

ほどもありましたが、県内の４万1,000社、小規

模企業の皆さん、大変お喜びになるんだと思っ

ています。これは全国的なうねりでありますか

ら、本県がぐずぐずしていると、ほかの県は全

部できてしまうわけで、もし明快な答弁がなけ

れば、ずっと再質問を知事にするつもりでおり

ましたが、知事にする必要もなくなりましたの

で、次に移ります。

国の中小企業施策の目玉予算、ものづくり革

新事業補助金について伺います。これは、平

成24年度補正から措置されたもので、47都道府

県の中央会が総力を挙げて実施しており、使い

勝手がいいと高い評価を受ける補助金でありま

す。これまでにない、企業への直接支援を行う

もので、１企業当たり３分の２以内、1,000万円

または1,500万円を限度としており、本県は、３

カ年累計採択281企業、補助金額合計26億円、九

州・沖縄では採択企業数３番目と聞きました。

これまでの成果と今回の公募状況についてお聞

かせください。商工観光労働部長、お願いをい

たします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 国のもの

づくり革新事業につきましては、これまで多く

の企業で活用されておりますが、今年度の２次

公募には201件の応募がありまして、九州内では
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福岡県に次ぐ２番目の数であったと伺っており

ます。この事業を活用しまして、県内企業は前

向きに設備投資を行っており、今後、新商品開

発や生産性・技術力の向上が図られると期待を

いたしております。具体的な事例といたしまし

て、医療機関向けのオンリーワンの技術である

特殊ラベルの開発に成功し、全国の多くの医療

機関から受注の打診が相次いでいる事例、ま

た、缶詰たくあんの生産プロセスの強化や植物

工場への移植ロボット導入など、各企業の積極

的な取り組みが行われており、今後の事業拡大

に期待をしているところでございます。

○ 原正三議員 ほかにもいろいろ成功例があ

るのではないかと思いますが、また反面、機械

は入れたけれどもうまくいっていない、そうい

う部分もあるのではないかと思います。後は、

細かいところは委員会のほうで行いたいと思い

ます。

次に移ります。前述の富士市産業支援センタ

ー「ｆ－Ｂｉｚ」は、大きな成果を上げており

ました。果たして本県はどうなのか。とても気

になるところであります。本県のよろず支援拠

点、開設して１年になるわけですが、１年間の

相談実績と支援事例、さらには、産業振興機構

が支援した事例について、井上議員からも先ほ

ど似たような質問がございましたが、商工観光

労働部長、お聞かせください。

○商工観光労働部長（永山英也君） よろず支

援拠点は、国の委託を受けまして産業振興機構

が開設した、経営に関する相談窓口で、県内に

３カ所のサテライトも設けまして、年間1,776件

の相談を受けております。利用者からは、その

９割が「満足している」との調査結果も出てお

ります。これまで、例えば、一時閉鎖しており

ました温泉施設のレストラン部門について、地

元商工会議所と合同で支援を行った結果、再開

に至り、好調であるというふうな事例もござい

ます。産業振興機構におきましては、このよろ

ず支援拠点のほか、研究開発や取引支援、金融

サポートなど、さまざまな支援を行っておりま

すが、中でも、ＳＰＧを活用した地ビールの常

温流通システムの開発や、キャビアのオリジナ

ル製造技術など、地域資源を活用した本県なら

ではの商品開発を数多く支援してきているとこ

ろでございます。県といたしましては、今後と

も産業振興機構と連携し、企業のニーズに即し

たきめ細かな支援を実施することによって、中

小企業の振興を図ってまいりたいと考えており

ます。

○ 原正三議員 これも先ほどと同じでありま

すが、産業振興機構、そしてこの「ｆ－Ｂｉ

ｚ」、必ず成果を出していただかないといけな

いわけであります。参考事例は氷山のほんの一

角かなとも思いますが、また委員会のほうで深

く掘り下げて質問はしたい。きょうは、言うな

らば頭出しにしておきたいと思います。

次に移ります。クルーズ船についてでありま

す。

政府観光局は、先月、１月から７月に日本を

訪れた外国人旅行者が1,105万人だったとの推計

を発表いたしました。昨年同期に比べ約50％の

増加で、1,000万人突破は３年連続。円安が続い

ていることや、航空路線の拡大、クルーズ船の

寄港増などが増加の要因との報道であります。

訪日客を国・地域別に見ると、中国が昨年の２

倍の断トツで１位、２位以下は、韓国、台湾で

あります。一方、日本銀行福岡支店の発表で

は、九州・沖縄を訪れた外国人旅行客の消費総

額は、前年比、何と76％増の約2,400億円、クル

ーズ船の寄港実績が消費額を押し上げたと分析
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してあります。本県も、ことしから、クルーズ

・ＬＣＣ元年推進事業で取り組みを開始し、こ

れまで、６月29日の「コスタ・ビクトリア」号

を初め、国内船２船を加え、計５船が入港いた

しました。私も、７月７日の「ボイジャー・オ

ブ・ザ・シーズ」を見にまいりましたが、一言

で言えばその姿は壮観、夕闇が迫る中、花火に

見送られ出港する姿も、これまた例えようのな

い穏やかな美しい風景でありました。本県のこ

れからのクルーズ船来港の増加に期待は大きく

膨らんだわけでありますが、まずは先進地博多

港の実態を調査すべきと思い、先日、福岡市港

湾局クルーズ課で担当者の話を伺う機会を得ま

したので、そこでの話を参考にしながら、本県

のクルーズ元年事業が、その名のとおり、こと

しを元年として、次年度に向けて来港実績をふ

やし、意図するところの経済効果が十分に上が

ることを願いつつ、以下、数問の質問をいたし

ます。これまでの質問との重複はできるだけ避

けたいと思います。

１番目、博多港入港時の経済効果、１億円か

ら２億円と聞きました。大都市とは商業環境も

大きく異なるわけでありますが、本県の場合、

その経済効果についてどのように考えておられ

るのか、商工観光労働部長の御見解をお聞かせ

いただきたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） クルーズ

船の受け入れは、海外から一度に多くのお客様

が訪れ、ショッピングや飲食などをしていただ

くことで、相当の経済効果があると考えており

ます。このため県では、寄港に伴う経済効果を

把握するために、８月に細島港と油津港におい

て３回、寄港に伴う消費動向に関する調査を実

施いたしました。調査結果につきましては、現

在、集計中であります。その後、分析を行いた

いと考えております。なお、日南市からは、７

月に寄港した13万トン級クルーズ船で、お土産

や飲食などの直接的な消費額だけで約4,000万円

であったと伺っております。

○ 原正三議員 バットを振ってみて、ボール

に当たって、何メートル飛んだかは後ではかろ

うというような話だと思うんですが、こういう

経済的な事業なり活動をするときには、やはり

前もってほかの事例等を参考にしながら、ある

程度のもくろみ、目算、見積もりはしておかれ

てしかるべきじゃないかなと思います。回答に

ついては徳重議員と全く同じでありましたけれ

ども、私の視点は少し違うところにございまし

た。

次に移ります。1,000人近いクルーズ船乗組員

への対応について伺います。福岡市の場合、ほ

とんどの観光客はキャナルシティに向かいま

す。なぜなら、そこにラオックスという中国系

の店があり、旅行社がそこに案内するからであ

ります。キックバックの存在の話も聞きます。

地元の経済効果にはやや疑問ありと感じた次第

です。乗組員の場合、接岸時は仕事はオフ、訪

問回数も多いために街の情報には詳しく、自由

に行動し、高額な買い物もし、おいしい裏町の

ラーメン屋もよく知っているということです。

つまるところ、乗組員のほうが地元への経済効

果は高いとの言葉も耳にしたところです。経済

効果を高めるためには、乗組員への対応も大変

重要と考えます。本県の取り組み状況につい

て、商工観光労働部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○商工観光労働部長（永山英也君） 16万トン

級クルーズ船の場合、通常、約4,200名の乗客と

ともに、約1,500名の乗組員が乗船をしておりま

す。乗組員は、世界各地の寄港地を何度も回り
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ながら、各地の評判を広めていくと考えられま

す。その寄港地に関する評価は非常に重要でご

ざいます。そのため、特に乗組員から需要の高

いＷｉ－Ｆｉ環境について、地元日向市や日南

市が、岸壁などに無料のＷｉ－Ｆｉスポットを

設置し、利便性の向上を図っております。ま

た、乗組員の購買力を取り込むため、日向市や

日南市が無料のシャトルバスを運行し、日用品

やお土産を買い求める乗組員を市街地に誘導し

ているところであります。今後とも、地元自治

体等と連携を図りながら、受け入れ環境等の充

実強化に努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 次に移ります。博多港の平

成27年１月から12月までの寄港予定283船、来年

の岸壁予約状況400船超と聞くと、ついつい本県

への寄港に対して過大な期待をしている自分が

ございました。よくよく考えれば、またお話を

聞いてみると、本県は、細島港、油津港ともに

貨物港であります。専用岸壁を持ち、10万トン

級２船、2.5万トン級１船同時接岸可能な博多港

とは、比べること自体無理な話ではあります

が、本県の場合、大型クルーズ船が接岸可能な

日数、どれだけ接岸できるキャパがあるのか、

年間何日ぐらいあるのか、知りたいところであ

ります。県土整備部長の御見解をお聞かせくだ

さい。

○県土整備部長（図師雄一君） 大型クルーズ

船につきましては、油津港で16万トン級まで、

細島港で７万トン級まで受け入れを行っている

ところでございます。貨物船などの利用がな

く、大型クルーズ船が接岸可能な日数につきま

しては、年により変動がございますが、平成26

年の実績で申し上げますと、油津港が174日、細

島港が149日でございます。

○ 原正三議員 今、本県の接岸可能な日数

を、油津港174日、細島港149日とお聞きしまし

た。100日を超えておるんですね。経済効果に大

きな期待を持たせるクルーズ船の寄港でありま

すから、当然、今後の本県へのクルーズ船の寄

港回数については、年次的に目標を設定して、

知事のトップセールスなりの誘致活動を展開す

べきと考えます。県としては、どのような目標

を設定して今後の誘致活動を展開されるおつも

りなのか、お聞かせいただきたいと思います。

商工観光労働部長、お願いをいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） クルーズ

船の誘致につきましては、クルーズ船が年々大

型化する中、受け入れ可能な港の規模やファー

ストポートなどの課題があります。このため、

先般策定いたしました宮崎県観光振興計画にお

いては、こういった課題や過去の寄港実績を考

慮し、国外からのクルーズ船の寄港目標回数

を、平成26年の４回から平成30年に20回と設定

したところであります。一方、先日、上海の大

手クルーズ船運航会社からは、来年、油津港

に16回寄港したい旨の話を伺ったところであり

ます。まずは、しっかりと寄港実績を重ね、早

期にこの目標を達成したいと考えております。

本県には、より多くのクルーズ船を受け入れら

れる可能性があります。関係機関と連携を図り

ながら、課題の解決に向けて積極的に取り組み

ますとともに、さらなる誘致促進に努めてまい

りたいと考えております。

○ 原正三議員 このことについては、一通り

質問が終わってからまた後で意見を申し述べ、

私も委員会の委員でございますから、その場で

詳しくはやりたいと思いますが、100数十日に対

して20回ですか。既におおむね16回は寄港した

いという旨の回答をいただいている。あと４

回、２年でやればいいわけですから、余り驚く
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ような目標ではないなと思いますし、もともと

経済効果を期待しているわけですから、後で述

べますけれども、頑張っていただかないと、

ちょっと期待外れに終わるんじゃないかと思い

ます。そう思いながら次に移ります。

油津港において、16万トン級クルーズ船を受

け入れるために、昨年度実施した港湾施設整備

費はどれだけだったのか、お聞かせください。

経済効果を第一の目的とする事業でありますか

ら、費用対効果の観点も大変重要なことであり

ます。県土整備部長、お願いをいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 油津港におけ

る大型クルーズ船受け入れのための施設整備に

つきましては、貨物船が利用する既存岸壁を有

効活用し、貨物船が接岸する際にも支障となら

ないよう、施設の一部を取り外し可能なものと

する工夫を行うなど、コスト縮減に努め、昨年

度に整備を行ったところであります。具体的に

は、船が接岸する際にクッションの役割をする

防舷材や、船のロープを岸壁につなぐ係船柱の

整備を行い、その整備費は約１億1,000万円であ

ります。

○ 原正三議員 １億1,000万、意外と思ったよ

りも少なかったなと正直思っています。来年度

の国への施策・予算に対する提案・要望書によ

ると、油津港を検疫港に指定し、外航クルーズ

船がファーストポートとして寄港できるように

するとあります。ファーストポートになった場

合、誘致を図る上でどのようなことが期待でき

るのか、商工観光労働部長の御見解をお聞かせ

ください。

○商工観光労働部長（永山英也君） 現在、大

型クルーズ船が寄港するコースとしましては、

ファーストポートの条件を満たしている博多や

長崎といった日本海側が中心となっておりま

す。そのような中、油津港は、九州の太平洋側

で唯一、16万トン級のクルーズ船が入港できる

港であり、太平洋側を中心にさまざまなコース

設定を行いたい大手クルーズ船運航会社から

は、地理的優位性が高いと評価をいただいてお

ります。このため、油津港がファーストポート

になることで、クルーズ船誘致の大幅な増加が

期待できると考えております。県としまして

は、ファーストポートとなるために必要な油津

港の検疫港指定について、国にかねてより要望

をしているところでありますが、今後とも粘り

強く働きかけてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思って、今ここで質問しているわけですが、福

岡の場合、入国審査にかなり労力を傾注いたし

まして、3,800人来て90分で入国審査は終わるん

だそうであります。そのために建屋まででき

て、待合室と入国審査と出国審査を行う施設が

できているわけですが、この時間短縮は、ファ

ーストポートにした場合の絶対的条件だという

話でございまして、これが18ブースで90分で

す。だから、これがもし９ブースだと３時間、

６ブースだと４時間半。実質10何時間しかおり

ないのに、ここに物すごく時間を食っている

と、そのお客さんたちはもう二度と来ないとい

うことになるわけでありますから、ここのとこ

ろにも十分な国との打ち合わせが必要なんじゃ

ないかと感じた次第でした。

余談なことながら、大変両替機をおもしろが

るんだそうであります。両替機が数十台置いて

あって、これを日本円にかえて皆さん大変喜ん

でいるということでございます。必須アイテム

のようでございました。

次に移ります。国においては、地方にある免

税店を2020年までに２万店にふやすという目標
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を立てており、先般も、観光庁が、訪日外国人

旅行者向けの消費税免税制度の拡充を、来年度

税制改正要望に盛り込む方針を固めたとの報道

がございました。民芸品など少額の買い物でも

免税を受けられるようにし、地方の免税店拡大

を後押しするためとあります。クルーズ船寄港

に期待する商工業者等から、免税店設置を希望

する声も耳にしております。クルーズ船効果を

あまねく県内に行き渡らせるためにも、免税店

をふやすべきと考えますが、商工観光労働部長

の御見解をお聞かせください。

○商工観光労働部長（永山英也君） 外国人旅

行者の増加や免税対象の拡大により、県内の免

税店は本年４月１日現在で68店舗と、昨年４月

時点の10店舗から大きく増加し、その後もさら

にふえつつある状況にございます。クルーズ船

を誘致する上で、免税店をふやし、外国人に

とって購買環境が整った魅力ある観光地として

本県をアピールし、その消費を取り込むこと

は、地域経済のために大変重要でございます。

このため、県におきましては、事業者等を対象

にした説明会を実施しているほか、今年度から

は、免税手続がスムーズに行えるよう、機器類

導入に対する補助や多言語パンフレットの作成

を行っております。今後とも、本県を訪れる外

国人旅行者の消費をしっかり取り込むため、免

税店の拡大に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 いろんな相談も出てくるかと

思いますので、ぜひよろしくお願いいたしたい

と思います。

物事には、プラスの面もあれば負の側面もあ

ります。博多港では、行方不明者が３人発生し

たそうであります。部屋には荷物は残っていな

かったと聞きました。さまざまな事態が想定さ

れるわけでありますが、クルーズ船からの行方

不明者が発生した場合の対応について、警察本

部長、お聞かせください。

○警察本部長（野口 泰君） 現在のところ、

県内において、クルーズ船の乗客が行方不明に

なった旨の届け出は受理しておりません。その

ような事案を認知した場合には、行方不明者と

しての届け出を受理し、全国に手配を行い、発

見活動を行います。仮に、当該行方不明者が法

に触れる行為を行った場合には、厳正に対応し

ていくこととなります。

○ 原正三議員 基本的には、本当は、心配す

ればテロのこととかいろいろあるわけですけれ

ども、この場合は、法に触れない限りにおいて

は事故対応しかないということのようですね。

ありがとうございました。

先ほどの接岸能力100数十日に対して目標20回

についてでありますが、意見をちょっと申し述

べておきたいと思います。外貨を稼ぎ、県内経

済循環システムを構築するというのは、知事の

公約でございまして、外国クルーズ船はまさし

く、この上ない外貨獲得の手段であると思いま

す。しかしながら、先ほど申しましたように、

接岸能力と誘致寄港目標数に余りにも差があり

過ぎると私は考えます。ことしは元年というこ

とを考えても、この差を早く埋めていく努力を

すべきだと思いますし、そのためには、しっか

り年次的に目標を設定してその努力をしていく

べきではないかと思います。

きのうの新聞に日南市の例が載っていたとい

うことでございます。別にそれをパクっている

わけじゃないんですが、専用職員を組織的に配

置して、それはこの県庁ではなくて福岡事務所

がベターなのではないか。午前中は、香港事務

所とかそういう話もありましたけど、専用の職
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員を福岡事務所に置くことがベターなのではな

いかなと。先ほど申しましたが、福岡には来

年、400以上の船が来港するわけで、毎日のよう

に来ています。予約状況も一覧表を見せてもら

いました。その分、情報も多いわけだし、福岡

市港湾局から得られる情報も大変多いのではな

いかと思います。

それと、知事は、クルーズ船運航会社にトッ

プセールスに行かれたということであります

が、これも聞いてみますと、旅行社も、訪問地

を決める場合に大きなキーパーソンだというこ

とであります。例えば、１船１社旅行社が入っ

ている場合もあれば、１船３社入っている場合

もあるということでございまして、言うなら

ば、クルーズ船会社はバス会社みたいなものな

のかなと。宮交を考えればわかるわけですが、

バスを持っていて自分のところで観光旅行もや

る。そして後は、旅行会社がそれぞれ宮交さん

からバスをチャーターしてあちこち行く。こう

いうことと同じだろうと思っていまして、旅行

社へのセールス、企業風に言えば営業も欠かせ

ないんだということを教えていただきました。

博多では、クルーズビジョンというのをつ

くっていまして、この中でうたってあること

が、オールジャパンを言っています。オール

ジャパンで取り組もうよということですから、

福岡市あたりとうまくタイアップして、表現は

悪いんですが、おこぼれ、博多をまず第１ポー

トにしてセカンドポートでこちらに来ていただ

くということのほうが―ファーストポートを

否定するものではありません。太平洋のほうに

延びていくわけですから、否定するものではあ

りませんが、セカンドポートとしてやることに

大変意味があるんじゃないかなと思ったので、

後は委員会でやりますけど、将来目標を設定し

たビジョンをしっかりつくったほうがいいので

はないか。

しかも、セールスをかけて効果が出るまで３

年かかるそうです。だから、今から一生懸命頑

張って―クルーズ船船籍会社、旅行社に働き

かけて３年先に効果が出るわけですから、今か

ら早く始めないと効果は出てこないということ

ですが、１つだけ地理的な条件が宮崎県はいい

部分があります。関門海峡はどうなのかと聞き

ましたら、我々にとってはラッキーなんです

が、残念ながら、関門海峡はクルーズ船は通れ

ないんだそうです。もしあそこを通れるとすれ

ば、博多から来た船は、全部広島から大阪のほ

うに行ってしまうでしょうということでした。

そういう意味での地の利も得ているわけですか

ら、ぜひ頑張っていただきたいということを申

し上げて、次に移ります。

災害対策について。広島市北部で75人が犠牲

になった土砂災害から１年。死者13人、負傷

者26人、住居の全半壊4,5 1 7戸、被害総額

約1,288億円と、本県に甚大な人的・物的被害を

もたらした2005年台風14号から10年が過ぎまし

た。温暖化の影響で台風も大型化、雨の降り方

もかなり変わってきました。我が国の年間降水

量は約1,700ミリと世界平均の２倍と多い上に、

１時間降水量50ミリや80ミリを超す大雨の発生

回数は年々増加しております。10年前の台風

で、私は、自宅から約500メートル離れたところ

に住むいとこ夫婦を失いました。台風が過ぎて

ほっと一安心したところを、一瞬のうちに裏山

の土砂が襲ったのであります。急傾斜地崩壊危

険区域で防護擁壁も設置してある場所でありま

した。二度と土砂災害による死者を出してはな

らないとの思いを込めて、いとこへの鎮魂歌の

つもりで、以下、質問するものであります。
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土砂災害防止法の規定では、県は基礎調査を

行い、警戒区域と特別警戒区域を指定するもの

と規定。また、昨年11月の法の改正では、基礎

調査の結果公表が義務づけられたと聞いており

ます。報道によると、本県は、調査・指定とも

におくれているとの指摘がございます。本県の

土砂災害に対する取り組みの現状について、基

礎調査と土砂災害警戒区域等の指定状況もあわ

せてお聞かせください。また、調査・指定の作

業完了見通しについてもお願いいたします。県

土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 土砂災害に対

しましては、災害履歴箇所や要配慮者利用施設

などがある箇所について、砂防施設等の整備な

どハード対策を行うことにより、被害の軽減に

努めているところであります。しかしながら、

近年は、雨の降り方が局地化・集中化してお

り、甚大な土砂災害が頻発していることから、

県民がみずから適切な避難行動をとれるよう

に、市町村等とともに啓発活動にも努めている

ところであり、小中学生を対象とした土砂災害

防止教室や、地域住民を対象とした講座などの

ソフト対策の取り組みを進めております。ま

た、県といたしましては、危険な箇所を周知す

るために、地形などの基礎調査を行い、土砂災

害警戒区域等の指定を進めております。これま

でに危険箇所として想定している約１万2,300カ

所のうち、基礎調査については約7,000カ所が完

了し、区域の指定については約3,400カ所の指定

が完了しております。この基礎調査は平成31年

度までに、また、区域の指定は平成33年度まで

に完了させることを目標として取り組んでいる

ところであります。今後とも、ハード、ソフト

一体となった対策を進め、土砂災害から県民の

生命を守るよう努めてまいります。

○ 原正三議員 あと調査に５年、指定まで７

年ということのようでございます。できるだけ

前倒しでできるようにお願いをいたします。

先週、関東・東北地方は大雨による大災害が

発生いたしました。これが夜だとしたら、人的

被害はさらに拡大したものと思われます。大雨

警報等の発表と住民の避難のあり方が被害回避

の大きな鍵を握るとの専門家の指摘でございま

すが、本県はどのように対応しておられるの

か、お聞かせください。

○危機管理統括監（金丸政保君） 災害が発生

し、または発生するおそれがある場合、市町村

は、住民に対して避難勧告または避難指示を発

令し、テレビや防災無線、緊急速報メール等の

さまざまな方法で伝達しております。県では、

避難勧告等の発令に当たっては、危険の切迫す

る前に十分な余裕を持って、空振りを恐れずに

行っていただくよう、いろいろな機会を通じて

市町村に助言を行っております。また、県民一

人一人が気象情報に留意し、市町村から避難勧

告等が出された場合には、速やかに避難すると

ともに、ふだんから避難経路や避難所を確認し

ておくなど、日ごろの備えをしていただくよう

啓発しております。今後とも、お話にありまし

た本県における10年前の災害、また各県でも大

規模災害が相次いでおりますので、こういった

事例を教訓、また参考にしながら、災害から県

民の命を守るよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 絶対に人的被害を出さないと

いう強い決意のもとでお願いしたいと思いま

す。

最後になります。10年前の台風では、大淀川

流域の宮崎市街地などにおいて浸水、それも

夜。死者は出なかったものの、大変な避難騒ぎ
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がございました。異常降雨が常態化しつつある

近年のこうした降雨に対する洪水対策につい

て、県土整備部長の御見解をお聞かせいただき

たいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 河川整備につ

きましては、過去の降雨や被害の実態等を考慮

して、河川ごとに一定規模の整備計画を定め、

河川堤防の設置や河川の幅を広げるなどの整備

を段階的に進めているところでございます。し

かしながら、近年、雨の降り方が局地化・集中

化する中、大規模洪水から住民の生命を守るた

めには、ハード対策だけでは限界があり、住民

が迅速に避難するための河川情報の提供など、

ソフト対策が大変重要であると考えておりま

す。このため県では、避難勧告等を発令する市

町村や地域住民に対し、河川の水位や映像並び

に雨量の情報を、インターネットなどを通じ

て、的確でわかりやすく提供するなどの取り組

みを行っているところであります。今後とも、

県民の生命や財産を守るため、市町村はもとよ

り、国などとも連携を図りながら、ハード、ソ

フト一体となった洪水対策に積極的に取り組ん

でまいります。

○ 原正三議員 ハードによる対策は限界があ

るということを県民の方にもわかっていただか

なければいけないんだろうと思います。私のい

とこも、裏山にはちゃんと擁壁があった―

あったがための油断だったかもしれませんが、

だからつくってはいけないという話ではないん

ですね。だから、今のように早期に避難する、

空振りでもいいから早く逃げるという意識があ

れば助かっていたんじゃないかと思いますけ

ど、もう10年たちました。よろしくお願いした

いと思います。

そして次に、最後になります。１問だけで

す。知事にお願いします。各団体・地域要望対

応についてです。今の時期になると、各自治体

や議長会、団体等から県に対してさまざまな要

望が寄せられます。毎年同じ要望が繰り返され

るものもあり、予算の都合もあるとは知りつつ

も、時折むなしくなるときもございます。この

ようなさまざまな要望に対し、どのような対応

をされているのかお聞かせください。知事にお

願いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 市町村・団体等から県

に寄せられた要望は、それぞれの現場、またそ

れぞれの実情を踏まえた切実なものであるとい

うふうに受けとめておるところであります。私

が直接対応できないものも含めて全て目を通し

て、担当部署に対応を指示するとともに、国の

施策に係るものについては、本県単独で、ある

いは全国知事会等を通じて、適宜、国に要望を

行っているところであります。今後とも、私の

政治姿勢であります「対話と協働」に基づきま

して、こうしたさまざまな声に耳を傾けなが

ら、県政に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○ 原正三議員 以上でありました。小規模企

業に関する条例については、改正でやっていた

だくということの判断を素早くしていただいた

ことを評価し、そしてもう一つは、クルーズ船

については、接岸能力と目標に大きな差があり

ますよということを強く指摘して、質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 本定例会最

後の質問になりました。中山間地選出、日南選

挙区選出の髙橋透でございます。

「政治はアートなり、サイエンスにあら

ず」、坂本龍馬が海援隊を組織したときの腹
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心、明治政府の外務大臣、陸奥宗光が伊藤博文

に送った手紙にある言葉でございます。政治

は、理屈や理論ではなく、職人芸のわざの世

界。つまり、どんなに正しい理屈を言っても、

実現しなければ政治にならない。実現させるわ

ざこそが政治であるということであります。私

は、憲法違反の集団的自衛権の行使を何が何で

も押し通そうとする安倍政権の奥の奥に潜むわ

ざを疑心暗鬼するものであります。「政治はア

ートなり、サイエンスにあらず」、アートは多

様性を秘めています。私たちが暮らす社会は意

見の違う人々の集まりです。政治は、多様性を

受け入れ、最終的には最大公約数で決断する。

もちろん国民の声を聞いた上でのことでありま

す。国民の６割以上が反対する安保法案が、今

夜、もしくはあす以降にも強行採決されるかも

しれません。数の力で暴走する安倍政権は、何

かしらサイエンス的に映ります。翻って、我が

宮崎県議会は少数意見、会派にも配慮する議会

運営で、その一員たる議員であることに誇りを

持つものであります。多少の意見の違いはあれ

ど、県民の暮らしと福祉の向上への思いは同じ

です。共通する課題には力を合わせて取り組ん

でいく決意を申し上げ、質問に入ります。

まず、新しい「ゆたかさ」創造プログラム評

価結果についてであります。有識者でつくる県

総合計画審議会は、先月19日、知事１期目のア

クションプランの目標値の達成状況について外

部評価をまとめ、知事へ答申が出されまし

た。192項目のうち７割の142項目で、おおむね

達成と判定されました。この評価結果につい

て、知事の所見を伺います。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

今回の政策評価は、昨年度が前のアクション

プランの最終年度でありましたことから、アク

ションプランの策定時に設定しました目標値の

達成状況について、総合計画審議会から客観的

な評価をいただいたところであります。その結

果については、今御指摘いただいたところであ

りますが、おおむね達成というようなところ

で、一定の手応えを感じておるところでありま

す。政策評価において成果があらわれていない

とされた項目につきましては、真摯に受けと

め、改善を図りますとともに、目標を達成した

とされる項目につきましても、それで安心をす

ることなく、さらに高い目標を設定し、その達

成に向けて努力していく姿勢が重要であると考

えております。例えば企業誘致の数値なども、

そのような思いで取り組んでおります。新しい

アクションプランにつきましても、こうした考

え方に基づいて策定し、またその達成に向けて

努力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〕

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

評価結果について、少し現実と違うところが

あるんじゃないかという項目が何点かあります

が、時間の都合で２点ほど指摘をさせていただ

きます。プログラムの中に「県内経済、県民生

活の回復」があります。目標値はおおむね達成

しており、一定の成果が上がっているとなって

います。これは日銀短観の調査結果に基づくも

のであって、会社側が「景気が悪い」と答えた

数よりも、「景気がよい」と答えた会社が18ポ

イント上回っているというものであります。た

だ、給与所得者の現実はどうか、疑問なんで

す。私の周りに、「景気がよくなった」とか

「給料が上がった」という声を余り聞かないん

です。そうであれば、労働分配率に問題がある
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のではないかということを考えます。労働分配

率の全国と本県の現状はどうなっているのか、

商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 県民所得

全体に占めます賃金等の雇用者所得の比率であ

ります労働分配率については、ことしの３月に

出された平成24年度のデータが最新のものでご

ざいます。ここ数年で労働分配率が最も高い平

成20年度と比較をしますと、全国が20年度

に71.6％に対し、本県は70.0％、24年度は全国

が70.1％に対し、本県は64.4％となっておりま

す。現在、県内経済の好循環を生み出すため、

本県の強みであるフードビジネスなどを一層成

長させるとともに、中小企業の振興や観光の再

生など産業活動の活性化に取り組んでおります

が、その成果を県民の暮らしに反映させること

が大変重要であります。県内経済の持ち直しの

動きが続く中、これを経済の好循環につなげて

いくためには、企業収益の一定部分が適正に賃

金に分配されますとともに、成長のための設備

投資に向けられることが必要であります。今

後、さまざまな機会を捉えて、企業や経済界と

意見交換をしてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 分配率は広がったということ

がわかりましたが、要は収益の一部がしっかり

分配されることが大事であって、その働きかけ

をお願いしたいと思います。

それともう一点、「地域発」産業創出・雇用

確保の「産業人材の育成と就職支援」、この内

部評価もおおむね達成、一定の成果が上がって

いるとなっているんです。今議会でも質問があ

りましたように、高校卒県内就職率は全国でも

最低です。先ほども出ました。離職率も改善さ

れていません。県全体の景気につきまして、口

蹄疫からの復興については着実に図られてきた

とは思いますが、暮らし、雇用隅々に照らし眺

めたときに、底上げ感に乏しいと思います。知

事の率直な認識を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の評価につきまし

ては、４年前に設定した後の特定の指標により

評価をしたものでありまして、県内経済の状況

を把握するためには、全国との比較など、幅広

い視点から見ていく必要があるものと認識をし

ております。県内経済は、持ち直しの動きが続

いているとされておりますが、都市部と比較し

ますと、景気の回復を実感しにくい状況にあり

ます。口蹄疫からの復興についても、まだ道半

ばであると考えております。このため、新たな

アクションプランや地方創生総合戦略を着実に

推進することにより、市町村とも連携をしなが

ら、地域経済の底上げを図り、その効果を県内

全域に届けられるよう全力を尽くしてまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 本県は中小零細企業が99.9％

です。そういう意味では、私は公務員の存在も

大きいと思っているんです。その公務員の賃金

も下げられてきた。多くは申し上げませんが、

一時金もピーク時の1.35月下がっているんで

す。以前は３月に年度末手当というのがあった

んです。0.55まで来ました。後ろにいらっしゃ

る議員も、５期以上の方はもらっているはずで

す。今はありません。そしてまた、市町村合併

も進みました。県内の公務員の数を調べまし

た。この10年で相当な数が減少しております。

市町村で1,000人超えているんです。県職員、こ

れは教職員も含みますが、1,500人弱減少してい

るんです。このことも県内の購買力を低下させ

た要因の一つだと思っております。臨時職員と

か嘱託職員に置きかえられたところもあります

が、浮いたお金はどこに行ったんでしょうか。
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宮崎に来るはずのお金が来なかった。交付税措

置する分もいっぱいありますから、そういう意

味では非常に残念だなと思っています。

公務員の賃金がよく御批判をいただくことが

ありますが、高いと反発するのではなくて、低

賃金で働かされている労働者が、公務員よりも

低いと反発する機運になる。そうならないと宮

崎みたいな地方の景気はよくならないと思って

おります。平成24年の数字ですが、本県の県民

１人当たりの所得は、全国平均の77％なんで

す。東京の52％です。こういう状況だから、格

差が埋まっていないから、景気の調査ではよく

なりつつあるとか出ていますが、実態はそうだ

ということを共有していただきたいと思ってい

ます。労働分配率を上げて給与所得者の懐を暖

めて県民所得を上げていく、ここを何とかして

いかないと……。地方創生を成功させる一つの

鍵になると思うので、共有の認識をお願いした

いと思います。

次に移りますが、2030年までに人口の社会減

を3 0％抑制、合計特殊出生率を2 . 0 7にし

て、2060年には人口80万人を維持するという計

画になっております。合計特殊出生率の2.07は

極めてハードルが高いと思いますが、この2.07

をどのように達成していかれるのか、知事の決

意を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、温暖な気候と

豊かな自然、温厚な県民性や強いきずなが残る

地域社会など、安心して子供を生み育てられる

環境が整っております。昨年度の合計特殊出生

率1.69と、沖縄県に次ぐ全国第２位を誇ってい

るところであります。このように恵まれた子育

て環境を有する本県においても、2030年に向け

た合計特殊出生率2.07、今の人口を維持するの

に必要な水準2.07の目標達成というのは、決し

て容易なものではないと考えております。しか

しながら、今、地方創生が大きな課題となる中

で、本県こそ、そのような数字も達成しながら

しっかりと活力を維持していく、そういう目標

を掲げるべきではないかという思いで定めたと

ころでありまして、産業振興による雇用の創出

や、結婚・出産・育児などライフステージに応

じた切れ目のない支援、市町村や企業と連携し

た子育て環境の整備など、県民の子供を生み育

てたいという希望をかなえられる県づくりに向

けまして、あらゆる施策を総動員して、目標達

成に向けて努力をしてまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 隣の大分県は2.3を設定されて

います。極めて高いなと思いました。あの1.26

ショック、覚えていらっしゃると思うんです。

いわゆる全国の最低の特殊出生率なんです。こ

のときに宮崎が1.48。ショックでしたから、そ

の後、本気になって出生率を上げる施策を打っ

てきたわけです。ただ、2014年は全国の1.43

が1.42になって、宮崎も1.72が1.69に下がりま

した。これはいろいろ見方はあるんでしょうけ

ど、1.26ショックから押し上げてきたのは、団

塊ジュニアが貢献したというふうに分析してい

る県もあるんです。ただ、いかんせん１歳ずつ

年をとっていきますから、団塊ジュニアがシニ

アに入りつつあるんです。そういう意味で

は、2.07は極めてハードルが高いと思うんです

が、今答弁にありました、あらゆる施策を総動

員してやっていくんだという決意ですから、覚

悟を決めてしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

先日、朝のテレビを見ていましたら、

「えっ」と思う報道を目にしました。東京都心

で、５年後の東京オリンピック・パラリンピッ
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クに向けて、不動産会社などによる再開発競争

が激しくなっているようであります。ＪＲ東京

駅の八重洲口に１ヘクタールの敷地を再開発し

て、新たに３棟のビルが建設される予定になっ

ています。そのうちの１棟が、地上61階、高

さ390メートルと、東京タワーよりも高い日本一

のビルをつくる予定です。土地の評価額を含め

ると、工事費１兆円らしいです。また、三井不

動産、東京建物、同じ八重洲口にある２街区

に、全国屈指の250メートル級の超高層ビルをそ

れぞれ建設予定とあります。総事業費6,000億円

です。ビルには、オフィス、そして小学校も入

居するというから驚きなんです。東京一極集中

を是正するということで始まった地方創生なん

ですが、それと逆行する東京の現状だなと思っ

てニュースを見ていました。知事の感想を伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私も東京出張します

折、至るところでビルが建っている、例えば、

都道府県会館の本県の事務所からすぐそばを見

ておりましても、大きなビル、ホテル、オフィ

ス等が建っているというような状況を目の当た

りにするわけであります。私は、考え方としま

しては、東京というのは我が国の首都であり、

世界と戦っていく上では、東京が魅力を高めて

いくということは非常に重要ではないかなと思

う一方で、今、議員の御指摘がありましたよう

に、地方創生というのが大きな課題となる中

で、東京に人、物、金、情報が余りに集中をし

ていく。諸外国と比べてもその集積度が非常に

極端な状況になっているのは、国土の全体の発

展、また地域の活力の上で問題があるのではな

いかということで、地方創生の取り組みが今な

されておるところであります。東京は東京で、

国全体を引っ張っていく集積に努めていただき

ながら、一極集中の緩やかな是正とともに、地

方が活性化を図ることによって、国全体の活力

を維持していく、また復活させていく、そうい

う取り組みが必要ではないかと考えておるとこ

ろであります。

○髙橋 透議員 今の知事の答弁、前半の部分

は、一部は東京の発展を認めていると私は受け

取ったんですが、そこはちょっと改めていかな

いと、若者をいっぱい東京に送り込んで、結果

は特殊出生率全国最低でしょう、1.1。そういう

減少を続けていくことで日本全体が縮んでい

く。だから、今、全国を挙げて地方創生で施策

を打って出ているわけですから、前半の部分は

少し疑問を抱いたところであります。

先ほども言いましたけれども、高層ビルの中

に小学校が入居する。非常に違和感を持つもの

ですが、教育長はどう思われますか、お尋ねし

ます。

○教育長（飛田 洋君） お尋ねにありました

東京都の小学校につきましては、設置者である

中央区が、地域住民の方々と対話を重ねられな

がら、その設置を判断され、地域の実態に応じ

た学校教育の一つとして選択された結果ではな

いかと思っております。その是非について、私

はコメントする立場にはありません。ただ、子

供たちには、自然の風を感じ、時には虫を追い

かけ、素足で土を踏む、小さな自然に感動す

る、そんなことができたらいいなと思います。

○髙橋 透議員 さすが、我が県が誇る教育長

の答弁でありました。やっぱり、コンクリート

ずくめの教育では五感は育たないと思っていま

す。教育長の今のお話と同感であります。

そもそも地方創生が打ち出されたとき、施策

に必要な財源は交付税とは別枠で措置されると

思っていましたが、そうではなかった。地方財
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政計画総枠の中で措置をされています。新型交

付金も期待をされましたが、ゼロが１つ足りま

せん。今議会でもいろいろと質問が出ていまし

たけれども、知事は答弁の中で、「交付金など

が多いことにこしたことはないが、取り組みの

成果を出すことが大事だ」と答弁されているん

です。総務省出身知事、何か国に遠慮されてい

るんじゃないかと受けとめたんですが、県の要

望、施策にも盛り込まれていますし、多くの議

員からもありました。財政力の弱い本県など

は、交付税とは別枠で地方創生交付金を交付す

べきということを、例えば人口150万以下の県な

どと連携して、強く提言を行うべきではないで

しょうか、知事の見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 今のコメントは、別に

遠慮しているわけではありませんで、大変厳し

い国の財政状況というものを、我々地方として

も見据える必要があるのではないかということ

を申し上げているところであります。ただ、地

方創生の実現に向けた方策の一つとして、民間

資金も含め、ともすれば都市部に向かう資源の

流れを地方に呼び込むこと、そして、それぞれ

の地域内でしっかりと経済循環させる仕組みと

いうものが必要であると考えております。こう

した地方共通の課題に対応するために、九州地

方知事会でありますとか、若手の12県の知事で

構成します「日本創生のための将来世代応援知

事同盟」などに積極的に参画をし、地方が抱え

るさまざまな課題について議論するとともに、

国に対して提言を行っているところでありま

す。今後とも、このようなネットワークも積極

的に活用しながら、地方創生の実現及びその所

要財源の確保に向けて、地方の声はしっかりと

国に届けてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 若手の12県に限定をせずに、

国へ立ち向かう闘争態勢をぜひつくってくださ

い。よろしくお願いします。

次に移っていきたいと思います。県立日南病

院のヘリポート併設についてでありますが、日

南病院は、御存じのように高台にありますか

ら、津波被害は想定されていません。しかし、

下のほうの周辺市街地は津波浸水が想定されま

す。当然、車の往来は不可能です。そのとき

に、重症患者が搬送される手段としてヘリコプ

ターがあるわけですが、災害拠点病院として専

用のヘリポートは有していません。ドクターヘ

リ等の利活用においてどのような対応を行って

いるのか、病院局長にお尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今、議員が御指摘

のとおり、県立日南病院につきましては、地域

災害拠点病院に指定されておりまして、ヘリポ

ートの確保は大変重要と考えております。ま

た、地域災害拠点病院の指定要件では、原則、

敷地内にヘリポートを有することとなっている

わけでございますけれども、それが困難な場合

は、非常時に使用可能な離着陸場を近接地に確

保することとされているところでございます。

県立日南病院の場合は、敷地内へのヘリポート

設置が物理的に困難でございます。したがいま

して、現在は、ランデブーポイントに指定され

ております病院の北側の隣接地、これは市が所

有している土地でございますけれども、そこを

主に活用しまして、患者の受け入れや転院搬送

を行っているところでございます。

○髙橋 透議員 現在は県立日南病院の用地に

はないんですけれども、隣にあるじゃないです

か。日南市からただで借りて、舗装して専用へ

リポートとして。屋根をつけた、患者を搬送す

る専用通路もできると思うんです。ぜひ検討し

ていただきたいと思っています。
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次に移ります。観光振興対策です。

クルーズ船寄港について質問していくわけで

すが、先ほども、私の前に 原議員が、私の出

番だったのに全て持っていかれました。質問す

る項目が非常に少なくなりますが、昨年度、大

型クルーズ船を受け入れるために、岸壁に多大

なお金を入れていただいて整備をしていただき

ました。おかげでこれまでに16万トン級が１

回、13万トン級が２回来ていただきました。そ

してまた、寄港の際の式典には、知事を初め関

係部局の職員の方々にも来ていただいたところ

です。また、きめ細かな御指導、御助言もいた

だいていることに、地元を代表して心から御礼

を申し上げます。今後とも、クルーズ船の寄港

をもっともっとという市民の声がありますか

ら、さらなる御支援をよろしくお願いしたいと

思います。

１点だけ質問しますが、先ほどの 原議員の

質問と関連するんですが、いわゆるファースト

ポートとしての寄港ができるように検疫港指定

をできないかということです。それは基準があ

るんですよね。県としてどのような取り組みを

行っているのか、総合政策部長にお尋ねしま

す。

○総合政策部長（茂 雄二君） 検疫港の指定

につきましては、厚生労働省により、対象船舶

隻数、検疫区域の設定、感染症患者の収容、通

関及び入国管理手続の４つについて基準が設け

られております。これらの基準の中で、特に対

象船舶隻数は、検疫港指定後に、検疫対象船舶

の入港隻数が３年間にわたり、各年とも年間100

隻以上見込まれることとされております。油津

港につきましては、貨物船は一定の条件のもと

ファーストポートとしての寄港が可能となって

おりますが、現時点では年間30隻程度となって

おり、この基準を満たしておりません。このた

め、県といたしましては、厚生労働省に対し

て、指定基準の緩和などを強く要望していると

ころであります。

○髙橋 透議員 先ほど 原議員の質問に対し

て、目標が20隻とかありました。県土整備部長

は可能な日数は174日とおっしゃったと思うんで

すが、そういう意味では可能性としてはないわ

けではない。ただ、いろんな物流港でもあるか

ら、そういった調整も出てきます。可能性はハ

ードルを下げてもらえば出てくるわけです。そ

れと、 原議員はファーストよりもセカンドと

いうふうにおっしゃっていましたが、私はラス

トポートのほうがいいと思うんです。最後にお

金をいっぱい使ってくれる。（発言する者あ

り）失礼しました。私の聞き違いでありまし

た。ファーストポートも当然、指定の基準をク

リアして入港してほしいんですが、どっちかと

いうとラストポートが経済効果は大きいんじゃ

ないかと言われています。お金を最後に使い切

るらしいです。そのことも今後いろいろと検討

していただきたいと思っております。

次に、農林水産業の振興であります。

まず１点目に、２月議会に質問いたしまし

た、東京オリンピック・パラリンピックのビク

トリーブーケ素材採用の取り組みについてであ

りますが、その後どのように取り組んでこられ

たのか、農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 東京オリン

ピック・パラリンピックに向けましたビクトリ

ーブーケ、いわゆる勝利の花束に本県産花卉が

採用されることは、本県の花を全国にアピール

する絶好の機会になると考えております。県で

は、ことし８月に東京で開催されました「第２

回ビクトリー・ブーケ・デザインコンテスト」
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に、本県産花卉を使用した作品を出展し、ＰＲ

を行ったところであります。また、出展された

他の作品について、どんな花が使われているの

かとか、その利用方法等を調べて情報収集を

行ったところであります。今後、オリンピック

・パラリンピックが開催される夏場の時期に出

荷が見込まれるキイチゴやホオズキ等につい

て、安定した量と品質が確保されますよう生産

振興を図りながら、本県産花卉の採用に向け

て、引き続き生産者、関係団体一体となって取

り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

今、御答弁いただきましたビクトリー・ブー

ケ・デザインコンテスト、東京で開催され、本

県も出展をしたということですが、大会の位置

づけと、本県の成績はどうだったんでしょう

か。もう少し詳しく教えてください。農政水産

部長お願いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） このビクトリ

ー・ブーケ・デザインコンテストは、東京オリ

ンピック・パラリンピックへの機運や花と緑へ

の関心を高めるため、昨年から東京都花き振興

協議会が開催しているもので、ことしで２年目

になります。ことしは出展数が95点で、東京都

以外からは本県と高知県からの出展があったと

聞いております。本県からはキイチゴ等を使っ

た作品を出展いたしまして、上位作品に与えら

れます入賞という結果を得たところであります

が、このコンテストは多くの関係者が注目して

おり、実際のビクトリーブーケのデザインにも

影響を与えるものと思われます。県といたしま

しては、今後ともさまざまな機会を捉え、ビク

トリーブーケの品質向上に努めてまいりたいと

考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

本県産花卉のビクトリーブーケ採用に向けて

いろいろな取り組みを想定するわけですが、宮

崎版のビクトリー・ブーケ・デザインコンテス

トをぜひ開催できないか。いわゆるアピール力

をつける取り組みになると思われます。本県に

は123名のフラワーデザイナーがいらっしゃると

お聞きしますから、その方々のレベルも向上し

ていくものと思われます。県の考えを伺いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 宮崎版のビク

トリーブーケコンテストについての御提案でご

ざいます。この件につきましては、候補となる

花やそのデザインを幅広く見出す場となること

が期待されますとともに、夏場に生産されます

本県の花卉を、広く県民の方に知っていただく

よい機会にもなると考えます。県といたしまし

ては、生産者、卸売市場、小売店、関係団体で

構成いたします「みやざき花で彩る未来」推進

協議会と連携し、県内でのビクトリーブーケコ

ンテストの開催に向けて、前向きに検討してま

いりたいと思います。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、原木輸出と林業大学校について質問い

たしてまいります。

原木輸出が大変増加をしているというふうに

お聞きしますが、現在、日南市から産出される

杉原木は、主に志布志港から積み出されていま

す。志布志港の輸出は、聞くところによります

と、限界に来ているということですけれども、

より近い油津港の利用が少ない理由を伺いま

す。

○環境森林部長（大坪篤史君） 原木輸出につ

きましては、最近の円安等にも後押しをされま

して、中国や台湾など東アジア向けが増加して

いるところでありますが、原木を輸出する場合
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に、積み出し港には、集荷された原木を保管す

る広大なストックヤードや、中国輸出に必要な

薫蒸のための用地が必要となります。志布志港

のほうは、８ヘクタールもの広いストックヤー

ドを有している、さらにその場で薫蒸もできる

ことなどから、現在、県内、特に県の南部から

の原木輸出につきましては、主に志布志港が利

用されているところでございます。一方、油津

港は、日南市周辺からの原木を輸出する場合

に、距離的に近く、集積に有利な位置にありま

すが、ストックヤードの面積や薫蒸用地が不足

すること等から、大量の原木を扱える志布志港

のほうが主に利用されているものと考えている

ところであります。

○髙橋 透議員 今お話がありましたように、

油津港はストックヤードが狭いということであ

りますが、現実、今、油津港からも出ているわ

けです。油津港において、原木輸出をふやすた

めにどのような取り組みが行われているのか、

お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 油津港は、県

南地域の産業や経済を支える物流拠点として整

備してきており、コンテナ貨物の輸送や木材

チップの輸入など、計画的に利活用されており

ます。このような中、近年、中国や台湾向けな

どの原木需要の高まりに伴い、原木の輸出に対

応した取り組みを行ってまいりました。具体的

には、平成25年度から26年度にかけまして、輸

出用原木を薫蒸するための敷地の舗装を行った

ほか、コンテナと原木の荷役を効率的に行うた

め、埠頭用地の利用調整を行っているところで

ございます。この結果、原木の輸出量は、平

成25年の約2,000立方メートルから、平成26年は

約１万1,000立方メートルに増加しております。

今後とも、木材関係者などの御意見も伺いなが

ら、港湾用地の有効利用を図るなど、油津港の

さらなる活性化に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 福岡の商社の方の話を聞く機

会がありました。油津港振興協会で講演をされ

たんですけれども、天候のこともあったかもし

れませんが、納期がおくれたということがあっ

たらしいんです。「そのためには、どこかでは

かす港がないとだめですよね」という話をされ

ていました。油津港もヤードが狭いから―

今、１万1,000ですか―これ以上は余り期待で

きないと思うんですが、そういう意味ではヤー

ドを広げないと受け入れが厳しいのかなという

ことを思ったりします。そもそも港湾計画にあ

るわけですから、これからいろんな知恵を出し

て検討をいただきたいということを要望してお

きます。

次に移ります。林業大学校の創設について

は、これまで複数の議員から質問がなされてき

ましたが、昨年度から「みやざき林業青年アカ

デミー」を開設されて、林業技術者の養成に取

り組まれております。宮崎方式として他県から

視察も多いと伺っております。このアカデミー

事業が充実・発展した暁が林業大学校創設とな

るんでしょうか。環境森林部長にお尋ねしま

す。

○環境森林部長（大坪篤史君） 本県では昨年

４月に、「みやざき林業青年アカデミー」を県

の林業技術センター内に開設しまして、年間200

日を超える長期研修を始めたところでありま

す。昨年の第１期生は５名全員が林業に新規就

業し、今年度は８名が受講しているところでご

ざいます。

お尋ねの林業大学校につきましては、現在、

全国で８府県が設置していると承知しておりま
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すが、本県では、「みやざき林業青年アカデミ

ー」の資格取得などの研修内容を充実・強化し

ながら、林業技術者の育成・確保に努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 私の母校である酒谷中学校

が、残念ながら来年３月で閉校になります。過

日、日曜日に、最後となりました酒谷児童館・

小・中学校合同運動会に、知事、そして教育長

が激励に駆けつけてくださいました。児童生徒

も地区民も大変な元気をもらいました。ありが

とうございました。

その校舎跡地への林業大学校創設も、一つの

候補地として考えていただければ幸いでありま

す。林業遺産に認定をされた飫肥林業の日南で

す。よろしくお願いいたします。

次に、水産試験場の老朽化対策についてお尋

ねをいたします。公共施設等総合管理計画の策

定に向けた検討が始まりました。施設の長寿命

化も検討されるとは思いますが、耐用年数を超

え限界を迎えている施設もあります。水産試験

場は平成21年に耐震補強されましたが、何せ昭

和44年建築です。試験研究機関としての機能の

維持・強化の支障となっていないのか危惧をし

ます。漁業を取り巻く環境は、依然として厳し

いものがあります。水産業における問題解決の

ために応用研究を行う水産試験場の果たす役割

は大きくなっております。施設や試験研究機器

の整備は今後どうなるのか、農政水産部長にお

尋ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 水産試験場に

つきましては、耐震診断や劣化状況の調査結果

などを踏まえ、お話にありましたけれども、平

成21年度に耐震工事を行い、施設の安全性や機

能の維持を図ったところでございます。さら

に、水産加工技術の高度化を図るための水産物

加工指導センターや、効率的な操業を支援する

ための漁業情報処理システムの整備を行うとと

もに、必要に応じて研究部署の新設や統合を

行ってきたところでありまして、これまでのと

ころ、試験研究機能への大きな支障は生じてお

りません。今後とも、時代の要請に応じた試験

研究機能の充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 わかりました。

時間がありませんので、次に移ります。教育

問題について質問してまいります。

先日開催されました第34回小村寿太郎侯顕彰

弁論大会について、まずはお尋ねをいたしま

す。ことしの弁論大会、私も出席をいたしまし

たが、どこか違った印象を持ったところです。

台風で平日開催が日曜日に延期になりました

が、これまでになく客席が満席でした。新聞折

り込みの効果もあったとは思いますが、発表も

すばらしく、高校生が世界平和を心から訴える

気持ちが伝わった弁論大会であったと思いま

す。関係者の皆さん、大変お疲れさまでした。

小村寿太郎侯が日南出身ですから、日南市の

小村記念館なんでしょうが、何回も言います

が、世界の小村寿太郎なんです。仕掛けが小さ

過ぎないか。それと、日南市には申しわけあり

ませんが、音響設備もいま一つなんです。発表

者や聴衆の方々も、もう少しステージを大きく

してほしいと思われていると感じますが、教育

長の考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 当日は、複数の県議

会議員の方々にも聞いていただきました。知事

にも聞いていただきました。感謝申し上げたい

と思います。

私も、10名の発表を聞いて非常に感激をいた

しました。閉会式で挨拶をさせていただく機会
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を得ましたので、発表者にこう申し上げまし

た。「皆さん、私は長生きをしたくなりまし

た。なぜだかわかりますか。あなた方が活躍す

る姿を見てみたい。そして、あなた方が世界

を、日本を変えてくれる姿を見てみたい」、そ

んなことを申し上げたんです。小村侯は、本当

に世界の小村であるということは十分承知いた

しております。開催地につきましては、主催者

が宮崎県奨学会でございますが、その理事の一

人が私でございますので、理事会に出席させて

いただき、その場で意見を交わしたところであ

ります。その中で開催地について、「宮崎市な

どで開催して広めていくことも大事であるが、

小村侯の出生地である日南市の、とりわけ小村

記念館において開催し、来場者や子供たちに小

村侯ゆかりの展示物などに触れてもらうこと

も、より一層の顕彰につながるのではないか」

という意見があり、今年度も小村記念館での開

催となりました。

○髙橋 透議員 これまで、小村寿太郎侯を大

河ドラマに取り上げていただくよう、ＮＨＫへ

の働きかけを質問してまいりました。宮崎県に

おける毎年毎年の顕彰の積み重ねが大事であり

ます。ことしは小村侯生誕160年です。県として

どのような思いで顕彰を計画されているのか、

総合政策部長にお尋ねします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 小村寿太郎侯

は、明治期に２度外務大臣を務め、ポーツマス

講和条約の締結や関税自主権の回復など、数々

の功績を残されており、本県のみならず、我が

国にとっても偉大な先覚者の一人であります。

県では、これまでも小村寿太郎侯を初めとする

郷土先覚者の顕彰事業に取り組んでまいりまし

たが、さらに今年度から、郷土への誇りや愛着

を高めるため、青少年を中心に、先覚者につい

ての学習の機会をふやすこととし、講演会をそ

れぞれの県内ゆかりの地で開催することといた

しました。特に、生誕160年を迎える小村寿太郎

侯につきましては、本年度中にこの事業を実施

する予定であり、なお一層の顕彰を進めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 ゆかりの地で開催ということ

は、日南での講演会になるということも察する

わけですけれども。日南でしっかり顕彰するこ

とは、当然大事なことなんですけど、日南で開

催されると日南の域からどうしても出ないんで

す。そういう欠点もあろうかなと思います。だ

から、県都宮崎市で顕彰する事業も必要ではな

いですかということを私がこれまで言ってきた

のは、そういう意味だったんです。当然、日南

市はしっかりやるんでしょうが、一方では、県

は県なりに役割があると思うんです。むしろ県

内各地を巡回する講演会、そういう発想もたま

にはしていいんじゃないかなと。小村の師で飫

肥西郷と言われた小倉処平という方が、西南の

役で延岡で戦死をされています。延岡であって

もいいんです。そういう事業もいろいろ考えて

いただくと、小村寿太郎が日南の隅っこに閉じ

こもるんじゃなくて、世界に羽ばたく日をぜひ

つくってください。よろしくお願いしたいと思

います。

小村寿太郎侯は外務省ですが、外務省といえ

ば警察本部長と言いたいところですが、外務省

からお見えいただいた……。質問通告もしてい

ませんし、また機会があれば、小村寿太郎侯に

ついて御指導いただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、選挙権年齢引き下げに伴う授業のあり

方、お尋ねしてまいります。

選挙権年齢が引き下げられました。６月議会
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でも複数の議員から質問があり、先ほども午前

中に井上議員からもありました。留意すべき

は、18歳に選挙権が付与されたと同時に、選挙

運動ができる権利も付与されたということで

す。一昨日、文科省が、高校生の政治活動や選

挙運動のあり方をまとめた通知文案を明らかに

しました。選挙運動の留意点をどのように周知

されていくのか、選挙管理委員長並びに教育長

にお尋ねします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 公職選挙法

では、選挙の公正を確保するため、選挙運動の

方法や期間等に一定のルールを設けておりまし

て、そのルールの範囲内で選挙運動ができるこ

ととなっております。このルールを理解せずに

選挙運動を行うと、知らないうちに公職選挙法

に違反してしまうという事態も考えられるとこ

ろです。このため、今回の法改正を受け、新し

く有権者となる若者に対し、選挙を通じた政治

参加の意義とともに、選挙運動の留意点につい

ても周知を図ることが重要であると考えており

ます。選挙管理委員会といたしましては、選挙

運動を行う際の留意点を整理した上で、ホーム

ページやＳＮＳなど、若者に親しみのある媒体

を通じて注意を呼びかけるほか、学校に出向い

て行う出前授業等の機会も活用しながら、周知

を図ってまいりたいと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 公職選挙法が改正さ

れ、18歳以上から選挙運動ができるようになっ

たことは、高校生など若者の社会参画の自覚を

深めさせる絶好の機会が与えられたと考えてお

ります。文部科学省では、これまで通知により

高校生の政治活動を制限いたしてきておりまし

たが、その通知を見直すとともに、選挙等に関

する副教材を作成中であるとされておりますの

で、各学校では、これらをもとに生徒への指導

を的確に行っていくことが大切だと考えており

ます。このような経緯も踏まえ、先日、県立学

校長会を開きまして、各校長へ、「文部科学省

からの資料等をしっかり活用して指導していた

だきたい。もし、その過程で疑問等が生じた

ら、ぜひ県教育委員会へ相談してほしい。学校

が自信を持って取り組めるよう支援をします」

と指導いたしたところであります。今後、選挙

管理委員会と連携を図りながら、学校現場から

の質問等に対してはしっかり丁寧に答え、各学

校で主権者教育の充実が図られるよう指導して

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 生徒会役員選挙が実践の場に

より近いと思われますが、学校によっては、落

選したときの子供のケアとかで、結果的に信任

投票になる学校もあるようです。生徒会の役員

選挙を主権者教育の一環として充実、活性化さ

せるべきだと思いますが、教育長の見解を求め

ます。

○教育長（飛田 洋君） 学校では、生徒会活

動として、文化祭の企画やボランティア活動、

朝の挨拶運動などに取り組み、自治意識を育て

る活動を行ってきているところであります。生

徒会役員選挙は、生徒一人一人が、生徒会活動

について自分の考えや思いを直接的に反映でき

る仕組みであり、自分が学校のために、そして

仲間のために何をなすべきか考えさせる絶好の

機会であり、大切な主権者教育の一つであると

考えております。選挙では、多くの学校でポス

ターの掲示や立会演説会なども実施しておりま

すが、学校によっては、もう一歩踏み込んで、

候補者の公約一覧を印刷して配付したり、政見

放送のように校内放送で抱負を述べさせたり、

さらには選挙管理委員会から投票箱を借用する

などの工夫も見られます。このような工夫した
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事例等を全ての学校へ紹介することなどによっ

て、生徒会役員選挙が充実、活性化するように

指導してまいります。

○髙橋 透議員 今日の投票率低下が選挙年齢

の引き下げを促したんじゃないかと、私なりに

思うんです。ただ有権者の枠とか対象を広げた

だけで投票率向上にはつながらないと思いま

す。いわゆる関心を持たせる、あるいは選挙に

いかにかかわるかだと思っているんです。それ

は、選挙運動によって投票行為をより促すと思

います。さまざまな取り組みをお願いしたいと

思います。

６月、山口県立柳井高校で、安全保障関連法

案について論点などを紹介した複数の新聞記事

を参考に、生徒が自分たちの意見を発表し、ど

の意見が説得力があるか模擬投票する授業が行

われました。この授業について、政治的中立性

に疑問があるとのことで、県議会の質問に取り

上げられました。授業をした教師は何も一方的

な考えを押しつけたわけではないので、政治的

中立性を問われるものではないと思われます。

問題なのは、この質問の答弁で、「主権者教育

の進め方について、学校への指導が不十分だっ

た」と教育長が謝罪をされたことであります。

安全保障関連法案に限らず、原発の必要性とか

消費増税とか、是非の定まらない事象はたくさ

んあります。生徒が自由に意見を述べ討論でき

る環境で結論を出すことは問題ないと思いま

す。そこに教育長が口を挟むのは、教育の自由

を奪うことになり、教師が生徒を指導するのに

萎縮することが懸念されます。学校現場におけ

る主権者教育に県教育委員会の過度な介入が

あってはならないと考えますが、教育長の見解

を求めます。

○教育長（飛田 洋君） 18歳以上に選挙権年

齢が引き下げられたことを受けまして、学校の

教職員がちゅうちょすることなく指導してほし

いと思います。そういうことから、先日の県立

学校長会で、私は各学校長へ、「各学校がこれ

まで実践してきた良識ある公民を育てる指導

は、一つも揺らぐことはない。これからも自信

を持って、さらに充実するように取り組んでほ

しい」と指導いたしました。また、現場の教職

員を混乱させてはならないという強い思いを

持って、私自身が直接、文部科学省の担当課の

担当者のところまで行きまして、学校が適時に

適切な指導ができるよう、高等学校で使う予定

の指導資料等を可能な限り早期に示すように要

望してまいりました。文部科学省から、この

秋、しかも早い段階で指導の基準を明確に示し

ていただけるものと期待いたしております。そ

の動向を注視しながら、慎重に、丁寧に、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。

○髙橋 透議員 ぜひともよろしくお願いいた

します。

次に、日南くろしお支援学校串間校の設置に

ついてお尋ねいたします。このことにつきまし

ては、２月議会で質問しておりますが、１時間

半かけて串間から通学をしている実態。子供た

ちの負担軽減のために支援学校の串間校を設置

できないかということでありますが、そのとき

の教育長の答弁は、検討に値するということで

ありました。その後の検討状況についてお尋ね

します。

○教育長（飛田 洋君） 現在、串間市から日

南くろしお支援学校へスクールバスで通学して

いる児童生徒は25名おります。この子供たちは

通学に―いろいろありますが、ほとんどの児

童生徒が80分以上の時間を要し、大きな負担に
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なっていると考えております。そこで、仮に串

間市ということであれば、福島高校を考えまし

て、福島高校の余裕教室の活用も候補となりま

すことから、その施設設備が特別支援学校に使

用できるかどうかなどについて調査研究を行う

ための、今、準備を進めているところでありま

す。また、本年度、「新たな特別支援学校づく

り検討委員会」を設置し、長時間通学を初めと

するさまざまな本県の特別支援学校の課題につ

いて、学識経験者や保護者等から解決に向けた

アイデア等をいただいているところでございま

す。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。準備

を進めているという答弁でありました。ぜひと

も串間校設置実現に向けて、しっかりと調査研

究を重ねて取り組んでいただきたいと思いま

す。

来年４月に障害者差別解消法が施行されま

す。この法律では、福祉サービスや医療の提

供、商品販売、公共的施設や交通機関の利用な

ど、障がいを理由とした不利益な取り扱いが禁

止をされます。合理的配慮につきましては、公

的機関は法的義務、民間事業者は努力義務を負

うことになります。県におかれましては、２年

前から、大学に通学している重度の障がいがあ

る生徒の、学内での生活介助を支援する事業に

取り組んでいただきました。来年４月から県内

の大学へ進学を希望している、障がいのある高

校生は、大きな期待を抱いて今、受験に備えて

いるとお聞きします。来年４月からの障害者差

別解消法の施行を受け、障がいがあり大学への

進学を希望する生徒に対する学内での生活介助

への支援、合理的配慮について、県としてどの

ように考えているのか伺います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 来年４月から

施行されます、いわゆる障害者差別解消法によ

り、大学におきましても、障がいのある方に対

して、大学で学ぶ上で必要で合理的な配慮が求

められることになります。その具体的な内容に

つきましては、今後、国において指針が策定さ

れることとなっております。県といたしまして

は、その指針を踏まえまして、障がいのある方

が、障がいを理由に修学を断念することがない

よう、県内の大学に対して、合理的な配慮の必

要性についての理解を求めてまいりたいと考え

ております。

○髙橋 透議員 わかりました。

生活支援員制度につきましては、厳しい財政

状況の中で、本県はいち早く導入されて拡充に

努力されてきました。しかし、支援員の勤務時

間とか勤務日とか制約があります。そのため

に、障がいのある子供を持つ保護者は大きな負

担を強いられているわけです。例えば、修学旅

行における保護者の同行とかリフトバスの別途

負担とかがあります。教育の機会を保障するた

めに合理的な配慮が必要です。県立高等学校に

配置している生活支援員の校外学習等への支援

拡充ができないか伺います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校では、

在籍する身体に障がいのある生徒が教育課程を

円滑に履修できますように、県教委として、平

成21年度から生活支援員を配置いたしておりま

す。今年度は６名の支援員を配置しており、下

肢等に障がいのある生徒に対して、移動、授業

の準備、トイレの介助等の支援を行っていると

ころであります。御質問の校外学習等の行事

も、教育上大変重要な活動だと考えているとこ

ろですが、校外学習には、比較的学校に近いと

ころでの半日程度の学習もあれば、遠距離を移

動して４泊、５泊の宿泊を伴うような修学旅行
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等、さまざまなものがありますので、校外学習

等の支援拡充につきましては、今後、どのよう

な対応が可能であるか、調査研究を丁寧に行っ

てまいりたいと考えております。

それから、支援員の支援というのは確かに大

切である、極めて大切であると思いますが、も

う一つは、同級生がどうかかわるかというよう

な視点も大事だと思っています。身近に私が

知っている例で言いますと、修学期間を大学で

２倍以上かかって何とか卒業したという人は、

「学校の支援も確かに助かったけど、同級生

が、仲間がどれだけ支援してくれたかというこ

とも大切だ」と。今、高等学校において、障が

いのある子供さんを持つ親御さんに高校生に話

をしてもらったり、そういう心のバリアを解き

放つというか、バリアフリーを育てるといいま

すか、そういう指導にも取り組んでいるところ

で、そういうことが教育でも社会でも広がって

いくことが大切であると考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

ことしの２月、日南市の生涯学習大会で女優

の東ちづるさんの講演がありました。この方

は、20年以上にわたって、病気や障がい、親を

亡くした子供たち、外国人の方々など、今の世

に生きづらさを感じているマイノリティーの人

々に対するボランティアを行っていらっしゃい

ます。講演の中で、来年４月から施行される障

害者差別解消法にも触れられて、東さんは、

「バリアはあってもいい。段差があれば車椅子

を抱えてあげればいい。そこに人がいれば合理

的配慮は可能で、解決できる」と話されまし

た。全てにおいて合理的配慮は一気にできない

んです。お金もかかります。これまでの発想で

は本当にお金がかかりますとおっしゃいまし

た。修学旅行にはクラスメイトがいるんです。

リフトを使わなくても、車椅子を抱えてあげれ

ばいいと思うんです。でも、学校はそれをだめ

と言うんです。私は高校の部活動で経験がある

んですが、遠征は親が送迎をします。なぜかし

ら顧問の先生は１人で運転して行かれます。い

わゆる事故があったときの責任の所在なんで

す。親が他人の子供を乗せたときの責任の所在

はどうなんですかということにもなるわけで、

そこを乗り越え何か窮屈なところを変えない

と、合理的配慮の解消はなかなか難しいと思っ

ています。

また、東ちづるさんはこんなことも話をされ

ました。よく幼稚園などのキャッチフレーズに

「元気で、明るく、素直な子」と掲げてあるの

を見かけるが、そうでない子もいるんだよとい

うことをわかってほしいと。まぜこぜの社会な

んだということです。教育もアートなり、サイ

エンスにあらず。終わります。（拍手）

○星原 透議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第12号から第22号まで採決

○星原 透議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第22号までの各号議案を一括議題

といたします。

質疑の通告はありません。

まず、公安委員会委員、教育委員会委員及び

公害審査会委員の任命の同意についての、議案

第12号から第22号までの各号議案についてお諮

りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

平成27年９月16日(水)
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ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第12号から第22号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第11号まで及び請願

委員会付託

○星原 透議長 次に、議案第１号から第11号

までの各号議案及び新規請願は、お手元に配付

の付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付

託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす17日から28日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、29日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決まで及び決算議案の

上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会


