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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）39
（ ）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
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（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）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

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二
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危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 野 口 泰

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎
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議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

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、西

村賢議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○西村 賢議員

ざいます。いよいよ本日から12月になりまし

た。一年も早いものです。11月には毎週末ごと

に各地域の神社で祭りが行われました。私も幾

つか参加をさせていただきましたが、いつもは

静かな山合いの町も、そのときばかりはにぎわ

いを取り戻したように見えました。その参加者

の中から、「最近、若い人が来んとよね」「だ

んだんと参加者も減ってきた」「この祭りはい

つまでやれるかわからん」、そういう声も多く

聞かれました。今、政府の地方創生戦略のも

と、宮崎県も「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定し、また、各市町村も同様の計画を

立てて地方創生に乗り出しております。その中

でも人口流出という問題は、各地域においても

非常に大きな問題となっております。この議会

でもこれまで、高卒者の就職の県内定着率が全

国最下位ということに触れまして質問が数多く

出されました。人口流出の問題は今に始まった

ことでもなく、高度成長期に金の卵と呼ばれ、

地方から都市部へ流れていった若者たち。ま

た、時代が変わり、大学や専門学校等への進学

率が高まってくると、同様に、地方から都市部

へ学生たちが集まっていきました。これに対

し、各地域も各地方もそれぞれに対策を打って

まいりましたが、今なおブレーキをかけること

はできておりません。宮崎県は、この人材輩出

県から、どのように県内定着率を伸ばしていく

のか、まず知事に、県内定着に対する思いを伺

いたいと思います。

以下、質問者席にて質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

本県の人口減少の要因を客観的に分析いたし

ますと、社会減による影響、特に、大学進学や

就職の時期に当たる15歳から24歳の世代の大幅

な転出超過が最大の課題であると認識しており

ます。このことは、地域の活力の問題、また集

落の維持、さらには国土保全に、さまざまな影

響を及ぼすものと考えておるところでありま

す。このため、本県の「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」におきましても、産業活性化や雇

用確保に取り組むとともに、就学環境の充実に

努めることなどにより、ともすれば都市に向か

う人や物の流れを本県にとどめ、呼び込むこと

としております。地方創生の取り組みが本格的

な実行段階を迎え、県といたしましても、若者

の県内定着に全力を尽くしてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

今、答弁いただきましたとお○西村 賢議員

り、宮崎県は、15歳から24歳の間の転出超過が

課題となっております。その転出の原因は何

か。これは10年前、20年前から言われている問

題でありますが、本県の教育機関や、また、就

職したのであれば、宮崎県内にある企業、産業

構造がどのような影響を及ぼしているのか、分

析していく必要があると私は思います。そこ

で、高校生の県内就職率が全国最下位となり、

早期離職率につきましても高い状況にあること

は、これまで議会でも触れてまいりました。さ

まざまな施策を打っている中で、成功している
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事例もあるかと思いますが、この県内就職率の

低い状況、また離職率の高い状況を県はどのよ

うに分析し、本県の特徴的な要因が何かをつか

んでいるのか、商工観光労働部長に伺います。

高校生の○商工観光労働部長（永山英也君）

県内就職率につきましては、九州各県の多くが

全国順位が低く、人材供給地域となっておりま

して、本県もここ10年、60％を下回る厳しい状

況が続いております。その要因としましては、

大企業志向や希望の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、地元企業

の魅力が十分に生徒に伝わっていないことなど

が考えられ、昨年度は特に、給与等の条件のよ

い県外求人が大きく伸びたことが、最下位と

なった要因ではないかと考えております。一

方、早期離職率が高い状況につきましては、仕

事が合わない、あるいは仕事がきつかったなど

の離職理由が多く、働くことへの意識の問題、

あるいは企業の実態や情報の収集不足、あるい

は、それを伝える側の努力不足等の課題もある

のではないかと考えております。また、職場の

人間関係という理由も多いことや、小規模な企

業ほど離職率が高いという実態から見ますと、

企業内の研修など、人材育成体制や相談体制の

未整備も要因ではないかと考えております。地

方創生を推進するために、今後とも、県内就職

の促進と早期離職の防止に努めてまいりたいと

考えております。

要因をしっかりと把握されて○西村 賢議員

いると思いますが、それを効果のある施策に変

えていかなければならないと思いますので、今

後の推移を見守ってまいりたいと思います。

次に、教育関係について伺いますが、今、高

校生の県内就職には、県内での就職先を探すた

めに、学校の進路指導部であったり、また、地

域のハローワークや商工会議所等との協力・連

携が欠かせないと思いますが、その中でも、最

近では、就職戦略コーディネーターを配置して

高校生の就職支援に乗り出しております。この

コーディネーターの配置をどのように検証して

いるのか、教育長に伺います。

県内で学んだ高校生○教育長（飛田 洋君）

の多くが地元宮崎で活躍することは、地域産業

の人材確保や人口減少の抑止の観点などから、

極めて大切なことであると認識いたしておりま

す。高校の就職指導につきましては、進路指導

担当の教員が中心となり、さまざまな取り組み

をいたしておりますが、教員の進路指導業務を

サポートするために、民間で培った人脈やノウ

ハウを持ち合わせた人材を就職戦略コーディネ

ーターに任命し、配置いたしております。その

業務は、企業の求人情報等を収集し、学校に提

供することや、生徒や教員による企業見学のコ

ーディネートなどでありますが、その配置の成

果といたしまして、「県外就職希望だったが県

内就職の気持ちになった」という生徒の声や、

「日本を代表するような企業が宮崎にあること

を知った」という教員の声があり、宮崎県の企

業の魅力やよさが学校に伝わっているなど、本

県の進路指導の充実に寄与しているものと考え

ております。

一定の成果を上げているとい○西村 賢議員

う話でしたけれども、今、県内高校生の進学・

就職に関しては、学校現場で都会に目を向けさ

せているのではないかという指摘をされる方も

いらっしゃいます。場合によっては、自分たち

がそのような世代に育ったから、さらには、自

分の息子さんであったり、教え子であったり、

自分たちが味わってきた境遇の中で、どうして

も、「都会に行って一旗上げろ」という思いが
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あるのではないかと指摘される方もいますが、

現状はどうなっているのか、教育長に伺いま

す。

進学先とか就職先と○教育長（飛田 洋君）

いうのは、生徒や保護者が決定するものであり

ますが、教育委員会といたしましては、生徒が

県内の大学や職場を選択するようさまざまな取

り組みを行っております。例えば、宮崎大学医

学部医学科の地域枠・地域特別枠の推薦入試で

は、全国で唯一、宮崎県だけが、地域枠等の第

１次選考を教育委員会が中心となって県で実施

いたしております。また、次年度から学生募集

を開始する宮崎大学教育学部や地域資源創成学

部に、宮崎県の生徒の枠を設定いただくよう要

望するなど、県内の大学へ進学を奨励するよう

な取り組みに努めております。さらに、各高校

では、県内大学の出前講座を積極的に実施し、

生徒の目を県内の大学に向けさせる取り組みも

進めております。就職指導についても、県内の

企業視察やインターンシップの実施、また、熟

練工を学校に招聘し、職業講話や技術指導を実

施するなど、県内企業の魅力、あるいは県内企

業で働いていらっしゃる方の魅力を生徒に伝え

る取り組みを行っております。今後とも、この

ような取り組みをより積極的に進めてまいりた

いと考えております。

今は、キャリア教育等にも積○西村 賢議員

極的に県は取り組み、県内企業の魅力を発信し

ていくという状況にあります。これが20年前も

しくは30年前から進めていれば、今、大きな成

果があったのではないかなと思いますが、これ

からでも遅くはないと思います。これからの生

徒の進路指導にしっかりと向き合っていただき

たいと思います。

次に、企業の事業承継について質問をいたし

ます。中小企業の事業承継は、今、全国的な課

題となり、政府もこれまでさまざまな提言をし

ております。民間調査会社の帝国データバンク

によりますと、2014年の本県企業の休廃業・解

散の件数は319件、倒産は38件と、8.4倍となっ

ております。都道府県別の休廃業・解散率で

は、宮崎県は全国ワースト４位となっており、

また、休廃業・解散した企業の57.1％に後継者

が不在だったとのことでした。本県の企業は中

小企業が99％を占めており、地場の企業の廃業

は、地域経済や雇用などに大きな影響を与えて

しまいます。

そのような中で、同じように休廃業が倒産を

上回る高知県は、事業承継を支援する高知県事

業承継・人材確保センターを設置し、減少する

事業を食いとめ、成長する機会の創出、いわゆ

るＭ＆Ａのマッチングなど、人口減少対策を目

標に、本県よりも一足早くスタートさせており

ます。ここに７月に訪問させていただきました

が、高知県も、都道府県別の休廃業・解散率で

は全国ワースト５位となっており、本県と同様

の状態であります。地域に必要な会社であって

も後継者がなかなか見つからないケースもあ

り、今後、このようなケースはさらにふえてく

ることも予想されますが、マッチング等により

起業したい、会社を起こしたい人にとっても、

場合によっては、みずからが一から立ち上げる

よりもコストを抑えることができるかもしれま

せん。本県においても、８月に、宮崎商工会議

所に宮崎県事業引継ぎ支援センターが開設され

たとのことですが、今後、県として、円滑な事

業承継に向けてどのように取り組んでいくの

か、商工観光労働部長に伺います。

中小企業○商工観光労働部長（永山英也君）

の経営者の高齢化が進行する中で、事業承継の
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促進は、お話にありましたように、地域経済を

支える中小企業の技術の継承や雇用の確保等を

図る上で非常に重要であり、県内の金融機関か

らも、今後の大きな課題であるという話を伺っ

ているところでございます。このため、県にお

きましては、これまでも商工会等を通じまし

て、事業承継のためのセミナーの開催や経営後

継者の養成事業等を実施しますとともに、今年

度から、県の中小企業融資制度の中に、事業を

承継する中小企業等を対象とした貸付制度を創

設したところでございます。さらに、新たに

「みやざき産業振興戦略」を検討する中で、円

滑な事業承継を進めるための方策や各機関の連

携のあり方等について、宮崎県事業引継ぎ支援

センターや金融機関とも議論を行ってまいりた

いと考えております。

高知県の場合は、県みずから○西村 賢議員

人を出向させたりして、非常に強い思いを感じ

ました。宮崎県の場合は、今、商工会議所に任

せている状況にあると思いますが、場合によっ

ては、商工会議所に加入されていない方もい

らっしゃるかもしれませんし、幅広い支援をし

ていくことも重要かと思います。これも10

年、20年たつと、地方の中でも中山間地から企

業が消えていくことも考えられますので、ぜひ

さらなる取り組みをお願いしたいと思います。

次に、薬草の里づくりについて質問をいたし

ます。

地方創生の取り組みとして、今、日向市は

「薬草の里づくり」の構想を掲げ、熊本大学薬

学部と連携して取り組みを始めました。また報

道等によれば、延岡市やその他の地域でも始め

ている地域もあるとのことです。薬草の里づく

りは、中山間地域の遊休地を活用した産地化、

商品開発や料理の提供等による産業や観光の創

出を展開していくことを目標として掲げており

ますが、現在、国においても、漢方や生薬の原

料となる薬用植物の輸入依存から国内生産への

シフトを支援しており、「薬用植物の試験栽培

等を通じて新たな産地を創出し、国内生産量を

平成30年までに２倍に拡大する」という政策目

標を掲げ、支援しています。先日、私も総合農

業試験場薬草・地域作物センターを視察させて

いただきました。その中で意見交換をさせてい

ただき、なかなか薬草づくりは簡単ではないな

ということも感じさせていただいたわけです

が、改めてここで質問をさせていただきます。

本県の総合農業試験場の薬草・地域作物センタ

ーにおける研究の実績等、これまでの主な取り

組みについて、農政水産部長に伺います。

薬草・地域作○農政水産部長（郡司行敏君）

物センターでは、平成13年度の設置以来、ミシ

マサイコやウコンなど、薬用作物の栽培技術の

開発や、佐土原ナス、糸巻き大根など、地域作

物の優良系統の選抜や栽培方法の確立、さらに

は、ハーブ類を活用いたしました加工品開発等

に取り組んでまいりました。また、近年、国産

薬用作物の需要が高まる中で、昨年、地元の農

業者等とともに、薬用植物産地化協議会を設立

し、ジャーマンカモミールやカキドオシなどの

試験栽培や産地化に向けた検討を進めておりま

す。その結果、収穫機械の開発や県内外の製薬

企業と連携した共同研究など、具体的な取引開

始に向けた新たな動きが出てきているところで

あります。

私も、薬草センターというと○西村 賢議員

ころは初めて伺わせていただきました。これま

での長い取り組みを目の当たりにすることもで

きましたが、薬草の産地化・取引というものに

は、薬事法のハードルや、製薬会社のニーズ、
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品質管理等のハードルも多々あると伺いまし

た。本県において薬草がビジネスとして成功し

ていくための課題、またこれからの展望につい

て、農政水産部長に伺います。

国内では、製○農政水産部長（郡司行敏君）

薬企業で年間約２万6,000トンの生薬が利用され

ており、その需要量は今後も増加すると見込ま

れております。製薬企業におきましては、現

在、原料の約９割を輸入に依存しております

が、近年、その原料を国産に転換する動きが出

てきておりまして、今後、国内産地との契約取

引の拡大が期待されているところであります。

薬草ビジネスは、確実な売り先があって初めて

成り立つことから、出荷先となります製薬企業

等としっかり連携し、その企業の要請に応じた

品目の産地化やコストの低減を図ることが大変

重要となります。このため、県といたしまして

は、薬草・地域作物センターを核といたしまし

て、産地と製薬企業とのマッチングを促進する

とともに、省力化栽培技術体系の確立に努めな

がら、この機会を逃すことなく、薬草ビジネス

を推進してまいりたいと考えております。

これもセンターで伺った話で○西村 賢議員

すが、薬草というものは農産品のＡ品、Ｂ品と

違って、規定よりも低いものであると全く取引

をしてもらえないということも聞きました。そ

れを買い上げてもらえないと、そのときにつ

くったものが全部パアになってしまうわけです

から、非常に難しいこともあると感じたわけで

すが、質問冒頭に申し上げたとおり、日向市の

場合は、今、熊本大学薬学部と連携した取り組

みを始めて、すばらしいバックアップをいただ

いております。先週金曜日には、薬草の里づく

りプロジェクトとしまして講演会が開かれ、熊

本大学の渡邊教授にお越しいただき、熊本県の

取り組み事例等を報告されたと聞きました。私

は議会で参加できなかったわけですが、後日に

資料をいただきまして、また、その話の内容を

市民の方から聞いたところでありましたが、産

地づくりということに関しては、まだまだこれ

からの状況にあります。この薬草の里づくりが

日向地域で成功していけば、そのほかの地域に

拡大していくことも十分に考えられますが、成

功するために県にはどのような支援を考えてい

ただけるのか、県の支援体制について農政水産

部長に伺います。

現在、日向市○農政水産部長（郡司行敏君）

では薬草の里づくり構想の推進を、延岡市で

は、サフラン等の産地化に向けた取り組みを進

めていると伺っておりますが、薬草ビジネス

は、新たな地域産業として、雇用の創出や中山

間地域等の活性化につながることが期待され、

まさに地方創生の趣旨に沿った取り組みである

と認識しております。このため、県といたしま

しては、両市が大学等と連携して設置いたしま

すそれぞれの産地づくり協議会のメンバーとい

たしまして、薬草・地域作物センターや普及セ

ンターが参画し、産地づくりのための情報提供

や栽培指導を行うとともに、薬膳料理などの６

次産業化に向けたアドバイス等もあわせて行い

たいと考えております。このような取り組みに

より、両市の薬用作物の産地化を図り、薬用作

物を生かしたまちづくりへつながるよう、産学

官一体となって推進してまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。今後○西村 賢議員

手厚い支援をお願いしたいと思いますし、私が

やっぱり思うのは、数ある薬草の中でも、でき

れば鳥獣被害に強いものを検証していただく

と、中山間地の場合は、鳥獣被害、つくっても
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つくっても食べられたり、柵をつくらなきゃい

けないという長年にわたる苦労があります。薬

草であれば、聞いた話によりますと、苦みがあ

るものだと見向きもされないという状況も聞い

ておりますので、できればそういうものがある

と、鳥獣被害に苦しむ中山間地域にも希望が湧

いてくるのではないかなと思いますので、あわ

せて要望しておきます。

次に、ウナギの資源保護について質問を行い

ます。

本県は、全国第３位の養鰻県であり、ウナギ

の稚魚であるシラスウナギの採捕から養鰻、加

工販売までと、ウナギにかかわる事業者も多

く、経済的に影響が大きいものがあります。こ

とし１月から７月まで、宮日新聞が南日本新

聞、静岡新聞と合同で企画した「ウナギＮＯ

Ｗ」という特集連載記事がありました。ウナギ

を取り巻く状況の変化を連載で伝えておりまし

たが、その記事内容も今回の質問の参考にした

いと思います。

御存じのとおり、ニホンウナギは、2014年に

国際自然保護連合から絶滅危惧種に指定され、

日本、中国、韓国、台湾で資源管理に向けた取

り組みが始まりました。それを受け、養鰻業界

は池入れ量の２割削減を行い、2016年度の漁期

からは届け出制から許可制に移行され、養鰻業

の池入れ量の管理が進み、大きく状況が変化し

てまいっております。本県でも現在、親ウナギ

保護のため、禁漁期間を３カ月から６カ月に延

長するために、県民にパブリックコメントを募

集するなどの動きもあり、今後とも保護に向け

た取り組みが広がっていくことが予想されます

が、ウナギは日本の食文化に欠かせないもので

あります。また、本県水産業にとっても大事な

ウナギは、採捕や養殖と同時に、その保護管理

も行っていかなければならないものでありま

す。とはいえ、シラス漁師の方々、養鰻業の方

々、加工販売に至るまでの方々の仕事、生活も

守っていかなければなりませんので、まず知事

に、本県における養鰻業を初めとするウナギ産

業についての所感を伺いたいと思います。

御指摘のとおり、本県○知事（河野俊嗣君）

は、日本の食文化に深く根差した伝統食材であ

りますウナギを国内に広く供給しております供

給県で、全国第３位のウナギ養殖県でありま

す。100億円程度の生産規模を誇っているところ

であります。さらには、流通や外食等関連産業

まで含めますと、さらに大きな経済効果をもた

らしているものと考えております。近年、ウナ

ギ資源の悪化から、養殖に用いるウナギ稚魚の

安定確保が課題となっているところでありまし

て、資源の持続的利用に向けた資源管理の強化

が求められているところであります。本県も全

国に先駆けて、さまざまな取り組みを進めてお

るところでございます。私としましては、本県

の特産物であるおいしいウナギを、県民はもと

より、全国の皆様に末永く食べていただけるよ

う、ウナギ関連産業の発展に努めてまいりたい

と考えております。

100億円以上の経済活動がある○西村 賢議員

という知事の話もありました。貴重な資源をう

まく生かしながら、本県産業の柱の一つに据え

ていただきたいと思いますが、次に、シラスウ

ナギを初めとするウナギ稚魚の諸問題について

質問いたします。

本県は、全国に先駆けて内水面振興センター

を設置し、平成７年の３月に、全国初の「うな

ぎ稚魚の取扱いに関する条例」を施行して、ウ

ナギ稚魚の管理・監督を行ってまいりました。

この条例は、シラスウナギを巡る密漁などの犯
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罪の防止、ウナギの取り扱いを適正に保障し、

公共の秩序を維持することを目的に条例化され

たものでありますが、その努力によって、現

在、全国３位のウナギ県になっていることも十

分に考えられます。本県は、従来から、県内河

川を遡上するシラスウナギが比較的多い立地条

件に恵まれ、県から許可を受けた多くのシラス

ウナギ採捕者がいるとのことですが、シラスウ

ナギを採捕することができる有資格者数と、ど

のような条件で有資格者の許可が与えられるの

か、農政水産部長に伺います。

県内でウナギ○農政水産部長（郡司行敏君）

稚魚特別採捕許可を受けた者の総数は、平成26

年度の実績では788名となっております。許可者

の総数につきましては、採捕区域ごとに上限の

枠を設けておりますが、その資格条件といたし

ましては、１つ目に、宮崎県暴力団排除条例に

規定する暴力団員等または、暴力団関係者に該

当しないこと、２つ目として、過去３年間に漁

業に関する法令等に違反していないこと、３つ

目として、前年度に許可を受けた者につきまし

ては、一定以上の採捕実績があること、などと

なっております。

先ほど申し上げました新聞連○西村 賢議員

載「ウナギＮＯＷ」、また関係者との意見交換

でも一様に、県内で採捕されたシラスウナギの

全量が県内に正式に出荷されていないのではな

いかという疑問を呈しております。まず、シラ

スウナギを採捕する全量といっても、どうやっ

てその数字を把握するのか。これは保護管理の

観点からも重要なことでありますが、県内で採

捕されたシラスウナギの数量をどのように県は

把握しているのか、農政水産部長に伺います。

ウナギ稚魚の○農政水産部長（郡司行敏君）

採捕数量につきましては、許可を受けている者

に対し、所属する漁業協同組合等を通じまし

て、10日ごとに県に報告するよう義務づけてい

るところであります。また、県内の養鰻業者で

組織いたします宮崎県シラスウナギ協議会に対

し、養鰻業者が購入した数量の報告を求め、採

捕量と照合することで把握を行っているところ

であります。

現在のところは、とられた方○西村 賢議員

が自主的に持ち込んで数量をはかっているとい

う状況ということですが、県の条例におきまし

ては、県内で採捕されたシラスウナギを県外へ

持ち出さないということがありますが、出荷さ

れている事実はないのか。県内の採捕量と県内

養鰻業者の県内分購入量とは一致しているの

か、部長に伺います。

議員の質問に○農政水産部長（郡司行敏君）

もございますように、県では、ウナギ稚魚の採

捕許可に際し、県内の養鰻業者への供給を義務

づけております。また、他県に先駆けて平成７

年に制定いたしました「うなぎ稚魚の取扱いに

関する条例」において、取引の数量を報告させ

る仕組みを設けておりまして、報告された県内

の採捕量と養鰻業者の県内分購入量は合致して

いるところであります。しかしながら、反社会

的勢力の関与が疑われる組織的な密漁や不正規

流通の存在も指摘される中、県外流通の有無も

含め、完全に実態を把握するためには、他県と

連携した取り組みが必要であると考えておりま

す。このため、他県との情報交換を通じ、実態

把握について認識の共有を図るとともに、国に

対し、全国的な流通透明化の仕組みづくりを要

請しているところであります。

先ほどの新聞の特集や、その○西村 賢議員

新聞記事の中でも、水産庁が都道府県の報告を

まとめた昨季のシラスウナギ漁獲量は8.1トン、
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これに対して、業者の池入れ量から輸入量を差

し引いた国産流通量は17.3トンであり、半分以

上が闇経由の可能性があると新聞では指摘して

おります。先ほどの答弁の中で、県内の採捕量

と購入量は一致しているということであります

が、逆に言えば、余計にとれたものを県外に出

しているのではないかという指摘をされる方も

いますし、実際にはもっと宮崎ではとれている

よという関係者の声もあります。実際私が行っ

て確かめたわけではないんですが、これは全く

根拠のない話でもないような気がいたします。

採捕者の中でも、とったものを正直に届けてい

る人たちもたくさんいらっしゃると思います。

正直者がばかを見るようなことがあってはなら

ないと思いますが、このような疑問を払拭する

ためにも、先ほど申し上げたような採捕から出

荷までの透明性を図ることが大事だと思いま

す。もう一歩踏み込んだ対策を講じるべきでは

ないかと思いますが、今後の経緯を見守らせて

いただきたいと思います。

次に、ウナギ稚魚は、以前から、密漁や流通

裏ルートなど、反社会的勢力の資金源とされて

きました。先ほどの部長の答弁にもそのような

ことがありましたが、現在もそのようなことが

続いているのか確認できるわけではありません

が、関係者からは、近年のシラスウナギの不

漁、価格高騰を受けて、取引の手口が巧妙化す

る可能性が高まっているとの指摘もありまし

た。密漁と不正流通を撲滅する手段として、平

成26年に条例の一部改正がなされていますが、

条例改正の意図と、この条例による適用者の有

無について部長に伺います。

近年、ウナギ○農政水産部長（郡司行敏君）

稚魚の採捕量が低迷し、取引価格が高騰してい

ることを背景といたしまして、反社会的勢力が

介在した組織的な密漁や不正規流通などの増加

が懸念されております。このような犯罪の未然

防止と秩序の維持を目的として、当条例の一部

を改正し、ウナギ稚魚の取り扱いの登録申請が

あった場合に、これを拒否する対象として、従

来の「暴力団員」に加え、「暴力団又は暴力団

員と密接な関係を持つ者等」を追加したところ

であります。なお、昨年10月の条例改正から昨

日までの間、この規定を適用し登録を拒否した

事例はございません。

毎年、冬になりますと、シラ○西村 賢議員

スウナギの密漁等におきまして検挙されたとい

う報道を耳にいたします。取り締まりは、警察

のみならず、県、海上保安庁など、連携してそ

れぞれ取り締まりを行っているとのことです

が、過去の検挙実績につきまして、農政水産部

長にまとめて伺います。

ウナギ稚魚の○農政水産部長（郡司行敏君）

採捕や流通において、「うなぎ稚魚の取扱いに

関する条例」または漁業調整規則等に違反した

として検挙された件数は、平成24年度が10

名、25年度が12名、昨年度は４名と、年により

変動はありますが、過去10年間の実績を平均い

たしますと、年間9.9名となっております。

過去、１年平均にしますと9.9○西村 賢議員

人、これは多いのか少ないのかわかりませんけ

ど、10年たちますと約100名の方々が検挙されて

いるということになり、これも多い数字ではな

いかなと思います。それだけに、ぎりぎりのこ

とをして稚魚をとりたいであったり、ほかの人

がとっていないときにとろうと企てる方も少な

くないように感じます。いよいよことしのシラ

スウナギ解禁も12月６日とのことですが、この

時期のシラス漁の光景は冬の風物詩にもなって

おります。今年度のウナギ採捕解禁に当たり、
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県警察としてはどのように取り組んでいくの

か、警察本部長に伺います。

警察におきまし○警察本部長（野口 泰君）

ては、ウナギ稚魚密漁取り締まりに関しまし

て、沿岸や河川等のパトロール活動を強化する

とともに、法令違反者に対する厳正な取り締ま

りを行ってまいります。また、県や海上保安庁

等関係機関・団体と連携しまして、情報の共有

や合同取り締まりを行ってまいります。

考えますと、非常に寒い中に○西村 賢議員

夜間張り込んだり、それは警察のみならず県や

海上保安庁の方々も一緒ですが、寒い中に御苦

労なことでもありますし、現場を押さえるとい

うのは非常に難しいことだと聞いております。

その中で頑張っていただいていることに敬意を

表しますし、ことしも違反者が出ないように期

待するところでもあります。出たときにはしっ

かりと捕まえていただきたいことも含めまし

て、よろしくお願いしたいと思います。

これまではウナギ業界の質問をさせていただ

きました。先ほどから申し上げるとおり、ウナ

ギ稚魚をとる漁師の方々、また、養鰻業の方

々、加工販売に至るまでの方々を含めまして、

その人たちがしっかりとウナギを守ることに

よって産業が成り立つことにつながっていくこ

とを私は期待したいと思いますし、ウナギを食

する我々も気をつけなければならない問題だと

思っております。

しかし、私たちも時々ウナギを食べることが

ありますが、非常に値段が高いものでありま

す。もっと楽しくウナギを食べるためには、も

う少し値段が下がっていただきたいという思い

もあります。そのためにも、夢のウナギの完全

養殖の量産化というものに期待が集まるわけで

すが、今、この量産化に向けてどのようになっ

ているのか、今後の展望を農政水産部長に伺い

ます。

御質問にござ○農政水産部長（郡司行敏君）

いました完全養殖とは、人工的に生産されたウ

ナギを親ウナギにして、再び人工的に種苗を生

産する、天然ウナギに依存しない養殖サイクル

のことを指しますけれども、この完全養殖につ

きましては、国の研究機関であります独立行政

法人水産総合研究センターが、長年の研究の結

果、平成22年に成功をいたしております。しか

しながら、大量生産や低コスト化などの課題が

ありますことから、その実用化にはもう少し時

間を要するものと承知しております。現在、全

量を天然資源に依存している養鰻業にとりまし

て、将来、ウナギ稚魚を人工種苗で供給できる

体制が整うことは画期的なことであると考えて

おります。県といたしましては、この技術の実

用化に向けて、全国有数の養鰻県として可能な

限り協力をしてまいりたいと考えております。

完全養殖の量産化、ぜひ期待○西村 賢議員

したいと思いますし、また、その中でも、本県

が輝ける実績を出していけるようにお願いした

いと思います。先ほどから申し上げるとおり、

ウナギの保護、また、関係する業界の方々の生

活、仕事を守るためにも、県、警察の皆様方に

はより一層の支援をお願いしたいと思います。

次に、児童虐待について質問をいたします。

10月に新聞紙上で、「児童虐待、最多8.9万

件」とありました。全国の児童相談所が2014年

に対応した児童虐待の速報値が８万8,931件

で、24年連続で最多記録を更新したとのことで

した。また、検証を経まして、13年度、虐待で

亡くなったことが確認された子供は69人に上る

とのことでした。毎日のように児童虐待の報道

を聞くことがあります。本県も例外ではありま
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せん。宮崎県の資料によりますと、県内児童相

談所での相談対応件数は26年でも540件あり、10

年前と比べても倍増しております。県内の個別

事案には触れませんが、本県でも重大な事案が

たびたび発生しております。児童虐待が社会問

題化され、被害児童の保育所や学校、近所の方

々からの通報により発覚するケースもふえまし

た。被害児童の命が助かることは非常に幸いな

ことでありますが、児童虐待が再度起こらない

ようにフォローしていくこと、仮に起こっても

地域で助けていく取り組みが重要であると思い

ます。虐待を受けた児童は、その後の心のケア

が重要であると同時に、虐待を起こしてしまっ

た親や養育者のケアも必要だと思います。

御紹介いたしますが、子供を虐待してしまっ

た親・養育者のための「ＭＹ ＴＲＥＥペアレン

ツ・プログラム」という心理プログラムがあ

り、2001年から全国で800名の方が受講されたと

のことです。本県でも、2009年より「マイツリ

ーみやざき」という団体が立ち上がり、宮崎市

で取り組んできており、ことしで４回目が実施

されているとのことです。宮崎ではこれまで

約20名の方々が受講されているとのことでし

た。受講者たちは、10名以下で13回程度のプロ

グラムを無料で受講いたします。親子関係の再

生を促し、その原因の解明や自己分析等で、子

供にぶつけてしまう親の虐待行動を防止してい

くものでありますが、受講者からは、「虐待を

やめることができた」との声も上がっておりま

す。このような取り組みがなされていたことを

私も恥ずかしながら知りませんでした。他県で

は、児童相談所や児童養護施設などと連携して

いるところもあるようです。このような取り組

みは、その年だけではなくて継続して実施され

ていくことが必要だと思います。本県の支援と

連携をさらにとっていただきますように、これ

は要望にかえさせていただきます。

そこで、近年の本県の児童虐待の傾向、また

どのような対策を行ったのか、福祉保健部長に

伺います。

本県における○福祉保健部長（桑山秀彦君）

児童虐待の傾向でありますが、相談内容で見ま

すと、食事を与えないなどの育児放棄、いわゆ

るネグレクトが全体の約４割を占めて最も多く

なっておりまして、次いで、心理的虐待、身体

的虐待がそれぞれ約３割となっております。こ

れらの背景としまして、子育て世帯の地域から

の孤立や、子供や育児に関する知識の不足など

があるものと考えております。このため、県と

いたしましては、市町村が実施いたします乳児

のいる全家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん

事業」や、支援を要する家庭への養育支援訪問

事業などに助成を行うとともに、さらに支援が

必要と判断されるケースにつきましては、児童

相談所が市町村などと連携して助言・指導を行

い、児童虐待の未然防止等に努めているところ

でございます。

未然防止には非常に効果が上○西村 賢議員

がっていることもあるかもしれませんが、先ほ

ど言ったように、起こしてしまった方のケアと

いうものを今後充実していただきたいと思いま

す。

先ほど申し上げたとおり、児童虐待の相談件

数は増加しておりまして、県内３カ所の児童相

談所の対応にも距離的な限度があるのではない

かと思います。そのためにも、被害児童の住む

身近な市町村の役割も大きくなっているわけで

すが、現在、市町村との協力体制について県は

どのように取り組んでいるのか、福祉保健部長

に伺います。
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県内の全市町○福祉保健部長（桑山秀彦君）

村に要保護児童対策地域協議会が設置されてお

りまして、市町村を中心に、構成員であります

児童相談所を初め、学校や保育所、警察、医療

機関などの関係機関が密接に連携して、情報の

共有化を図りながら、保護を要する児童やその

家庭などへの支援を行っているところでありま

す。ふえ続ける児童虐待相談への的確な対応

や、地域における相談体制の充実が求められて

いる中、この協議会の果たす役割はますます大

きなものとなってきております。このため県に

おきましては、地域における児童支援が適切に

行われますよう、この協議会に児童相談所が積

極的に参加しまして、専門的な観点から助言等

を行うなど、協力体制の充実強化に努めている

ところであります。

協議会の充実を今後も期待し○西村 賢議員

てまいりますが、現段階におきましては、市町

村によっては、その対応の技術であったり経験

等が不足している地域もあるかと思います。県

が協力体制をつくって助言指導を行っていく中

で、県がリーダーシップをとっていかなければ

ならないこともありますが、その中でも、知事

の役割は非常に大きいものがあると思います。

本県の児童虐待撲滅のため、知事に決意のほど

を伺いたいと思います。

児童虐待によりまし○知事（河野俊嗣君）

て、次代を担う子供たちが傷つけられ、未来が

奪われ、命が失われる、そのようなことは決し

てあってはならないことだと考えております。

このため、社会全体で虐待防止に取り組む機運

の醸成を図りますとともに、専門機関でありま

す児童相談所や児童の育成支援を担う市町村、

またさまざまな団体等との一層の連携強化と相

談支援体制の充実によりまして、児童虐待の未

然防止、早期発見・早期対応の徹底を図ってま

いりたいと考えております。今後とも、児童虐

待の根絶を目指して全力で取り組んでまいりま

す。

ありがとうございます。知事○西村 賢議員

は子育て関連にも熱心に取り組まれております

が、その根本にあって、どうしても子育てから

外されてしまう子供たちを救っていくことも、

本県の子育て支援の一つの柱として取り組んで

いただきたいことを要望いたします。

用意しました質問は全て終わりましたが、人

材育成の観点について１つ要望したいと思いま

す。少し前ですが、イギリスのオックスフォー

ド大学の人工知能のオズボーン准教授という方

が、あと10年で消える職業、なくなる職業を予

想した論文を発表され、話題になりました。コ

ンピューターの技術進化によって仕事がロボッ

トなどにかえられてしまう。また、それによっ

て仕事が半減してしまうと言っております。確

かに私たちの経験においても、20年前にあった

仕事が衰退していることも多々あると思います

し、新しく出てきた企業がどんどん業績を伸ば

しているということも聞きます。これからはさ

らに、ＴＰＰなどによって貿易が加速されてグ

ローバル化が進んでいくと思いますが、そう考

えていくと、今持っている私たちの知見・見識

だけではとても理解できない将来もあるかもし

れません。違った手法も今後とも継続的に考え

ながら、ぜひ教育関係、県の商工関係にいらっ

しゃる方々は、新たな着眼点を持って取り組ん

でいただきたいと要望しておきます。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、重松幸次郎議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員
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崎県議団、重松でございます。

通告に従い順次質問させていただきますの

で、知事を初め関係部長の皆様の明快な御答弁

をお願い申し上げます。

初めに、ＴＰＰへの総合対策についてであり

ます。

日本時間の10月５日夜に大筋合意が発表され

た後のＮＨＫ「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」では、アメ

リカのフロマン通商代表は「５年以上に及ぶ集

中的な交渉の結果、アジア太平洋地域で雇用を

創出し、持続的な成長を生み出し、技術革新を

促進する合意に至ることができた。この合意は

貿易や投資の自由化を進めるだけでなく、地域

が21世紀に直面している課題に対応するもの

だ」と述べ、合意の意義を強調しました。

このＴＰＰ参加12カ国のＧＤＰは世界全体の

約４割、貿易額は世界全体の約３分の１を占

め、協定が発効すれば巨大な自由貿易が誕生い

たします。このＴＰＰ大筋合意を踏まえ、公明

党ＴＰＰ総合対策本部、井上義久総合本部長

は、ＴＰＰ協定を最大限に生かす輸出促進、産

業活性化や、生産者が安心と希望を持てる農林

水産政策など、総合的な政策対応が必要である

とし、11月20日に政府に対し、ＴＰＰに関する

総合対策に向けた提言を申し入れました。

特に農林水産政策においては、将来にわたり

国民に安全で高品質な食料を供給するととも

に、中山間地域、離島等を含む豊かな農山漁村

を維持・発展させていく、そのために生産者の

不安を解消する経営安定化対策を実施し、生産

性向上、高付加価値化による競争力・体質強化

対策を実行することを掲げました。今後、幅広

い国民の声を聞きながら、必要な財源を確保

し、また、弾力的な執行により生産者が安心で

きる基金等の仕組みを構築することを強く要請

し、これらは11月25日に政府が発表した「総合

的なＴＰＰ関連政策大綱」に確実に反映されて

おります。「攻めるべきところは攻め、守るべ

きところは守る」という我が党の提言でありま

すが、しかし、農林水産、特に畜産業を基幹産

業とする我が県においては、安価な外国産品と

の競争が深刻さを増していくわけです。そこ

で、知事に、ＴＰＰ協定に関し、大筋合意、国

の関連政策大綱を受けて、本県産業においてど

のような期待と懸念があると考えるのか、その

見解をいただきたいと思います。

以上で壇上の質問とし、以下は質問者席から

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

ＴＰＰ協定は、世界のＧＤＰの約４割を占め

る大規模な経済圏をカバーする経済連携であり

まして、この協定の発効により人口８億人とい

う巨大なマーケットが創出されることとなりま

す。域内で関税が撤廃・削減され、貿易手続の

迅速化・簡素化、投資ルールの明確化が図られ

ることで、製品の輸出割合の高い企業や、海外

輸出に取り組もうとする企業、生産者にとって

は追い風となり、事業拡大も期待されるところ

であります。一方で、関税撤廃により海外から

安価な製品が輸入されることにより価格競争が

生じることも予想され、特に本県の基幹産業で

ある畜産を初めとした農業については長期的に

本県産品の価格が下落することが懸念されると

ころであります。国が定めた政策大綱には、中

小企業の海外展開の支援等に加え、農業者のセ

ーフティーネットや輸出体制の強化など、本県

が要望した対策の多くが反映されているところ

でありますが、これが確実に実行されるよう、

今後とも国に積極的に働きかけてまいりたいと
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考えております。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

我が党でも11月10日に、吉田衆議院議員、ま

た河野県議と私、そして西都児湯の市議、町議

らと一緒に農業協同組合や畜産農家を訪問し、

御意見を伺ってまいりました。ともに、強い憤

りや不安をあらわに話され、また、農家では今

でも厳しい経営状態であり、将来、息子たちに

継承させることはとてもできないとの不安を語

られておりました。しかし、これからできる限

りの支援策も講じてほしいという要望も受けて

まいりました。

また、そうした懸念がある一方で、参加加盟

国間で貿易などのルールが共通化され、関税が

撤廃されることから、国産品の輸出や企業の海

外展開がふえるなど、大きなメリットが生まれ

ます。それは、農林水産物においてもチャンス

が生まれるわけでございます。そこで、宮崎ブ

ランドの輸出促進や中小企業の海外展開、フー

ドビジネスの展開など、ＴＰＰのメリットを生

かすために県としてどのような視点で取り組ん

でいくのか、再度、知事にお伺いいたします。

ＴＰＰ協定の発効によ○知事（河野俊嗣君）

りまして、県内企業におきます県内生産品の輸

出や海外への事業展開の拡大が期待されるとこ

ろでありますが、一方で、現地において厳しい

競争にさらされるということも予想されるとこ

ろであります。このため、県内企業の海外展開

を促進するには、信頼できる品質の確保、確か

な技術力や商品力の向上に加えまして、品目ご

とにマーケットニーズをしっかりと把握し、タ

ーゲットとなる国や購買層を見定めた販路の開

拓や流通ネットワークの充実など、より戦略的

な取り組みを行う必要があるものと考えており

ます。

このため、県としましては、今年度策定予定

の「みやざきグローバル戦略」におきまして、

取り組みの方向性をしっかり示しますととも

に、本年10月に開設したジェトロを初め、産学

金官が十分に連携をして、海外展開に意欲のあ

る企業の育成・支援に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

関連して商工観光労働部長○重松幸次郎議員

にお伺いします。ＴＰＰの参加国の関税が撤廃

されると、大企業のみならず中小企業も輸出拡

大のチャンスです。流通ネットワークをフルに

活用し、県内企業もさらにグローバルな海外展

開が始まろうとしておりますが、県産品の輸出

拡大のためには流通体制の整備が重要と考えま

す。県のこれまでの取り組みと今後の取り組み

の考え方について、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

県産品の○商工観光労働部長（永山英也君）

輸出拡大に向けましては、海外の取引先や物流

ルートの確保といった流通体制の整備が重要で

ございます。このため県では、見本市の出展や

バイヤーの招聘等による海外のビジネスパート

ナーづくりや、県内の港を利用しました輸送試

験など、商流、そして物流の確保に取り組んで

きたところでございます。

また、今年度は、香港の大手輸入商社である

新華日本食品との連携協定や、さらに、ヤマト

運輸・ＡＮＡＣａｒｇｏ・宮崎銀行との四者間

での連携協定を締結し、県内企業の販路拡大と

ともに、冷蔵輸送が可能な付加価値の高い、新

たな物流ルートの確保などに取り組んでいると

ころでございます。今後は、これまでの取り組

みにより関係構築を図りました、商社や流通業

界とのネットワークをさらに強化しますととも

に、県内企業のニーズを踏まえながら、流通体
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制のより一層の整備に努めてまいりたいと考え

ております。

これから国において関連す○重松幸次郎議員

る政策が審議されるわけでありますが、今後

は、その制度内容やビジネス展開のためのガイ

ドライン、手続に関する情報等を集約し、県内

の各企業、生産者、そして県民の皆さんへわか

りやすい説明をしていくとともに、県と商工団

体と連携して、県産品の輸出拡大に取り組んで

いただきたいと要望いたします。ＴＰＰに関し

て、改めて我が党は、農林水産業の厳しい現状

をしっかり認識して、引き続き現場の声を国、

県に届けてまいります。

続きまして、公明党宮崎県本部では本年10月

に、初めて政策要望懇談会を市内のホテルで開

催し、我が党からは九州選出の衆参国会議員３

名と県議・市議団が、商工会議所連合会を初め

県内28団体の代表者や担当者と意見交換を行

い、国と県にそれぞれ要望をいただきました。

その中から、県に対する要望について幾つかお

伺いいたします。

初めに、交通インフラの整備についてであり

ますが、海と空と陸上交通の整備促進は、これ

までにも議論がございました。重複することも

ありますが、質問いたします。

海上交通について、重点港湾細島港の整備促

進、油津港のファーストポートを含む港湾機能

について、また大型貨物船の対応など、議論さ

れておりますが、宮崎港においても、貨物はも

ちろん、フェリー乗客を日常的に送迎する拠点

を充実していかなくてはなりません。昨年10月

より関西への長距離フェリーは大阪から神戸航

路に変更して、１年が経過いたしましたが、20

％近く一般旅客と団体客も増加しているという

報告でございました。さらに利用促進を図るこ

とが大事であります。そのために、フェリーか

ら乗りおりするときに、今は手荷物が運びにく

いタラップ式の階段ですが、これについてバリ

アフリーの人道橋を整備していると聞きまし

た。初めに、どのような構造で、いつ完成する

のか、総合政策部長にお伺いいたします。

長距離フェリ○総合政策部長（茂 雄二君）

ーについては、乗りおりの際に利用する人道橋

が急勾配の階段式であるため、利用者からは改

善を望む声が寄せられていたところでありま

す。県といたしましても、利便性向上の観点か

ら、新たな人道橋の建設費の一部を支援してお

りますが、その構造は、エスカレーターとなだ

らかなスロープを有し、全体が屋根に覆われた

形であり、来年２月末には完成する見込みであ

ります。この人道橋は、大きな荷物を持った方

や高齢者など、全ての方々に優しいバリアフリ

ーの設計でありますので、さらなる利用者増に

つながるものと期待しているところでありま

す。

大変うれしいお話でござい○重松幸次郎議員

ます。というのも、私は平成25年２月定例会で

このフェリーからの人道橋の設置、そのときは

ボーディングブリッジと私は言いましたけれど

も、当時の稲用総合政策部長に要望しておりま

した。このたび実現をしております。本当にあ

りがたく思っております。開通式にはぜひ私も

呼んでいただきたいと思っております。

一方で、貨物量、つまりトラック乗船台数が

昨年同時期と比べますと横ばいか若干減少して

いるようです。宮崎港だけに限らず、県内の港

に物流を集約し、効率化を図ることが重要だと

考えますが、今後、荷寄せによる効率的な貨物

輸送を進めるため、どのような対策を講じてい

かれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま



- 198 -

平成27年12月1日(火)

す。

大都市圏から○総合政策部長（茂 雄二君）

遠隔地にある本県にとって、大量輸送機関であ

ります海上輸送は大変重要であり、物流の効率

化を通じて、農産物を初めとする本県産品の輸

送コストの削減を図っていくことが必要である

と考えております。このようなことから、県で

は、県内港湾等に県内外から貨物を集めるとと

もに、県外からの下り荷を確保する荷寄せ支援

策として、陸上トラック輸送から海上輸送等に

シフトした貨物に助成を行う「物流競争力強化

事業」を実施しているところであります。県と

しましては、今後さらに、トラック運転手の不

足に対応するモーダルシフトの動きや、高速道

路の整備に伴う他県の港湾との競争激化にも

しっかりと向き合いながら、地元自治体と連携

して、本県物流の競争力強化に努めてまいりた

いと考えております。

太平洋に直接面して、外国○重松幸次郎議員

貿易を含む東九州の物流拠点として、ますます

重要な役割を果たしていくべきです。旅客及び

トラック等の利用促進、今後の航路の維持・充

実を図っていただきたいと思います。

次に、陸上交通ですが、ＪＲ九州と宮崎交通

さんが先月14日から、全国で相互利用可能なＩ

Ｃカード「ｎｉｍｏｃａ」「ＳＵＧＯＣＡ」が

それぞれ運用開始となりました。昨日も井上議

員から質問がありました。お話があったとおり

です。宮崎は九州で唯一、全国型ＩＣカードが

使えない空白県でありましたが、県内の宮交バ

ス、鉄道（一部区間）が使えるようになりまし

た。この全国型ＩＣカードが１枚あれば、全国

各地の列車、バスに乗れ、買い物にも使えます

ので、利便性が向上し、何よりも旅行客へのイ

メージアップができます。多額の費用投資がか

かったようでありますけれども、関係者の御努

力に敬意を表したいと思います。と同時に、前

回も内田副知事に要望いたしましたが、県内の

日豊本線の全ての駅でこのＩＣカードが使える

ように働きかけをお願いいたします。

さて、東九州自動車道の整備につきまして

は、新直轄方式区間、清武南―日南間の早期完

成と、未事業化区間、日南―志布志間の早期事

業化とスマートインターチェンジの早期完成に

あわせて、これも毎回課題になっている４車線

化または追い越し車線の増設であります。

先日もある会社の社長から尋ねられました。

「片や、すいすい走れる４車線の九州自動車道

と２車線の東九州自動車道の料金が同じなのは

納得がいかない。東九州道は料金を安くして利

用者をふやし、早く４車線化にするべきだ」と

言われて、執行部に尋ねたところ、高速道路の

料金は、原則１キロ当たり普通車は24.6円プラ

スターミナルチャージ150円で設定されており、

現行制度上、個別路線のみを値下げすることは

困難であるということのようです。

質問初日の田口議員から、交通事故対策の上

からも対面交通箇所のセンターガードの設置や

４車線化の見通しなど質問されていましたが、

これも商工団体からの要望ですので、以下、２

点伺います。

まず、東九州自動車道の付加追い越し車線の

増設について、県としてどのように考えておら

れるのか、県土整備部長にお伺いいたします。

対面交通の安○県土整備部長（図師雄一君）

全性や走行性、さらには大規模災害時における

対応を考慮した場合、暫定２車線区間における

４車線化の早期実現が、本県にとって大変重要

な課題ではありますが、より低コストで、より

早期に高速道路の機能を強化するためには、４
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車線化に先立って追い越し車線を増設すること

も、大変有効であると考えております。県とい

たしましては、西日本高速道路株式会社などに

対し、高速道路の交通状況や道路線形などをき

め細かく把握した上で、より効果的な追い越し

車線などを増設するよう要望してまいりたいと

考えております

同じく東九州自動車道は、○重松幸次郎議員

付加追い越し車線とあわせてパーキングエリア

の設置も課題であります。川南パーキングエリ

アから「北川はゆま」までは65キロ、「北川は

ゆま」から大分松岡まで84キロということです

が、トイレ休憩ができないと、特に女性やお子

様連れ、高齢者にはつらいものです。川南パー

キングエリアから大分松岡間のパーキングエリ

アの増設について県としてどのように考えてい

るのか、再度、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

川南パーキン○県土整備部長（図師雄一君）

グエリアから大分松岡パーキングエリアの約150

キロメートル間におきましては、道の駅の「北

川はゆま」や「北浦」があるほか、大分県側に

は「かまえインターパーク」が整備されており

まして、いずれも実質的な休憩施設として機能

しております。しかしながら、川南パーキング

エリア―北川はゆま間は、約70キロメートルに

わたりまして休憩施設がない状態でありますた

め、県といたしましては、これまでも機会ある

たびに、関係機関に対し、休憩施設の充実につ

いて要望活動を行ってきたところであります。

来年春には、北九州市と宮崎市が高速道路でつ

ながる見通しであり、これまで以上に長距離ド

ライブを楽しむ環境が整ってまいりますので、

より一層の利便性、安全性の向上が図られます

よう、西日本高速道路株式会社などに対して、

引き続き要望してまいりたいと考えておりま

す。

安全性のためにも、ぜひと○重松幸次郎議員

も自動車道沿いのパーキングエリアの設置を強

く要望いたします。

次に、中小・小規模企業の支援についてであ

ります。

前回９月の 原議員を初め、今回も多くの議

員の皆様が質問されておりますが、小規模企業

を経済の主役にするという我が党の政策でもあ

りますので、総括して２点、質問いたします。

さきの通常国会で小規模企業振興基本法と支

援法が成立したことで、地域活性化への期待が

高まってきております。その最大のポイント

は、基本原則として、単なる企業の成長だけで

なく、技術の向上や安定的な雇用の維持などに

よる事業の持続的発展を掲げた点であります。

商工会議所や商工会の面的支援も充実させなが

ら、地域活性化につながる取り組みを支援する

ために、中小企業・小規模企業の経営力強化が

大事だと考えますが、県としてどのように取り

組んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

地域の経○商工観光労働部長（永山英也君）

済社会や雇用を支えております中小企業・小規

模企業の経営力を強化しますことは、当該企業

の成長や持続的発展のみならず、本県経済の活

性化を図る上で必要不可欠のものであると考え

ております。このことから、現在検討中の「み

やざき産業振興戦略」において、中小企業・小

規模企業全体の競争力・経営力の強化を大きな

柱の一つとして捉え、具体的な施策に取り組ん

でまいりたいと考えております。具体的な内容

として、例えば商工会等の経営指導員の資質向

上など、小規模企業の経営支援体制の強化のた
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めの取り組みや、若手経営者の養成、新事業へ

チャレンジする企業への積極的な支援等を検討

しております。県といたしましては、実効性の

ある戦略を策定しまして、関係団体等と連携

し、中小企業・小規模企業の経営力の強化に取

り組んでまいりたいと考えております。

しっかり取り組んでいただ○重松幸次郎議員

きたいと思います。そして、雇用の確保と事業

継承のためには、若者の定住促進が大きな課題

です。

関連して地方創生について１点お伺いしま

す。

地方創生の実現には、若者層の流入をふやす

必要がありますが、ＵＩＪターンを促進するた

め、県はどのように取り組んでいるのか、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

地方創生○商工観光労働部長（永山英也君）

を実現しますためには、県外から特に若い人材

を呼び込むことが大変重要でございます。この

ため県では、「宮崎ひなた暮らしセンター」を

拠点としまして、就職相談やセミナーの開催の

ほか、宮崎での採用面接に必要な旅費の助成等

も行っているところであります。また、毎年、

県外で求職者と県内企業のマッチングを実施し

ておりますし、今議会で補正予算をお願いして

おりますが、今年度新たな取り組みとして、九

州・山口８県が共同で、東京圏の若者を対象と

した就職説明会を開催することとしておりま

す。

さらに今年度から、県外に進学しました大学

生のＵターンを促進するため、保護者へ情報発

信を行うこととし、今月、約1,000名に対して就

職紹介の冊子を送付する予定にしております。

加えて、都市部の高度な専門性を持つ人材と企

業とのマッチングを促進するため、来年１月に

「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置す

ることとしております。今後とも、若者を中心

に、ＵＩＪターンの促進に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

県内就職への支援強化と人○重松幸次郎議員

材育成、よろしくお願いいたします。

人口減少対策につながる子育て支援について

お伺いいたします。

東京都世田谷区では、子育て世代に広く普及

しているスマートフォンを活用した支援事業を

行っており、注目を集めております。多様化す

る子育て家庭のニーズに沿った情報を提供する

ためのツールの一つとして、区では、平成26

年10月から「せたがや子育て応援アプリ」を公

開しています。アプリを通じて提供されるサー

ビスには、おむつがえ・授乳スペース、公園な

どの施設を検索できる「施設マップ」、子育て

支援情報や申請手続などの情報が閲覧できる

「子育て支援ナビ」、幼稚園・保育施設を条件

に合わせて検索できる「保育施設検索ナビ」、

登録した子供の生年月日や住所などに合わせた

健診や予防接種のお知らせを通知する「お知ら

せ配信機能」などがあり、妊娠期から小学校就

学前の子育て家庭を対象に支援情報を提供して

おります。同様のサービスが京都府でも取り組

まれ、「きょうと子育て応援パスポートアプリ

（まもっぷ）」としてありますが、このように

子育て支援の情報を提供するアプリをつくって

はどうか、福祉保健部長にお伺いいたします。

県や団体など○福祉保健部長（桑山秀彦君）

が取り組む子育て支援に関する情報を子育て家

庭等に届けることは大変重要なことでありまし

て、子育て世代でスマートフォンの普及率が高

い現状から、情報提供の手法の一つとしてアプ

リを活用することも有効な手段であると考えて
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おります。県では、団体等の取り組みを含めた

さまざまな子育て支援情報を提供するホームペ

ージ「すくすくみやざき」を開設・運営します

とともに、子育て家庭が安心して外出できるよ

う、授乳やおむつがえのスペースを提供する施

設「赤ちゃんの駅」を検索できるアプリを導入

しているところでございます。今後とも、より

有効な情報提供のあり方につきまして、アプリ

の活用も含め、検討してまいりたいと考えてお

ります。

「せたがや子育て応援アプ○重松幸次郎議員

リ」は利用者から好評を得ており、アプリの公

開から約１年が経過した平成27年９月末時点

で、ダウンロード数は8,974件となっているよう

です。さらなる充実をお願いいたします。

子育て支援でもう一つ、子育てタクシーの取

り組みを紹介し、お尋ねいたします。

聞きなれない事業かと思います。子育てタク

シーとは、例えば保育園や学校、塾などに子供

を迎えに行けないときに、保護者のかわりに迎

えに行ったり、緊急時の夜間救急病院への送

迎、荷物が多くなりがちな乳幼児を連れた外出

のサポート、陣痛時のスムーズな送迎など、い

ざというときの保険として登録・御利用いただ

ける子育て世代に優しいタクシーです。この子

育てタクシーのハンドルを握ることができるの

は、社団法人全国子育てタクシー協会が認め、

協会指定の養成講座８時間以上及び子育て支援

施設での保育実習を修了したドライバーのみ

で、子供が一人でも不安にならないように接し

方も学んでいますと、協会のホームページにご

ざいました。

行政では、山形県子育て推進部のホームペー

ジ、秋田県健康福祉部のホームページに、それ

ぞれ子育てタクシー紹介をアップし、岐阜県少

子化対策ホームページでは、岐阜県少子化対策

総合プログラムに子育てタクシーの活用が新規

事業としてうたわれておりました。本県でも子

育てタクシーの取り組みを広めるために、県と

してできることはないか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

子育てタクシ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ーは、御質問にありましたように、乳幼児を連

れた保護者や妊娠中の方が安心して利用できる

よう、研修を受けたドライバーを配置するもの

でありまして、タクシー会社が自主的に行って

おります取り組みであります。

県では、このような子育て支援の熱心な取り

組みを表彰する「未来みやざき子育て表彰」を

実施しているところでありまして、今年度は先

月15日に、「未来みやざき子育て応援フェス

ティバル2015」におきまして、県内で子育てタ

クシーに取り組んでいる会社に対しまして知事

から表彰状の授与を行い、来場の方々を初め、

広く県民の皆様に周知を図ったところでござい

ます。県としましては、今後とも、すぐれた子

育て支援の取り組みに対する表彰などを通じま

して、県民全体で子育てを応援する機運づくり

に努めてまいりたいと考えております。

これは国土交通省のホーム○重松幸次郎議員

ページにも取り組みが紹介されております。タ

クシー会社のサービスの一つという捉え方では

なく、タクシー事業者が子育て支援という、

「地域性と連携」というキーワードで、企業の

責任、福祉タクシーとしての優しさ、サービス

提供という新たな雇用形態に変革することにつ

ながると考えますので、さらなる展開を御検討

いただきたいと思います。

次に、高齢者増に伴う介護人材の不足につい

てであります。
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９月議会の野﨑議員の質問でも現状課題がご

ざいましたが、本県の75歳以上の高齢者人口

は、平成25年に16万7,000人でありましたが、団

塊の世代が後期高齢者に達する平成37年（2025

年）には20万4,000人と、約２割増加するものと

推計されています。さらに、その平成37年に

は4,000人を超える介護職員の不足が見込まれて

いるとあり、その上で介護サービスの基盤とな

る介護人材を確保するためには、介護の現場に

おいて働きやすさ、働きがいを高めるととも

に、処遇の改善を進めることにより、介護分野

への就業促進、在職者の離職防止に取り組むこ

とが重要であります。そして、新たに関係団体

から成る協議会を設置し、さらなる人材確保・

定着策を検討するなど、積極的に対応してまい

りたいとの部長答弁でございました。

そこでお尋ねしたいのは、外国人人材の活用

であります。我が党の政策提言の中にも、先ほ

どの若者や女性の活躍とあわせて、外国人人材

の受け入れ体制の改善・強化、外国人技能実習

生制度の拡充がうたわれております。執行部か

らいただいた資料では、平成20年から25年の５

年間累計入国外国人看護師・介護福祉士候補者

受け入れ（フィリピン、インドネシアとのＥＰ

Ａ２国間）の状況によりますと、その状況は、

九州・沖縄の合計で、看護師は施設数で39、人

数で71名、介護福祉士は施設数29、人数が58名

だった中で、本県は施設、人数ともゼロであ

り、全国の中でも、ともにゼロ県は本県だけで

ありました。そこで、ＥＰＡに基づく外国人の

介護福祉士及び看護師候補者の本県での受け入

れが進まない原因をどのように分析しているの

か。また、外国人の受け入れについて、県とし

て今後どのように取り組んでいくのかを福祉保

健部長にお伺いいたします。

ＥＰＡに基づ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

く外国人の介護福祉士及び看護師候補者の受け

入れは、公益社団法人国際厚生事業団が、希望

する民間施設と候補者を仲介して行っている制

度であります。この制度の利用が本県で進んで

いないのは、入国後、国家試験受験までの間の

指導役の職員の確保や研修計画の作成などの負

担が大きいことなどから、受け入れ側がメリッ

トを感じていないからではないかと推測してお

ります。

外国人の受け入れについては、現在、国にお

いて深刻化する介護人材不足に対応するため

に、働きながら技術を学ぶ外国人技能実習制度

への介護分野の追加、日本での養成施設を経て

介護福祉士資格を取得した外国人への在留資格

の付与について検討がされているところであり

ます。県といたしましては、そうした国の動向

を見きわめた上で、必要な対応を行ってまいり

たいと考えております。

国の動向もそうなんですけ○重松幸次郎議員

れども、それ以前にも徳島県を筆頭に四国は積

極的に受け入れがなされておるようです。私も

また調査に回って、次も議論をしたいと思って

おりますので、今後とも御検討をよろしくお願

いいたします。

次に、災害廃棄物処理計画策定の推進につい

てであります。

東日本大震災や広島の土砂災害、本年発生し

た関東・東北豪雨など、近年は膨大な廃棄物を

もたらす大規模な自然災害が頻発しておりま

す。しかしながら、全国の自治体では災害廃棄

物処理計画の策定が進んでおらず、予期せぬ災

害に備えた対策が十分とは言えない状況です。

本年９月、鬼怒川の堤防決壊により市街地が

広範囲に浸水した茨城県常総市では、路上への
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不法投棄や不衛生で悪臭を放つ膨大な量のごみ

や瓦れきの対応に追われ、復旧作業に支障を来

しました。国は自治体に対し、大規模な災害に

備え、事前に仮置き場や処理方法を定めた災害

廃棄物処理計画の策定を求めていますが、茨城

県と常総市では計画が未定になっておりまし

た。

平成26年から27年にかけて環境省が実施した

調査によりますと、全国の災害廃棄物処理計画

は、都道府県においては約２割、市町村におい

ては約３割しか策定が済まされていないことが

わかっております。そこで、災害廃棄物処理計

画の策定の現状について、本県はどのように

なっているのか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

災害廃棄物処○環境森林部長（大坪篤史君）

理計画は、自然災害により発生する大量の廃棄

物を迅速かつ適正に処理し、早期の復旧・復興

を図るために、大変重要なものであると認識し

ています。

この計画の策定に当たりましては、環境省が

従来から、「震災廃棄物対策指針」や「水害廃

棄物対策指針」を示しておりましたけれども、

東日本大震災等を教訓にしまして、平成26年３

月に新たに「災害廃棄物対策指針」が策定され

たところです。これを受けまして、本県では、

発生が懸念される南海トラフ巨大地震や台風に

よる風水害等に備えるために、「宮崎県災害廃

棄物処理計画」を今年度中に策定するよう、現

在、作業を進めているところです。

また、県内の市町村では、これまでに16市町

村が策定しておりますが、このうちの６市町村

が新たな指針を踏まえた計画となっているとこ

ろです。今後、ほかの市町村でも速やかに新指

針を踏まえた計画を策定されるよう、支援をし

てまいりたいと考えております。

災害廃棄物は、さまざまな○重松幸次郎議員

ごみがまざり合っており、処理の難しさも悩み

の種であります。計画づくりのノウハウや人材

が不足している自治体は珍しくなく、後押しす

る取り組みが欠かせません。

そうした中、官民一体で災害ごみの処理を支

援する「災害廃棄物処理支援ネットワーク

（Ｄ．Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ）」が発足しており

ます。同ネットワークは、環境省が事務局を務

め、民間の事業者団体、研究機関などで構成さ

れる組織です。災害時には廃棄物を処理するた

めの技術的な助言を行うほか、平時には自治体

の処理計画の策定を支援する役割が期待されて

います。自治体は、廃棄物処理事業者や建設運

搬業など専門的な知見と協力が必要となりま

す。災害廃棄物の円滑な処理に当たっては、関

係機関との連携・協力が重要と考えますが、県

としてはどのように対応されるのか、環境森林

部長にお伺いいたします。

大規模な災害○環境森林部長（大坪篤史君）

により大量の災害廃棄物が発生した場合に、被

災市町村のみでは対応できないことも想定され

ます。そのような場合に県では、ほかの市町村

や産業廃棄物協会などの民間団体から円滑に協

力・支援が受けられるよう調整を行います。そ

れでも処理が困難な場合には、被災市町村から

事務委託を受けまして、県が直接処理に携わる

など、より積極的な役割を担うことになると考

えております。

また、全国的には、議員も今おっしゃいまし

たように、環境省がリードして、専門的な知見

を有する機関や業界団体で構成される災害廃棄

物処理支援ネットワークを発足させております

ので、万一の際には、こういった組織も積極的
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に活用しながら、災害廃棄物の円滑な処理に努

めてまいりたいと考えております。

振り返りますと、東日本大○重松幸次郎議員

震災の爪跡は、あの膨大な瓦れき処理にありま

した。13都道府県の推定処理量は3,100万トンで

ありました。平成24年８月に、私は新見県議と

一緒に宮城県多賀城市にあった震災瓦れき処理

の作業現場を視察しております。その処理施設

では、中間処理場へ搬入し、粗選別、分別、破

砕、洗浄、改質などの処理を実施し、次に分別

処理された廃棄物を可燃物は焼却施設へ運び、

また、チップ化した廃木材はバイオマス施設へ

行き、破砕したコンガラ、土砂等は復興資材と

して多賀城市内、ほかのリサイクル現場に搬出

されておりました。その結果、廃棄物の最終処

理量は14万3,000トンに達し、リサイクル率につ

いては目標の70％を上回り、80％に達したと、

後の調べでわかりました。平時から、このよう

に災害廃棄物の処理について自治体や関係団体

との連携体制を整備していただきたいと思いま

す。

次に、教育文化施設３カ所の整備について、

教育長にお伺いいたします。

先月は県立美術館20周年記念式典に参加させ

ていただきました。おめでとうございます。ま

た、その前後には、特別展「ディズニー夢と魔

法の90年展 ミッキーマウスからピクサーま

で」と特別展「川端康成の眼 川端コレクショ

ンと東山魁夷」を鑑賞し、隣の博物館では特別

展「美しき宮崎の滝200」や展示品を見学させて

いただき、芸術の秋を満喫させていただきまし

た。

このように、宮崎市内神宮・船塚にある県立

美術館、図書館、博物館は、歩いて回れる距離

にあり、県民が文化芸術に親しむ機会の提供と

生涯学習の支援を担う中核施設の一つとなって

おります。また、周辺には総合文化公園と広場

が配置され、レクリエーションを楽しむ場な

ど、多様なニーズに応じた広場として利用され

ています。県民のすばらしい財産であり、観光

資源のためにも、いつまでも美しく快適に維持

管理することが望まれます。

初めに、県立美術館の空調設備についてお伺

いいたします。合同政策研究会で資料を提示し

ていただきましたが、館内をガス式・電気式で

管理されていて、定期的なメンテナンス、修繕

点検で維持されているとのことですが、開館か

ら20年が経過し、耐用年数や部品の製造管理を

考えると、更新する時期に来ていると考えま

す。そこで、県立美術館の空調設備について

は、更新時期を考えた計画を検討すべきではな

いかと思いますが、教育長にお伺いいたしま

す。

県立美術館の空調設○教育長（飛田 洋君）

備につきましては、開館前年度の平成６年度に

設置されておりまして、現在、昼間は２台のガ

ス式の設備、夜間は電気式設備による24時間の

空調を行うなど、美術品の劣化を防ぐように十

分配慮を行っているところであります。

美術館にとって空調設備は極めて大切なもの

でありますから、電気式につきましては、平

成26年度に設備の更新を行い、ガス式について

も、平成18年度に細部にわたって部品の洗浄を

行うとともに、専門業者によって設備の日常点

検や小まめな部品交換を行い、現在、安定して

稼働している状況にございます。

また、これら２種類の空調設備を使っている

わけですが、万が一、そのどちらかが故障した

際には、故障していないもう一種の設備がバッ

クアップできる体制も整えているところであり
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ます。しかしながら、ガス式設備は設置から20

年を経過いたしておりますので、長期的な視点

から設備の更新計画を検討してまいりたいと考

えております。

20年たちますと、部品の製○重松幸次郎議員

造義務もなくなるのではないか、また新しい機

械にかえたほうがランニングコスト、電気代も

下がったりとか、必ず技術革新はされておるわ

けでございますから、美術館には郷土の画家瑛

九を初め、貴重な絵画が所蔵されておりますの

で、美術品保護の観点からも、どうか早目に御

検討をしていただきたいと思います。

次に、県立図書館への図書消毒機の設置で

す。全国の図書館で徐々にこの図書消毒機の設

置が進んでいるようです。本は棚に置いておく

だけでもほこりがつき、また、貸し出しされる

と汗や唾液や飲食物などが付着したり、それが

要因でごく小さな昆虫やカビ、細菌などが繁殖

することにより、本自体の保存や衛生面の管理

が気になります。この消毒機は、自分で装置に

本を入れると、約１分間で本の下から風が吹き

上がってきて、ページに挟まったほこり、髪の

毛、ダニなどを除去し、紫外線で殺菌し、強力

な消臭抗菌剤を循環させて、においを取ること

ができるようになっているようです。まだ県内

にはこの消毒機は設置されていないようです。

そこで、県立図書館に図書消毒機を設置しては

どうか、教育長のお考えをお伺いいたします。

図書消毒機を設置し○教育長（飛田 洋君）

てはどうかという御提言でありますが、現在、

県立図書館では、本の返却時に１冊１冊点検

し、例えば汚れがあれば拭くなどして、きれい

な状態で本棚に戻し、利用される方が気持ちよ

く本を手にとっていただけるように努めている

ところであります。また、ポンプ式の消毒液を

館内に設置したり、床や本棚の清掃を徹底した

りするなど、衛生的な環境の維持にも配慮いた

しているところであります。今後とも、図書館

の環境維持に最大限の配慮をしてまいりますと

ともに、御提案のありました図書消毒機の設置

につきましては、導入している他県の図書館の

状況等についての調査研究などに取り組んでま

いりたいと考えております。

公明新聞に掲載されており○重松幸次郎議員

ました大阪府八尾市の龍華図書館では、この図

書消毒機を設置しまして、１カ月間で約1,300回

利用されて、利用者からは、「目に見えない細

菌なども除去してくれるので安心です」という

ふうに好評であります。ぜひ御検討をお願いし

たいと思います。

図書消毒のみならず、美術品、博物館などの

所蔵品をカビや害虫から守り、保護するために

は、小まめな対処や定期的な消毒、防除が必要

であります。そこで、総合博物館はどのような

方法で殺虫・殺菌を行っているのか、教育長に

お伺いいたします。

博物館にとりまし○教育長（飛田 洋君）

て、標本や文献などの資料を適切に保管するこ

とは、最も基本的な使命の一つであります。そ

のため、県総合博物館におきましては、害虫や

カビによる被害が出ないよう、日ごろより清掃

や目視 肉眼観察でございますが によっ― ―

て点検を行うとともに、館内約80カ所に昆虫を

捕らえる粘着シートを設置して、被害を及ぼす

ような害虫がいないか、確認をいたしていると

ころであります。さらに、月に一度は定期検査

の日を設け、職員全員で害虫やカビの被害がな

いか、確認をしております。また、害虫等の駆

除についてでありますが、年に一度は約２週間

かけて展示室と収蔵庫のガスによる薫蒸を行っ



- 206 -

平成27年12月1日(火)

ておりますし、新たに収集する資料につきまし

ても、殺虫・殺菌の処理などを行った後、館内

に搬入いたしております。これらの取り組みを

通しまして、収蔵品の適切な受け入れと保管に

努めているところでございます。

ガスの薫蒸で殺虫とか殺菌○重松幸次郎議員

いただいている、そのことは大変よろしいんで

すけれども、しかし、ガスというのはエキヒュ

ームという酸化エチレンガスを使う。これは大

変取り扱いというか、環境面においては注意を

しなくてはならないと聞いております。薫蒸に

はガスを使うということでありますが、環境面

や安全面には配慮して使用されているのか、再

度、教育長にお尋ねいたします。

ガスによる薫蒸であ○教育長（飛田 洋君）

りますが、その方法につきましては、環境面や

安全面に配慮して、全国の博物館でも一般的に

採用されている公益財団法人文化財虫菌害研究

所が作成いたしました標準仕様書に基づき、薫

蒸を実施しているところであります。また、薫

蒸中は、安全対策のため、博物館内はもとよ

り、不測の事態も考慮して、周辺の通路につい

ても立ち入りを禁止し、警備員が巡回する措置

をとっております。

なお、薫蒸後に排出するガスにつきまして

は、環境面への配慮や安全性を確保するため、

その濃度を日本産業衛生学会の定めた人体に影

響のない基準値以下になるよう、濃度が基準値

以下になっていることを１時間置きに確認しな

がら、数日かけて少量ずつ排出いたしておりま

す。

全国の博物館等ではＩＰＭという、昆虫、害

虫の数を一定以下に管理するような方法で管理

なさっているところもあるんですが、宮崎県の

総合博物館でそれを実施するとすれば、全館の

気密性、特に収蔵庫を改造しないといけないと

いうこと、それから、空調もそれに対応するよ

うにしないといけないということがありまし

て、現在この方法をとっておりますが、今後と

も、安全面、環境面に十分配慮しながら、保管

に努めていきたいと考えております。

私も専門家に聞いてきまし○重松幸次郎議員

たが、これほどの全館挙げての大規模な薫蒸は

九州内でも数件になっていると聞きました。

おっしゃったように、ＩＰＭ（総合的病害虫管

理）、これはもともと農業の病害虫の管理から

来ているわけですけれども、わかりやすく言い

ますと、適時に利用可能な全ての防除技術を活

用して適切な判断を総合的に講じるということ

でございます。他県の事例も参考にして、博物

館を初め、県内の全ての文化施設の消毒、害虫

防除、適切な管理・保管をよろしくお願いいた

します。

次は、松くい虫の対策についてであります。

これまでも何度も議会で取り上げられてまい

りました。猛威を振るっている被害状況、その

要因と対策については、これまでの答弁で了解

いたしました。関係機関と連携して、しっかり

取り組んでいただきたいと思います。

その上で、今後さらに大規模な薬剤散布が行

われるとしましたら、害虫だけでなく益虫もい

なくなる。それにより鳥や小動物などもいなく

なるのではないか、つまり、生態系、生物のバ

ランスが崩れてしまうことを大変危惧いたしま

す。また、人の健康被害が出ないとも限らない

ということで心配であります。松くい虫被害対

策として実施する薬剤散布は重要であります

が、一方で周辺環境への影響も懸念されてお

り、県では薬剤防除に際してはどのような環境

面での配慮や不安解消の取り組みを行っている
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のか、環境森林部長にお伺いいたします。

松くい虫の薬○環境森林部長（大坪篤史君）

剤防除に当たりましては、対象地周辺の漁業関

係者やたばこ耕作組合などと、散布場所や時期

等について十分に協議を行いますとともに、付

近住民等に対しましても、事前周知を図ってい

るところでございます。

実際、薬剤防除の方法としましては、ヘリコ

プターによる空中散布が基本ですが、住宅や農

地等が隣接する場合には、地上からの散布とし

まして、また、貴重な水辺環境のある場所で

は、松の幹に直接薬剤を注入する方法により対

応している状況でございます。また、薬剤散布

の前後には、毎年度、専門機関に依頼しまし

て、動植物への影響調査や、大気や土壌、河川

水等への残留調査を行っております。分析の結

果、昆虫類等で散布後に個体数の一時的な減少

が見られることはありますけれども、河川水で

は最大でも国の基準値の６分の１以下になるな

ど、調査した全ての項目で、周辺環境に対する

薬剤の影響は軽微であることを確認していると

ころであります。

環境面ではそういう形で○重松幸次郎議員

しっかり注意をしていただきながら、一方で、

松枯れ対策も喫緊の課題でございますので、

しっかり取り組んでいただきたいと要望いたし

ます。また、以前も質問いたしました農薬のネ

オニコチノイドでミツバチがいなくなるという

ことがよく言われておりますので、しっかり環

境面に配慮して対策をお願いいたします。

最後の項目になります。６月の質問に引き続

き、サンマリーナ宮崎の改善要求についてであ

ります。

毎年、多額の費用をかけてしゅんせつを行っ

ておりますが、その間、今年度では４カ月間、

しかも夏のレジャー最盛期に入出港禁止になっ

ております。そして、本年は７月20日から11

月10日までしゅんせつ工事でマリーナがクロー

ズされて、ようやく11月11日に開放されました

が、その後の低気圧の影響で再び砂が流れ込ん

できて、17日からまた入出港禁止となりまし

た。わずか１週間しか開放されていなかったと

いうことで、さらに開放のめどが立っていない

という状況とお聞きしております。

ヨット、クルーザーの利用者は本当に怒って

いらっしゃいます。ヨットマンは九州北部から

沖縄方面に向かう場合、太平洋側の本格的マリ

ーナとしては宮崎が最後の中継地であり、休息

や燃料補給、そして悪天候時には緊急避難をさ

せなくてはならない公的なマリーナでありま

す。また、大切な観光資源であることも前回申

し上げました。サンマリーナ宮崎は、航路に砂

が堆積し、入出港禁止としゅんせつを繰り返し

ておりますが、この現状について知事の見解を

伺いたいと思います。

サンマリーナ宮崎は、○知事（河野俊嗣君）

サンビーチ一ツ葉と一体となりました海洋性レ

クリエーションの拠点としまして、多くの皆様

に親しまれているところであります。本県の豊

かな自然を生かした重要な観光資源の一つであ

ると考えております。

マリーナにおきましては、必要に応じてしゅ

んせつを行うことによりまして、航路の確保に

努めているところでありますが、台風等の影響

による砂の堆積のため、たびたび船の航行規制

を行い、利用者の方々に御不便をおかけしてい

るところであります。地形の問題等もあり、自

然のなせるわざではありますが、この砂の堆積

問題は大変重要な課題であると認識をしており

ます。今後とも、県民はもとより、県外から訪
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れる皆様にも気持ちよく利用していただける施

設となるよう、努力してまいりたいと考えてお

ります。

本当にお願いしたいと思い○重松幸次郎議員

ます。国の直轄である宮崎海岸の侵食対策事業

が平成39年度までかかるようでありますが、そ

れまで毎年予算を計上してしゅんせつ工事を繰

り返していくのでしょうか。ここから具体的な

協議は常任委員会にお願いしたいと思います

が、もう一度、県土整備部長に、サンマリーナ

宮崎の砂の堆積問題について抜本的な改善策は

考えられないのかを伺いたいと思います。

サンマリーナ○県土整備部長（図師雄一君）

宮崎の砂の堆積問題の対策につきましては、

しゅんせつに加え、流入する砂の量を減らすこ

とが有効な対策の一つであると考えておりま

す。このような中、現在、国がマリーナ北側の

海岸において、侵食対策事業の一環として突堤

工事を実施しておりまして、これが完成します

と宮崎港に流入してくる砂の量が軽減されると

聞いております。

県といたしましては、サンマリーナ宮崎にお

いて、国の事業に加えて、より早く効果が発揮

されるような改善策について検討を進める必要

があると考えております。このため、現在、こ

れまでの海底の測量結果などのデータの収集整

理を進めているところでありまして、今後、こ

れをもとに、さまざまな観点から検討を行うこ

ととしております。この検討に当たりまして

は、利用者や専門家などの御意見も伺いなが

ら、進めてまいりたいと考えております。

どうか、いろんな方の、ま○重松幸次郎議員

た利用者の御意見をしっかり聞いていただい

て、抜本的な改善をよろしくお願いいたしま

す。

以上で質問の全てを終了いたします。ありが

とうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○中野 明副議長

きます。

次は、二見康之議員。

〔登壇〕（拍手） 1896年（明○二見康之議員

治29年）、エジソンが発明したキネトスコープ

が初めて神戸で輸入上映されました。この年か

ら数えて60年目に当たる1956年（昭和31年）、

日本における映画産業発祥を記念する日として

「映画の日」が制定されました。それがきょ

う、12月１日であります。ふだんはなかなか映

画を見に行く時間もつくれませんが、先日、縁

あって、第３回「ちちぶ映画祭2015」に行って

きました。映画館がない秩父市において、地元

への感謝の形として西武鉄道が主催する映画

祭、上映する映画の関係者をゲストに迎えての

上映会でした。そして今回上映されましたの

は、台湾映画「ＫＡＮＯ 1931海の向こうの甲

子園」でありました。日本の統治下にあっ

た1931年の台湾で、日本人、中華系台湾人、台

湾原住民でつくる混成チームでの嘉義農林学校

野球部、略して「ＫＡＮＯ」が甲子園の決勝ま

で勝ち進む実話の映画であり、昨年２月に台湾

で公開され大ヒット、９月には台湾史上初とな

るアンコール公開も行われたそうです。制作

も、日台混成チームでとの思いから、野球部監

督に都城市出身の永瀬正敏、その奥さん役を坂

井真紀、一大かんがいプロジェクト、嘉南大圳
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に尽力した八田與一を大沢たかおが演じ、日本

は台湾統治時代にインフラ整備などを行い、台

湾の近代化に多大な貢献を果たしたことなど、

そうした歴史的背景にも目配りをしている、ま

さに両国のきずなが生んだ作品と言え、今後、

私たちの交流を深めるためにも大変すばらしい

映画だと感じました。ＤＶＤにもなっていると

いうことですので、ぜひ一度御鑑賞いただけれ

ばと思います。

また、隣国でありますが、親日の台湾とは対

照的に、反日であると思われるような韓国です

が、先日、知事の訪問団の一員として韓国へ

行ったときに、韓日親善協会中央会の金会長の

お話に、「日本と韓国のこれまでの歴史には、

よい面も悪い面もあった。しかし、これから最

も大切にしなければならないことは、両国の友

好と協力を構築していくことで、隣では、中国

や北朝鮮など一党独裁主義、封建主義の国家が

あり、民主主義国家である韓国、日本、アメリ

カはともに協力していかなければならない」

と、強くお話しになっていました。一見、表面

上は険悪なムードがある日韓であります。しか

し、反対に、両国の友好な関係を強く求める、

そして国民の幸せを守るためにも、民主主義と

いう宝をしっかり守っていかなければならない

という信念を感じ、大変感動を覚えたところで

す。

さて、今日の日本の民主主義政治はどのよう

な状態でしょうか。一票の格差の問題、外交・

防衛や憲法改正、大阪都構想などさまざまな課

題を抱えておりますが、一言で民主主義と言い

ましても、その意味はどのようなものか、なか

なか一言では言いあらわせないかと思います

が、民主政治の先進国でありますイギリスにお

いて、王政から民主政治に移行したのは13世

紀、イギリスの貴族、僧侶がロンドン市民とと

もにジョン王の失策を責め、人民の生命及び財

産の安全を保障する大憲章（マグナ・カルタ）

に署名させたときにさかのぼります。このマグ

ナ・カルタの要点は、税金を取る場合は、必ず

人民の代表の承諾を要すること、司法権を確立

し、みだりに牢獄に入れないこと、罰金は司法

官に行わせること、市民の財産相続を認めるこ

となど。これらを人民の代表に法律をつくら

せ、その法律に従い行政、司法が行われるべき

ものとしました。

日本国におきまして、江戸幕府による封建政

治の時代から明治維新を経て今日に至るわけで

ありますが、明治のころに、満25歳以上の男子

で直接国税15円以上納める者に限られていた選

挙権は、10円以上、３円以上と減額されてい

き、大正のころに納税条件が撤廃され、25歳以

上の男性に選挙権が認められ、さらに、1945

年、満20歳以上の男女に選挙権が付与され、つ

いに完全普通選挙へとなった歴史がございま

す。そして、このたび選挙権年齢が改正され、

満18歳以上へと引き下げられ、実に70年ぶりに

主権者の見直しがされるという歴史に残る改正

が行われました。

我が国の議会政治の舞台において、生涯を立

憲主義、民主主義政治にささげた衆議院議員、

尾崎行雄という人物がおります。当時の藩閥政

治、軍閥政治に見られるような人の支配、力の

支配ではなく、法の支配、道義の支配の確立を

求め、普選と不戦、普通選挙と戦争のない世

界、民主主義と国際協調のためにその生涯をさ

さげられた方であります。その尾崎行雄が、

「立憲主義には、個人の自立と批判的精神が不

可欠であり、国民一人一人が真実を見抜く目を

持ち、責任ある行動をとることが大切だ。そう
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でなければ日本国憲法が宝の持ち腐れになる。

五箇条の御誓文にもあったように、広く会議を

興し万機公論に決するべきだ」と言っておりま

す。健全な民主主義政治が行われるためには、

健全な選挙が行われることであります。

最近の選挙結果を見てみますと、宮崎県のみ

ならず全国的な投票率の低下が見られること

は、この民主主義政治の大きな課題であると思

います。先日執行されました大阪府知事・大阪

市長選挙におきましても、その投票率はそれぞ

れ45.47％、50.51％と、約半数の方が投票に

行っていない状況です。この状況を何とか打開

するためにも、このたびの選挙制度改正を機

に、さらなる取り組みの必要性を痛感するわけ

でありますが、まずは、知事の政治姿勢とし

て、この全国的な投票率の低下について、知事

の所感を伺います。

以下の質問につきましては、質問者席より行

います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

選挙は、国民の皆様が政治に参加し、主権者

としてその意思を政治に反映させることのでき

る最も重要で基本的な機会であります。しかし

ながら、国政選挙、地方選挙を問わず、最近の

選挙におきまして投票率が全般的に低下傾向に

ありますことは、民主主義の根幹を揺るがしか

ねない事態であり、大変残念に思っておりま

す。また、このような有権者の姿勢、そのよう

な世の中の風潮、大変怖いのではないかという

思いもいたしております。このような中、この

たび選挙権年齢が引き下げられることとなり、

若者と政治や選挙の話題が大きく注目を集めて

いるところであります。これをきっかけとし

て、若者だけでなく、より多くの有権者の皆様

が政治や社会に関心を持っていただき、積極的

な政治参加につながることを期待しているとこ

ろであります。

先日、選挙啓発等に取り組む大学生のグルー

プ、Ｍ－Ｌｉｇｈｖｏという皆さんと意見交換

をさせていただきました。非常にしっかりとし

た考えを持ち、積極的な取り組み姿勢に感銘を

受けたところでありますが、私も一政治家とし

て、今後とも県民の皆様と接する機会を多くつ

くり、県の政策や私の思いをわかりやすく伝え

ていくことで、政治への参加意識を高めていき

たい、そのように考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

知事には以前、自民党青年局○二見康之議員

でやった経済セミナーにも御参加いただきまし

て、宮崎県内の数々の方々と県政についてのお

話をしていただいたこともありますし、また先

日、自民党の青年局で主催した学生交流会を

やってみて痛感することは、私たちができるこ

とは、どれだけ有権者の方々に身近な存在にな

れるかどうか。対話を重ねること、話してみれ

ば意外と通じるんだ、そういったところをもっ

と突き詰めて私たちは取り組んでいかなければ

ならないなと感じるわけなんですが、それだけ

ではなくて、有権者になるまでの学校教育、ま

た社会教育、家庭での教育というのも非常に大

事だと思います。

先に選挙権について質問していきたいと思う

わけなんですが、先ほども申し上げました、来

年夏の参議院選挙より有権者の年齢が18歳まで

引き下げられることになりました。まずは確認

の意味も込めまして、この年齢引き下げに伴う

国の動きと県の現在の対応について、教育長、

選挙管理委員長に伺います。

選挙権年齢の引き下○教育長（飛田 洋君）
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げは、若者に社会参画の自覚を深めさせる絶好

の機会であると捉えております。県教育委員会

といたしましては、法改正を受け、すぐに県立

学校長会を開催し、主権者教育のあり方や今後

の進め方について、私みずから各校長に丁寧に

説明をし、積極的に取り組むよう指示をしたと

ころであります。その後、９月に国から副教材

が公表され、さらに10月には、高校生の政治的

活動等についての通知が国から発出されたとこ

ろであります。これらを受け、教務主任会や生

徒指導主事会、副校長・教頭会で通知文等の趣

旨を伝える研修を行いました。そのような取り

組みに加え、今後、本県独自に各学校に新たに

設置することとした主権者教育推進リーダーを

対象とした研修会や、臨時の県立学校長会を開

催して、さらに詳しい説明を行う予定としてお

ります。このような取り組みを進めるととも

に、選挙管理委員会等と一層連携を図りなが

ら、学校現場からの質問等に対してはしっかり

と丁寧に答えるなど、積極的に学校を指導して

まいりたいと考えております。

選挙権年齢○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

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重要となりま

す。このため選挙管理委員会では、県教育委員

会や私立学校等と連携しながら、県内の全高校

生へのアンケートを初め、政治と選挙を学ぶワ

ークショップ「しゃべり場せんきょ」を高校生

向けに開催しているほか、政治や選挙に関する

若者の意見発表会として開催している「わけも

んの主張」の対象を高校生以上へと拡大するこ

となど、新たに有権者となる世代に重点を置い

た啓発活動に取り組んでおります

今回の20歳から18歳になった○二見康之議員

ということに対する取り組みということでお話

を伺ったんですけれども、高校生以上が有権者

になったから、そのための取り組みだけでは

ちょっと不十分だと思うわけなんです。私たち

の県議会議員選挙、ことしの４月の都城市のデ

ータなんですけれども、投票率の世代別データ

がありまして、20代が17％、30代が22％、40代

が30％、50代が41％、60代が51％、70代が59

％、80代が37％と、ちょっと下がっております

けれども、以前は、20代が20％、30代が30％と

いうふうにわかりやすい傾向だったんですが、

これがちょっと今下がってきております。た

だ、年代が上がっていくにつれて投票率は上が

るという傾向は、ここ最近ずっと変わらないも

のでして、有権者になったときの投票率は上

がっているということが絶対望ましいことであ

るし、20％、10％台になってしまっているとい

うことは、有権者になるまでの教育課題が何

だったのか、どうして投票に行かないのか。こ

れは大人の部分もひっくるめてのことになるか

もしれませんけれども、有権者になったとき

に、選挙、政治に対する理解度、関心度をいか

に高められるかということが大事であり、今回

の改正に伴って、主権者教育について根本的に

見直していくべきじゃないかと思うわけなんで

すが、若い世代、有権者となったときの投票率

を上げるための今後の取り組みについて、同じ

く教育長、選挙管理委員長にお伺いしたいと思

います。

御提案にありました○教育長（飛田 洋君）

ように、主権者教育というのは、高校生だけ

じゃなくて、小学校、中学校も含めてしっかり

と行うべきだと思います。主権者教育について

は、これまでも、例えば、小学校では議会制民

主主義の学習、中学校では、投票率の低下、一

票の格差などの学習、高等学校では、国民の政
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治参加の義務やその重要性の学習を行っており

ます。また、生徒会や児童会等の活動において

は、主権者意識を高めるような指導をいたして

おります。これらは、いわば主権者教育の普遍

的で基本的な学習でありますので、これからも

より一層大切に取り組んでまいりたいと考えて

おります。また、実際の投票箱を使った模擬選

挙を行ったり、県議会や市町村議会の傍聴を

行ったりするなど、具体的かつ実践的に取り組

んでいる学校もございます。これらの深まりあ

る取り組みを行い、子供たちが政治に触れる、

アクセスする、そういう実体験をさせること

は、若者の積極的な投票行動につながっていく

と考えられますので、今後は、県内の多くの学

校へも広がっていくよう積極的に紹介に努めて

まいりたいと考えております。

若い世代の○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

投票率を上げるためには、新たに有権者となる

世代だけでなく、より幅広い若者世代への啓発

も大変重要でございます。まず、将来有権者と

なる子供たちに対しましては、早い段階から政

治や選挙に触れ、関心を持ってもらうために、

教育委員会や市町村選挙管理委員会等と連携し

ながら、学校への出前授業や模擬投票を充実さ

せていきたいと考えております。また、既に選

挙権を有している大学生や社会人の若者向けに

は、ワークショップなど従来の啓発事業の内容

見直しを行うほか、ソーシャルメディアを活用

した情報発信など、若者の目にとまり関心を

持ってもらう方法を工夫しながら、新たな啓発

に取り組んでまいります。これらの取り組みに

より、多くの若者が政治や社会に関心を持ち、

選挙の投票等を通じて積極的な社会参加につな

がるよう努めてまいりたいと考えております。

日本の教育制度というものは○二見康之議員

非常によく体系的にできているなと、小さいこ

ろから小学校、中学校、高校、大学というふう

に、知識のレベル、認識度についての構築の仕

方、すばらしいものがあるなと思うんですけれ

ども、政治に対する教育も、もっと根本的なと

ころから見直していく必要があると思います

し、これは本来、国の仕事なのかなとも思うわ

けなんです。しかし、国のほうでも今動きがあ

りますし、その足りない部分は、地方のほうで

でもできるところをしっかり取り組んでいくこ

とが大事だと思います。また、さらには、申し

上げたように体系的に構築していくということ

なんですが、主権者教育というものを県下全域

の市町村で進めていくためにも、県としての方

針が必要だと思うわけなんですが、教育長のお

考えをお伺いしたいと思います。

18歳まで選挙権年齢○教育長（飛田 洋君）

が引き下げられたことに伴い、主権者教育の充

実が求められておりますが、先ほども申し上げ

ましたように、このことは高等学校だけでなく

て、小学校・中学校段階からもしっかり進める

べきものであると考えております。そこで、お

尋ねの主権者教育を進めるための県としての方

針につきましては、第二次宮崎県教育振興基本

計画におきまして、「公民的資質を養う教育の

充実」を方針として掲げておりまして、そこに

は、「憲法の基本的な考え方や、選挙の意義な

ど国民の政治参加について理解を深め、国や社

会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、

判断し、行動できる態度や能力を養います。」

と明記し、積極的に主権者教育に取り組むよう

に示しているところであります。今後とも、主

権者教育が小学校・中学校段階から確実に行わ

れるよう、市町村と一体となった取り組みを進

めてまいりたいと考えております。
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ぜひ具体的に取り組みを進め○二見康之議員

ていただきたいと思いますし、普遍的・基本的

な主権者教育というものが、地域によって、学

校によってばらつきがあるというのもまたおか

しな話ですから、子供たちにひとしくこういう

ことに対する学ぶ機会が与えられるように、今

後の取り組みについて期待していきたいと思い

ます。

また、これは数年前のデータだったんですけ

れども、大学生対象のアンケートで、投票に行

かない理由の第１位が、「投票に行く時間がな

い」という結果が出ておりました。私、自分自

身を振り返ってみても、大学生のころは一番時

間があったような気がするわけなんですが、こ

れはちょっと言いわけのところが大きいのかな

と感じるわけなんですけれども、しかし、アメ

リカのように大学の構内に投票所を設けるなど

の対応も今後必要だと思います。また、２番目

の理由が、「どの政党も議員もよくわからな

い」というような回答も出ておりました。ここ

ら辺につきまして、これからの子供たち、また

今の有権者の方々にも認知がちゃんと進んでい

くように、私も含めてこれから努力していきた

いと思うところであります。

次に、県税についてお伺いしたいと思いま

す。先日、ある一般社団法人の役員の方からお

話を伺いました。この法人は学校のＯＢ会で、

その収入は、毎年卒業される方々のＯＢ会の入

会金のみということで、ほかに収益事業を行っ

ていないということでした。その限られた収入

から、後輩になる現役学生のための支援を行っ

ているということなのですが、これまで市県民

税の課税があり、少ない収入の中から納付され

てきたそうです。ところが、市町村によって

は、この市町村民税均等割の部分の減免措置を

とっているところもあるということなのです。

そこでまず、総務部長に、全国及び県内市町村

の中で一般社団法人等の住民税均等割の減免を

行っているところはあるのかお伺いします。

まず、全国の都道○総務部長（成合 修君）

府県における、お尋ねの法人県民税均等割の減

免の状況につきましては、平成24年のデータで

はございますが、収益事業を行っていないこ

と、あるいは地方公共団体からの出資等により

設立された法人であることなどを要件とし

て、22の道県が一般社団法人・一般財団法人に

対して減免を実施しているところであります。

次に、県内の市町村における法人市町村民税

均等割の減免の状況についてでありますが、収

益事業を行わない非営利型の一般社団法人・一

般財団法人に対しまして、宮崎市、延岡市、日

南市の３市が条例で減免を規定しているところ

であります。

22の道県で実施しているとい○二見康之議員

うことで、また、宮崎、延岡、日南でも導入を

している。取り入れている自治体がだんだんふ

えている傾向にあると伺っているんですが、本

県においても同様の制度を採用できないもので

しょうか。公益法人や特定非営利活動法人等に

おいては減免の制度もあるようですが、お答え

いただいた収益事業を行っていない非営利型の

一般社団法人等においても、公益性の高い団体

はあると思われますし、実際そういう理由に

よって市町村等において減免規定を定めてきて

いる現状があります。このような公益性の高

い、収益事業を行っていない社団法人等の法人

県民税均等割を減免することはできないのか、

総務部長にお伺いします。

法人県民税は、県○総務部長（成合 修君）

行政に必要な経費を個人と同様に広く御負担い
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ただくという意味で設けられております。特に

均等割は、地域社会の費用をひとしく分担する

会費的な性格を有するものとなってございま

す。このような法人県民税に対する減免につき

ましては、地方税法では「その他特別な事情が

ある者」に限られておりまして、税の公平性の

観点から、減免を行うことが相当であると認め

られる程度の強い公益性があるものなどに限っ

てできるものとなっております。したがいまし

て、収益事業を行わない一般社団法人・一般財

団法人に対しての減免につきましては、税負担

の公平性あるいは政策的な理由、また本県の厳

しい財政状況等を総合的に考えますと、現時点

で減免を行うことは難しいものと考えておりま

す。

税の負担の公平性とか公益性○二見康之議員

などについても重々承知しているわけでありま

して、先ほども申し上げましたように、一般法

人においても収益事業を行っていない公益性の

高い団体はあります。その条件をどのように設

定するかは、今後の課題、検討するべきところ

だとも思うわけなんです。また、減免措置をと

るにしましても、対象法人の公益性について慎

重に検討し、恒久的な制度としてではなく、効

果の検証、見直しを行うなど、そういうことも

含めて今後検討していくべきではないかと申し

上げているのです。ただ、今現在の制度でいき

ますと、例えば法人県民税の均等割の最低額は

２万1,000円でありますが、その要件としまし

て、法人の資本金等が1,000万円以下であるとい

うこと、そして市町村民税の場合には、さらに

従業者の数が50人以下となっていると思いま

す。昨今、中小企業等の支援についても、大き

な中小企業というくくりではなくて、小規模企

業者支援というふうに、もっときめ細かな支援

をしていこう、そういうふうに配慮していこう

という動きが全国的にある中で、宮崎県におい

ては、そういう社会の現状、動きを確認・検討

もしないということはいかがなものかなと思う

わけなんですが、知事のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

住民税の減免につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、各自治体がそれぞれの判断で、税の公

平性等の観点から、減免を行うことが相当であ

ると認めた者について、減免がされているとこ

ろであります。収益事業を行わない一般社団法

人・一般財団法人に対する減免についてという

ことでありますが、これらの法人は、御指摘が

ありました、学校の同窓会のようなものから業

界団体から、ありとあらゆるいろんなものがあ

るわけでありまして、税負担の公平性、政策的

理由、そして本県の厳しい財政状況というもの

を総合的に勘案しますと、現時点では減免を行

うことは難しいと考えております。

今回初めて出てきた話題であ○二見康之議員

りますし、知事がそういうお考えであれば、私

も今後どういった活動をしていけばいいのか対

応を考えていかなければならないなと。また、

実際どれくらいのニーズがあるかとか、今実

際、宮崎、日南、延岡でやっているんでした

ら、どれだけ対象の法人があって、どれだけ減

免しているのか。市町村民税が５万円で県民税

が２万円という割合でしょうから、大体の想定

額というのは出てくるんだと思いますし、それ

ぞれの自治体での基準が違うというところも、

一つ研究しなければならない課題だとも認識し

ておりますので、また総務部長にもいろいろと

お知恵等をいただきながら、私なりに勉強して

いきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。
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次に、国際関係について質問してまいりたい

と思います。

先日、この宮崎県にもやっとジェトロ貿易情

報センターが開設され、県内企業の海外展開に

大きな力となってくれるものと強く信じていま

す。開設数日後に私もセンターへ御挨拶に伺っ

たところ、都城の地元の企業の方が早速相談に

来られておりました。これを機に、各企業のさ

らなる飛躍、そして海外にでもどんどん進出し

ていこう、意欲的になっていく、そういう向上

につながっていって、世界に羽ばたく宮崎に貢

献していただければと強く願うところでありま

す。また、先日、知事の韓国訪問団の一員で私

も同行させていただきましたと申し上げました

が、そのときにクレアソウル事務所より韓国の

情勢についてお話を伺う機会がありました。以

前も訪韓したときに、ちょうど宮崎から出向さ

れておりました方に現地でお会いし、いろいろ

なお話を伺ったところですし、木材の輸出につ

いて非常に大きな活躍をされているということ

も実感することができました。またほかにも、

ＪＥＴプログラムによる国際交流事業など、ク

レアソウル事務所の恩恵はさまざまであります

し、こういったジェトロやクレアは、韓国だけ

にとどまらず世界各国に展開しているわけなん

です。今後、海外と宮崎、経済交流をさらに深

めていこうという県の動きにおいて、国際交流

を進めるに当たっては、ジェトロやクレア海外

事務所をどう活用していくのかという課題があ

るかと思いますが、県としてどのように取り組

んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

自治体国○商工観光労働部長（永山英也君）

際化協会、クレアでございますけれども、地方

自治体の国際化の支援を図ることを目的に設置

され、７つの海外事務所を有しております。本

県でも、韓国での木材の販路拡大やパリでの神

話と剣道の魅力の発信などについて、クレア海

外事務所の支援をいただいております。また、

現在、シンガポール事務所に県職員を派遣して

おりますし、来年度は、現在本部に在籍してい

る職員をソウル事務所に派遣する予定としてお

り、県職員の人材育成にも活用しております。

一方、ジェトロは、我が国の貿易の拡大及び経

済協力の促進に寄与することを目的として設立

され、貿易に関する豊富なノウハウや70カ所を

超える海外事務所など幅広いネットワークを有

しておられます。今般、先ほどもありましたよ

うに、本県に貿易情報センターが設置されまし

たことから、ここを通して、例えばキャビアや

焼酎を初めとする県産品の輸出拡大や海外への

投資など、ジェトロの海外事務所を積極的に活

用してまいりたいと考えております。

また、来年度からクレアソウ○二見康之議員

ル事務所に職員を派遣されると伺いましたが、

ぜひ現地において韓国の方々との交流を深め人

脈をつくっていただいたり、また、クレア事務

所は全国各地から職員の方が派遣されているで

しょうから、そことの横のつながりもつくって

いただいて、今後の仕事に生かしていただけれ

ばなと願うわけです。

先日、私は、日本青年台湾研修という訪問団

に参加させていただきまして、全国の各政党や

自治体の職員の方々35名で台湾に行ってまいり

ました。台湾の観光協会の方々や通訳ボラン

ティアの大学生、そして全国から集まった仲

間、研修団のメンバー、30代前後の同じような

世代のメンバーによる１週間の台湾訪問では、

たくさんの仲間を得ることができました。帰国

後も、ＬＩＮＥやフェイスブックなどで情報交
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換をしたり、先日上京した折には、集まれるメ

ンバーで交流会を開催したり、全国に広がった

人脈、そして深いつながりができたものだと感

じたところなんですが、それぞれ仕事は違いま

す。しかし、これからの時代を切り開いていく

ためのいいアイデアをもらったり、お互いに励

まし合ったり、そういった仲間ができるという

のは一生の財産だとも感じるわけなんです。そ

こで、これから本県が国際展開を図っていくた

めに、国際交流を通じて、若い時期からの人材

育成や人脈づくりに取り組むことが重要である

と考えますが、どのように取り組んでいこうと

されるのか、知事のお考えをお聞かせくださ

い。

先月の韓国訪問、二見○知事（河野俊嗣君）

議員にも同行いただいたわけでありますが、そ

の際に、先ほど御指摘もありました、韓日親善

協会中央会の金守漢会長から、宮崎に対する深

い愛着と、これまでに重ねてきた交流に対する

感謝、また、末永い交流に対する期待の言葉を

いただいたところであり、大変重く受けとめた

ところであります。金会長の言葉の背景には、

これまで実施してきた「宮崎県日韓友好植樹の

翼事業」などの交流事業がありまして、今後も

こういった相互交流を通して、宮崎と韓国との

間にしっかりとしたきずなを築いていく必要が

あると感じております。近々来県をされますの

で、また改めて交流を深めてまいりたいと考え

ております。

現在、県では、韓国も含め台湾など海外との

交流事業を継続して実施しておるところであり

まして、これらの事業が今後のネットワークや

きずなづくりに役立つことを期待しておるとこ

ろであります。また、先日、ベトナム・ナム

ディン省との農業交流の提携なども行ったとこ

ろでありますし、例えば、農業大学校などでは

ニュージーランドでの研修に派遣をするという

例もございます。また、先日は、産業経営大学

の学生たちが、オランダの農業に学ぼうという

ことでワーゲニンゲン大学との提携を行った

り、県のみならずいろんな形での交流事業を県

内で展開されておるところでありまして、今後

の国際交流事業が、20年後、30年後を展望し、

若い人たちも含めた人的ネットワークの構築に

つながりますよう、関係団体等とも連携・協力

を図りながら、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

学生の海外研修、交流という○二見康之議員

のは非常に有効だと感じるんですけれども、若

いうちに外の刺激を受けるということが、小さ

くまとまるのではなくて、大きく羽ばたける人

材を育てていくためにも貴重な経験になるかな

と思います。先日、宮崎大学もミャンマーにヒ

―素の関係で行ってこられたその報告会が

きょう午後３時からだったと思いますが ４―

号館であると伺っていますので、私もこの後

ちょっと行ってこようかと思っているところな

んです。これからの若い世代、同じ世代で横の

つながりをつくっていって、ともに同じ時代を

生きていく、そういう仲間づくり、ぜひ県のほ

うからもサポートをお願いしたいと思います。

また、半年前でしょうか、以前いただいた資

料なんですけれども、ことし３月に商工観光労

働部が作成された資料で「平成25年 宮崎県の

貿易」という資料があったと思います。あの資

料を見てみますと、国別、そして品目別などき

め細かいデータが整理されておりまして、その

中で「宮崎県からの輸出国・地域ベスト10」と

いう項目がありましたが、平成25年の宮崎の輸

出額１位は対中国263億円、２位がアメリカ212
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億円、３位が韓国の186億円、４位が台湾の116

億円となっておりまして、人口とか経済規模を

考えてみても、韓国、台湾と日本、宮崎の深い

つながり、非常に今後も大事にしていかなけれ

ばならないと思うわけなんですが、宮崎県とし

て、韓国、台湾との交流についてどのように取

り組んでいこうとするのか、商工観光労働部長

にお伺いします。

お話にあ○商工観光労働部長（永山英也君）

りましたように、韓国、台湾とは経済的にも非

常に結びつきが強いところであります。その背

景として、文化とかスポーツ等についての交流

を進めていく必要があると思っております。そ

れは、地方や市民レベルでしっかりと交流を積

み重ねていく必要があるだろうと考えておりま

す。韓国につきましては、小・中・高校生のホ

ームステイ事業を平成14年度から継続しており

ます。民間でも日韓親善協会の交流などを積極

的に取り組んでいただいております。また今

回、新たにソウル市と観光交流事業の協定を締

結いたしました。これを契機として、さらに交

流を活発化したいと考えております。台湾と

は、都城市のスポーツ少年団、日向市のコーラ

スの交流など、民間において自主的、多様な交

流が実施されているところであります。県とし

ましても、民間交流の促進に向けたきっかけづ

くりに取り組んでおります。また、最近、フー

ドビジネスを契機といたしまして、農業関係者

等の交流が活発化しております。これを促進し

ていきたいと考えております。韓国、台湾は地

理的に大変身近で、本県にとっても重要な国、

地域でございますので、息の長い交流の拡大に

努めてまいりたいと考えております。

一番近いお隣の国と言えると○二見康之議員

ころだと思いますので、国レベルでのいろいろ

な事情もあるかもしれませんけれども、民間ベ

ース、地域ベースでは深いつながりを大事にし

ながら、また逆に、そこから国を突き動かして

いくような働きができればいいなと期待してい

るところでもあります。

次に、地方創生の取り組みについて質問して

まいりますが、先日の政策調査会の勉強会で、

平成28年度当初予算に係る重点施策として「２

つのふるさとづくり」という大項目のもと、

「移住・ＵＩＪターンの推進」と「都市との連

携協定を生かした対流づくり」とありました。

移住等の相談や情報発信、若者の県内就職促進

と定着支援、高度産業人財の転入促進や、都市

部との人、物、情報の交流促進と説明が書いて

ありました。来年度予算ですので、具体的な内

容についてはこれから詰めていかれることだと

思いますが、その中でも、今議会に提出されま

した補正予算の中で、関連事業となると思いま

すが、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交

付金の上乗せ交付分を活用する事業として、九

州ベンチャーマーケット開催事業及び九州ＵＩ

Ｊターン就職応援フェア開催事業を計上されて

おりますが、この事業に期待される効果はどの

ようなものなのか、商工観光労働部長にお伺い

します。

この２つ○商工観光労働部長（永山英也君）

の事業につきましては、九州、山口の各県知事

と経済団体のトップで構成します九州地域戦略

会議において、一体となって取り組むことと

なったものであります。まず、九州ベンチャー

マーケット開催事業につきましては、ベンチャ

ー支援の広域連携体制を構築するものであり、

全体事業費は945万円であります。事業効果とし

まして、本県のベンチャー企業がビジネスプラ

ンの発表会や展示会等に参加し、投資家や他県
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の企業とのネットワークを広げることによりま

して、資金調達や販路拡大等において、より大

きなビジネスチャンスが得られるのではないか

と考えております。

九州ＵＩＪターン就職応援フェア開催事業に

つきましては、東京圏の若者を対象に就職説明

会等を実施する事業でありまして、全体事業費

は4,122万6,000円となっております。これは、

九州のさまざまな企業の魅力を発信し、より多

くの若者の九州へのＵＩＪターンを目指すもの

であります。県といたしましては、参加者に県

内企業の魅力を伝え、１人でも多くの若者の県

内企業への就職につながるよう努めてまいりた

いと考えております。

テレビでも「世界一の九州が○二見康之議員

始まる」という番組があり あれは結構好き―

なんですけれども 九州各地の頑張っている―

いろんな企業とかが紹介されまして、その中で

も宮崎の企業が取り上げられることが結構多い

んです。非常に期待しているところでありま

す。

ただ、地方創生に大事なのは、都市部から宮

崎に移住してもらうこと、働く人を確保するこ

とが重要だと思うわけなんですが、ここでの結

果が、やっぱり数をとっていくことが大事だと

思います。また、これまで宮崎県単独でも就職

応援フェアなどの取り組みをしていらっしゃる

と思いますが、なぜ今回、宮崎県単独でやって

いた事業に加えて、九州一体となった事業に取

り組むことにしたのか、これまでの県単での実

施に何か課題があったのか、そこのところにつ

いて商工観光労働部長にお伺いしたいと思いま

す。

九州地域○商工観光労働部長（永山英也君）

戦略会議においては、各県が連携して効果的に

地方創生を推進するという観点から、さまざま

な分野での具体的な連携について検討が行われ

ました。その結果、東京における就職フェアに

つきましては、九州全体の企業の魅力をＰＲす

ることが、首都圏の若者の九州への呼び込みに

つながるということで発案をされたものでござ

います。県といたしましては、お話にもありま

した、県外での県単独の就職説明会の参加者が

減りつつあるという状況もありますし、また、

本県へのＵＩＪターンを数多く実現するために

も、３月下旬に開催されるこの事業への参加を

決めたところであります。本県に関心のある若

者はもちろんでありますが、九州の他県に関心

のある若者にも宮崎を知っていただく絶好の機

会だと考えております。県内企業の魅力や宮崎

の暮らしやすさなどを伝えるとともに、その２

週間後に東京で開催予定の、県内の企業が数多

く参加します県単独の就職説明会についても、

この機会にしっかりとＰＲを行って、本県への

ＵＩＪターンにつなげてまいりたいと考えてお

ります。

ぜひ頑張っていただきたいと○二見康之議員

思いますし、以前も、ものづくり補助金につい

てかなりしつこく質問させていただきましたけ

れども、やはり担当の職員の方々が熱心にされ

れば、結果はついてくるんだと痛感いたしまし

た。今度の事業も、九州の他県と一緒にされる

ということですから、ほかのところよりも熱心

に、一生懸命、宮崎のいいところをアピールし

ていただきたいなと思いますし、まずは県内企

業の方々にエールを送って自信をつけてもら

う、そういったところも必要なのかなと思いま

す。

地方創生においては、人・物・お金・情報・

技術・文化・歴史などさまざまな交流が盛んに
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なっていくことも望ましいことだと思うわけな

んです。その中でも都市部との交流では、都市

と県内の中山間地域との交流ができるように取

り組むべきだと考えるわけですが、県としてど

のように取り組んでいくのか、総合政策部長に

お伺いします。

都市と地方の○総合政策部長（茂 雄二君）

交流につきましては、現在、川崎市との包括連

携協定に基づき、木材利用分野等における取り

組みを進めているところでありますが、将来的

には、都市と県内の中山間地域に交流が広がっ

ていくことが重要であると考えております。こ

のため本県におきましても、農家民泊等を活用

した修学旅行の受け入れを初め、中山間盛り上

げ隊や地域おこし協力隊の取り組みなど、交流

人口の拡大に努めております。さらに、都市の

住民が中山間地域へ足を運ぶきっかけとなるよ

う、世界農業遺産やユネスコエコパークといっ

た国際機関の認定取得などを通じた発信力の強

化にも取り組んでおります。今後とも、都市と

の連携協定等を契機としながら、都市と中山間

地域の間で人の交流をふやすことができるよ

う、さまざまな工夫を重ねてまいりたいと考え

ております。

続いて、これは行政とかいう○二見康之議員

公的なもの、地域自治体のみならず、民間の力

も協力を求めていくことが重要だと思うわけな

んですが、その民間部分の交流促進をサポート

していくことが、県としての一つの仕事かなと

も感じます。県として民間同士で取り組みが進

むように支援する必要性があると思いますが、

どのように取り組んでいくのか、同じく総合政

策部長にお伺いします。

都市と地方の○総合政策部長（茂 雄二君）

交流につきましては、自治体間の取り組みだけ

でなく、企業や団体など多様な主体が協働す

る、広がりのある取り組みとしていくことが重

要であると考えております。このため県としま

しては、大手流通業者との連携協定に基づく都

市部での宮崎フェアの開催や、都市との連携協

定を生かした木材利用分野や商工分野における

民間取引の拡大に取り組んでおります。今後と

も、民間企業等との連携協定などを足がかりと

しながら、民間同士の連携を促す仕組みづくり

を行うなど、地域に根差す自立した交流につな

がるよう努めてまいりたいと考えております。

今、２つお話を伺って、連携○二見康之議員

協定という一つのキーワードがあるかなと思い

ますし、これは、宮崎と他の地域との交流関係

がうまく構築されていった一つの結晶、成果物

なのかなと思います。こういった話をどんどん

積み上げていくことも大事でしょうし、まだそ

こまで行き着いていないほかの都市部、川崎市

のみならず、東京圏にしろ、大阪・関西圏、ま

た九州でも福岡とか、そういった都市部との連

携協定を結ぶようなレベルまで交流を深めてい

くという取り組みも、県としても取り組むべき

じゃないかと思うわけなんですが、その部分に

ついてどう取り組んでいこうとするのか、総合

政策部長にお伺いします。

都市部との交○総合政策部長（茂 雄二君）

流につきましては、連携協定の有無にかかわら

ず広く交流を進め、都市部で生活する方々に、

本県のよさについて理解を深めていただくこと

が重要であると考えております。このため県と

しましては、首都圏や関西、福岡において物産

展や展示会、相談会を開催するなど、県産品、

観光、移住等の情報発信を通じて民間同士の取

引拡大等に努めております。また、必ずしも都

市部に限りませんが、東日本大震災復興活動支
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援事業を継続して実施し、県内と現地のＮＰＯ

団体の活動を支援するなど、民間同士の交流促

進に取り組んでいるところであります。今後と

も、自治体や企業、団体など多様な主体と協働

しつつ、地域や団体、個人などさまざまなレベ

ルでの連携・交流を促し、都市部との交流の拡

大に努めてまいりたいと考えております。

国では、調べたところ、たし○二見康之議員

か2008年からだったでしょうか、子ども農山漁

村交流プロジェクトをずっと進められておりま

す。これは珍しいなと思うんですけれども、農

水省、文部科学省、環境省、総務省の４省が連

携して取り組んでいるということで、2016年度

の予算の概算要求でも、子供の自然体験を促す

ための受け入れ体制整備や長期宿泊につなげる

事業を新設・拡充したものになっているようで

す。今、数々の先行事例をつくっているという

ことですので、こちらの情報収集にも努め、ま

た、県としても取り組んでいけるところを模索

していく必要性があると思います。

地方創生、非常に厳しい課題だと思うんで

す。全国一斉に、我が県、我がふるさとに来て

くれという取り組みをしているわけでありまし

て この間、うちの部会で千葉県柏市に視察―

に行ってまいりました。つくばエクスプレスが

秋葉原から筑波研究学園都市まで結ばれること

になって、柏市の北部、柏の葉駅だったと思い

ますが、あそこが今、再開発といいますか、も

ともと江戸時代は幕府の馬の放牧地だったよう

なところ、原野だったみたいなんですけれど

も、今、そこの駅周辺が大分改修されまして、

マンションは建つわ、大きなモールはできる

わ、そしてまた大学院、東京大学大学院、そし

て千葉大学大学院の最先端の学術を生かした産

業サポートとかもされております。聞いてびっ

くりするのは、目標としては３万5,000人ここに

人を持ってくるんだと。我々宮崎から見たら、

千葉というのは都会かもしれませんけれども、

私も以前千葉に住んでいて思うんですが、あの

人たちはみんな都会だと思っておりません。

「私たちは地方だ」と思っております。そう

いったところも一つの競争相手としてやってい

かなければならないので、宮崎として大変かも

しれませんけれども、一つ一つ結果を出してい

けるように努力をお願いしたいと思います。

最後に、まちづくりと生活文化向上について

という視点で質問させていただきますが、これ

も同じく、先日、部会で富山県に視察に行って

まいりました。現在、富山市では「ガラスの街

とやま」を目指して、30年にわたりそれを進め

てこられ、先般、その集大成としてのガラス美

術館が建設オープンされました。富山市は、ガ

ラス作家が集い住む、芸術文化の薫り高い都市

を目指して取り組んでおられます。ガラス作家

の育成・独立のための支援、市民がガラス作品

を制作体験できる施設整備、また、中心市街地

の歩道などにガラス作品を展示するなど、さま

ざまな事業展開をされております。その中でも

特に注目したのは、街なかの公園や建物にガラ

ス作品を展示して、街全体をガラスのミュージ

アムにしてしまうというコンセプトでありまし

て、中心市街地の商店街や大手モール通りを初

め、さまざまな場所にすばらしいガラス作品が

展示されておりました。非常に地域の特色を生

かした取り組みであるなと感じますし、また、

ふだんの生活の中に、芸術品が身近なところに

あるということは、地元のよさを知る上でも非

常に効果的で、また生活の中に彩りを与えてく

れる、感性豊かな街であると感じられるまちづ

くりだと感じました。本県におきましても、伝
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統的工芸品など各地域にあります。それぞれの

魅力を生かしたまちづくりができないものかと

思うところですが、本県ではこの伝統的工芸品

の振興に取り組んでいると思います。その発展

支援のため、今現在、県としてどのように取り

組んでいるのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

都城大弓○商工観光労働部長（永山英也君）

や都城木刀、本場大島つむぎなどに代表されま

す伝統的工芸品は、地域で育まれた貴重な財産

であります。県では、その維持発展を図るた

め、伝統的工芸品の指定や伝統工芸士の認定を

行うなど、その振興に努めております。具体的

には、工芸品の販路拡大や認知度向上を目的と

しまして、指定マークによるＰＲ、アンテナ

ショップでの展示・販売、県内外で開催します

販売会の支援、県の総合博物館での特別展示、

県政テレビ番組での広報などを行っているとこ

ろであります。伝統的工芸品を取り巻く環境

は、需要の低迷や人材・後継者不足など厳しい

状況にありますが、工芸品の持つよさや味わい

深さを認識し、日常生活の中にしっかりと取り

入れていくことが大切と考えますので、身近な

ものとして親しまれるよう、さまざまな機会を

通し、その魅力の発信や需要喚起、技能者の育

成に取り組んでまいりたいと考えております。

続いて、技能士についてもお○二見康之議員

伺いしたいんですが、技能士の技術、「現代の

名工」や「マイスター」という方々の技術で、

すばらしい作品をつくられる方がいらっしゃい

ます。また、そういった技能士の方々は、その

技術、魅力を多くの人に見てもらいたいという

思いが強いわけなんですが、技能の認知度向上

や継承に向けた取り組みについての県の現状

を、商工観光労働部長にお伺いします。

県内に○商工観光労働部長（永山英也君）

は、建築大工や機械加工などさまざまな分野の

技能者がおり、中には「現代の名工」が25名、

国の認定を受けた「ものづくりマイスター」164

名など、高い技能を持った方も数多くいらっ

しゃいます。県民の皆様にこれらのすばらしい

技能を知っていただき、次世代に継承していく

ことは、ものづくりを初めとする産業の振興を

図る上でも大変重要であると考えております。

このため県では、毎年、すぐれた技能に触れる

ことができます技能まつりの開催のほか、本県

の選手が初めて出場しました、ことしの技能五

輪国際大会での活躍を幅広く伝えるなど、認知

度の向上に努めております。また、小中学生を

対象とする「匠の技ジュニア体験教室」の開催

や、高校生を対象とする熟練技能者による指

導、各種の全国大会への選手派遣等を通じて、

技能の継承にも取り組んでいるところでありま

す。今後とも、さまざまな機会を通じて、技能

の魅力の発信に積極的に努めてまいりたいと考

えております。

最後に、地域の魅力、郷土の○二見康之議員

よさをもっと県民にわかってもらうためにも、

学校教育の中で取り組んでいけないかなと思う

わけなんですが、こういった伝統的工芸品や特

産物を用いての学習を学校教育の現場で取り組

んでいるかどうか、現状について教育長にお伺

いします。

郷土のよさを理解さ○教育長（飛田 洋君）

せるためには、やっぱり本物に触れさせるとい

うことが大事でありまして、県内全ての公立小

中学校においては、地域の伝統工芸品や特産品

などを直接見たり、触れたり、体験したり、そ

ういう学習を行っております。例えば都城市の

ある小学校では、子供たちが、弓道で使う大弓
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の製作工場に行きまして、実際その大弓を手で

さわって、つるを引いてそのよさを体験すると

か、そういう伝統工芸品のよさについて理解が

深まるような学習を行っております。シイタケ

については、県内各地でいろんな学校で実践を

しておりますが、ある町の学校では、コマ打ち

から始めて、栽培、収穫、販売までを一貫して

体験させて、つくる喜びではなくて、自分たち

がつくったものを売りに行って、買ってくださ

るお客さんの表情とか声かけで、「こんな価値

があるんだ」ということを実感する、そういう

ような活動も行っております。このように地域

に誇りを持ち、貢献していこうとする気概を

持った人材を育成するため、地域や学校の特色

に応じた取り組みの推進に一層努めてまいりた

いと考えております。

ありがとうございました。都○二見康之議員

城の木刀と武道とか剣道、もしくは大島つむぎ

とクールビズとか、そういったものを関連づけ

てのまちづくりとかができないものかと強く感

じたところですが、今後の課題として私も勉強

していきたいと思います。

以上で、私の質問は終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○中野 明副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時56分散会

平成27年12月1日(火)


