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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、来

住一人議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○来住一人議員

ざいます。通告に基づいて質問をしてまいりた

いと思います。一般質問なんですけど、前屋敷

議員と詳しく協議して行っている質問でありま

すから、日本共産党を代表して質問している

と、このように捉えていただいても結構でござ

います。

まず、ＴＰＰ大筋合意に関連して質問をいた

します。ＴＰＰ大筋合意を受けてＪＡ宮崎中央

会の森永会長は、中央会が発行する「みやざき

アグリッシュ！」において、「大筋合意に憤り

を抑えることはできない。安倍首相はＴＰＰが

国家百年の計と言うが、国の礎である農業をな

いがしろにする合意内容には到底納得できな

い。国会決議に反している」とコメントされて

おります。合意の内容については割愛をいたし

ます。

全国肉牛事業協同組合の試算では、牛肉に与

える被害額が3,262億円、日本養豚協会試算で

は、豚肉では4,141億円。この道に明るい東京大

学の鈴木宣弘教授によると、このほか、米、乳

製品、小麦、主要な果物を合わせると、大筋合

意による被害額は１兆1,438億円になると試算を

されております。畜産が農業生産額の約６割を

占める本県の農業に与える被害、影響は深刻な

ものになると予想され、農業を主要な基幹産業

としている宮崎県の経済と県民の暮らしに、は

かり知れない打撃を与えることになると思いま

す。

本県議会は、ＴＰＰに関する意見書をこれま

で採択して送付しておりますけど、平成25年２

月議会までは、ＴＰＰ交渉への参加に反対する

意見書となっております。その後も、主要５品

目は完全撤廃の対象から除外すること、国会決

議を遵守することなどが主要な内容となってお

ります。

ここで知事に所見を伺います。今回のＴＰＰ

協定の大筋合意をどう評価しておられるのか。

また、国会決議は遵守されていると判断されて

いるのか、答弁を求めます。

後は質問者席で行います。（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。

ＴＰＰ協定は、巨大な経済圏の構築に向け

て、関係国の間でこれまで５年以上にも及ぶ交

渉を行ってきたところであります。国に対しま

しては、いろいろな形で要望してきたところで

ありますが、大筋合意につきましては、国も国

会の決議や国民の声を踏まえて、国益をかけて

ぎりぎりの交渉をしたものでありまして、私と

しても重く受けとめているところであります。

大筋合意では、重要５品目の関税撤廃の例外に

加え、関税削減期間の長期化、セーフガードの

措置などが講じられておりまして、国として

は、農林水産業への影響を最小限にとどめるよ

う努力されたものと考えておりますが、その内

容は、米の輸入枠拡大や牛肉・豚肉等の関税引

き下げなど、畜産を初め、農林水産業が基幹産

業である本県にとっては厳しいものと受けとめ

ているところであります。以上であります。

〔降壇〕

〔「国会決議について」と呼ぶ者あり〕

平成27年11月27日(金)
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再度質問してください。○星原 透議長

知事、改めてお尋ねします。○来住一人議員

今回の合意については、国会決議が守られてい

ると判断されているのかどうか。

国会の決議を踏まえて○知事（河野俊嗣君）

ぎりぎりの交渉をされたものと、私は重く受け

とめているところであります。

あんまりだと思うんですが、○来住一人議員

国会決議が守られているのかということですか

ら、守られているのか守られていないのかと聞

いているわけで、じゃ、守られていると理解さ

れているということで確認していいんでしょう

か。

これから国会で、その○知事（河野俊嗣君）

遵守のいかんについてはいろんな議論がされる

と思っておりますが、私としましては、国会の

決議を踏まえたぎりぎりの交渉の結果だと重く

受けとめているということでございます。

ＪＡ中央会の森永会長のコメ○来住一人議員

ントについては、先ほど紹介しましたように、

「憤りを抑えることはできない。国会決議に反

している」と明確に述べられておりまして、森

永会長のコメントは一面的で間違っているかと

いうことになるわけですけど。また、単に、Ｔ

ＰＰからの否定的影響を受ける農業団体の役職

をされているから、こういう森永会長のような

コメントが出るのかというと、僕は違うと思い

ます。

例えば、牛肉の関税は、38.5％から76.6％も

削減されて９％になります。それから、豚肉

は、キロ482円が89.6％削減されて50円に落ち込

む。つまり、原形をとどめることができないと

いう状況であります。確かに関税が少しは残り

ます。完全撤廃ではありません。しかし、現に

このように原形をとどめないという状況であり

ますから、明らかに国会決議に違反していると

思います。９％だとか、50円残っているから、

いわゆる完全撤廃をしていないんだから国会決

議に違反していないと言うのは、私は全く詭弁

だと思います。森永会長のコメントは、一つの

農業団体の代表という狭い枠からのものではな

いと私は思います。会長のコメントは、「国の

礎である農業をないがしろにする合意内容には

到底納得できない」と述べておられまして、国

民の食料をこれ以上外国に委ねることは、日本

の存亡にかかわる問題として、深く、しかも大

きく、そして危機感を持って捉えているからだ

と思います。

ＴＰＰは厳しい面だけではなくて、例えば、

アメリカへの牛肉の輸出が今後40倍にふえると

いうようなことを言っておりますけど、これ

は、現在、アメリカから輸入されている量の3.3

％です。現在の国内生産のわずか1.7％であっ

て、輸出はふえないよりはふえたほうがよい、

これは決まっております。しかし、ＴＰＰに

よって瀕死の重傷を受けながら、生産量のわず

か２％にも満たない輸出によって畜産が全体と

して振興するなどということはあり得ないと思

います。知事は、合意内容の賛否についての共

同通信のアンケートにおいて、「どちらとも言

えない」と答えられておりますけど、これはど

のようなことを意味するんでしょうか。御答弁

をお願いします。

ＴＰＰ協定は、関税だ○知事（河野俊嗣君）

けでなく、サービス・投資などの市場アクセス

の自由化に加え、さらには知的財産、電子商取

引、環境など、幅広い分野の新たなルールの構

築を含んだものであります。農林水産業を初め

とした県内の産業、県民の生活などにもさまざ

まな影響が及ぶことが想定されるわけでありま
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す。しかしながら、ＴＰＰ協定の内容の詳細や

本県に及ぼす具体的影響につきましては、現時

点では不透明な部分も多いことから、アンケー

トでは「どちらとも言えない」と答えたところ

であります。

どちらとも言えないという回○来住一人議員

答であります。そうすると、協定は、本県のど

の分野においてどれほどプラスになって、どれ

ほどこの分野ではマイナスになると、そういう

影響を試算された上での回答なんでしょうか。

今申し上げましたよう○知事（河野俊嗣君）

に、今の時点ではそこまで十分に影響を見きわ

めることができない、不透明な部分が多いの

で、どちらとも言えないと回答したところであ

ります。

ＴＰＰが最初問題になったこ○来住一人議員

ろに、政府は、日本における農業分野に与える

影響、つまり関税が撤廃されたときに、何ら手

を打たない場合はどれほどの影響を受けるかと

いうのを計算して出されました。僕は都城の市

会議員でしたから、そのとき、都城では多分400

億ぐらいの影響を受けるということが出されて

おりましたし、県も当然出されておると思いま

す。いずれにいたしましても、ＴＰＰが農業に

対して重大な影響を与えるということは想像が

つくと思います。ですから、そういう点で、具

体的にプラスがどうなる、マイナスがどうなる

という計算をしないまま、どちらとも言えない

というような答えというのは、僕はいかがなも

のかと思います。

先進国の中で、食料自給率が５割を切って39

％というのは日本だけです。その主要な原因は

何だと、何がこのように後退させているのか、

その原因についてどのように理解していらっ

しゃるんでしょうか。まず、この点について部

長の御答弁をお願いしたい。あわせて、自給率

は高いほどいいわけですけど、しかし、39％で

も仕方がないというようにお考えになってい

らっしゃるのか。その辺も率直に御答弁をお願

いしたいと思います。

日本の食料自○農政水産部長（郡司行敏君）

給率が低い要因といたしましては、食生活の変

化によりまして、輸入原料を用いた食品の消費

が増加するなど、食の多様化が進んだことが一

つあると思います。それと、安価な輸入原料を

用いた加工・業務用の消費が増加するなど、食

の外部化が進んだこと等にあると考えておりま

す。食料を自国で生産し、国民に安定的に供給

することは、食料安全保障の上からも極めて重

要であり、引き続き、食料自給率の向上を目指

していく必要があると考えております。

国民の食の志向が変わると○来住一人議員

か、それはイギリスでも変わっている。みんな

一緒だと思います。フランスでもどこでも。も

ちろん東洋人と西洋人とではちょっと違いはあ

ると思いますけど、しかし食生活の変化という

点では、僕は、西洋も日本もほぼ何にも変わら

ないと思います。ですから、それが主要な原因

だとは私は思いません。

それで、引き続き部長にお聞きしますけど、

県内の平成２年と平成26年の耕地面積、それか

ら作付の延べ面積、また、平成７年と22年の基

幹的農業従事者の数について、御報告をお願い

したいと思います。

県内の耕地面○農政水産部長（郡司行敏君）

積につきましては、平成２年の７万6,600ヘクタ

ールが平成26年には６万8,200ヘクタールに、ま

た作付延べ面積につきましては、平成２年の９

万8,800ヘクタールが平成26年には７万3,000ヘ

クタールに、それぞれ減少しているところであ
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ります。また、基幹的農業従事者数につきまし

ては、平成７年の６万6,498人が平成22年には４

万9,198人と、これも減少しているところであり

ます。

農業の基本は何といっても農○来住一人議員

地がどうなっているか、ふえているのか減って

いるのか。それから、その農地に対して働きか

ける労働力がどうなっているか。これは非常に

重要な内容であると思います。今、部長が御答

弁されたように、耕地面積も減る。耕地面積が

減るだけでなくて耕地の利用率が非常に低い。

今、102％ぐらい。宮崎県だったら、裏作と表作

をすれば200％になるのが普通なんだけど、結

局1.2とか1.02というような状況になっていま

す。それから、基幹的労働力、これも非常に大

きく後退しておりまして、調査をしましたら、

この間に１万7,300人減少しておりました。これ

は300人いる会社が58社倒産したというぐらいに

なります。非常に深刻な事態になっていると思

います。

自給率が39％とこのように低いのは、農家の

働き方が足りないわけでもないし、農業技術が

低いというものでもありません。耕地面積が少

ないというものでもないです。他の先進国に比

べて、比べようもないぐらい、異常なまでのア

メリカ追随があります。他の先進国に比べて、

外交、軍事の面でアメリカにノーと言ったこと

は日本はありません。もう一つは、これまた異

常なまでの大企業優先で、特に、輸出大企業の

利益を確保するために農産物の輸入の拡大を続

けて、日本農業を犠牲にしてきたところにあり

ます。

それは当然のことながら、食料主権、食料安

保を放棄しているものであって、特に安倍政権

になってこの２つの異常は、これまでの歴代政

権の枠を超えると思っております。ＴＰＰも、

沖縄の辺野古も、さらには安保法制も、この異

常が極に達しているものであり、したがって、

国民や沖縄県民の声を一顧だにしないというも

のだと思います。ＴＰＰの推進は、農業の問題

だけでなく、まさに日本の主権にかかわる問題

だと思います。

先ほど言いましたように、農業生産の基盤と

なる耕地は、宮崎県でマイナス8,400ヘクター

ル、労働力である農業従事者は１万7,300人、26

％減少。特に畜産部門の減少は大きくて、肉用

牛の飼養戸数は70％減少し、養豚の飼養戸数

は85％、乳用牛は飼養戸数が68％、頭数が49

％、そして生乳生産が28％と、大きく減少いた

しております。このように後退を続けている中

で、１戸当たりの耕地面積が日本の 1 0 0

倍、1,000倍もあるアメリカやオーストラリア

と、ＴＰＰにおいてこれからさらに競争させる

などというのは、私は全く正気の沙汰ではない

と思います。政府が影響額も出さないまま対策

大綱を発表いたしました。国会は開かないまま

です。野党が要求しても国会は開かない。審議

もしない。そして、実際に影響額も出していな

いのに対策大綱だけは出した。まさにこれは来

年の参議院選挙の対策であることは明白です。

本当に私は無責任だと、党利党略だと言われて

も仕方がないと思います。大筋合意で決まった

わけではありませんし、アメリカ自身が批准す

るかどうかも非常に不透明です。改めて申し上

げたい。宮崎県の農業、日本の農業、そして日

本の食料を守る上で、ＴＰＰからの即時の撤退

を要求して、この問題については終わりたいと

思います。

次に、八紘一宇の塔の石の問題について質問

をしてまいりたいと思います。
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八紘一宇の塔は、戦前、県や陸軍が深くかか

わって建立されたものでありまして、同時に現

在、県が管理をされておりますので、塔につい

ての真実を明らかにして、県民に展示すること

が県の責任であるというのが、我が党の立場で

す。

まず、知事に一般論としてお聞きしたいと思

いますが、略奪された相手がどのような態度を

とるかは別にして、略奪物というのは、返還を

するという立場に立つのが私はごく当然だと思

いますけど、まず、このことについて知事の見

解をお聞きしたいと思います。

一般論のお尋ねであり○知事（河野俊嗣君）

ます。略奪とは、暴力で無理やり奪い取るとい

うことでありますので、他人からそういうこと

で奪ったものが明らかであれば、それを返すこ

とは道理であると考えております。

昭和14年に当時の相川知事が○来住一人議員

板垣陸軍大臣に、「八紘之基柱（あめつちのも

とはしら）」、つまり、塔を建立したいので、

国内外から石を送ってくれるように要請をいた

しております。この要請に基づいて、陸軍大臣

がそれぞれの師団、部隊に対して石を送るよう

に指示を出しておりますが、その文書が存在し

ていることは御承知でしょうか。まず確認した

いと思います。

そのような文○県土整備部長（図師雄一君）

書が存在していることは承知をしております。

陸軍大臣の命を受けて、陸軍○来住一人議員

省の川原直一副官が当時の中国に展開していた

師団に出した指示によると、もう御承知だと思

いますけど、明年紀元2600年を迎えるに当た

り、宮崎県においては「八紘之基柱」を建立す

ることになり、その基柱の材料の一部として、

国内はもとより、国外の関係深き各地より石の

寄贈を仰ぎたい。さらに、今次事変 事変と―

書いていますから、多分、盧溝橋事件のことを

言っているのかわかりませんが、これは中国に

展開する軍に出した指示ですから に際し、―

特に赫々たる武勲をたてし、光輝ある皇軍の征

地における記念石を加えて塔を建てたい、そう

いう願いがあったと。これを適当と認めて通知

するものだと書いてあります。その石は、２個

送れとなっておりまして、１個は、師団司令部

の所在地付近のものを送りなさいと。それから

もう１つは第一線付近のもの。第一線とは、皇

威の及ぶ 軍の及ぶですね、天皇の軍ですか―

ら 極限点付近のものとなっています。これ―

は日本軍が侵略し、占領していたところの石で

あり、まさに第一線で戦闘状態になっている地

域の石ということになります。このような状況

から、明らかに略奪したものと。言い方を変え

れば、戦利品だと容易に判断できると思います

けど、略奪物ではないんでしょうか、確認をし

たいと思います。

議員御指摘の○県土整備部長（図師雄一君）

文書の内容からは、石の取得方法について判断

することは困難であると考えております。

ここに持っているんですが、○来住一人議員

これは相川知事が出した文書、それから軍が出

した指示文書、（「資料提示を認めているんで

すか。議運では諮っていませんよ、資料提示」

と呼ぶ者あり）まずいんですか、これを持って

質問するのは。はっきりさせてください。

内容を話すのは結構です。○星原 透議長

そうでしょう。（「資料提示○来住一人議員

しますと言った」と呼ぶ者あり）

資料提示はできないですけ○星原 透議長

ど、内容については大丈夫です。

提示するということは一言も○来住一人議員
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言っていません。資料は持っていらっしゃいま

すから、向こうは。

それで、さきに読み上げた文書には、もとも

と、軍が、略奪してこいとか、そんなことを書

くはずがないです。そんな証拠を残すはずがあ

りません。しかし、同時に、今読み上げた文書

の中には、中国政府やまたは石の所有者から譲

り受けたものを送りなさいと、そんなことも書

いてありません。ここに「八紘一宇」の塔を考

える会が出版した「石の証言」という本がござ

います。もう皆さんお読みになったと思いま

す。考える会は韓国や中国に出向いて、石がど

この石であったのかを特定して、送った部隊が

どのような任務、役割を果たす部隊であったの

かを実に克明に調査されております。私は提案

したいと思いますが、県が独自に調査をする必

要があるのではないかと思いますけど、答弁を

求めたいと思います。

県立平和台公○県土整備部長（図師雄一君）

園につきましては、県内外から訪れる方々に大

変親しまれておる公園でございます。そして、

宮崎の観光地にもなっております。平和の塔を

取り巻く背景あるいは経緯につきましては、い

ろいろな御意見があろうかと存じますが、現状

のまま保存してまいりたいと考えておりまし

て、今後、調査を行うことは考えておりませ

ん。

「八紘一宇」という字につい○来住一人議員

てお尋ねいたします。「八紘一宇」とは、神武

天皇が即位した際に発したとされる「八紘をお

おいて宇（いえ）となす」、これに基づいてつ

くられた造語であります。全世界を天皇の威光

のもとに一体化しようという意味でもあって、

軍部を中心に用いられ、日本の海外進出を正当

化するために用いられた標語であると思います

が、これに間違いないかどうかを、知事、よろ

しくお願いします。

「八紘一宇」という言○知事（河野俊嗣君）

葉であります。その成り立ち、日本書紀、さら

には中国の史書などにも言葉が用いられている

ということでありますが、それぞれの時代にお

いてさまざまな用いられ方をしてきたというこ

とは認識しておるところであります。

私が今述べたことについては○来住一人議員

否定はされないということになるんでしょう

か、改めて確認します。

今の言葉の成り立ちに○知事（河野俊嗣君）

ついて申し上げ、それぞれの状況においてさま

ざまな用いられ方をしてきたということは認識

しております。

黒木知事は碑の中で、「八紘○来住一人議員

一宇」という字について、秩父宮殿下が永遠の

平和を祈願して書いたと、このようになってお

ります。黒木知事は書いた本人に確認されたん

でしょうかね。それはわかりませんか。

把握しており○県土整備部長（図師雄一君）

ません。

部長がさっきおっしゃったよ○来住一人議員

うに、平和台は県民の皆さんから親しまれてい

ると。多くの方々があそこに行っておられま

す。非常に重要だと思います。僕は、八紘一宇

の塔の存在がどうこうと、そんなことを言って

いるんじゃないんです。大事なことは、県民の

皆さんからそうやって親しまれているんだから

こそ、正確にしなきゃならぬと思います。

黒木知事が書いた碑文には、「当時世界各地

に在住した日本人団体及び友好諸国から寄せら

れた石」だと。「「八紘一宇」の文字が永遠の

平和を祈念して刻み込まれている」と書かれて

おります。略奪して送られた石であるかという
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ことについては、今の段階ではお認めになって

おりませんけど、しかし、軍から送られてきた

ものであることは認められると思いますが、こ

れは間違いないですか。軍から送られているも

のは、僕が数えたら60数個あると思いますが、

軍から送られていることについては確認できま

すか。

石をどういう○県土整備部長（図師雄一君）

ふうに取得してきたかについて判断すること

は、困難であると考えております。

答弁にならない。軍が送った○来住一人議員

ことは間違いないんです。軍がちゃんと送り状

までつけていますから。それで、黒木知事の碑

文には、軍が関与したと、軍が石を送る、それ

に関与したという重要な事実を欠落させており

ます。また、八紘一宇の意味についても、永遠

の平和というのは全く違います。したがって、

この碑文は重大な誤りがあると、このように思

います。今の段階でもあると思います。碑文

は、予断や主観を入れずにありのままに書き改

めることが大事だと思いますけど、改めてお聞

きしたいと思います。

先ほども申し○県土整備部長（図師雄一君）

上げましたけれども、平和の塔につきまして

は、現状のまま保存してまいりたいと考えてお

りますので、これにつきましては、このまま保

存してまいりたいと考えております。

この問題は、以前、前屋敷議○来住一人議員

員も取り上げておりまして、この問題について

は今後も取り上げます。なぜかといったら、事

実と違うからです。やっぱり正確にしなきゃだ

めだと思います。今後、改めて取り上げていき

たいと思います。

川内原発の再稼働に関連して質問をいたしま

す。

宮日新聞の10月28日付の「窓」欄に、青木幸

雄さんの投稿が出ております。これによると、

県当局は、川内原発での最大事故はどれぐらい

と考えているかという市民団体の質問に対し

て、「福島事故と同じぐらい」と答えたと、こ

のように投稿されているんですけど、まず、こ

のことについて説明を求めます。

原子力発電○危機管理統括監（金丸政保君）

につきましては、厳しい新規制基準のもとで、

安全に十分配慮した稼働が行われなければなら

ないと考えておりますが、一方で、私どもとし

ましては、安全神話にとらわれることなく、万

一のことは起こり得るということを前提とした

対応が必要であると考えております。お尋ねの

市民団体とのやりとりの中での発言は、そのよ

うな趣旨で申し上げたものと考えております。

その団体の公開質問状に対し○来住一人議員

て、ことし５月28日に回答を寄せられておりま

して、「宮崎県の地域防災計画の原子力災害対

策編で、県民の声明と財産を守ることができる

のか」という問いに対して、全部は申し上げま

せんけど、国の原子力災害対策指針が改正され

たと。原子力発電所から30キロを超える地域に

ついては、事故発生後、原子力規制委員会が屋

内退避の必要性と範囲を判断するとされたとこ

ろですと、このようになって、これを踏まえ

て、地域防災計画のさらなる改正について検討

してまいりたいと、このように回答されている

んですけど、地域防災計画のさらなる改正とい

うのはいつされるのか、お聞きしたいと思いま

す。

） 本年４月に○危機管理統括監（金丸政保君

国の原子力災害対策指針が改正されまして、原

子力発電所から30キロ圏外につきましては、国

が防護措置の必要性を判断し、放射性物質が到
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達する前に屋内退避を実施することが基本とさ

れるなど、事故の状況等を踏まえた対応が示さ

れたところでございます。30キロ圏外に位置す

る本県では、この指針を踏まえながら、県地域

防災計画の原子力災害対策編について見直しの

作業を行っておりますが、今後、国から専門的

見地からの助言をいただくとともに、市町村と

の意見交換を重ねていく必要もあります。この

ような手順を踏まえた上で、年度内もしくは来

年度の早い時期には改正を行いたいと考えてお

ります。

原発事故が発生した場合、○来住一人議員

さっき言いましたように、30キロを超える区域

については、規制委員会が屋内退避の必要性と

範囲を判断するとなっております。それでお聞

きしますけど、屋内退避の計画の作成です。集

中豪雨ということになりますと、かなり局地的

になります。しかし、原子力災害になります

と、その地域全体になりますから、かなり広範

囲になると思いますけど、その計画の作成、徹

底、それから、それを実際に実施するというこ

とについて、県はどのようにお考えになってい

るんでしょうか。

原子力発電○危機管理統括監（金丸政保君）

に関しまして、万一事故が発生した場合には、

九州電力との覚書がございます。この覚書に基

づきまして、県に対して直ちに連絡が行われる

こととなっております。また、原子力規制委員

会は、事故の状況等を踏まえ、屋内退避の必要

性と範囲を判断し、その内容が伝達されること

となっております。県では、これらの情報を市

町村へ伝達し、市町村では、防災行政無線等の

情報伝達手段を駆使して、屋内退避指示を住民

に周知する。また、住民は屋内退避の行動をと

る。そういった一連の流れが迅速・円滑に進む

ことが求められていると考えております。この

ためには、引き続き情報伝達訓練を重ねるとも

に、市町村を初め、関係機関と十分に連携を

図っていく必要があると考えております。

屋内退避を指示するのが冬か○来住一人議員

夏か、夜か昼間か、日曜日か普通の日なのかで

全然違うと思います。現に、例えば都城全域で

みんな屋内退避しなさいと、そんな指示を具体

的に誰がどうやって出せるのか。具体的にそれ

がどうやって徹底できるか。一回、練習でもし

ておかないとできない内容だと思います。30キ

ロ圏という線を引くこと自体が何の科学的根拠

もないと思います。新たな安全神話をつくって

いるとしか言えないと思います。改めて原発か

らの撤退を要求したいと思います。

最後になりましたけど、私は通告では、農業

行政について、都城市美川町の県単独かんがい

排水事業について出しておりましたけど、これ

については事前にお話をする機会がありまし

て、今回、これは取り下げたいと思います。

これをもちまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、松村悟郎議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○松村悟郎議員

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。

ことしの夏、時間をつくって、兵庫県の宝塚

大劇場に出かけてきました。生で鑑賞するのは

初めてでしたし、満員のお客様はほとんど女性

で、気おくれ感もありましたが、開演すると、

タカラジェンヌの演じるレビューにあっという

間に引き込まれ、その華やかなステージにすっ

かり魅了されました。大学生の娘が宝塚の大

ファンということもありますが、娘の同級生の

お姉さんが宝塚歌劇団雪組の娘役トップに抜て
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きされ、その応援でもありました。雪組娘役の

トップの咲妃みゆさんは、地元高鍋東小学校か

ら日向学院を経て、東大に入るよりも難しいと

言われる宝塚音楽学校に入学し、娘役トップに

まで上り詰めました。これからさらに活躍が期

待されています。また、来週12月１日に宮崎公

演が開催されます。私ももちろん、地元の咲妃

みゆファンクラブの一員でありますし、応援を

したいと思っています。県民の皆様もぜひ地元

宮崎出身の咲妃みゆさんのステージを見ていた

だき、応援していただきたいと思います。

それでは、質問に入ります。まず、本県のア

ピール力と観光について質問いたします。

ブランド総合研究所では、ことしも47都道府

県を対象に、認知度や魅力度、イメージなど、

全77項目について地域ブランド調査を実施し、

その結果を発表しています。この調査で、本県

の魅力度ランキングは、昨年度の25位から13位

に躍進しています。九州内でも福岡、長崎に次

いで第３位。各県ともそれぞれ競い合って地域

ブランドをアピールしています。この結果も一

つの指標だとは思いますが、今回の地域ブラン

ド調査の都道府県魅力度ランキングの結果につ

いて、知事の所感をお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県の魅力度ランキングが、平成21年と並

ぶ、過去最高の13位に躍進したことにつきまし

ては、全国の皆様に宮崎が魅力ある地域として

高く評価いただいた結果として、大変うれしく

受けとめているところであります。その要因と

してはさまざまありましょうが、例えば、県内

市町村でふるさと納税を積極的にＰＲし、非常

に注目度が高まっているということもございま

すし、県産品を取り上げた情報番組の放送、テ

レビの放送などの影響というものがありましょ

うし、また、今年度開始しました「日本のひな

た宮崎県」プロモーションによる効果というの

も一因としてあるのではないかと考えておりま

す。いずれにいたしましても、市町村を初め、

民間企業・団体、県民の皆様の総力による取り

組みの成果であると、心から感謝をしていると

ころであります。

また、議員から今、御指摘がありました宝塚

の公演、私も先日、東京で咲妃さんの公演に触

れる機会がありました。大変質が高い公演で感

動いたしましたし、咲妃さんがその中で娘役

トップとして大変輝いている、すばらしい方だ

なと思いましたが、そういう人の魅力、さまざ

まな分野で活躍される本県出身の人というもの

も、地域ブランドにも大きくプラスになってい

るのではないかと受けとめているところであり

ます。

各地域が地方創生の取り組みを進める中、地

域間競争を勝ち抜き、選ばれる地域となるため

にも、今後とも、皆様方と力を合わせ、宮崎の

さまざまな分野における魅力にさらに磨きをか

けながら、効果的・継続的なプロモーションを

展開していきたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

ありがとうございます。各県○松村悟郎議員

とも、観光客誘致や地場産品の拡販に、ゆるキ

ャラや有名タレントなどを起用し、さまざまな

ＰＲ活動に取り組まれています。例えば、俳優

の要潤さんをメーンキャラクターとして、うど

ん県をアピールする香川県が話題を集めまし

た。本県でも、「太陽のメロディー」で口蹄疫

復興に力強いメッセージを発信してくれた高鍋
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出身の今井美樹さん、来年のＮＨＫ大河ドラマ

「真田丸」の主演を演じる宮崎出身の堺雅人さ

ん、そして、冒頭で紹介した高鍋出身の咲妃み

ゆさんなど、全国に通用するたくさんのタレン

トの皆さんがいらっしゃいます。各県が地元ゆ

かりのタレントが参加するプロモーションを実

施していますが、本県のタレント参加による取

り組みについてどう考えるのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

タレント○商工観光労働部長（永山英也君）

の皆さんなど、情報発信力が高く影響力の強い

著名人の方に、本県の魅力発信をお手伝いいた

だきますことは、大変心強く、また効果的な手

法であります。本県におきましても、宮崎にゆ

かりのある方々に「みやざき大使」を委嘱しま

して、本県のＰＲに御協力をいただいていると

ころでございます。今回、「ひなた」のプロモ

ーションにつきまして、蛯原友里さんにポスタ

ーとして登場いただきました。ひなたらしいと

いうことで大変好評でございます。現在、蛯原

さんも含めてですけれども、本県出身あるいは

ゆかりの方、タレントの方も含めて、著名人の

方に登場いただく新しいプロモーションの動画

を作成中でございます。もうすぐ発表できるの

ではないかと思っていますが、きっといいもの

になると思っております。

「ひなた」につきましては、このような取り

組みを通じて、しっかりと県外にアピールして

いきたいと思っております。また、今後とも、

宮崎ならではの食や観光、物産など多彩な魅力

を、キャッチフレーズも含めまして浸透・定着

させ、宮崎の好感度をさらに高めていきたいと

考えております。

ありがとうございます。地域○松村悟郎議員

ブランド力をさらに上げていくには、本当に今

がチャンスだと思います。発信力や人気度の高

いタレントの起用、あるいは今お話がありまし

たように、ユーチューブやフェイスブック、

しっかり道具を使って積極的に発信していって

いただきたいと思います。

先月、22日間にわたって、サンマリンスタジ

アムなどで、みやざきフェニックス・リーグが

開催されました。日本のファーム球団を中心

に、韓国から３球団、全体で16球団が参加

し、144試合が行われました。球団の関係者だけ

でも相当な数に上ります。熱心な野球ファンの

方もたくさん来られると思います。そこで、み

やざきフェニックス・リーグが本県観光へどの

ような効果をもたらしているのか、県がどのよ

うな支援を行っているのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

プロ野球○商工観光労働部長（永山英也君）

の若手選手育成を目的としましたフェニックス

・リーグは、宮崎市や県などの関係自治体によ

る誘致活動の結果、平成16年より本県で開催さ

れ、ことしで12回目となっております。当初は

６チームの参加で始まったものでございますけ

れども、先ほどありましたように、現在、日本

プロ野球の12球団、韓国から３球団など、合

計16チームが参加し、144試合における観客数は

約３万5,000人となっております。期間中に参加

チームの選手やスタッフが延べ約１万5,000泊さ

れました。県外からの観客も多数見受けられた

ところでございまして、本県観光における経済

効果は大きいものがあると考えております。県

といたしましては、宮崎市を初めとします関係

自治体で構成する実行委員会に参画しまして、

財政面、運営面での支援を行っているところで

あります。今後とも引き続き宮崎で開催できま

すよう、主催者であります日本野球機構に対し
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て働きかけを行っていきたいと考えておりま

す。

今、答弁にありましたよう○松村悟郎議員

に、１万5,000泊、すごいイベントだと思いま

す。今月、南九州観光議連の会合に参加した

折、熊本、鹿児島両県の議員さんから、うらや

む声をいただきました。春のキャンプもそうで

すが、他の県から見ると、喉から手が出るほど

うらやましい、そんなイベントだと思います。

県外からの野球ファンの観戦ツアーなど、これ

からさらに磨きをかけて、よそに持っていかれ

ないように、しっかり頑張っていただきたいと

思います。

次に、2020年東京オリンピックの開催に向け

てであります。野球、ソフトボール、サーフィ

ンの競技種目の本県誘致に向けての取り組みが

発表されました。野球、ソフトボールについて

は、本県は、春の野球キャンプなどで十分な実

績があると思いますが、サーフィンについて

は、県民の皆様の競技種目としての認知度は、

必ずしも高くないのではないかと感じていま

す。そこで、サーフィンの誘致について、本県

への誘致が実現する可能性がどの程度あると考

えているのか、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

オリン○商工観光労働部長（永山英也君）

ピック追加種目の開催誘致につきましては、先

月、東京オリンピック・パラリンピックの組織

委員会に対しまして、他県に先駆けて要望書を

提出し、本県の優位性や魅力を強くアピールし

てまいりました。サーフィンについてでありま

すけれども、その後、神奈川県や千葉県などが

競技の開催について誘致を表明したという情報

もございますが、本県には数多くの良好なサー

フポイントがあること、また、プロサーフィン

の世界大会や国内最大級のアマチュア大会が開

催され、実績が豊富でありますことから、オリ

ンピックを開催するポテンシャルは非常に高

い、日本ではナンバーワンであると考えており

ます。会場候補地の選定につきましては、組織

委員会において作業部会を立ち上げ、来年８月

までに選定を進めていくと聞いております。県

といたしましては、情報収集も行いながら、実

現しますように、しっかりと要望活動を行って

いきたいと考えております。

私もインターネットで、日本○松村悟郎議員

のサーフポイントを調べてみました。どのペー

ジにも宮崎県がトップに来ています。また、サ

ーフィン人口も宮崎県は非常に多いということ

も聞いております。誘致環境の優位性は十分に

あると確信しております。そこで、サーフィン

の開催を本県に誘致することができた場合、ど

のような効果があると考えているのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

オリン○商工観光労働部長（永山英也君）

ピックのサーフィンが本県で開催された場合、

オリンピックの期間中に国内外から多くの方が

来県されます。また、大会前後にも多くのサー

ファーが本県を訪れますことから、「サーフィ

ンの聖地みやざき」としての知名度が高まり、

スポーツや観光面だけではなく、宮崎への移住

ということについてもつながっていくのではな

いかと考えております。さらに、オリンピック

競技が開催されたということで、「スポーツの

聖地みやざき」が世界にアピールされ、世界レ

ベルの大会誘致や、代表クラスのキャンプの誘

致など、スポーツランドみやざきのますますの

磨き上げにつながると考えております。このよ

うに、オリンピック期間中のみならず、将来に

向けて大きな効果が見込まれますとともに、本
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県のブランド力の向上にもつながりますから、

ぜひとも本県での開催を実現させたいと考えて

おります。

地元の高鍋町にも、カリスマ○松村悟郎議員

プロサーファー東川さんが経営するサーフ

ショップがあります。また、神奈川県から波乗

りお医者さんが移住して、歯科医院をこのたび

開業いたしました。「高鍋の蚊口浜は波も最高

だけれども、ここにいる人たちが本当に最高な

んだ」というコメントもされています。ほかに

も、サーフィンをライフワークとして移住され

る方もたくさんいらっしゃいます。サーフポイ

ントに恵まれた宮崎県でございます。オリン

ピック誘致を機会に、サーフィン移住がもっと

進めばと考えております。どうぞよろしくお願

い申し上げます。

祭りについてであります。日本では各地で、

生活に密着した伝統ある祭りが行われていま

す。ふるさとへの思いやアイデンティティーを

強く感じさせるものがあります。また、多くの

人々の気持ちを引きつけ、出かけたくなるのが

祭りでもあります。京都祇園祭、青森ねぶた

祭、九州では博多祇園山笠など、どのお祭りも

観光ツアーが組まれるなど、大きな集客力のあ

る観光資源となっています。本県には神話や伝

説に由来する祭りも多いことから、観光の視点

を取り入れ、さらに磨き上げを図ることで一層

の観光誘客につなげていくことが重要だと考え

ます。商工観光部長の見解をお伺いします。

本県に○商工観光労働部長（永山英也君）

は、西都古墳まつりや師走祭りのように古くか

ら受け継がれてきたもの、それから、高原町の

日本発祥地まつりのように新たに始まったもの

など、神話や伝説に由来した祭りが多数あり、

これらは本県の重要な観光資源であります。こ

のような祭りを観光資源として磨き上げをしま

すことは、誘客効果を高め、地域の活性化にも

つながると考えております。例えば、椎葉平家

まつりでの鶴富姫、御田祭での早乙女の募集と

か、都市部などで神楽を上演するなどの取り組

みが行われておりますけれども、このことで、

多くの方々が本県の祭りや地域の伝統に興味を

持っていただき、実際に現地へと足を運んでい

ただくなど、県内外からの誘客に大きくつな

がっております。県では、今後とも市町村等と

連携し、祭りを初めとします観光資源の磨き上

げをしっかりと行ってまいりたいと考えており

ます。

祭りは本当にいいと思いま○松村悟郎議員

す。秋の宮崎神宮の大祭「神武さま」は、子供

のころは、沿道に幾重にも人垣ができ、神幸行

列を見るのも大変なほど、本当に盛大なお祭り

であったことを覚えています。記紀編さん1300

年記念事業に取り組む本県としては、日本発祥

のお祭りとして「神武さま」を磨き上げること

も一つかもしれないと考えています。

次に、宮崎空港の利用拡大についてでありま

す。平成26年統計によりますと、宮崎空港の乗

降客数は年間約280万人、全国85の空港で13番目

であります。国際線に限って見ると、現在、本

県は３カ国の定期路線が開設されており、約７

万人と急激に増加していますが、全国では21番

目に位置しています。九州各県でも東アジアへ

の展開を積極的に進めており、競争の激化が懸

念されています。そこで、宮崎空港の国際線の

維持・充実について、これまでの取り組みと今

後どのように展開していくのか、総合政策部長

にお伺いいたします。

宮崎空港の国○総合政策部長（茂 雄二君）

際線につきましては、路線の魅力のＰＲやキャ
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ンペーンの実施など、利用促進に積極的に取り

組むほか、航空会社等への要望活動などを行

い、路線の維持・充実を図っております。今後

の展開といたしましては、既存の国際線におけ

る増便や機材の大型化など、利便性の向上を目

指しますとともに、アジアのハブ空港とつなが

る国際線を活用し、引き続き、インバウンド、

アウトバウンド、双方向の利用促進等を実施し

てまいります。さらに、旺盛な外国人の訪日需

要を取り込むため、観光需要の高い時期に運航

するチャーター便の誘致を進めるなど、観光部

局とも連携しながら、本県の航空ネットワーク

の充実に向け、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

ソラシドエアが、先月、宮崎○松村悟郎議員

と高雄間を結ぶ国際チャーター便を運航しまし

た。ソラシドエアのホームページには、国際線

運航の実現については、社名のスカイネットア

ジア航空とあるように、設立当初から、九州か

ら海外へとつなぐかけ橋となりたいという思い

で社内準備を進めてまいりましたと書いてあり

ました。このソラシドエアの国際線の展開につ

いて、知事の所見をお伺いします。

本県に本社を置くソラ○知事（河野俊嗣君）

シドエアでありますが、初の国際チャーター便

が宮崎空港から運航されましたことは、会社創

業からの悲願が成就したものであり、私としま

しても大変感慨深いものと受けとめておりま

す。ここに至るまでには、燃油の高騰など、経

営を取り巻くさまざまな困難があったわけであ

りますが、それらを経てここに至ったというこ

と、関係者の皆様の御尽力に深く敬意を表する

ものであります。ソラシドエアから次の運航計

画はまだ伺っておりませんが、今回のチャータ

ー便の結果を評価・分析し、今後の国際線の運

航につなげていただけるものと考えておりま

す。宮崎空港を発着するソラシドエアの国際線

は、県民の利便性向上や本県の産業、地域の活

性化等に貢献いただけるものと期待をしており

ますので、県としましても、関係機関と連携し

ながら、さらなる展開に向けて協力してまいり

たいと考えております。

南九州の国際線は、ほとんど○松村悟郎議員

海外航空会社によるものです。もちろん、大事

にこれを伸ばしていかないといけないとは思い

ますが、本社が宮崎にあるソラシドエアについ

ては、県民の航空会社としてもっと飛躍してほ

しいと思っています。定期路線化に向けて、私

もぜひ応援したいと思っています。県民挙げて

支援の輪を広げていただけるよう、県としての

取り組みをよろしくお願いしておきます。

次に、景観行政についてであります。

６月議会において、宮崎の美しい景観につい

て知事の所見をお伺いしました。「本県が全国

に先駆けて沿道修景美化条例を制定し、県民協

働で取り組んできた美しい景観づくりは、先人

たちが築き上げた貴重な財産であり、宮崎らし

い魅力あふれる景観づくりは、宮崎の観光再生

にも寄与するものであることから、この取り組

みを継承し発展させていくために、新たな県土

美化条例の制定に向けた検討を進めてまいりま

す」、こういう知事の答弁でございました。そ

こで、県土美化条例制定に向けて今後どのよう

に進めていくのか、知事にお伺いいたします。

本県はこれまで、全国○知事（河野俊嗣君）

に先駆けて定めた宮崎県沿道修景美化条例に基

づきまして、自然環境と調和のとれた沿道の修

景美化に努めるとともに、県民協働による道路

や河川、海岸の美化活動に取り組んできたとこ

ろであります。私が提唱いたしました県土美化
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条例が目指す美しい宮崎づくりの推進には、県

民の皆様や民間事業者等との協働をさらに進め

ることが大変重要であると考えております。こ

のため、先日、景観の専門家をお招きして、

「ゆたかな風景を手にするために」と題した講

演会を開催したところでありまして、多くの県

民の方々に御参加をいただき、これからの美し

い宮崎づくりを県民の皆様と一緒に考えていく

きっかけとなったのではないかと考えておりま

す。今後は、検討会を設置するなどして、美化

活動を初め、地域づくりに取り組まれている県

民の方々や企業、学識経験者などから、幅広く

御意見を伺ってまいりたいと考えております。

このプロセス自体も非常に重要であり、みんな

で考える、そしてみんなで力を合わせるという

地盤を築いてまいりたいと考えております。個

性あふれる地域づくりを目指す地方創生の時代

を迎え、県民の皆様が心豊かに暮らし、訪れる

人の心に響くような美しい宮崎づくりを推進す

る条例の制定に、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

よろしくお願いしておきま○松村悟郎議員

す。

次に、沿道修景の管理のあり方についてお伺

いします。昭和44年、全国に先駆け、沿道修景

の整備に取り組んできた本県ですが、現在植栽

されている街路樹等の高木化・老木化、また、

サイクリングやジョギングなど道路を使うライ

フスタイルの変化、沿道修景環境も大きく変化

しております。本県においても、整備・管理の

あり方を見直すと伺っております。そこで、沿

道修景の見直しについてどのように取り組まれ

るのか、県土整備部長にお伺いします。

県では、沿道○県土整備部長（図師雄一君）

修景美化の取り組みを通して、県内外の皆様

に、花と緑にあふれた道路環境を提供してまい

りましたが、東九州自動車道の開通に伴い交通

状況が変化したことや、一部の樹木で老木化・

高木化などが進むような課題が生じてきており

ます。このような状況を踏まえ、本年10月に

は、学識経験者等による沿道修景の見直しに関

する第１回検討委員会を開催し、植栽地区の新

設やリニューアル、さらには、めり張りのある

効果的な維持管理のあり方などについて検討を

始めたところであります。今後は、県内５地区

でワーキンググループを設置し、地域で道路美

化に取り組む団体の皆様など、地域の方々の御

意見も幅広く伺い、見直しに反映していくこと

としております。今後とも、潤いと安らぎのあ

る宮崎らしい沿道修景の創出に努めてまいりた

いと考えております。

あわせて、歩行者や自転車の○松村悟郎議員

通行を大きく妨げない植栽、あるいは年間を通

して容易に草刈りがしやすい植栽の選定、その

あたりも検討していただきたいと思います。

次に、一ツ葉有料道路についてであります。

この道路は、私も年間200回以上使う道路です

が、高鍋から宮崎空港などへのアクセスもよ

く、美しい海岸と松林の中を通るロケーション

は、ほかに類を見ない美しい道路だと感じてい

ます。県外からの方がお見えになったときも必

ず案内し、美しい宮崎を感じていただく自慢の

道路でもあります。

この道路は、現在、建設費の償還も順調に進

んでおり、平成32年には県に移管され、無料で

の通行になる予定と伺っております。これま

で、一ツ葉有料道路の維持管理は通行料金収入

によって賄われてきました。無料開放後は、維

持管理水準が下がってしまうのではないかと心

配しております。今後の維持管理のあり方につ
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いて検討していく必要があるのではと感じてお

ります。そこで、一ツ葉有料道路の現在の収入

と維持管理費用の状況について、県土整備部長

にお伺いいたします。

まず、一ツ葉○県土整備部長（図師雄一君）

有料道路の現在の収入についてでありますが、

平成26年度におきましては、通行台数が北線で

約215万台、南線で約370万台であり、約10

億4,000万円の収入となっております。次に、平

成26年度の維持管理費用についてであります

が、植栽されている樹木の剪定や草刈りのほ

か、舗装補修や橋梁補修などの補修工事を実施

しておりまして、その費用は約３億円となって

おります。なお、このほかにも、料金徴収に係

る費用や人件費などの費用が約２億5,000万円と

なっております。

繰り返しになりますけれど○松村悟郎議員

も、私は、この一ツ葉有料道路は、本県を代表

する観光資源であり、本当にすばらしいインフ

ラストックだと思います。よく40年前にこのよ

うな松林を抜ける景観豊かな道路を計画された

なと感心しております。今でも少しも色あせて

いないと感じております。仮に償還が終わった

後も今のまま有料道路方式を続けたとしたら、

年間約10億円の財源が確保でき、維持管理に利

用することができます。公共事業予算の確保が

大変厳しい現状を考えると、通行される受益者

の皆さんの理解をいただいた中で、有料道路方

式を継続できないものかと考えるわけでありま

す。そこで、この無料化が予定されている一ツ

葉有料道路を、引き続き有料道路として管理す

ることが制度上可能なのか、県土整備部長にお

伺いします。

有料道路は、○県土整備部長（図師雄一君）

道路整備特別措置法に基づき、料金徴収期間終

了後は無料開放することとなっております。た

だし、特例として、道路の維持修繕に要する費

用が一般的な道路に比べ特に多額の費用を要

し、かつ、県などの道路管理者で行うことが著

しく困難または不適当な場合に限り、国土交通

大臣の許可を受けて、引き続き、道路公社が有

料道路として管理することができることとなっ

ております。現在、この許可を受けている道路

は、海底トンネルの関門トンネルや富士山有料

道路など、全国で３路線のみであります。これ

らは、特殊な道路の構造や自然環境のもとで、

漏水対策や除雪等の維持管理に多額の費用を要

する路線であり、このような全国的な事例と比

較をしますと、一ツ葉有料道路で許可を受ける

ことは困難ではないかと考えております。

許可の条件が大変厳しいとい○松村悟郎議員

うことはよくわかりました。平成32年に予定ど

おり無料化されると、この道路は一般の県道と

しての取り扱いになります。これまでどおりの

道路維持管理ができるか、大変心配していま

す。無料化後も維持していく必要があると思い

ます。私は、この一ツ葉有料道路を大変重要な

観光道路と考えておりますが、知事の考えをお

伺いしたいと思います。

一ツ葉有料道路であり○知事（河野俊嗣君）

ますが、私も、車ではもちろんでありますが、

シーガイアトライアスロン大会のバイクのコー

スで自転車でも走っておりますし、青島太平洋

マラソンのフルマラソンのコースであったとき

も、あそこを走ったこともございます。フラッ

トでとても走りやすい道路だと考えておりま

す。また、一ツ葉海岸は日本の白砂青松100選に

選ばれている名所でありまして、沿道にワシン

トニアパームやビロウなどが並んで、その眺め

も、宮崎ならではの南国情緒を感じさせる風景
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が見られるわけであります。県民はもとより、

本県を訪れる観光客にもその魅力を実感してい

ただける道路であると考えております。このよ

うに、観光道路として貴重な財産であるこの路

線をしっかり守り、次世代に引き継ぐことが大

変重要であると考えておりますので、私としま

しては、一ツ葉有料道路を初め、県内の景観の

すぐれた道路において、沿道修景の見直しを含

め、美しい宮崎づくりの推進に取り組んでまい

りたいと考えております。

維持管理の水準が下がらない○松村悟郎議員

ように、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

次に、県立農業大学校のあり方についてであ

ります。

2010年に始まったＴＰＰ交渉は、５年半を経

て終結し、世界のＧＤＰの約４割を占める巨大

な経済圏が誕生することとなります。この巨大

経済の世界から見ると、我が国のＧＤＰの１％

しか占めない農業の存在は、確かに小さいもの

かもしれません。一方、真の国益と有事の際を

考えたとき、日本国民の胃袋を満たすのは農業

であり、農業は国の根幹であるべきと考えてお

ります。その農業を担う農業者の状況は、基幹

的農業従事者について見ると、平成24年の年齢

構成は、65歳以上が約60％、39歳以下が約５％

であります。世代間バランスの崩れた状況に

なっています。農業者の高齢化によるリタイ

ア、世代の交代というものは、もう本当に待っ

たなしの状況にあります。国民の生活と国土を

守り、国が目指す強い農業を実現するために

は、農業の将来を担う若者たちの育成が重要で

あり、彼らが意欲を持ち、安心して仕事に取り

組める環境づくりが必要となってきています。

農業を支えている若者が、フードビジネスの展

開など広い視野と深い見識を身につけ、農業の

戦略的な経営手法や高い経営スキルを習得する

など、これからの農業の活性化につながるよう

な支援活動が必要であり、将来の農業を担う若

者を育成する教育現場の充実が喫緊の課題では

ないかと考えています。そこで、本県の農業者

を育成する実践的教育機関である農業大学校の

現状をどのように認識され、今後どのような方

向づけをされようとするのか、知事にお伺いし

たいと思います。

農業大学校の卒業生の○知事（河野俊嗣君）

多くは、自営及び法人への就農、または農業関

連産業に従事しておりまして、地域農業を牽引

するリーダーとして活躍するなど、本県農業の

発展に大きく貢献しているところであります。

さきの担い手サミットでは、農大校にて、皇太

子殿下の行啓を賜り、学生みずからが殿下に

しっかり学修成果を説明する姿を見て、未来の

担い手として頼もしく感じたところでありま

す。特に、農大校の畜魂碑の前で当時の在校生

が 今は卒業して畜産を担っておられるとい―

うことでありますが 当時の思い出を語り、―

今は畜産経営に積極的に取り組んでおられる姿

を説明する。口蹄疫からの再生・復興の大きな

力となるとともに、その経験を生かして宮崎の

農業の担い手となっている姿をしっかりと説明

することができたのは、大変よかったのではな

いかと思っております。我が国の農業全体が変

革のときを迎える中、この学生たちをさらにた

くましく、実践力を備えた経営者に育てるため

には、農業大学校の役割はますます重要である

との思いを強くしたところであります。

私は、全国に先駆けて、農業大学校を次世代

農業の総合研修拠点として位置づけまして、民

間企業や先駆的な農業経営者との連携等も図り
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ながら、先端技術や経営ノウハウを学び・実践

できますチャレンジファームやトップランナー

養成塾を新たに開設したところでありまして、

農業大学校生はもとより、担い手が夢と希望を

持てる農業の実現を目指してまいりたいと考え

ております。

６月の本会議で教育長に、農○松村悟郎議員

業高校と県立農業大学校との高大連携、一貫教

育などの取り組みについて伺い、教育長から、

「５年間を見通した進路指導を含めた担い手教

育を検討中であり、今年度中に何らかの一定の

方向性を出したい」との答弁をいただきまし

た。今年度も後半に差しかかり、どのような方

向性で検討が進められているのか、農政水産部

長と教育長にお伺いいたします。

農政水産部と○農政水産部長（郡司行敏君）

いたしましては、教育委員会と連携して、高校

では経営の基本的な知識・技術の習得を、大学

校では実践的で最先端の生産技術や経営スキル

の獲得を、それぞれ目標として掲げ、高大連携

の新たな一貫教育の仕組みを構築いたしますと

ともに、多様な農業形態に対応できる経営者の

育成を目指しているところであります。具体的

には、先進経営体へのインターンシップ先の共

有であるとか、農作物に関する共同実習・共同

研究を実施したいと考えておりまして、一部に

つきましては、既にモデル校である高鍋農業高

校と実践に移しているところであります。ま

た、農業大学校においては、より実践的で高度

な生産技術等を身につけることができますよう

に、教育委員会と連携して、学科や教育課程に

ついて検討を行っているところであります。

農政水産部長のお話○教育長（飛田 洋君）

と重なりますので、少し具体的なお話をさせて

いただきます。

高鍋農業高校と県立農業大学校との連携につ

きましては、２つの視点での魅力づくりを検討

いたしております。１つが、両校のカリキュラ

ムを一層、系統性があり魅力的なものとするこ

と、もう１つが、就農の志を強固にするため、

キャリア教育をどう行うかという点でございま

す。

まず１点目のカリキュラムの視点からは、高

校３年生のときに実施している課題研究につい

て、農業大学校まで連続性を持たせた継続研究

とできないか、それから、各高等学校、農業大

学校のそれぞれの段階で、こんな力、こんな学

力をつけさせるというイメージを、中長期的な

観点から検討しているところでございます。

また、キャリア教育の視点からは、外部講師

による職業講話について、５年間を見据えて系

統性・発展性を持たせていきたい。さらに、イ

ンターンシップについては、高校ではまず就農

の志を育むことを目的とし、農業大学校では経

営スキルの習得を狙うなど、専門性を段階的に

高めていくよう検討をいたしているところであ

ります。

このような練り上げを行っていって、農業を

目指す若者が一流の農業者へと飛躍していくた

めの５年間の助走路をしっかり整備していきた

いと考えております。

ありがとうございます。農業○松村悟郎議員

高校での３年間と農業大学校での２年間、連続

したカリキュラムで担い手教育ができる。これ

は、これからの農業を担う若者に、しっかりし

た技術力と実践力のある経営者として農業に従

事できるという夢と希望を与えるものではない

でしょうか。農政水産部、教育委員会、垣根を

越えて新しい教育システムに取り組んでいただ

いております。本当に画期的なことではないか
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と思っております。できるならばなるべく早

く、できたら29年度からの高校入学に間に合う

ような高大一貫教育コースの設置をお願いした

いと、そのように思っているところでございま

す。

次に、「農業大学校は、農場現場での教育指

導が農業高校に比べたら弱いらしい」との声

を、農業高校出身者からお聞きしたことがござ

います。県立農業大学校での教育の現状と指導

体制、今後の対応について、農政水産部長にお

伺いします。

農業大学校○農政水産部長（郡司行敏君）

は、「自律・創造・協調」の理念を掲げ、学生

の自主性を重んじたプロジェクト学修や、先進

的な農業法人、食品関連企業等での校外学習な

ど、生産現場に着目した教育指導に努めている

ところであります。一方、昨年度設置いたしま

した外部評価委員会におきましては、教育指導

におきまして、経営の視点を重視することや、

ＩＣＴや機械化等による営農技術や経営の高度

化等の観点が必要であるというふうな意見もい

ただいているところであります。県といたしま

しては、さらに生産現場のニーズに対応できる

教育・指導体制を強化するために、研修等によ

り職員の技術向上を図るとともに、学生が先進

経営体の実践的な経営に直接触れる研修機会を

確保するなど、教育環境の充実に今後とも努め

てまいりたいと考えております。

農場現場を運営指導する経験○松村悟郎議員

豊かな現場の教育指導員、マンパワーの適正配

置も検討していただきたいと思っております。

農業の担い手不足が懸念されておりますが、

規模拡大を考えている農家や農業法人の方も多

くおられます。その方々に実情を聞くと、点在

している狭い農地をそれぞれ借り受けて耕作し

ており、実に効率の悪い作業をしていると言わ

れています。一方、県では、先月、農業大学校

の10ヘクタールの広大な圃場を農業法人に貸し

出し、大規模な畑作のモデル実証を行う研修会

を行ったと聞いています。広大な圃場での農作

業には大型機械も必要になってきますが、県内

では圃場整備が進んでいないこともあり、30ア

ールに満たない狭い圃場を使った農業がまだま

だ一般的であります。今回の研修は、現場では

なかなか直接見ることができない農業経営を実

践し、経験させる狙いもあったのではないかと

思います。そこで、次世代型農場チャレンジ

ファームを開催した目的と今後の方向につい

て、農政水産部長にお伺いします。

チャレンジ○農政水産部長（郡司行敏君）

ファームにつきましては、農業大学校生や農業

高校生を初め若い農業者が、将来の農業をイメ

ージし、みずからの経営の夢を膨らませること

ができるように、最新の技術や大型機械等に直

接触れて経営ノウハウを習得できる場として、

本年度から全国に先駆けて設置したものであり

ます。現在、大規模経営の畜産飼料コントラク

ターや、大規模露地野菜経営の実証を進めてお

りまして、先日行われました第１回の現地研修

会では、レーザーレベラーによります精密均平

作業やＧＰＳによるトラクターの無人走行など

の新しい技術の実習を行ったところでありま

す。これらの経営実証を通して、また、他の品

目、技術等の新たな導入も検討しながら、引き

続き、最新技術や経営の研修環境の充実を図

り、本県農業を牽引いたします力強い担い手の

育成と産地づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

今後の生産体制を維持してい○松村悟郎議員

くためには、農地をしっかり集積していかない
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といけないわけであります。そのために、県で

は、農地中間管理機構で農地の集積を今、推進

しておりますが、地域によって取り組み状況に

大きな差があると聞いております。そこで、こ

のような大規模農業に必要な農地集積に向けた

課題と取り組みについて、農政水産部長にお伺

いします。

本県におきま○農政水産部長（郡司行敏君）

す土地利用型農業は、露地野菜や飼料作物など

を中心に、着実に規模拡大が進んできておりま

すが、一方で、圃場が分散しており、生産効率

や機械化体系の構築がなかなか難しいといった

課題もございます。このため県では、昨年度ス

タートいたしました農地中間管理事業を核とし

て、積極的な農地の面的集積に取り組んでおり

ますが、未相続農地や不在村地主等が多数存在

していることでありますとか、移動がなかなか

難しいハウスであるとか茶園等がかなり多く点

在しているというふうなことから、事情の異な

る多数の当事者間の話し合いや調整に時間を要

している状況でございます。このように、農地

の問題は、一朝一夕には解決しないさまざまな

要因がございますことから、全市町村に推進チ

ームを設けまして、専任職員を設置し、農地の

出し手、受け手の掘り起こしや、地域での話し

合いを重ねるなど、地道な活動を現在進めてい

るところであります。今後は、農地集積に意欲

の高い大規模土地利用型経営体を積極的に取り

込んだ推進を図ることで、農地集積の加速化に

取り組んでまいりたいと考えております。

農業経営の夢を大きく膨らま○松村悟郎議員

せるには、次世代型農場チャレンジファームの

取り組みにも若い皆さんが夢を描いていただけ

る、これが大事だと思います。そのためには農

地集積にかかっています。全力で取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、口蹄疫ファンド事業についてでありま

す。

平成22年に発生した口蹄疫は、県内経済や県

民の生活に甚大な影響を与え、特に児湯地域

は、産業の柱を根本から失うなど、経済活動の

停滞や雇用、生活への不安など、さまざまな課

題が生じました。こうした中、県においては、

あらゆる財源を活用して、さまざまな分野で対

策を講じてこられました。特に口蹄疫復興対策

運用型ファンド事業は、復興対策のかなめとし

て、県民からの期待も非常に大きかったわけで

あります。この取り組みへの国からの支援措置

は、今年度までで終了することになっておりま

す。県民、とりわけ口蹄疫被害が甚大でありま

した児湯地域の住民にとりましては、これから

が非常に気になるところであります。そこで、

まずは、口蹄疫復興対策運用型ファンド事業の

これまでの成果について、知事にお伺いいたし

ます。

口蹄疫復興対策運用型○知事（河野俊嗣君）

ファンド事業につきましては、県内経済、県民

生活の早期の復興・再建を図ることを目的とし

まして、畜産新生やフードビジネスの推進、中

小企業振興、誘客対策、地域振興など、幅広い

支援を行ってきたところであります。このよう

な取り組みによりまして、畜産の分野では、肉

用牛の一年一産を達成するモデル農家が出てく

るなど、生産性の向上が図られてきております

ほか、昨年度の牛肉の輸出量は、過去最高の148

トンに達しているところであります。また、地

域の農畜産物を活用した新商品の開発や販路拡

大などの取り組みによりまして、売り上げ増加

や雇用の拡大等に結びついている事例も多数出

てきております。さらに、地域振興の取り組み
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の中には、西都児湯鍋合戦や「水平線の花火と

音楽」のように、県民に親しまれ定着してきて

いるものも多くあります。ファンド事業の取り

組みは、本県畜産の新生のみならず、県内経済

の活性化に寄与しているものと考えておりま

す。

このファンド事業による取り○松村悟郎議員

組みは、一定の成果を上げたとのことでありま

すが、私自身も、きめ細かな支援がされ、大変

有効な財源であったと感じています。一方で、

「口蹄疫からの復興はまだ十分にはなし遂げら

れていない」「まだ取り組むべき課題が山積し

ている」との声も、少なからず私のところに届

いているところであります。直接被害をこうむ

りました児湯地域の畜産業の現状を見ますと、

家畜の飼養頭数も以前の水準には回復しておら

ず、こうした農家の方々の声を切実感を持って

受けとめていかなくてはなりません。県全体を

見ましても、高齢化による離農を背景とした担

い手不足、飼料価格の高どまりによるコスト高

など、喫緊の課題のある中、ＴＰＰ大筋合意に

よる農家の不安も加わり、畜産業を取り巻く環

境はますます厳しいものとなっております。そ

こで、県では、口蹄疫から５年を経た今、畜産

業の現状をどのように認識しており、今後どの

ような課題が残されていると考えているのか、

農政水産部長にお伺いします。

県におきまし○農政水産部長（郡司行敏君）

ては、本県畜産業の新生とさらなる発展に向

け、全国のモデルとなる安全・安心で付加価値

や収益性の高い畜産の構築に取り組んできたと

ころであります。この結果、畜産業は徐々に持

ち直し、平成25年の県全体の畜産産出額が、口

蹄疫発生前の水準である1,850億円になるととも

に、宮崎牛が全共２連覇を達成するなど、復興

の歩みに着実な手応えを感じております。しか

しながら、家畜の飼養頭数は、口蹄疫発生以前

と比較して、県全体でも約９割、西都・児湯地

区では、議員御指摘のとおりでございますが、

約７割にとどまっておりまして、復興はいまだ

道半ばであると認識しております。このため、

今後とも、繁殖雌牛の増頭などにより生産基盤

の整備を進めるとともに、新規就農者の確保を

初め、将来の本県の畜産を担う経営体の育成な

どの対策にしっかりと取り組んでいきたいと考

えております。

児湯地区の現状の厳しさは、○松村悟郎議員

畜産業にとどまるものだけではありません。地

域内の有効求人倍率は低迷を続けており、卸売

・小売業の総生産も伸び悩みを見せておりま

す。商工業者の方々からも、口蹄疫復興対策の

継続を求める声を幾つもいただいております。

これまでの５年の間に、口蹄疫復興ファンド事

業は、幅広い分野において一定の成果を上げて

きたとの知事の考えでございますけれども、私

もそのように認識しております。せっかくまい

た種は、それを定着させ、本物に成長していく

まで大切に育てていかなければなりません。そ

のためには、まだまだ継続的な支援が必要だと

考えております。そこで、口蹄疫復興対策運用

型ファンドで実施してきた取り組みを、来年度

以降も継続することが必要だと感じております

が、そのお考えについて知事にお伺いしたいと

思います。

口蹄疫からの再生・復○知事（河野俊嗣君）

興につきましては、なお残された課題があると

考えております。口蹄疫復興対策運用型ファン

ドの延長につきまして、国に対し、私自身も繰

り返し強く要望してきたところであります。先

日も、人事異動で交代したばかりの総務省の自
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治財政局長 担当局長でありますが に、― ―

これまでの経緯等について説明してまいりまし

た。今後につきましては、ファンドの延長とい

う形ではありませんが、西都・児湯地区におけ

る畜産業の復興対策に係る県の事業につきまし

て、来年以降も引き続き、特別交付税により直

接措置されることとなっているところでありま

す。議員御指摘のとおり、この５年間に、市町

村や多くの事業者が蓄積してきましたさまざま

な取り組みの成果に磨きをかけ、これからの産

業づくりや地域づくりにしっかりつなげていく

ことは、非常に重要な視点でありますので、こ

うした視点を生かすことができるよう、今後検

討を進めてまいりたいと考えております。

地元でも、西都児湯鍋合戦や○松村悟郎議員

花守山事業、新たな観光スポットの育成、その

ように今回の地域振興対策においても、ようや

く花が咲き始めたところであります。立派な実

りとなりますよう、どうぞよろしく御支援をお

願いしておきたいと思います。

次に、小規模企業振興対策についてでありま

す。前回の議会におきましても、自由民主党、

原議員からの質問もございましたが、関連し

て質問させていただきます。

日本経済は、緩やかな回復基調が続いている

と言われておりますが、好循環を全国津々浦々

まで広げていくためには、地域の経済や雇用を

支える中小・小規模企業が重要な存在であり、

その活力を最大限に発揮させることが必要であ

ります。しかし、人口減少や高齢化、地域経済

の低迷など、厳しい経営環境に直面し、売り上

げや取引先の減少、経営の世代交代が進まない

等の大きな課題を抱え、苦戦しているのも周知

のとおりであります。中でも、本県でも88％を

占める小規模企業は、きめ細かい商品やサービ

スを提供し、商店街など地域経済を支える存在

であります。今後も、事業が継続して活躍でき

る環境を整備していくことが重要となります。

そこで、小規模企業振興に大きな視点を当てた

中小企業振興条例の改正について、どのような

内容になるのか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

県内企業○商工観光労働部長（永山英也君）

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重要な役割を果たしていた

だいております。県といたしましても、小規模

企業に光を当てて、必要な施策・事業に取り組

む必要があることから、現在、条例改正を検討

しているところでございます。改正の考え方と

しましては、まず第一に、小規模企業が地域経

済の重要な担い手であるということを、基本理

念として明確に位置づけたいと考えておりま

す。加えまして、小規模企業振興の基本的な視

点として、小規模企業の持続的発展を新たに規

定し、さらに、小規模企業の振興に係る基本方

針等を盛り込む方向で考えているところでござ

います。現在、商工会議所、商工会等の関係団

体からも意見を伺いながら、検討を進めている

ところでございます。県内約３万3,000社の小規

模企業について、その振興の方向性を示す条例

にしたいと考えております。

これまでの宮崎県中小企業振○松村悟郎議員

興条例では、小規模企業については、第４条第

３項の配慮規定があるのみでした。条例が改正

された場合、県はどのような施策を実施してい

くつもりなのか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

小規模企○商工観光労働部長（永山英也君）

業は、資金や人材といった経営資源に大きな制

約があることに加え、価格競争力やリスク対応
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力が弱いため、社会構造の変化等の影響を受け

やすく、このことが経営の低迷や廃業につな

がっているものと考えております。このような

状況を踏まえ、県におきましては、中小企業振

興条例の改正とあわせまして、今年度新たに策

定中の「みやざき産業振興戦略」においても、

小規模企業振興策について検討を行っていると

ころでございます。具体的には、ビジネスプラ

ンに基づく経営の促進や需要の開拓に向けた支

援、さらには、創業や新事業へのチャレンジの

支援、若手経営者等の育成など、小規模企業の

成長発展あるいは持続的発展に資する施策に取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、商店街について、大型○松村悟郎議員

店の出店や商業施設の郊外化などで、商店街か

ら地域外に流出する店舗が大変多くなっており

ます。あわせて、商店街の中でも店舗の老朽化

や空き店舗の増加など、商店街の活性化はまさ

に今、喫緊の課題であります。そこで、商店街

を構成するのは小規模企業であります。商店街

再生のための県の支援について、その実績と今

後の課題を、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

本県にお○商工観光労働部長（永山英也君）

きましては、全体として景気の持ち直しの動き

が続く中で、地域の商店街では、お話にありま

したように店舗数の減少が続いており、厳しい

状況が見られます。こうした中、県では、商店

街組織等が取り組みます、まちなか商業再生の

ための事業に対する助成や若手リーダーの育成

等を行っております。例えば高鍋町では、この

事業を活用しまして町屋風物産館を整備され、

歴史と文化を生かした商店街再生の取り組み

が、平成25年度の国の「がんばる商店街30選」

として表彰されたところでございます。また、

県の事業ではございませんけれども、日南の油

津商店街等、さまざまな地域でにぎわいを取り

戻すさまざまな取り組みが行われているところ

でございます。県としましては、今後も引き続

き、各地域が取り組むこのような特色ある商店

街再生事業を積極的に支援していくことで、地

域内での消費を促進し、地域経済の好循環が拡

大するよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

地域の小規模企業を支えるの○松村悟郎議員

は、地域の商工会、商工会議所であります。

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の

支援に関する法律の一部を改正する法律」で

は、商工会等が中核となって、小規模事業者を

支援する体制を全国に構築することとされてお

ります。地域商工業に密着した商工会、商工会

議所の役割は、本当に重要になってまいりま

す。しかし、商工会の現状は、会員数の減少に

伴い、経営指導員の職員数の削減を余儀なくさ

れております。経営指導体制の弱体化が懸念さ

れ、特に中山間地域では、地域経済力の低下は

もとより、地域のコミュニティーそのものが大

きな影響を受けています。商工会、商工会議所

の人的体制の充実強化を図ることが、まずは何

より重要だと思います。そこで、小規模企業に

対してきめ細やかな経営指導を行うため、商工

会議所、商工会の経営指導員の適正配置やスキ

ルアップを図ることが大事だと思いますが、商

工観光労働部長の考えをお聞きしたいと思いま

す。

小規模企○商工観光労働部長（永山英也君）

業の振興に当たって、商工会議所あるいは商工

会の果たしていただく役割は極めて大きいと考

えております。商工会議所・商工会の小規模企

業に対する経営支援につきましては、昨年の小
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規模支援法の改正によりまして、新たに経営戦

略にまで踏み込んだ支援を実施するとされたと

ころであり、経営指導員の支援能力の向上は極

めて重要な要素であります。県と商工会等は、

これまでも連携・協力しまして、商工会職員の

合同設置や、中小企業大学校研修を活用した経

営指導員のスキルアップ等を推進してきたとこ

ろでございます。今後はさらに、商工会等が小

規模企業に対してきめ細かな経営支援ができま

すよう、県といたしまして、経営発達支援計画

の策定等を支援しますとともに、中小企業診断

士資格の取得の促進や、県内外のレベルの高い

支援機関への派遣等により、経営指導員が大き

くスキルアップできる環境づくりに取り組んで

まいりたいと考えております。

先ほども何度も申しましたけ○松村悟郎議員

ど、小規模事業者、そして商店街を支えていけ

るのは、本当に地域の商工会だと思います。こ

れからの地域づくり、商店街づくりは必ずやっ

ていかなければいけないわけですけれども、商

工会が年々小さくなっては、厳しいものになる

と思います。今、答弁にあったように、経営指

導員のスキルアップ、そして、何よりも指導員

の増員、商工会・商工会議所の機能をもっと大

きくしていただきたいと、心から願っておりま

す。

以上をもちまして、一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手）

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44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、黒木正一議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○黒木正一議員

まして質問を行います。

国際博覧会で世界初となる、食料をテーマと

したイタリア・ミラノ万博が終わりました。私

も、９月初めにあった宮崎県の出展のときに参

加しました。会場に着いて、パビリオンを眺め

ての第一印象は、木材がよく使われているなと

いうことでした。21世紀は木の世紀になるんだ

ろうという感じがいたしました。日本館は、訪

問した日も長い行列ができていました。220万人

を超す入場者があったということですが、最新

のテクノロジーを駆使して、日本の食文化をわ

かりやすく紹介し、地域色豊かな食材の提供な

ど反響が大きかったのではないかと思います。

なぜミラノ万博に行ったかといいますと、私

の地元の小さな村から乾シイタケを出展すると

聞き、どのように評価されるのか、地元のシェ

フがどういう料理をつくるのか、何とか行って

味わってみたいという思いからでありました。

地元のシェフが乾シイタケを大切に料理するの

を現地で見て、生産者の一人として感激しまし

た。乾シイタケという食材をどう思うかとシェ

フに聞いたのですが、イタリアは料理によくキ

ノコを使うが、シイタケはすばらしい、しか

も、自然と循環した栽培を行っているのもすば

らしいと、栽培方法まで知っているのに驚きま

した。

聞くところによりますと、乾シイタケ、量は

少ないものの、今月中にはヨーロッパに送るよ

うです。本格的な輸出には困難が多くあると思

いますが、このことがきっかけとなり、生産地

の元気にもつながればいいなと思います。
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本県から幾つもの食材などを出品しました

が、乾シイタケのことばかり述べましたけれど

も、宮崎牛が主役であったことは間違いありま

せん。出品者・団体それぞれに、大小さまざま

な出会いや足がかりができたのではないかと思

います。ドイツ・ケルンで行われたアヌーガに

も出展したと聞きますが、県産品の新たな販路

拡大に向けて、どのような成果があったと考え

るか、知事にお伺いします。

以下の質問は、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。

ミラノ国際博覧会につきましては、今お話が

ありました、宮崎牛や乾シイタケなどの食材の

調理パフォーマンスや、県産品の試食提供など

を通じて、宮崎の食の魅力を十分にアピールで

きたところであり、私も実際に、宮崎牛のステ

ーキの試食提供に参加したところであります

が、現地の消費者の皆さんの圧倒的な評価、お

いしいという評価を目の当たりにし、また好意

的な意見を多くいただき、ＥＵへの輸出に確か

な手応えを感じたところであります。

また、出展した企業におきましても、その後

のドイツ・ケルンにおけるアヌーガ見本市への

出展を通じて、消費者ニーズの把握や一定の販

路の開拓などの成果がありました。そして、何

よりも、現地バイヤーとの人的ネットワークの

構築により、今後のＥＵ市場の販路拡大に向け

た足がかりができたことが最大の成果であると

考えております。県としましては、今後とも、

海外における県産品のＰＲや販路の拡大に向け

まして、グローバルな市場に挑戦する意欲ある

企業の支援に、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

先日、林前農林水産大臣が宮○黒木正一議員

崎に来られて講演をしました。もちろん知事も

おられましたけれども、「輸出が拡大し、日本

食のファンがふえることは、本場の日本食の味

を知るために日本を訪れるというインバウンド

にも結びつく」という話をされました。外国人

旅行者が訪日旅行で期待することの１位が食事

で、日本の食は世界中から注目を集めているけ

れども、必ずしも輸出につながっていないこと

もあって、平成26年の農産物・食品輸出額は

約6,000億ですけれども、32年には１兆円が目標

ということで、輸出の増加を訪日客の増加にも

つなげたいという話だったと思います。

最近、全国どこに行っても、外国人旅行者が

ふえていると感じます。昨年の訪日外国人旅行

者は1,341万人で、ことしは1,700～1,800万人と

予想されておりますが、本県への外国人旅行者

の入り込み客数と観光消費額の動向について、

商工観光労働部長にお伺いします。

県では毎○商工観光労働部長（永山英也君）

年、観光入り込み客についての調査を行ってお

り、確定値は平成26年の数値でございますけれ

ども、訪日外国人の入り込み客数は、25年の10

万人に対して、平成26年は13万1,000人となって

おりまして、31％の増加であります。また、こ

の調査における飲食費や交通費などを含む観光

消費額としましては、平成25年が40億4,600万

円、平成26年は66億5,2 0 0万円となってお

り、64.4％の増加となっております。

なお、直近の傾向といたしまして、宮崎市内

のホテル・旅館20施設における外国人宿泊客数

の動向は、平成27年１月から10月まで、宮崎―

香港線の就航の効果等もありまして、前年同期

比で45.8％の増加となっております。観光消費

額につきましても、大きな増加が見込めるので
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はないかと考えております。

入り込み客数、観光消費額、○黒木正一議員

宿泊者数とも大きく増加しているということで

ありますけれども、報道によりますと、本県に

入港した外国クルーズ船の経済効果調査では、

１億7,000万円余の消費支出があったようであり

ますが、具体的にはどのような消費支出であっ

たのか、消費額の動向を商工観光労働部長にお

伺いします。

８月に、○商工観光労働部長（永山英也君）

細島港、油津港に入港しました３回の外国クル

ーズ船の乗客を対象に実施いたしました経済効

果等調査結果につきましては、本県内での推計

消費総額は、３回合計で約１億7,000万円となっ

ております。消費項目としては、食料品・飲料

が約4,200万円、次いで、化粧品、医薬品が

約3,500万円、電化製品が約2,200万円となって

おり、改めて外国クルーズ船の大きな経済効果

が確認できたところでございます。今後、関係

自治体や事業者等と連携し、品ぞろえの充実や

免税対応などの受け入れ環境の整備に努めまし

て、消費の拡大や県内経済の循環につなげてま

いりたいと考えております。

外国人旅行者が訪日旅行で期○黒木正一議員

待することの第２位がショッピングということ

で、やはり食料品や化粧品、家電などの消費が

大きかったようであります。現時点で土産市場

は全国で7,000億と言われており、昨年10月に消

費税免税制度が改正され、対象範囲が農林水産

物やお菓子などの食品にも広がっており、さら

に国は、農林水産物の輸出戦略の一環として検

疫体制を整える動きをしており、今のところ、

輸出できる国、地域は限られておりますけれど

も、将来の観光客の動向を見据えて、農業県と

して戦略を練っておく必要があるのではないか

と思います。

本県に寄港したクルーズ船は、３隻で約9,000

人だそうでありますけれども、九州全体では、

ことしの１月から８月までだけでも44万人を超

えており、本県に来るのは、九州でもほんの一

部にすぎないわけであります。クルーズ船誘致

や受け入れ対応に向けた取り組みも、本県の観

光振興にとって、これからの大きな課題ではな

いかと思います。

次に、地理的表示保護制度についてお伺いし

ます。農林水産物などの地域ブランドを守る新

たな制度、地理的表示保護制度がスタートし、

制度導入のメリットとして、地域ブランドの保

護・活用による農山漁村・地域の活性化、伝統

的な食文化の継承、農林水産物・食品の輸出促

進などが言われています。政府は、ＴＰＰ関連

政策大綱の中で、輸出促進策として、日本の地

理的表示が海外で保護されるような取り組みを

考えているようですが、この制度の概要と本県

の取り組み状況について、農政水産部長にお伺

いします。

地理的表示保○農政水産部長（郡司行敏君）

護制度につきましては、農林水産物等の品質や

社会的評価等が、産地の気候や風土などと結び

ついている場合に、その名称を知的財産として

保護する制度でありまして、我が国では、こと

しの６月に創設されたところであります。その

特徴といたしましては、１つには、国が産品の

品質についてお墨つきを与え、不正使用を取り

締まること、２つには、地域の生産者全体が共

有財産として使用可能となることなどが挙げら

れます。本県では、制度の活用について、市町

村やＪＡ等と検討を進めるとともに、生産者団

体や事業者を対象に相談会等を実施してきたと

ころでありまして、今後、例えば「黒皮かぼ
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ちゃ」であるとか「釜炒り茶」など、制度にか

なった産品の登録に向けて、産地への支援を

行ってまいりたいと考えております。

ことし６月に制度ができたば○黒木正一議員

かりで、また、いろんな多様な認証制度という

のがありますし、課題も多いと思いますけれど

も、この制度の狙いの一つは、訪日旅行におけ

る消費と輸出の好循環を推し進めるものだと思

います。本県においても、可能性を探っていく

必要があるのではないかと思います。

次に、世界ブランドのふるさとみやざきづく

りについてお伺いします。「宮崎県まち・ひと

・しごと創生総合戦略」には、みやざき創生始

動プロジェクトとして３つのプロジェクトがあ

り、その１つに「世界ブランドのふるさとみや

ざきプロジェクト」があり、中山間地域の活性

化につなげるとあります。また、28年度当初予

算編成方針にも、重点施策の１つとして、世界

ブランドのふるさとみやざきづくりがあります

が、その取り組み内容について、総合政策部長

にお伺いします。

県内の大部分○総合政策部長（茂 雄二君）

を占める中山間地域の活性化は、本県が地方創

生に取り組む上で大変重要な課題であり、本県

の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」におき

ましても、社会減の抑制を図るため、先行的に

取り組む施策として、「世界ブランドのふるさ

とみやざきプロジェクト」を掲げております。

このプロジェクトは、豊かな自然と伝統文化が

今に息づく本県の中山間地域の生活を、世界に

誇る貴重な地域価値と捉え、世界農業遺産、ユ

ネスコエコパーク、世界ジオパークなどといっ

た国際機関の認定取得に取り組むことで、発信

力の強化や地域の誇りの醸成を図るものであり

ます。また、その貴重な価値を次の世代に引き

継いでいくため、農山漁村の所得の向上や地域

を支える人財の育成にも取り組み、地域の維持

・活性化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

世界ブランドとして、世界農○黒木正一議員

業遺産とかユネスコエコパーク、世界ジオパー

クなどの国際機関の認定取得に取り組むという

ことでありますけれども、先日、常任委員会

で、平成23年に世界農業遺産に日本で初めて佐

渡地方とともに認定された能登地方に行きまし

た。「能登の里山里海」地域は、能登４市４町

で構成されていますが、その中の能登町の「春

蘭の里」と呼ばれる約50軒の農家民宿を中心と

した農作業体験などの取り組みについて話を聞

いたのですが、世界約20カ国以上から旅行者が

訪れ、年間約１万 1 , 0 0 0 人の訪問者のう

ち、1,800人近くが外国人旅行者ということでし

た。自然以外に何もないことをアピールし、あ

りのままの暮らしでおもてなしをしており、能

登空港から15分から20分という利便さがあ

り、14～15年前からグリーンツーリズムなどの

誘客に向けた取り組みを行うなどの歴史はあっ

たものの、世界農業遺産が世界ブランドとして

外国人の誘客につながっているのではないかと

思いました。

ちなみに、外国人訪問者で最も多いのはイス

ラエルの富裕層で、中国などからの教育旅行も

多いということでありました。本県から認定を

目指している「高千穂郷・椎葉山」地域、知事

はミラノ万博出席の折にも、ローマのＦＡＯ本

部に行き、早期認定の要請を行うなど積極的に

取り組んでいますが、12月の国際会議に向けて

の意気込みを知事にお伺いします。

高千穂郷・椎葉山地域○知事（河野俊嗣君）

の世界農業遺産の認定は、地域の皆様に大きな
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自信と誇りを与えますとともに、国内外への発

信、認知度アップなど、さまざまな波及効果が

生まれ、地域の活性化につながるものと、大い

に期待をしているところであります。県におき

ましては、認定に向けて、地元の皆様と一丸と

なって、全力で取り組んでいるところでありま

して、５月に高千穂で行われた国連食糧農業機

関（ＦＡＯ）の現地調査におきましては、私み

ずからプレゼンテーションを行うとともに、今

御指摘のありました、９月にはローマのＦＡＯ

本部を訪れて、担当幹部に働きかけを行ってま

いったところであります。

来月、ＦＡＯ本部で開催される国際会議の最

終審査におきましても、私みずから赴いてプレ

ゼンテーションを行うこととしており、当地域

が持つ農林業システムや伝統文化等の重要性を

強くアピールいたしまして、何としても認定を

かち取ってまいりたい、そのように考えており

ます。

何としてもかち取ってまいる○黒木正一議員

と、力強い言葉をいただきました。ぜひローマ

では頑張っていただきたいと思います。

次に、地域医療対策について数点お伺いいた

します。

最初に、全国的に増加している医師地域枠に

ついてですが、昨日、田口議員からも取り上げ

られましたけれども、平成９年度に、札幌医科

大学、兵庫医科大学の２大学で11人の募集人員

でスタートして、平成26年度には68大学1,452人

と飛躍的に増加し、平成26年の医学部の総定員

は9,069人ですので、地域医療に従事する意思が

ある新入生が約16％を占めたことになります。

地域枠は、平成16年に新しい医師臨床研修医

制度がスタートして、なかなか地元の大学病院

に残らないケースがふえて、地域医療を担う医

師が不足し始めたことなどが設置の理由と言わ

れておりますけれども、国は、平成18年に新医

師確保総合対策を示して、定員の増員を進めて

おりまして、19年と26年を比較しますと、定員

は1,444人ふえ、地域枠の募集人員も1,269人ふ

えて、約８倍となっております。

本県においては、平成18年、宮大医学部入学

者10人を県内高校出身者限定とする地域枠を設

け、さらにその３年後には、一定期間指定する

病院に勤務すれば奨学金が免除される特別枠が

導入されております。今後、地域医療の担い手

として期待されますが、宮崎大学医学部地域枠

及び特別枠のこれまでの入学者数と卒業生の状

況について、福祉保健部長にお伺いします。

御質問にもあ○福祉保健部長（桑山秀彦君）

りましたように、本県におきましては、宮崎大

学医学部における本県出身者の増加を図るため

に、大学側の協力のもと、平成18年度から地域

枠が導入され、平成21年度からは、医師修学資

金貸与と地域枠がセットになりました地域特別

枠が導入されているところでございます。地域

枠のほうでは、これまで98名入学しておりまし

て、このうち平成24年度以降、卒業して臨床研

修を開始した36名のうち、26名が県内で研修を

開始しております。また、地域特別枠につきま

しては、これまで58名が入学しております。平

成27年度に、最初の卒業生であります２名が県

内で臨床研修を開始したところであります。今

後、県内に定着して、地域医療へ貢献してくれ

ることを期待しているところでございます。

まだまだこれからということ○黒木正一議員

で、将来に期待したいと思います。

次に、地域医療構想についてお伺いします。

このことにつきましては、さきの議会で宮原議

員が代表質問でも取り上げましたけれども、最
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近の医療政策の大きな話題は、地域医療構想で

はないかと思います。高齢化が進展する中で増

大する医療・介護サービスの需要を見据えて、

平成37年に向けて都道府県が目指す医療提供体

制を策定する整備計画ということのようです

が、病床数の削減、在宅医療の推進が言われて

おり、特に医療資源の乏しい地域においては、

今後どうなるのかという不安の声があります。

地域医療構想の概要、策定に向けての今後のス

ケジュールについてお伺いします。

地域医療構想○福祉保健部長（桑山秀彦君）

は、地域の医療機関などが、将来の医療需要の

変化を共有して、地域にふさわしいバランスの

とれた医療提供体制を自主的に構築していくた

めのものであります。現在、宮崎県地域医療構

想策定委員会や二次医療圏単位で開催する構想

調整会議におきまして、医師会や看護協会等の

医療関係者、市町村や保険者協議会など、さま

ざまな立場の方々の御意見を伺いながら、年度

内を目途に策定作業を進めているところであり

ます。

なお、策定委員会におきましては、より時間

をかけた審議が必要ではないかといった御意見

等が出されておりますので、そういった意見も

踏まえながら、今後、構想策定に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、総合診療専門医につい○黒木正一議員

てお伺いします。医師不足、偏在の原因の一つ

は、専門分野が細分化した結果ではないかとも

言われており、新専門医制度で専門医の一つと

なる総合診療専門医は、本県にとって、地域医

療の担い手として大きな期待が寄せられている

と聞きます。２年後に開始される新専門医制度

の目玉と言われているそうですが、総合診療専

門医の概要、県下での養成・確保に向けた取り

組みについて、福祉保健部長にお伺いします。

平成29年度か○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ら開始されます新専門医制度において、従来の

内科や外科といった専門医の一つに加わる総合

診療専門医は、疾患の治療だけでなく、予防医

療や保健・福祉など幅広い地域のニーズに対応

する、まさに地域を診る医師でありまして、地

理的条件などから医師を確保することが困難な

中山間地域の地域医療を担う医師として期待さ

れているところでございます。現在、本県で

は、宮崎大学医学部附属病院を初め４つの医療

機関が、この新専門医制度に沿った総合診療専

門医の研修プログラムの策定を行う予定と伺っ

ております。

地域医療に関して数点質問を○黒木正一議員

いたしましたけれども、先日は、日高議員が東

郷病院の話をいたしました。東郷でも医師が見

つからない。この問題が起こりまして、とりわ

け、県から医師の派遣を受けている僻地公立病

院は神経をとがらせております。各地の秋祭り

に行きましたが、昨年までは、道路の整備や鳥

獣被害の話題が多かったんですけれども、こと

しは、医師を何とか確保してほしいという切実

な声が最も多くありました。あの手この手で医

師確保に飛び回っているものの、容易ではあり

ません。将来の人口の動態などを見据えて、限

られた医療資源をどう有効に活用し、医療崩壊

につながらないようにするのか、しっかりした

仕組み、計画を立てる必要はあると思います。

ただ、派遣医を突然引き揚げるようなことを

してもらうと、医師の少ないところの医療はた

ちまち崩壊してしまうのが現実です。地域医療

構想、より時間をかけた審議が必要との意見が

あるとのことでありますけれども、よい構想ほ

ど慎重に進めていただきたいと思います。
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次に、ドクターヘリについて伺います。ドク

ターヘリの広域な連携とかいうのは、きのう満

行議員が質問いたしましたけれども、平成24年

４月に運航が開始されまして、とりわけ交通の

便が悪い地域における救急体制は大きく前進、

県民の安心・安全な暮らしにつながっておりま

す。そこで、ドクターヘリの出動件数はどう

なっているのかを福祉保健部長にお伺いしま

す。

平成26年度の○福祉保健部長（桑山秀彦君）

ドクターヘリの出動件数は、現場への出動や転

院の搬送などで470件となっております。前年度

と比較して、12件増加しているところでござい

ます。

さきの宮崎駅前での事故にも○黒木正一議員

ドクターヘリが出動しておりましたが、山岳地

帯といいますか、林業地帯では、草刈り機や伐

採時の重大事故が発生しており、人命が救われ

ております。ドクターヘリが着陸できない山間

部などで重篤な傷病者が発生したときに、県の

防災救急ヘリ「あおぞら」から医師をワイヤで

直接現場におろす活動を12月から始めるという

ことでありますが、「あおぞら」の出動回数は

どれほどか。また、既に医師の現場投入活動を

行っている県の実施状況についても、危機管理

統括監にお伺いします。

県の防災救○危機管理統括監（金丸政保君）

急ヘリコプターは、平成17年２月から運航を開

始しておりまして、山岳・海での遭難者の救助

や傷病者の救急搬送のほか、山火事の消火活動

などを行っております。宮崎空港を拠点といた

しまして、県内の消防本部から派遣された８名

の消防士により業務が行われており、平成26年

度の出動件数は138件となっております。

今回新たに、防災救急ヘリに医師が搭乗する

仕組みを導入いたしました。これは、ドクター

ヘリは、空中に停止したままで人を地上におろ

すことはできませんが、防災救急ヘリはそれが

可能でありますことから、山間部などで重篤な

傷病者が発生した場合に、消防士がサポートし

ながら医師に現場におりていただき、その場で

医療行為を行うこととしたものであります。こ

れは、全国で３県目の取り組みでありまして、

平成26年度の実績では、高知県で４回、和歌山

県で１回の医師降下実績がございます。

ドクターヘリの活躍で、防災○黒木正一議員

救急ヘリ「あおぞら」は、少し影が薄くなって

いる気がしておりましたけれども、お聞きしま

すと、多様な救援・救助活動を行っているとい

うことがよくわかりました。「あおぞら」での

医師現場投入活動を行うことになり、救命救急

センターのフライトドクター、活動の範囲も危

険も広がるわけであります。その取り組み姿勢

に頭の下がる思いです。先進県では、医師降下

実績が数件あるようですが、十分に訓練をし

て、安全にも注意をして活動に当たっていただ

きたいと思います。

次に、土砂災害対策について、県土整備部長

に数点お伺いします。

最初に、土砂災害防止法についてであります

けれども、平成11年に31人が死亡した土砂災害

をきっかけに、ハード対策に加え、土砂災害の

おそれのある区域についての危険の周知、警戒

避難体制の整備などソフト対策を推進するた

め、土砂災害防止法が施行されました。しか

し、不動産価格が下がるという反対などで、土

砂災害により被害を受けるおそれのある場所の

地形や地質、土地の利用状況などの基礎調査が

進んでいなかったようですが、昨年８月に起

こった大規模土砂災害を受けて、改正土砂災害
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防止法が成立、５年程度で基礎調査を終えるよ

う求められています。本県における現在の基礎

調査の進捗状況、また、調査後に警戒区域など

の指定も行うようですが、その進捗状況につい

てもお伺いします。

県では、土砂○県土整備部長（図師雄一君）

災害の危険な箇所を周知するために、地形など

の基礎調査を行った上で地元説明を行い、市町

村長の同意を得られたものから、順次、土砂災

害警戒区域等の指定を進めております。平成27

年10月末の進捗状況につきましては、基礎調査

を予定している１万2,300カ所のうち、約7,300

カ所の調査を完了したところです。そのうち

約3,600カ所について、土砂災害警戒区域の指定

が済んでおり、さらに、このうち約2,300カ所に

ついて、土砂災害特別警戒区域を指定しており

ます。

なお、基礎調査につきましては平成31年度ま

でに、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おります。

基礎調査は順調に進んでいる○黒木正一議員

ということだと思いますけれども、指定された

土砂災害警戒区域と特別警戒区域はどう違うの

か、特別警戒区域に指定されると、どのような

規制がかかるのかをお伺いいたします。

土砂災害警戒○県土整備部長（図師雄一君）

区域、いわゆるイエローゾーンは、土砂災害が

発生するおそれがあると認められる区域であ

り、これが指定されますと、市町村は避難場所

の指定や情報連絡網の構築など、住民の早期避

難のための体制を整備することになります。こ

のイエローゾーンのうち、土砂災害が発生した

場合に、建築物の損壊により、住民の生命に危

害が生じるおそれがあると認められる区域が土

砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンで

あります。これが指定されますと、住宅の立地

を目的とした開発行為などを行う場合には、知

事の許可が必要となり、また、新築や増改築の

際には、壁の補強や擁壁の設置が必要となりま

す。

いわゆるレッドゾーンに指定○黒木正一議員

されると、住宅の開発行為の許可が必要になっ

たり、新築や増改築の際には、壁の補強や擁壁

の設置が必要になるということでありますが、

最近、レッドゾーンに指定されて、そこに家を

改築して住み続けたいけれども、擁壁の設置な

ど予定外の費用がかかるために転出するという

ことが起こっています。そこで、土砂災害特別

警戒区域にある住宅の改修や移転に対する支援

策があるのかをお伺いします。

土砂災害特別○県土整備部長（図師雄一君）

警戒区域内で活用できる支援策といたしまして

は、「がけ地近接等危険住宅移転事業」があり

ます。この事業は、住宅を安全な場所に移転さ

せるための土地の購入、造成、あるいは住宅の

建設などに要する費用について、金融機関から

借り入れる資金の利子相当額を補助する制度で

あります。

なお、ことし２月に、既存建築物を対象とし

て、土砂災害に対応した鉄筋コンクリート造擁

壁を設置するなどの改修を行った場合に、その

費用の一部を補助する事業が、新たな国の制度

として創設されたところであります。

支援策があるということであ○黒木正一議員

りますが、レッドゾーンに指定されて転出する

家の近所の人の、「あの人は地区の役員をした

り郷土芸能の継承など地域に必要な人なので、

何とか転出せずに残ってもらいたい。いい方法

はないだろうか」という小さな集落の切実な声

があります。この法律はもともと、都市近郊の
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新興住宅地、都市に人が集中して、住宅地を求

めて郊外の傾斜地にそれがつくられ、そこが土

砂災害に遭ったことがきっかけで、住民の安全

を守るためにできた法律ではないかと思いま

す。しかし、これは言い方が悪いかもしれませ

んが、結果として、これまで急傾斜地域に長年

住んでいた住民を追い出してしまうことにつな

がり始めております。

現在、基礎調査の進捗状況は約６割というこ

とでありますから、調査が進むと、レッドゾー

ンに指定される地域はさらに増加するというこ

とになります。土砂災害のおそれがあると認め

られる箇所を、土石流、地すべり、急傾斜の３

つに分類されておりますが、土砂災害危険箇所

として、現在、順次ハード対策を進めておりま

すが、その整備率についてお伺いします。

土砂災害危険○県土整備部長（図師雄一君）

箇所は、議員御指摘のとおり、３つの危険箇所

に分類されておりますが、県内には、土石流危

険渓流が3,239カ所、地すべり危険箇所が273カ

所、急傾斜地崩壊危険箇所が8,314カ所、合計で

１万1,826カ所の土砂災害危険箇所があります。

このうち、被害想定区域内に人家が５戸以上あ

る箇所や公共施設等の人が集まる箇所な

ど、4,366カ所について、優先的に整備に取り組

んでいるところであり、その整備率は、平成27

年３月末で29％となっております。今後とも、

災害履歴のある箇所や要配慮者利用施設のある

箇所などのハード対策を計画的に進めますとと

もに、土砂災害警戒区域等の指定などのソフト

対策を組み合わせ、土砂災害から県民の生命を

守るよう努めてまいります。

全国では、年間平均1,000カ所○黒木正一議員

を超える土砂災害が起こっています。安全な場

所に住むのは、定住の一番の条件です。ことし

９月には、鬼怒川流域で数日にわたって豪雨が

続き、下流の堤防が決壊、広域に浸水被害が起

きるなど、時間雨量100ミリを超す豪雨、台風の

巨大化など、気候変動が身近に感じられるよう

になってきています。問題は、今後さらに気候

変動が進行して、各地でこうした災害が頻度や

深刻さを増すと予測されていることです。これ

まで住み続けてきたところが、必ずしも安全と

は言えなくなっています。

土砂災害危険箇所のハード対策を計画的に進

めてもらっていますが、ただいまの答弁のとお

り、約３割の整備率ということです。全てを整

備するには、莫大な費用と時間がかかることに

なります。人は住みなれたところにいつまでも

住み続けたいものでありますけれども、土砂災

害から県民の生命を守るためには、費用負担、

気象変動など考慮しますと、危険箇所のハード

対策とあわせて、できれば近隣の安全な地域を

住宅ゾーンとして宅地造成を行うなどの政策が

今後は必要になってくるのではないかと思いま

すので、御検討いただきたいと思います。

次に、農林水産業対策についてお伺いしま

す。

まず、杉素材生産量25年連続日本一に関して

お伺いします。本県の杉の素材生産量は、153万

立方メートルで全国の14％を占めており、平成

３年から24年連続日本一で、来年は25年連続日

本一が予想されます。24年前と比べますと、木

材価格は約半分、林業従事者も半減しています

が、生産量は約２倍となっています。これは、

全国に先駆けた拡大造林、林内路網の整備や高

性能林業機械などの生産基盤の整備によるもの

と思います。民有林の人工林率は59％で、伐採

可能な８齢級以上の面積が72％を占めていま

す。年間成長量は165万立方メートルと、生産量
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を上回っています。これは先人たちの大変な努

力の結晶であり、25年の節目の年に新たな気持

ちでのスタートを切る企画が必要ではないかと

思いますが、環境森林部長に考えをお伺いしま

す。

本年、平成27○環境森林部長（大坪篤史君）

年の統計につきましては、来年の４月に発表さ

れる予定ですが、そこで日本一ということにな

りますと、25年間、実に四半世紀の長きにわた

り、日本一を継続するということになります。

振り返りますと、議員もおっしゃいましたよう

に、本県は戦後の大規模な拡大造林にいち早く

取り組み、林業担い手の育成や路網の整備、さ

らには、高性能林業機械の導入などを積極的に

進めてきた結果、我が国を代表する木材供給基

地としての地位を築いてまいりました。

来年、25年連続日本一が達成されるというこ

とになりますと、本県林業にとっては大きな節

目となりますことから、その歴史を振り返り、

木材の生産はもとよりですが、県土の保全や水

源の涵養など、本県林業が果たしてきた大きな

役割を県内外に向けて発信したいと考えており

ます。そして、将来に向けて、資源循環型の林

業の振興と山村地域の活性化に、しっかりとつ

なげてまいりたいと考えております。

恐らく25年連続日本一は間違○黒木正一議員

いないでしょうから、ぜひ元気の出る企画をし

ていただきたいと思います。

次に、再造林についてお伺いいたします。先

日、森林・林業・木材産業講演会がありまし

た。そこで、日本は京都議定書の枠組みから抜

けたものの、気候変動枠組条約によって森林吸

収量を報告する義務を負っており、平成32年ま

でに3.8％の炭素排出量削減を表明し、そのう

ち2.8％以上を森林吸収量が担うことが計画され

ており、より科学的な観点から、炭素吸収量を

維持するためには、間伐ではなく、皆伐・再造

林を推奨するべきであるといった内容の講演で

ありました。多面的機能の面からも、循環可能

な森林資源の造成の面からも、必要なところは

切ったらすぐ植えることが重要であるというこ

とです。

しかし、全国では、北に行くほど植林されず

に植栽未済地がふえているということもありま

す。次の世代に資源を残すためにも、再造林に

対する予算の確保は、特に本県においては重要

ではないかと思います。本県の再造林の状況と

予算確保に向けた取り組みについて、環境森林

部長にお伺いします。

再造林の現状○環境森林部長（大坪篤史君）

につきましては、森林所有者の意欲の減退や担

い手の高齢化などの諸課題はございますが、最

近は、毎年1,600ヘクタール前後の一定の水準で

推移している状況でございます。本県の場合、

多くの森林で伐採期を迎えていることから、今

後、伐採面積は増加するものと予想され、将来

に向けて、持続可能な森林・林業を継続するた

めには、再造林を含めた森林整備事業予算を

しっかりと確保することが不可欠でございま

す。

しかしながら、国からは、来年度の予算は特

に厳しくなると伺っていますので、本県では、

「みやざきの提案・要望」の中に森林整備事業

予算の確保をより強く明確に盛り込みまして、

市町村や関係団体とも連携して、繰り返し要望

活動を行ってきております。また、県議会でも

意見書を採択されまして、議長や森林・林業活

性化議員連盟のほうからも、積極的な働きかけ

をいただいたところでございます。今後とも、

関係機関と十分連携しながら、年末の政府予算
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の策定や本県への傾斜配分に向けて努力してま

いります。

今回は、私は鳥獣被害の質問○黒木正一議員

はしないんですけれども、周りの議員から、い

ろんな声が大きいということがありましたが、

造林して、鹿の食害に遭って、やる気をなくし

ている事例があります。鹿ネットの整備など、

鳥獣害対策のためにも、しっかりとした森林整

備事業予算、一緒になって予算確保に努めなけ

ればならないと思いますので、よろしくお願い

いたします。

次に、ＴＰＰと林業に関してお伺いします。

日本は戦後、復興のために大量の木材を必要と

したことから、国産材の価格は高騰しました。

そこで、安い外国産木材を輸入しやすくしよう

と関税の撤廃を推進し、昭和26年には丸太関税

撤廃、昭和39年には木材貿易自由化となりまし

た。合板、製材品などは関税がかけられており

ますが、今回のＴＰＰ大筋合意の内容につい

て、環境森林部長にお伺いします。

ＴＰＰの林業○環境森林部長（大坪篤史君）

への影響につきましては、まず、木材製品で

は、現行の関税率そのものが10％以下と低いこ

とや、長期の関税撤廃期間の設定、さらにはセ

ーフガードが措置されていることなどから、短

期的には、ＴＰＰによる影響は限定的なものに

なると考えています。しかしながら、長期的に

は、関税撤廃に伴いまして、県産材の価格の下

落、ひいては、林業経営意欲の減退や森林整備

のおくれにもつながるのではないかと懸念して

いるところであります。

一方、特用林産物であるシイタケにつきまし

ては、関税率が引き下げられるものの、ＴＰＰ

参加国からの輸入がないこと等から、現時点で

は、直接的な影響はないものと考えておりま

す。県といたしましては、12月下旬には政府が

影響の試算を示すと聞いていますので、それを

受けて本県林業への影響を慎重に分析するとと

もに、これを機に、国内外に向けた販路開拓な

どを積極的に進めまして、真に競争力のある木

材産業の構築を図ってまいりたいと考えており

ます。

林業にとりましては、ほとん○黒木正一議員

ど丸裸状況でありましたから、最大の焦点と

なったのは、マレーシアの合板とカナダのＳＰ

Ｆ製材であったと言われておりますが、16年目

で関税撤廃という長い期間での合意を取りつけ

ることができたようでありますし、また、輸入

量が急増した場合、セーフガードが林産物に初

めて発動されるということのようで、大きな影

響がないことを願いたいと思います。

次に、農業の振興につきまして、農政水産部

長の考えをお伺いしたいと思います。先ほど述

べたとおり、林業の場合、昭和39年、貿易は完

全自由化となりまして、以来、半世紀の間に、

木材市場は安くて豊富な外材に席巻されてしま

いました。昭和30年には95％だった木材自給率

は、平成10年代には18％にまで落ち込み、よう

やく現在、30％に回復はしておりますけれど

も、木材価格は、昭和50年ごろをピークとし

て、現在はその３割まで落ち込んでおります。

林業の不振のために、農山村から若い働き手が

流出して、林業従事者は高齢化、手入れも行き

届かず、自分の山の境界もわからなくなった人

が多くなっている状況にあります。

一方、将来の木材需要に対応しようと、拡大

造林政策で針葉樹の人工林化が進められ、よう

やく供給可能なまでになりました。ただ、林業

だけで生活している人はほとんどおりません

で、これは農業を営むことによって可能になっ
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たと言えます。

ＴＰＰの影響はどこまであるのか、ＴＰＰ対

策として、農業の大規模化・企業化、輸出産業

化などが言われており、確かにそのとおりだと

は思いますが、零細、分散した農地を特徴とす

る中山間地域の農業がどうなるかは不安です。

農業が林業の二の舞になれば、さらに中山間地

域からは人が流出します。大規模農業や次世代

型農業、中山間地の農地を守る小さくても儲か

る農業など、多様な農業経営の展開が、人口が

増大している世界の中で、食料安全保障の上か

らも必要ではないかと思います。ＴＰＰに関す

る本県から国への要望の中にも、多様な地域の

発展を促す地域政策の支援強化が書かれており

ます。

私は３カ月ぐらい前、あるところで、農業普

及指導員をしていた県職のＯＢの方と偶然に出

会いました。今から37年前の昭和53年に行われ

た農業改良普及事業30周年記念大会のときの決

意表明を大事に持っており、見せていただきま

した。それは、「農業・農村・農業者をめぐる

情勢は極めて厳しいが、農業者の信頼の上に新

たな決意を持って、本県農業の発展のために邁

進する」と書かれてありました。農業情勢の行

方は、ＴＰＰが批准されるかどうかにかかわら

ず、混沌としております。農業関係の人材、試

験場や農業改良普及センターなど関係施設、総

力を挙げて振興に取り組むべきと考えますが、

農業振興にかける部長の考えをお伺いいたしま

す。

ＴＰＰ協定交○農政水産部長（郡司行敏君）

渉の大筋合意によりまして、将来の農業経営に

対する農家の不安が広がる中で、生産技術や農

業経営の改善指導を通じて、中山間地域も含め

た生産の現場で農業者を支える普及指導員の役

割は、ますます重要になると認識しておりま

す。このため、農業改良普及センターが核とな

り、これまで以上に関係機関・団体と連携しな

がら、産地や農業者個々の問題点などを分析

し、課題の解決に向けた技術や経営の指導を行

うなど、現場に密着した取り組みを強化してま

いりたいと考えております。今後とも、生産の

現場で直接農業者に寄り添い指導を行う普及指

導員の活動をなお一層強化し、地域農業の牽引

役として、農業の所得の向上への取り組みを含

め、しっかりと役割を果たしていきたい、私も

決意を新たにしたいと、そのように考えます。

先日、全国農業担い手サミッ○黒木正一議員

トが行われました。その中央大会で、パネルト

ークに参加しました門川町の若い女性担い手の

方、染田さんが、「農業を守ることは地域を守

ることだ」と言われました。ぜひ、地域を守る

ために、宮崎県を守るために、振興に御努力い

ただきたいと思います。

次に、漁業に関しまして、農政水産部長に数

点お伺いします。和食ブームが外国では言われ

ておりますが、日本人の魚離れが進んでいま

す。家計調査年報によりますと、最も多く魚を

消費しているのは70代以上で、50代を境とし

て、それ以上は魚をよく食べる世代、それ以下

は魚を余り食べない世代ということが言えるそ

うで、20代は60代以上の４分の１しか食べてい

ない。消費の減少、漁業資源の減少、就業者・

担い手の減少など、漁業を取り巻く状況は厳し

いものがあります。

このような中、天然物に欠けている規格性や

安定性を求めた養殖技術が進んでおります。日

本人がよく食べる海面養殖魚は、ブリ、カンパ

チ、マダイ、ヒラメなど、いずれも伝統的でお

いしい高級魚で、近年はクロマグロも養殖され
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るようになっています。海面養殖の発展は漁業

の大きな柱となり、日本の水産物市場は養殖魚

なしには成り立たないとも言われており、海面

漁業全体に占める養殖業の割合は、生産量で２

割を超え、生産額では約３割のようですが、本

県の海面養殖業の概要と振興対策についてお伺

いします。

本県の海面養○農政水産部長（郡司行敏君）

殖につきましては、収穫量約１万3,000トン、金

額にいたしますと約85億円と、本県漁業生産額

の約４分の１を占める主要な漁業の一つとなっ

ております。対象魚といたしましては、議員か

らもお話がございましたが、ブリ、カンパチ、

マダイ、シマアジ、マサバなどがあり、中でも

ブリとカンパチは、生産額の約８割を占める重

要な魚種となっております。県におきまして

は、これまで、シマアジやマサバなどの種苗生

産技術の開発や、カンパチ養殖の経営改善に取

り組んできたところであります。今後とも、関

係団体と連携を図りながら、養殖魚の生産力の

向上と、輸出も含めました販路拡大に取り組ん

でまいりたいと考えております。

本県の養殖漁業、生産額では○黒木正一議員

全体の４分の１ということで、これもかなり大

きいものがあります。ただ、養殖適地の制約な

どから、海面養殖の拡大には限界があり、こう

した中で、今後、立地を選ばず、海面、内水面

に比べ高い生産性を実現し得る陸上養殖に対す

る需要が高まっていく可能性があるとも言われ

ているようです。本県における陸上養殖の現状

と課題についてお伺いします。

県内における○農政水産部長（郡司行敏君）

海産魚の陸上養殖につきましては、ヒラメを対

象に、６つの経営体が養殖を現在行っておりま

す。年間約1 1 0トン、生産額にしまして１

億5,000万円程度の生産となっております。この

ヒラメ養殖につきましては、近年、魚価の低迷

や飼料の高騰などによる生産コストの上昇も

あって、収益性の向上が大きな課題となってお

ります。このため、県といたしましては、水産

試験場による技術的な指導や、カワハギなどの

新たな魚種の導入による複合養殖の推進等、経

営安定に向けた支援を引き続き行ってまいりた

いと考えております。

陸上養殖は少ないということ○黒木正一議員

ですが、陸上養殖は気候・気象の影響を受けに

くいものの、最大のネックは、施設整備のイニ

シャルコスト、電気使用量などのランニングコ

ストが高額になるということのようであります

けれども、海面養殖においても、養殖の対象と

なる高級魚が、養殖が発展すればするほど、価

格が安い大衆魚になってしまう。ブリもマダイ

もヒラメも、当初の高級魚としての価格から大

衆魚の価格まで下がってしまう。近年の養殖業

界は、こうした悪循環に陥っているとも言われ

ています。県内の漁港におきましても、県有地

に陸上養殖の放棄施設があり、環境上も課題と

思われる場所があります。関係部局で何かよい

解決方法はないかなど、御検討いただきたいと

思います。

最後に、漁船の高齢化についてお伺いしま

す。漁業就業者の高齢化と並び、漁船の高齢化

が深刻化していると聞きます。全国的には船

齢19年が全体の中央値となっているようであり

ますけれども、本県の状況はどうなっておりま

すか、お伺いいたします。

本県の漁船に○農政水産部長（郡司行敏君）

つきましては、厳しい漁業情勢の中で、建造

後、15年以上の船の割合が、平成26年末で約９

割になるなど、老朽化が進んでいる状況にあり
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ます。そのような中で、省エネルギーで収益性

の高い漁船への転換も含めた漁船の更新の問題

は、大きな課題であると認識しております。こ

のため、県といたしましては、国の補助事業等

を活用しながら、低燃費型エンジンの導入に係

る補助や、高収益型漁船の導入による漁業モデ

ルの実証支援により、漁船や機器の更新に取り

組んできたところでありますが、今後とも、国

に対して、低燃費型エンジンの導入補助の継続

などについて強く要望してまいりますととも

に、関係団体と連携しながら、漁船の更新対策

についてしっかり取り組んでまいりたいと考え

ております。

本県の漁船も相当高齢化が進○黒木正一議員

んでいるということでありますけれども、現

在、リースの取り組みとかいうのが話題になっ

ておりますが、漁業が継続して取り組める対策

をぜひお願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。（拍手）

次は、押川修一郎議員。○中野 明副議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主○押川修一郎議員

党の押川修一郎でございます。通告に従いまし

て、一般質問をさせていただきます。

まず、ＴＰＰについてお尋ねいたします。

ＴＰＰの意義は、我が国への経済効果だけに

とどまらず、新しい経済圏をつくります。アジ

ア太平洋地域における新たなルールをつくり上

げていくことは、日本の国益となるだけではな

く、必ずや世界に繁栄をもたらすものと確信を

しています。

首相は、関税の撤廃・削減で巨大な自由貿易

圏をつくるＴＰＰを経済施策アベノミクスの柱

と位置づけ、約５年半に及んだ交渉は難航をき

わめたが、ＴＰＰが発効されれば、消費者には

海外からの農産品が安く入手できる利点があ

る、日本からの輸出増加も期待できる、ＴＰＰ

を攻めの農林水産業に切りかえるチャンスにし

ていくと決意されましたが、ＴＰＰ交渉の内容

については、まだまだ十分な説明がされていな

いと思っていた中、10月５日に政府は大筋合意

を受け入れました。そこで、知事は、この大筋

合意を受け、県としての今後の対応について、

どのような指示をされたのかお伺いし、以下の

質問は質問者席からお尋ねさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

ＴＰＰ協定交渉につきましては、大筋合意に

至った翌朝、10月６日に、宮崎県ＴＰＰ協定対

策本部会議を開催したところであります。ＴＰ

Ｐ協定につきましては、物品関税だけでなく、

投資や知的財産など、幅広い分野で新しいルー

ルを構築するものでありまして、農林水産業を

初めとした県内の産業、また県民の生活等にも

さまざまな影響が及ぶことが想定されるところ

であります。対策本部会議の中では、合意内容

の詳細な内容について情報収集に努めること、

農業を初め本県産業にどのような影響があるの

か分析すること、国に対し県として必要な要望

をしていくこと、農家はもとより県民の不安に

しっかり向き合って対応することという指示を

出したところであります。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございます。た○押川修一郎議員

だいまありましたとおり、情報の収集、影響の

分析が一番大事だろうと思います。そこで、全

国各地で品目を含み説明会が行われています。

本県でも10月30日、畜産関係説明会がアズムホ

ールで開催されました。このことを受けて、県

では農業への影響を分析されたとのことです
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が、どのような結果となったのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

ＴＰＰ協定の○農政水産部長（郡司行敏君）

大筋合意は、農畜産物の関税引き下げや撤廃を

内容とするものであり、本県農業産出額の６割

を占めます畜産を初め、農業への影響が懸念さ

れるところであります。

主な品目として、まず、畜産につきまして

は、当面、輸入が急増する可能性は低いものと

見込まれますが、長期的には、関税引き下げに

よる価格の下落を懸念しているところでありま

す。また、米につきましては、政府備蓄米の運

用など、国産米に与える影響を回避する確実な

措置が講じられない場合には、国産米全体の価

格への影響が懸念されます。野菜、果樹等につ

きましては、影響は限定的であると見込まれま

すが、長期的には、輸出相手国の変化等によ

り、影響が懸念されるところであります。

一方、牛肉や花卉等につきましては、輸出先

の国の無税枠の拡大であるとか関税撤廃等によ

りまして、アメリカを中心に輸出の拡大が期待

されるところであります。

国は合意内容について、一○押川修一郎議員

度に情報を出すのではなく、３回にわたって情

報提供されましたが、これまでの説明会の中で

も、参加者の不安が払拭され、将来に向かって

歩き出そうという気持ちにはなっていないと思

います。先日もいきなり、ピーマンでは価格下

落の影響が懸念されるなどの報道があり、生産

者には動揺が広がっておるところであります。

このような大きな変革は、生産者も含めて十分

に理解することが重要でありますが、合意内容

の周知徹底にどのように取り組んでいくのか、

同じく農政水産部長にお伺いいたします。

ＴＰＰ協定の○農政水産部長（郡司行敏君）

大筋合意により、畜産を初め本県農業への影響

が懸念されており、生産者に不安が広がってい

ると、そのように認識しております。このため

県では、農業改良普及センター等を通じ、生産

者の意見の聞き取りや情報提供を行いますとと

もに、国に対し、合意内容の十分な情報提供と

丁寧な説明について、あらゆる機会を通じて要

望してきたところであります。その結果、国で

は大筋合意後、畜産などの各分野ごとの説明会

やＪＡ宮崎県大会における説明などの対応をい

ただいたところであります。県といたしまして

は、引き続き、国や関係団体と連携し、農家の

不安にしっかりと向き合いながら、さまざまな

機会を捉えて意見交換を実施するなど、合意内

容や今後の対策等につきまして、周知徹底を

図ってまいりたいと考えております。

実は昨夜もＪＡ西都都於郡○押川修一郎議員

支所、私の農協の配列の中でありますけれど

も、壮年部約40～50名の仲間と一緒に、勉強会

の中で、あと懇親会を含めて、いろんな意見交

換会をしたんですが、今ありましたとおり、い

ろんな普及所あるいは農業団体、農協の職員、

指導員あたりと一緒になって、これからいろん

なものが出てくると思いますので、しっかり情

報を伝えていただくことが大事だなと思いまし

た。仲間も一生懸命、今、現場で仕事をしてい

るわけでありますから、これはしっかりそうい

う状況の中でお願いしておきたいと思います。

また、国が大綱を取りまとめ、そして今後、

集中的な対策を打つということですが、県はこ

の大綱の取りまとめに際し、知事みずから要望

していらっしゃいます。その要望が今回の大綱

にどのように反映されたのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

県では、国に○農政水産部長（郡司行敏君）
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対しまして、先月、再生産が可能となる万全の

対策等について、包括的な要望を行いますとと

もに、今月12日には、国の大綱に本県の実情が

反映されるよう、１つ目がセーフティーネット

の強化、２つ目が生産体制の強化、３つ目が攻

めの輸出体制と６次産業化の強化、４つ目が担

い手の確保・育成と地域サポート体制の強化、

それから、５つ目として地域政策の強化の５つ

の視点から、具体的な対策を講じるよう国に要

望を行ったところであります。

その結果、最も影響が懸念されます牛・豚に

つきましては、制度の法制化や補塡率の引き上

げ、国庫負担水準の引き上げなどの経営安定対

策の充実や、畜産クラスター事業の拡充などが

盛り込まれましたほか、水田・畑作・果樹等の

国際競争力の強化を図る「産地パワーアップ事

業」の創設や、漁業の担い手へのリース方式に

よる漁船導入など、大綱に我々の要望した多く

の項目が盛り込まれたものであると考えている

ところであります。

要望されたことを大綱の中○押川修一郎議員

にある程度導入していただいたということであ

りまして、本当に皆様方の努力というのは見て

いきたい、評価させていただきたいと思います

が、大綱を受けて、県は今後どのような対応を

していくのか、知事にお伺いしておきたいと思

います。

今、答弁申し上げまし○知事（河野俊嗣君）

たとおり、国の大綱には、本県が要望した項目

が多数盛り込まれているわけでありまして、農

業を基幹産業とする本県の実情が反映された内

容となっているものと考えております。大事な

のは、これを具体化し、また実行していくこと

でありまして、県といたしましては、今後、大

綱の内容が確実に実行されるよう、国の動きを

注視しますとともに、具体的な対策が打たれた

際には、生産者や関係団体等と連携し、積極的

な活用を図ってまいりたいと考えております。

今後とも、農家の皆様が希望を持って農業に取

り組むことができるよう、国際競争を勝ち抜く

生産体制の強化や攻めの海外展開など、県とし

て必要な対策を行い、本県農業の成長産業化に

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。本○押川修一郎議員

当に農業県宮崎であります。基幹産業の農業、

そして関連する人たちがたくさんいらっしゃる

わけでありますから、しっかりお願いしておき

たいと思います。

ここで要望したいと思いますが、国において

も、関税撤廃まで最長16年かかる品目もあり、

対策を効果的に実施し、基金を設置・拡充する

ことを検討されているようであります。県にお

きましても、国の対策を活用しながら、各種施

策を実施されると思いますが、口蹄疫のファン

ド事業は５年間で30億円でした。ＴＰＰは県内

全域に大きな影響を与えることが懸念されます

ので、県としても、例えば５年間で100億円の基

金を設置し、農業者の不安を一気に振り払い、

農業生産の体質を一気に強化するようなことが

必要であると考えておりますので、ぜひ知事を

中心に検討していただければありがたいと思い

ます。

次に、ミラノ国際博覧会への本県の出展に伴

い、河野知事と一緒に、昨年３月に見つかっ

た、私の地元出身の伊東マンショの肖像画を所

有されているトリブルツィオ財団を訪問しまし

た。そこでのトリブルツィオ理事長と知事の会

談で、来年、肖像画の里帰りが決まり、地元の

皆さん方も大変喜んでいらっしゃいます。ま
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た、銀鏡神楽奉納も海外で初めて披露され、多

くの来場者が見入り、「宮崎県は神秘的」「伝

統的なものは受け継いでほしい」等の温かい声

をいただいたということで、大変喜んでおられ

ました。あわせて、知事には感謝申し上げたい

と思います。それから、今回のミラノ博、企業

に対するフォローアップにつきましては、昨

日、田口議員のほうから質問がございましたの

で、割愛させていただきます。

そこで、ミラノ博に続いて出展されたアヌー

ガ201 5が２年に一度開催され、世界108カ

国、7,000社以上が参加し、約16万人の来場者が

あったということであります。今回の見本市、

県内からも12社が出展されたようですが、出展

した企業における畜産物や水産物及び林産物の

その後の商談の状況について、農政水産部長及

び環境森林部長にお伺いいたします。

ミラノ万博及○農政水産部長（郡司行敏君）

びアヌーガにおきましては、宮崎牛、ブリ、茶

などの農水産物が出展され、高い評価を得ると

ともに、多くの商談を行ってきたところであり

ます。そのうち、宮崎牛につきましては、フラ

ンスの輸入業者との商談が成立し、既に取引が

開始されております。年明け以降も追加の注文

が入っていると伺っているところであります。

また、ブリにつきましては、９カ国の業者との

商談が進んでおりまして、そのうちドイツの輸

入業者とは、日本食レストラン向けの商談が成

立し、既に出荷が始まっていると伺っておりま

す。このように、出展の成果が見え始めてお

り、ＥＵ向け輸出に手応えを感じているところ

であります。県といたしましては、引き続き、

商談機会の提供など、輸出に取り組む産地・企

業への支援を行いながら、輸出拡大に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

林産物につき○環境森林部長（大坪篤史君）

ましては、乾シイタケが出展されましたが、農

産物と同様、試食の提供などを通して高い評価

を得るとともに、鋭意、商談が進められたとこ

ろでございます。そのうち、現在１社が、デン

マークの企業と輸出に向けて具体的な内容を詰

めておりまして、その他の出展企業でも、商社

等と連携して、商談が続けられている状況でご

ざいます。このように、林産物につきまして

も、輸出の可能性に手応えを感じておりまし

て、日本食ブームの中、高級食材としての乾シ

イタケのヨーロッパ市場での販路開拓に、多い

に期待しているところでございます。今後と

も、産地や企業等と連携しながら、本県林産物

の輸出に向けて、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

今回のミラノ博、そしてア○押川修一郎議員

ヌーガ、それぞれ宮崎の牛肉を初め、ブリ、シ

イタケ、本当に評価が高く、継続ができるよう

な形の中で、今後、輸出もできるということで

ありますから、本当にありがたい結果だなと見

させていただきました。中でも、宮崎牛は評判

がよかったわけでありますし、今回、フランス

との商談が成立しているということでありまし

て、喜んでいるところであります。

そういう中で、今回、ＥＵ市場へ出展を決定

した段階から根幹にあるのは、ミラノ万博はゴ

ールではなく、きっかけである。県産品を試食

してよかったというだけで終わりにはしたくな

い。フードビジネスアカデミーを開いて、コー

スの一つにＥＵ市場販路開拓実践塾を設置し、

海外輸出における規制や基本的なノウハウの取

得を含め、準備を行ってきた経緯もあります。

本年度中には、みやざきグローバル戦略を策定

し、米国、ＥＵ圏を含む世界市場を視野に入れ
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た、さらなる海外展開を進めていかれるという

ことを、知事が述べていらっしゃいます。

今回の牛肉の出展では、本県はヨーロッパ向

けの基準に適合する施設がなく、鹿児島の認定

工場で屠畜されたものを再度買い取って出展さ

れたと聞いておりまして、残念でなりません。

今後、ＥＵなど輸出先の基準をクリアした食肉

処理施設を整備しなければ、知事が言われるよ

うに、今後、宮崎牛の海外輸出を積極的に進め

ていくことはできないと考えております。そこ

で、ＥＵへの輸出を見据えた食肉処理施設を整

備すべきと考えますが、知事の決意をお願いい

たします。

私は、今回のミラノ国○知事（河野俊嗣君）

際博覧会におきまして、宮崎牛を試食された一

般の消費者の皆様、またレストランのシェフか

らの高い評価をお聞きしまして、改めて、宮崎

牛の持つ高いポテンシャルとＥＵへの輸出に大

きな可能性を感じたところであります。そし

て、県内にもＥＵ輸出に対応できる食肉処理施

設をぜひ整備したい、そこで処理した宮崎牛を

自信を持って送り出したいという思いを、これ

までにも増して強く抱いたところであります。

これまでも畜産新生プランなどで、その課題

は掲げておったところであります。整備に当た

りましては、多額の費用を要するなど課題もあ

りますが、私としましては、ぜひとも宮崎牛を

新たな世界の舞台でアピールしたいと考えてお

りますので、その実現に向けて、関係者の意向

も踏まえ、具体的に検討を進めてまいりたいと

考えております。

ありがとうございます。知○押川修一郎議員

事の意気込みというものはとれるわけでありま

すが、通告はしておりませんでしたけれども、

ミヤチクの施設も老朽化している状況の中で、

例えばミヤチクあたりから、御相談とか何らか

の形で支援をとか、そういったお話は来ていな

いものでしょうか。あればお聞きしておきたい

と思います。

ただいま答弁した「関○知事（河野俊嗣君）

係者の意向も」というのは、ミヤチクなどの関

係者ということであります。しっかりと、大き

な目標に向けて協議を進めてまいりたいと考え

ております。

国も輸出１兆円産業にとい○押川修一郎議員

う考え方もあるようでございますから、今回、

先ほど言いましたように、ＴＰＰの中でそう

いったものがもし出てくれば、早目に要請なり

あるいは要望をしていただいて、しっかりそう

いった対策をしていただければありがたいと思

います。

次に、観光振興について伺います。

来春の北九州―宮崎間の開通を前に、東九州

自動車道の佐伯―蒲江間が本年３月に結ばれま

した。佐伯―蒲江間の開通により、ようやく大

分県と結ばれ、北九州ともほぼつながりまし

た。県南地域などの課題はまだ残りますが、人

・物・金・情報の流れが変わり始めています。

九州地方整備局と西日本高速道路が取りまとめ

た、この夏の観光面の効果を見ますと、主要観

光地などの８月の入り込み客数は、前年同期

の1.1倍、本県11の施設で、開通前と開通後で

は、約５万4,000人の観光客が増加したというこ

とであります。開通効果が出ていると考えます

が、高千穂などの観光地の状況について、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

御質問に○商工観光労働部長（永山英也君）

ありましたとおり、ＮＥＸＣＯ等が実施した調

査によりますと、本年８月の本県の主要観光施

設11施設への入り込み客数は、東九州自動車道
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大分―宮崎間の開通効果もありまして、昨年

の46万人から51万4,000人と、５万4,000人増加

したところでございます。また、観光施設等で

の滞在時間の延長とともに、観光施設を３カ所

以上立ち寄る車両が約60％に達するなど、さま

ざまな効果があらわれてきているところであり

ます。

特に、県内観光地の代表的なものである高千

穂峡についてでありますが、これは高千穂町に

よる調査によりますと、ことしのゴールデンウ

イーク７日間の入り込み客数が、昨年の約８万

人から約12万人と、1.5倍に増加するとともに、

ことしのシルバーウイーク５日間だけで、約11

万人が訪れたと伺っております。県といたしま

しては、引き続き、開通効果が県内全域に波及

するよう、全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

東九州自動車道の効果とい○押川修一郎議員

うものがあらわれているなと、今の数字を聞い

ても、わかったところであります。

同じく、東九州自動車道を活用し実施されて

いる「大分・宮崎ドライブパス」は、大変好調

だと聞いております。先ほども言いましたとお

り、いよいよ来春には北九州までつながると、

さらに利用者が多くなると思います。ドライブ

パスの現在の状況と、来年度以降も続けてほし

いと思いますけれども、商工観光労働部長のお

考えをお伺いいたします。

「大分・○商工観光労働部長（永山英也君）

宮崎ドライブパス」につきましては、このキャ

ンペーンが本県への誘客効果に大きく貢献する

ことから、ＮＥＸＣＯ西日本や大分県等と連携

し、北部九州や中国・四国地方を主なターゲッ

トとして、メディア等を活用した認知度向上

に、積極的に取り組んできたところでございま

す。ＮＥＸＣＯ西日本からは、報告があってお

りますが、ことし３月の佐伯―蒲江間の開通効

果もあり、今月15日時点で、昨年の利用実績

の2,420件の４倍を超える１万件以上の申込数と

なっておりまして、北部九州を中心に、また中

国地方からの申し込みも増加していると伺って

おります。

県といたしましては、来年春には北九州―宮

崎間が全線開通することによりまして、さらな

る事業効果も期待できると思いますので、継続

して実施いただけるよう、ＮＥＸＣＯ西日本に

対して、大分県と共同で要望してまいりたいと

考えております。

話によりますと、通常、福○押川修一郎議員

岡―宮崎間、今１万円以上かかるということで

ありました。ドライブパスを使うと約半額とい

うことでありますから、メリットはあるわけで

あります。積極的な働きかけをお願いしておき

たいと思います。

実は、11月４日から、特別委員会で北陸３県

の観光振興の調査に行ってまいりました。特

に、北陸新幹線東京―金沢間開通により、石川

県では新幹線効果があらわれ、ホテルはほぼ満

室で、なかなか予約もとれないような状況だと

お聞きして、うらやましい限りであります。福

井県での取り組みは、数ある観光地の中から、

恐竜博物館と一乗谷朝倉氏遺跡をツートップに

選定し、観光地として磨き上げ、そこから県内

観光地へ結びつけていくということでありまし

た。本県も、東九州自動車道の開通で、観光客

が増加している高千穂の効果を県内に広く波及

させるために、福井県の取り組みを参考にして

はいかがかと考えております。具体的には、県

央地区の観光地、特に世界遺産登録を目指して

おります西都原の磨き上げが重要だと思います
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が、商工観光労働部長のお考えをお聞かせくだ

さい。

本県と大○商工観光労働部長（永山英也君）

分県が東九州自動車道でつながった、その効果

を県内全体に波及させることが必要でありまし

て、そのためには、県内観光地の磨き上げが一

層重要であると考えております。その中でも特

に西都原は、国内最大級の古墳群を擁し、菜の

花やコスモスで彩られる本県を代表する観光地

の一つであり、県の中央部に位置する地理的な

特性からも、今後、県内周遊の核になり得る、

あるいは核になるべきと考えております。こう

した中、県では、関係市町とともに、西都原を

初めとする本県の古墳群を、世界遺産も視野に

入れ、観光振興や地域づくり等に生かしていく

方策を検討する勉強会を立ち上げたところであ

ります。引き続き、観光資源としての磨き上げ

を図りながら、誘客に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す。よ○押川修一郎議員

ろしくお願いしておきます。今回、この発表を

見たときに、福岡、大分あたりから延岡、高千

穂、鹿児島からも宮崎を通って高千穂、その先

は、おそらく福岡に上がるか、鹿児島に帰られ

るかということですから、しっかり、高千穂に

行かれた観光客の方々を、宮崎中央、そして南

にどう引っ張っていくか、あるいは高千穂に行

かなくて、こちらのほうに先に来て、帰りに高

千穂から福岡に帰ってもらう、そういった工夫

というものが大事じゃないのかなと思いました

ので、今回、東九州自動車道、観光についての

質問をさせていただいたところであります。よ

ろしくお願いしておきたいと思います。

次に、企業誘致についてお伺いします。

本県の豊富な農林水産資源を生かしたフード

ビジネス関連産業、情報通信技術（ＩＣＴ）を

活用した成長性の高い情報サービス産業、環

境、エネルギー及び医療機器等の次世代型産

業、東九州自動車道等のインフラ整備を生かし

た自動車関連産業、物流関連産業などの振興や

県内への企業立地を促進するとあります。アク

ションプランでは、平成23年から26年、企業立

地100件、雇用創出数5,000人の目標に対して、

実績は、企業立地135件、雇用創出数5,524人で

あります。これを受けて、平成27年から30年、

企業立地目標150件、雇用創出数6,000人と、高

い目標を掲げておられますが、企業立地目標の

達成に向けた今後の取り組みについて、知事に

お伺いいたします。

企業立地は、雇用の確○知事（河野俊嗣君）

保と地域経済の活性化に即効性のある取り組み

であります。アクションプランに、今御指摘が

ありましたような、本年度からの４年間で立地

企業150件、6,000人の雇用創出という、これま

での４年間を上回る目標を掲げて、重点施策の

一つとして取り組んでいるところであります。

この目標を達成するために、フードビジネス関

連産業や情報サービス産業などの重点分野に加

算措置を設けるなど、企業立地促進補助金を拡

充しますとともに、立地の受け皿となる基盤整

備や本県の立地環境の魅力の発信、私が企業を

訪問してのお手伝いなどもしておりますが、立

地企業に対するきめ細かなフォローアップなど

に取り組んでいるところであります。

本年10月末現在で、立地件数が21件、最終雇

用予定者数は739人となっているところでありま

す。今後、東九州自動車道や細島港等のインフ

ラの整備促進を追い風としまして、引き続き、

これらの取り組みを市町村とも連携の上、推進

しますとともに、私みずからも先頭に立ちまし
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て、企業立地活動に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

ただいま東九州自動車道と○押川修一郎議員

か細島港のインフラあたりが進んでくるという

ことで、特に、知事、以前にも、東九州道の開

通により、北部九州には３系列の大手自動車メ

ーカーの立地を初め、自動車産業があります

が、県内の関連企業の支援を目的に、昨年、福

岡豊前市に宮崎県自動車産業北部九州フロン

ティアオフィスを開設されました。営業活動の

拠点としての活用に加え、現地自動車メーカー

の社員を委嘱し、販路開拓や取引のサポートも

行っていただいておるようであります。引き続

き、我々も、北部九州の自動車関連の企業誘致

に期待しておりますので、ぜひ、よろしくお願

い申し上げておきたいと思います。

また、今、フォローアップというようなこと

も、知事の答弁の中にあったところであります

が、ただいまお答えの中に、きめ細やかなフォ

ローアップなどに取り組んでいるとの答弁でし

た。私も、企業の誘致だけでは不十分だと考え

ております。誘致した企業を宮崎に定着いただ

くよう、しっかりフォローアップするべきだと

考えますが、立地企業のフォローアップの取り

組みについて、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

立地企業○商工観光労働部長（永山英也君）

のフォローアップにつきましては、４人の専任

職員を配置しますとともに、市町村や県外事務

所、総務商工センター等と連携しまして、立地

企業の県内事業所はもとより、県外の本社など

を定期的に訪問しております。本年度は、10月

末現在で231件の訪問を行い、経営状況等の把握

に努めますほか、人材育成や設備投資等に関す

る要望、相談に対して、関係機関と連携して対

応しているところであります。立地企業の地元

定着や事業拡大の促進を図る上で、フォロー

アップは非常に重要であります。今後とも、立

地企業が末永く県内で操業を続けていただける

よう、積極的な企業訪問を行い、きめ細かな支

援に取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○押川修一郎議員

宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略で

は、資源を呼び込むとあります。具体的な施策

の一つとして、都市部から本県への企業・人材

等の移転や県内企業の事業拡大に取り組まれる

とのことですが、本社機能の移転・拡充につい

て、今後どのように取り組んでいかれるのか、

知事にお伺いいたします。

企業の本社機能の地方○知事（河野俊嗣君）

移転・拡充につきましては、都市部から地方へ

の人の流れを生み出しまして、若者等の雇用の

拡大や地域経済の好循環につながる効果がある

ものと考えております。このため、県としまし

ては、国の新たな税制優遇措置の創設に伴いま

して、本年10月に、本社機能の移転・拡充を目

指す区域等を定めた「地域再生計画」を策定し

まして国の認定を得るとともに、九州各県に先

駆けて、独自の補助メニューを設けたところで

あります。

先般、東京で企業立地セミナーを開催したと

ころでありますが、その中で私みずから、本社

機能の移転・拡充についても、参加企業の皆さ

んへプレゼンを行い、具体的な提案活動を行っ

たところであります。今後、県外におきまして

は、宮崎にゆかりのある企業をターゲットに、

本社機能の移転・拡充の働きかけを行うととも

に、県内におきましては、立地企業のフォロー

アップ訪問等の中で幅広くアプローチしていく

こととしており、私自身も積極的にトップセー
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ルスを行ってまいりたいと考えております。

知事、しっかりお願いして○押川修一郎議員

おきたいと思います。

次に、全国農業担い手サミットについてであ

ります。

初代開催は、山形県酒田市の認定農業者の呼

びかけを端緒に、「認定農業者サミット」とし

て山形県で開かれたのが平成10年です。平成18

年から現在の名称に改称され、今日まで継続さ

れています。今回、本県で初めて「第18回全国

農業担い手サミットｉｎみやざき」が、市民文

化ホールで皇太子殿下御臨席のもと、全体会に

は全国の農業生産者約1,700名が参加され、「語

ろう未来を 受け継ごう今を！ 農業の無限の

可能性を信じて」を大会テーマに開催されまし

た。

皇太子様からは、「大きな転換期を迎える

中、新しい時代を切り開く日本の農業を力強く

築いていかれることをお願いします」と、心強

いお言葉をいただいたところであります。ま

た、ともに開会行事のすばらしさに感動したと

ころでありました。また、全体会行事も、担い

手メッセージや女性３人を含む６人のパネルト

ークなど、大成功だったと思います。そこで、

本県での開催の狙い、大会会長としての所感を

知事にお伺いいたします。

全国農業担い手サミッ○知事（河野俊嗣君）

トにつきましては、県内外から農業の担い手が

一堂に会し、交流や相互研さんを通じて、みず

からの経営改善と地域農業の発展を目指しまし

て、夢と希望を語り合うとともに、口蹄疫の終

息から５年となる本県が、全国からいただいた

御支援に感謝しながら、再生・復興に全力で取

り組む姿を全国に発信するという強い思いのも

とに開催したところであります。大きな成果を

得ることができたものと考えております。

また、皇太子殿下の行啓を賜り、農業大学校

生や県内青年農業者との御交流を初め、多くの

担い手の方々に励ましのお言葉をいただくな

ど、参加者に強い感銘と元気をいただいたとこ

ろであります。サミット直後に行われました秋

の園遊会にも参りまして、御来県へのお礼を申

し上げところでありますが、直接殿下から「よ

い大会でしたね」とお褒めの言葉をいただいた

ところであります。

さらに、農業高校生やベテラン農業者による

力強い担い手メッセージや、若手や女性農業者

を交えたパネルトークなどを通じまして、参加

者が日本の農業に夢と希望を持って邁進でき

る、新たな改革の扉を開く大きな契機となった

ものと考えております。

ありがとうございました。○押川修一郎議員

全体会終了後には、８会場で地域交流会も開

催されました。私も児湯地域交流会に参加しま

した。高鍋町四季亭の会場は満杯で、女性の方

も多く、生産者同士、さまざまな意見交換、交

流が行われていました。次の日は、県内38コー

スに分かれて現地研修会が開催され、本県の農

業のすばらしさが参加者に伝わったと思います

が、そのようなことも含め、全国農業担い手サ

ミットの開催の成果と今後にどう生かしていく

のか、農政水産部長にお伺いいたします。

今回の全国農○農政水産部長（郡司行敏君）

業担い手サミットは、「語ろう未来を 受け継

ごう今を！ 農業の無限の可能性を信じて」の

テーマのもと、県内外から約1,700名の参加を得

て開催したところでありまして、全体会、地域

交流会等を含め、担い手の皆さんが、さまざま

な形で交流して、活発に意見交換をしていただ

いたものと考えております。県内参加者から
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は、サミット全体を通じて、全国の担い手と大

いに交流を深めることができたと伺っておりま

して、県内外の担い手にとりまして、さまざま

な刺激を受けて、みずからの経営発展を考え

る、すばらしい機会になったものと考えており

ます。今後は、サミットを通じて構築されまし

た担い手の皆様のネットワークをさらに強化い

たしますとともに、意欲ある担い手の経営改善

を後押しし、本県農業のさらなる発展につなげ

てまいりたいと考えております。

さらに続きますけれども、○押川修一郎議員

担い手サミット開催前に、10年ぶりに「第14回

全日本ホルスタイン共進会北海道大会」が、10

月23日から26日まで開催されました。大会の中

で高校生の枠があり、高鍋農業高校が第３部で

１等賞４席、都城農業高校が第７部で１等賞５

席に入ったとのことでありまして、とてもすば

らしいことであり、私もうれしくなりました。

これからもしっかり頑張ってほしいなと思った

ところであります。

このように、将来の畜産業を担う高校生が活

躍しています。担い手サミットでも、担い手

メッセージで、都城農業高校２年生の興梠君が

すばらしい発表を行ってくれました。今後の担

い手の育成を進める上で、職業意識の高い農業

高校生を育てることが重要だと考えますが、農

政水産部長に考えをお聞きいたします。

今回の全国農○農政水産部長（郡司行敏君）

業担い手サミットでは、今お話がありましたよ

うに、都城農業高校の２年生が発表いたしまし

た「「和牛日本一！グランドチャンピオン獲

得」私はこの夢を必ず実現します」という力強

いメッセージが、参加者の皆様に大きな感動を

与えました。今後の担い手の育成を進めていく

上で、大きな夢を抱く意識の高い農業高校生を

育てていくことが極めて重要であると、改めて

認識いたしたところであります。このため、教

育委員会とも十分連携を図りながら、小学校、

中学校の早い段階から、本県の魅力ある農業の

姿について情報発信を行いますとともに、食育

や農業を実際に体験する活動等を行い、将来、

多くの若者が、夢と希望を持って農業を職業と

して選択するような環境づくりに、今後とも努

めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。今○押川修一郎議員

回も、まだ２日目でありますけれども、農業担

い手の問題も、いろいろ議員からも出ておりま

す。このように、しっかりした高校生もいらっ

しゃるわけでありますから、こういった方々が

宮崎県の後継者として、今後を担う農家の子供

として、大きく、大きく育ってほしいなと思い

ます。今回通告しておりませんから、教育長に

もお願いしておきたいと思いますが、小学校、

中学校の段階から、そういった意識を持っても

らうような教育をぜひお願いしておきたいと思

います。

次に、全国和牛能力共進会３連覇についてで

あります。

「第11回全国和牛能力共進会」の特徴は、そ

れぞれの時代における和牛生産と改善上の重要

課題を反映した出品区を設定し、日常の登録事

業を通じた改良の成果の検証とあわせ、次世代

を託せる素材の選択と展示により、今後の和牛

改良の方向性を明示することにあると思いま

す。このような中、本県は、29年９月に開催さ

れる全共３連覇に向けて、28年度は準備の年に

なると思います。現在、ライバルと言われてい

ます開催県宮城県を初め、他県が本県の優秀な

子牛を買い求めているとも聞いております。そ

こで、子牛価格が平均70万円前後と高値取引が
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行われていますが、雌子牛の保留対策が大事だ

と思います。例えば、１頭20万円、500頭導入の

補助などの対策を打って３連覇を達成していた

だきたいと考えますが、知事のお考えをお聞き

したいと思います。

今後とも、宮崎牛がチ○知事（河野俊嗣君）

ャンピオンブランドとして確固たる地位を築

き、世界の注目が集まります東京オリンピック

・パラリンピックで「日本一の宮崎牛」をＰＲ

するためには、何としても前人未到の３連覇を

達成しなければならないと考えておるところで

あります。ほかの県としても、「今度こそは自

分たちが」という強い思いで臨んでくるわけで

ありますから、我々としても、並々ならぬ覚悟

と、万全の準備をして臨むことが必要であろう

と考えております。

現在、県推進協議会を中心に、生産者、関係

団体等が「チーム宮崎」として一丸となり、２

年後に迫りました宮城全共に向けまして、出品

牛の作出など全力で取り組んでいるところであ

ります。出品対策を総合的に進める中で、特に

来年度は、出品候補牛となる優良雌子牛の保留

が重要であると考えております。私としまして

も、県推進協議会の名誉会長でもありますの

で、万全の準備ができますよう、引き続き、全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきた○押川修一郎議員

いと思います。やはり知事のそういう姿勢が、

関係機関の方あるいは生産者に伝わってくる、

県民にもそうだと思います。今度こそ３連覇で

ありますから、オール宮崎、そういう姿勢の中

で取り組んでいただくことが一番大事だと思い

ます。それと、先ほど言いましたとおり、これ

には予算というのが必ずついてくると思います

ので、しっかり予算もつけていただいて、万全

の体制の中で２年後を迎えていただければあり

がたいと思いますので、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

同じく、肥育の候補牛導入は、前回２連覇を

達成した長崎大会においては、84頭を肥育農家

にお願いしたと聞いております。先ほども述べ

ましたが、子牛価格が高騰している中、肥育牛

対策も重要だと考えますが、今回どのような対

策を考えておられるのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

宮城全共に向○農政水産部長（郡司行敏君）

けた出品対策のうち、肥育牛の対策につきまし

ては、肉牛の部に出品する候補牛を作出するた

め、平成26年度から、産肉能力にすぐれた繁殖

雌牛に計画的な交配を実施してきているところ

であり、来年には、候補牛の選定を経て、肥育

農家に導入することといたしております。肥育

農家におきましては、通常の肥育よりも早期に

素牛を導入し、肥育期間も短縮して早期に出荷

しなければならないなど、高度な飼育管理が求

められますとともに、定期的な調査により、牛

への負担も伴いますことから、肥育農家へきめ

細やかな支援を行う必要があると、そのように

考えております。今後とも、全共３連覇を達成

するため、「日本一の努力と準備」を合い言葉

に、しっかりとした対策を関係機関・団体と一

緒になって講じてまいりたいと考えておりま

す。

肥育の生産者の仲間もたく○押川修一郎議員

さんいるわけでありますけれども、このことを

男のロマンとしてやりたいという人もいらっ

しゃいます。ただ、ロマンだけではなかなか難

しい面もありますから、ぜひお願いしたいと思

いますが、部長の意気込みは十分伝わってきま

したので、先ほど知事にも言いましたけれど
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も、しっかり来年度、予算もつけていただい

て、向かっていただければありがたいと思いま

す。よろしくお願いしておきます。

最後に、森林・林業行政について５問ほどお

伺いいたします。

まず初めに、森林・林業行政を推進していく

上で、その根幹をなす「第七次宮崎県森林・林

業長期計画」について伺います。この長期計画

は、杉素材生産量24年連続日本一となるなど、

全国を代表する林業県である本県にとって、非

常に重要な計画であると思います。現行の計画

は、平成23年度から32年度までの10年間を計画

期間としており、これまでさまざまな施策が講

じられておりますが、策定から５年経過するた

め、中間年度である今年度に改定されることと

なっております。近年の林業界は、木質バイオ

マス発電に係る燃料安定供給体制の整備など、

川上から川下にわたる新たな課題が発生し、５

年前からすると情勢が大きく変化しておりま

す。このような状況のもとで改定となるわけで

すが、改定のポイントについて、環境森林部長

にお伺いいたします。

本県では近○環境森林部長（大坪篤史君）

年、大型製材工場や木質バイオマス発電施設の

稼働、さらには大都市との連携協定の締結な

ど、林業を取り巻く環境が大きく変化するとと

もに、再造林の増加に伴う苗木の不足や野生鳥

獣による森林被害の増加など、多くの課題も出

てきている状況でございます。そこで、こう

いった諸課題に的確に対応するため、現在、県

議会を初め、森林審議会や県民の皆様の御意見

も伺いながら、森林・林業長期計画の改定作業

を進めているところです。

改定のポイントとしましては、大きく３つの

視点を持っているところでございます。１点目

は、森林づくりとして、「伐って、使って、す

ぐ植える」という資源循環型林業の確立、２点

目が、産業づくりとして、ＣＬＴの活用や輸出

促進による県産材の需要拡大、それから３点目

が、人づくりとして、「みやざき林業青年アカ

デミー」による次世代の林業担い手の確保・育

成、こういったことを盛り込みながら、本県林

業の成長産業化を図る計画にしていきたいと考

えているところでございます。

計画がしっかりできるよう○押川修一郎議員

にお願いしておきたいと思います。

森林環境税についてお伺いいたします。森林

環境税につきましては、平成18年度に導入さ

れ、平成23年度からさらに５カ年延長されてお

りますが、その課税期間も本年度までとなって

おります。９月議会では、宮原議員の代表質問

に対し、「森林を県民共有の財産として、将来

に向けてしっかりと守り育てていくためにも、

森林環境税は貴重な財源であり、継続してまい

りたい」との知事の答弁がありました。今回、

条例の一部改正により、森林環境税の適用期限

延長の議案が上程されているところであります

が、森林環境税を導入し、この10年間でどのよ

うな成果があったのか、また、次の展開として

どのようなことを考えておられるのか、環境森

林部長にお伺いいたします。

森林環境税に○環境森林部長（大坪篤史君）

つきましては、これまで「県民の理解と参画」

「公益的機能の重視」「資源の循環利用」の３

つの視点から、さまざまな施策に取り組んでき

たところでございます。その結果、森林ボラン

ティア団体数が増加するなど、県民参加の意識

醸成が図られるとともに、広葉樹の植栽など森

林の整備等によりまして、公益的機能の維持増

進が図られたところであります。また、木づか
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い運動等によりまして、木材利用の意義や重要

性を広く県民にアピールできまして、県産材利

用の促進が図られたものと考えております。今

後は、全ての世代を通じた森林環境教育や木育

など、「森林を守り育む次代の人づくり」を４

本目の柱に据えまして、国土の保全や地球温暖

化防止など、森林の有する公益的機能が持続的

に発揮されるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。

しっかりお願いしておきた○押川修一郎議員

いと思います。

松くい虫の被害についてであります。本県に

おける松くい虫被害については、９月議会で日

髙陽一議員が質問いたしましたが、先日の地元

紙でも一面トップ記事として扱われるなど、県

民の問題意識が高まっているところです。私

は、県議会海上保安議員懇話会で、巡視船「た

かちほ」に体験乗船をさせていただきました。

その際、海から見る一ツ葉に愕然といたしまし

た。一ツ葉の松が赤く松枯れしており、昨年以

上に深刻な被害じゃないかなと思っておりま

す。そこで、松くい虫被害の現状とその対応策

についてどのように考えているのか、環境森林

部長に伺います。

本県の松くい○環境森林部長（大坪篤史君）

虫被害につきましては、ここ10年ほど横ばいで

推移していたんですが、昨年度増加に転じたこ

とから、ことし５月末までに追加的な伐倒駆除

を実施したところでございます。しかしなが

ら、８月中旬から再度、松枯れの状況が出現し

始めまして、９月末時点での県全体の被害量は

前年度の1.4倍、特に宮崎市では、海岸沿いを中

心に約３倍と大きく増加しておりまして、大変

深刻な状況であると認識しております。

松林は、防風や塩害防止等の公益的機能の発

揮はもとより、観光景観上も大変重要です。一

方、所有者や管理者が多岐にわたりますことか

ら、県では今月、庁内に関係各課から成ります

緊急対策プロジェクトチームを設置するととも

に、それぞれの松林を所管する森林管理署や関

係市町、団体、ゴルフ場などと連絡会議を開催

しまして、相互に連携して、迅速に対策を実施

することといたしました。

具体的には、１点目が、新たなカミキリムシ

が飛び出して感染が拡大し始める５月下旬まで

に被害木を全て伐採すること、２点目が、伐採

した木はチップ化し、できる限りバイオマス燃

料として有効活用すること、３点目が、伐採後

は、松くい虫に強い抵抗性松や広葉樹の植栽を

進めることなどを順次実施してまいります。

なかなか広範囲であります○押川修一郎議員

から、大変なところもあるかなと思っておりま

す。しかし、午前中の松村議員の質問にもあり

ましたとおり、一ツ葉というのは、一ツ葉有料

道路があり、これも観光の一つの道であります

から、関係機関と一緒になって、しっかり対策

ができるようにお願いしておきたいと思いま

す。

次に、2020年、オリンピック・パラリンピッ

クが東京で開催されます。この大会では、世界

有数の森林国である我が国が、高い木材利用技

術、木の伝統・文化など、日本らしさを世界に

アピールする絶好の機会として、国を挙げて大

会関連施設等への木材利用の推進に取り組むと

伺っております。本県は、日本有数の木材供給

力と高度な木材利用技術を有しており、これら

の強みを生かして、この大会では、競技場や選

手村などの関連施設に木材、特に本県を代表す

る杉を積極的に活用していただき、本県林業の

成長産業化につなげていきたいと考えておりま

平成27年11月27日(金)
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す。そこで、2020年オリンピック・パラリン

ピック東京大会施設の木造化に向けた取り組み

について、環境森林部長にお伺いいたします。

木材の利用が○環境森林部長（大坪篤史君）

世界的潮流となっている中、東京オリンピック

・パラリンピック大会の競技関連施設に木材を

積極的に利用することは、国内外の多くの人々

に対し、木のよさや我が国が誇る木の文化、さ

らには技術力を感じていただく絶好の機会であ

ると考えているところです。そのような中、８

月には、国会の自由民主党議員団が先進地の１

つとして本県の大型木造施設を視察され、同党

より政府に対して、木材利用に関する申し入れ

がなされたほか、日本建築士会連合会も競技場

の屋根を木造とする提言を行っております。

このため本県では、国や東京都など関係先に

対しまして、東京オリンピック・パラリンピッ

ク大会の競技関連施設への木材の積極的な活用

等について要望を行っているほか、本県の有す

る、我が国トップレベルの国産材供給能力や木

の花ドーム建設などで培った経験を生かしまし

て、高度の杉利活用技術の提供や新たな企画提

案などにも積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。○押川修一郎議員

オリンピック誘致も大事でありますけれども、

知事、部長と一緒になって、本県の杉を使う木

質化、ぜひ、かないますように努力していただ

ければありがたいと思います。

最後の質問になりますが、「宮崎県水源地域

保全条例」に基づく取り組みについてでありま

す。本県は、県土の76％を森林が占める全国有

数の森林県でありますが、全国では、外国資本

による森林の買収が確認されており、県議会に

おいて、平成24年度に水資源保全対策特別委員

会を設置し調査を行い、水源地域の保全に向け

た条例の制定を要望いたしました。これを受

け、県では、平成26年３月に、水源地域の保全

に関する県民及び土地所有者等の責務と、水源

地域内の土地の所有権の移転等について事前届

け出制度を定めた「宮崎県水源地域保全条例」

を制定されました。そこで、この条例に基づく

事前届け出の状況とその効果について、環境森

林部長にお伺いいたします。

条例に基づく○環境森林部長（大坪篤史君）

届け出制度が始まった昨年８月から本年９月末

までの届け出の状況は、360件となっております

が、この中で、外国資本による売買は確認され

ておらず、また、開発を目的とする取引内容

で、条例に基づいて立入調査を行った事例もご

ざいませんでした。この条例によりまして、土

地取引そのものを制限することはできませんけ

れども、県がその目的を事前に把握できること

から、林地開発などの適正な指導を行うことが

可能となりましたので、今後も引き続き、制度

の周知と適正な運用に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。○押川修一郎議員

この条例によって、県内のそういった土地が荒

らされないだけでも、これはいい制度だったな

と思います。今後もしっかり管理方をお願い申

し上げておきたいと思います。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○中野 明副議長

ました。

次の本会議は、30日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会


