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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。今回の一般質問、最初を務めさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

ことしで、東日本大震災、そして福島第一原

発事故から間もなく５年が経過しようとしてい

ます。しかし、この甚大な被害からの復興はい

まだになし得ていません。余りにも代償の大き

過ぎたこの惨事を今後の教訓に生かし、人とし

ての尊厳が守られる社会、政治の実現がどの局

面でも求められています。

第２次安倍政権の３カ年で、個人消費も実質

賃金も下がり、雇用はふえても非正規。正規雇

用は23万人も減少、株価も下がり、為替も円高

に戻りつつあります。金融緩和の効果は上がら

ず、ついに日銀は、日本の金融史上初めてマイ

ナス金利の導入に至りました。一方、大企業の

もうけは急増し、２年連続して史上最高を更

新、15年度も更新する見込みです。しかし、大

企業の利益がふえても、それが国民にトリクル

ダウンすることはなく、経済の好循環は生まれ

ませんでした。アベノミクスの破綻は明らかで

す。

こうした中で今、国政でも県政においても問

われているのは、貧困や格差をなくし、暮らし

最優先で地域経済を立て直していく新年度予算

にしていかなければならないということです。

こうした立場で一般質問を行ってまいります。

県民の立場に立った明快な答弁を求めます。

まず、ＴＰＰ問題について伺います。

昨年10月５日、ＴＰＰの閣僚会合で、交渉の

大筋合意が発表されました。日本政府は、早期

妥結を最優先にして、アメリカへの譲歩を繰り

返しました。米では、アメリカやオーストラリ

アに無関税の輸入枠（７万8,400トン）を設定

し、牛肉・豚肉の関税を大幅に引き下げ、ま

た、撤廃するなどとしています。どれをとって

も、重要品目の聖域は守るとした公約を公然と

投げ捨てたに等しいものです。政府は、ＴＰＰ

交渉の内容も影響も十分に明らかにしないま

ま、早々とＴＰＰ関連政策大綱を打ち出し、２

月４日の調印にまで及びました。

県も、国の影響試算方法やＴＰＰ対策大綱に

基づいて、宮崎県の影響試算額を発表しまし

た。県のＴＰＰ対策関連予算は、当初予算で101

億300万円、補正予算で28億4,800万円です。こ

の対策予算で、農林水産分野の影響を最大で93

億円の減少と試算しておられますが、その根拠

を伺います。どのような対策で効果を上げ、農

家の経営を守るのか、全ての農家を対象にした

施策なのかなど、納得いく御説明をお願いいた

します。

後の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○農政水産部長（郡司行敏君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ＴＰＰの影響試算についてであります。国

は、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を策定

し、国内対策の具体化を進めている中で、国内

平成28年２月29日(月)
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対策を考慮しない試算を行うことは適当ではな

いとの考えから、しっかりとした国内対策で生

産量を維持するとの前提のもと、影響試算を

行ったと伺っております。県といたしまして

も、万全の対策を講じることが重要との考えの

もと、国に準じた試算を行う判断をいたしたと

ころであります。このため、県といたしまして

は、国の対策を十分活用しながら、生産者や農

業団体等と一体となって必要な対策に取り組

み、本県農水産業の成長産業化を推進してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 県の試算の前提となるのが

政府の試算ですけれども、余りにも曖昧な国の

試算になっているわけです。２年前に政府が発

表した試算では、ＧＤＰ増加額は3.2兆円として

おりました。また、農林水産業の生産減少額は

３兆円でした。ところが、今回は、ＧＤＰ増加

額は2.6％増の13.6兆円、４倍にも膨らんだんで

す。また、農林水産業の生産減少額は1,300億円

から2,100億円に、20分の１に縮小すると、こう

いう試算が出されたわけです。

そして、その根拠はほとんど示されておりま

せん。筋の通らない政府の試算だと私は思いま

す。これの上に県の試算が成り立っているわけ

ですから、本当にこれが信じられるのか、農家

の皆さんはそういう思いでおられるのではない

かと思います。２年前は、ＴＰＰ参加国の全て

の国での即時撤廃を想定した試算だったわけで

すが、今回は、具体的な条件での試算ですか

ら、ＧＤＰの効果は小さくならなければならな

いはずなんですが、それが逆に４倍にも膨らむ

ということです。

東大大学院教授の鈴木宣弘さんが、大筋合意

に基づいて、２年前の政府試算と同じ方法で

行った試算によりますと、ＧＤＰは0.069％増

で、増加額は5,000億円にすぎない、こう言って

います。また、農林水産業の生産減少額は１

兆5, 0 0 0億円、そのうち、農業だけでは１

兆2,000億円ということなんですが、これが関連

産業にも影響して、全体の生産減少額は３

兆6,000億円にもなるという試算。これは２年前

の政府の試算に基づいて新たに試算したもので

す。就業人口も、農林水産業では63万4,000人も

減少が見込まれる、全体では76万1,000人の減少

が見込まれると、このような試算をしておられ

ますが、私はこの数字のほうが信憑性があると

思います。

また、米について伺いたいのですが、現在で

もＷＴＯのミニマムアクセス枠で77万トン既に

輸入しています。そして、今度新たな輸入枠が

７万8,400トン、これについて国は全く影響はな

いと言っておりますが、県はどのように考えて

いるのか、お聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） ＴＰＰにより

拡大される主食用米の輸入枠は、議員御指摘の

とおり、最大で７万8,400トンになりますが、国

は、国産米に与える影響を遮断するため、備蓄

米の運営を見直し、輸入量に相当する国産米を

買い入れることで、これまでの生産量や農家所

得への影響を回避することとしております。県

といたしましても、この備蓄米の運営見直しに

より、需給バランス上の影響は見込まれないも

のと考えております。

○前屋敷恵美議員 政府が、「備蓄米に買い取

るから影響はない」と言っているようですが、

私は決してそうではないと思います。備蓄米の

棚上げ期間を２年程度延ばすだけでは隔離には

ならない。在庫がふえれば、その圧力で価格は

下がります。また、低価格の外米が業務用など
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と競合して価格を引き下げることにもなりま

す。このことは国会でも政府が認めていること

で、さらなる米価の下落は避けられないと私は

思います。宮崎にも大きく影響すると思いま

す。主食である米が安心してつくれないという

理不尽さ、また、食料自給率を上げないどころ

か、逆に今、政府は目標を引き下げようとして

おりますけれども、これこそ私は亡国の農政と

言わなければならないと思うところです。

農家の皆さんの心配も尽きません。今の農業

でさえも厳しい経営が迫られています。後継者

の問題も含めてですけれども、そこにＴＰＰで

すから、農家の不安はますます募る。私も直

接、いろいろ農家の皆さんのお話を聞いたり、

また、新聞紙上でも農家の皆さんの声を聞くと

ころですけれども、多くの農家が先が見えない

んだと、このように言われます。県は、農家の

こうした不安や現状をどう把握し、どのように

農家の声に応えていこうとしているのか、どの

ような対策をとろうとしているのか伺いたいと

思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 県では、ＴＰ

Ｐ協定の大筋合意後、普及センター等を通じ、

生産者の声を聞き取り、情報提供を行うととも

に、全ＪＡを巡回し、組合長等から意見を伺っ

たところであります。その中では、現在の農業

情勢の厳しさ、その現状等も含めまして、不安

の声が数多くあったのは事実でございますが、

その一方で、ＴＰＰに負けずに頑張っていこう

という前向きな意見も数多く聞かれたところで

あります。県といたしましては、先月策定いた

しました「宮崎県ＴＰＰ対応基本方針」に基づ

き、セーフティーネットの強化や、何よりも生

産体制の強化などにしっかり取り組むことで、

本県農水産業の経営安定化に取り組んでまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 頑張る農家はしっかり頑

張ってほしい、そこには支援もするというよう

なことを言われたというふうな新聞の報道も聞

きましたけれども、じゃ、ほかの農家はどうな

のか。心配している、不安に思う農家はどうな

のか。農家を置き去りにしてはならないと私は

思います。

今、部長のお答えでも、「攻めの農業」をや

るという立場が見えたんですけれども、政府も

その方向です。県もその方向を進めていこうと

しております。今度の当初予算でも、「畜産競

争力強化整備事業」39億5,400万円、また、新規

事業で「宮崎の畜産体制の強化事業」１億1,000

万円が予算化されておりますけれども、その事

業内容と効果について伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御質問の「畜

産競争力強化整備事業」は、国の畜産クラスタ

ー事業を活用し、畜舎等の施設整備や家畜の導

入を支援するものであります。また、新年度か

ら新たに実施いたします「宮崎の畜産体制強化

事業」は、繁殖センター等の地域における拠点

施設の整備や、新規就農者が行う施設整備を、

県独自で支援するものでございます。これらの

事業を実施することにより、競争力のある経営

体を育成するとともに、本県畜産の収益性向上

と生産基盤の強化を図ってまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 やはり盛んに競争力強化が

進められようとしておりますけれども、そこに

行き着かない農家のことをしっかりと考えなけ

ればならないと思うところです。

畜産で、牛肉関税は、現行の38.5％から、15

年で段階的に９％まで４分の１に引き下げられ

ます。セーフガードがあるから大丈夫だ、こう
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いうことも言われますけれども、しかし、その

発動に必要な基準輸入量は、ほとんど発動され

る見込みがないような大きな数量で、しかも、

４年間発動されなければ廃止されるというよう

なものです。実質的には９％で無制限に輸入さ

れることになりかねない。セーフガードなどは

その対策にはなり得ないということだと思いま

す。最終的には関税が撤廃され、残っても数％

という段階で、国の対策支援もなくなってしま

う。その時点で、果たして農家が経営を維持で

きる体力をつけることができるのでしょうか。

私は非常にそこのところを心配いたします。農

家の責任にはさせられないということなんで

す。

ＴＰＰ大筋合意の中には、米や牛肉、豚肉、

乳製品などについて、今後、アメリカ、カナダ

やオーストラリアなどとの再協議に応じるとい

う条項が含まれております。これまでの譲歩が

今回の合意で終わりではないということなんで

す。引き続き要求される危険が強いということ

です。守るべきものも守れなくなることはいよ

いよ明らかで、まさに国会決議違反は明確だと

思います。国会での批准中止を求めるととも

に、大筋合意の撤回、交渉からの撤退こそ、日

本の農業や経済、そして食の安全を守ることに

なると思いますが、県の農政にも責任を負う知

事の立場としての見解をお聞かせいただきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定、今いろい

ろ御議論ありましたが、国益をかけたぎりぎり

の交渉の上での判断でありまして、必要となる

国内対策をしっかり講じていくという政府の方

針を重く受けとめているところであります。協

定発効後に協議を行う場合でも、これまでの経

緯を十分踏まえて、しっかりと対応していかれ

るものと考えておりますが、この点も含め、協

定の内容については、今国会において十分な論

議がなされる必要があると考えております。

いずれにいたしましても、本県としては、Ｔ

ＰＰによるプラスの効果を最大限にし、マイナ

スの影響を最小限にとどめることが何よりも重

要でありまして、国に対し、「総合的なＴＰＰ

関連政策大綱」の確実な実施や、協定のプラス

効果が地方においても十分波及するよう、万全

の対策の実施を求めてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ＴＰＰは、今、論議もして

まいりましたが、農業分野だけでなく、食の安

全、医療、地域経済など、命と暮らし、そして

環境を犠牲に、企業の利益をふやすルールを押

しつけるというものです。日本の国のあり方そ

のものが変えられてしまう、こういう危険もあ

るわけですけれども、その害悪から国民を守る

ためには、私は、国民にとって不利益、百害

あって一利なしというＴＰＰからは撤退以外に

ないと思うんです。

大筋合意でもってＴＰＰが決着したわけでは

ありません。これからの手続がかなり時間を要

します。アメリカと日本が批准しない限りは発

効はできないというのが、今このＴＰＰの現状

です。アメリカも大統領選挙で先行きはわかり

ませんし、日本の国会での批准、安倍政権は今

国会で行おうとしておりますけれども、十分な

論議を行って、国民に不利益をもたらすＴＰＰ

は批准を中止させる、また交渉から撤退するよ

う、県も、農業者や消費者の皆さんと一緒に、

国にも物を言っていく、要求することが、私は

今の時点で本当に必要だと思います。ぜひ知事

も、農業や県民の暮らし、経済を守る立場に

立っていただくよう、強く要求するものでござ
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います。時間も限られていますので、ＴＰＰ、

きょうはこの程度でとどめておきたいと思いま

す。

次に移ります。次は、子供の貧困対策と子育

て支援について伺います。

新年度予算に「子どもの貧困対策関連事業」

が盛り込まれました。幼児教育の無償化の推進

も掲げられておりまして、子育て世帯への経済

支援を強めることは、少子化対策を進めていく

上でも重要な施策だと思っています。

まず、保育料の無料化について伺います。子

ども・子育て新制度によって、所得税額に応じ

た算定から市町村民税に応じた算定に変更され

たことで、階層ごとの保育料が引き上げられて

います。政府は新年度予算で、年収360万円未満

の世帯に限り、第１子の年齢制限を撤廃して、

第２子の保育料半額、第３子以降を無償に拡大

するとしています。しかし、その対象は狭く限

られており、もっと条件の緩和が必要です。

全国の自治体の取り組みを見てみますと、低

所得者に対する保育料の無料化に取り組んでい

る鳥取県は、新年度予算で、年収360万円未満の

世帯の第２子以降の保育料を無料に、そして山

梨県では、新年度予算で、年収640万円未満の世

帯の第２子以降の保育料を無料にするという措

置を発表いたしました。国が制度を充実させた

分を県の新たな財源にして、無料化を拡大させ

ているわけです。こうした国の制度の拡充に合

わせて、宮崎県でも、市町村を応援して保育料

の無償化や負担軽減を行えないのか、知事に伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 幼児教育・保育の無償

化は、全ての子供に質の高い教育・保育を保障

することを目指すものでありまして、子育て家

庭の経済的負担の軽減が図られますことから、

少子化対策や子供の貧困対策としても大変重要

であると考えております。国は、幼児教育・保

育の無償化を段階的に進める方針でありまし

て、県といたしましては、これまで全国知事会

等を通じまして、早急な取り組みを求めてきた

ところであります。

このような中、国の平成28年度予算案におき

まして、多子世帯やひとり親世帯の保育料軽減

の拡充が示されたことは、一定の前進があった

ものと考えておるところでありまして、さらな

る無償化の実現のために、今後とも国に対して

要望してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 保育料の無償化について

も、県独自の施策もあわせて行うという方向

で、今後検討していただきたいと思います。

あわせて、子供医療費助成について伺いま

す。これまでもたびたび、この課題は取り上げ

てまいりました。人口減少・少子化が言われる

もとで、より一層子育て支援の中心に据えるべ

き施策として、予算の位置づけがいよいよ重要

ではないかと思います。全国の自治体で取り組

まれている子供医療費助成は、必要欠くべから

ざる施策となっており、本来、国の事業として

制度化することが必要なもので、引き続き要求

していかなければならないと思っています。

しかし、子育てに「待った」はありませんか

ら、国が実施するまでじっと座して待つわけに

はいきません。私は、段階的な実施も含めて、

中学校卒業までの医療費無料化の目標を持って

取り組むことが重要ではないかと思います。子

育て支援の方向性を示すことが必要だと思いま

すが、知事のお考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 乳幼児医療費助成制度

につきましては、安心して子供を生み育てられ

る環境づくりを推進するために、大変重要な子
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育て支援策であります。県ではこれまで、対象

年齢や自己負担額等の見直しを行い、制度の充

実に努めてきたところでありまして、県内市町

村においても、それぞれの取り組みがなされて

おります。

県としましては、この制度が全国の全ての自

治体で取り組まれておりまして、本来、国の責

任において、統一的に行われることが望ましい

と考えているところであります。まずは、国に

おける標準的な制度の枠組みの設定と、それに

伴う財源確保を要望しているところでありま

す。人口減少や子供の貧困問題が喫緊の課題で

ある中、今後とも、制度の構築に向けまして、

全国知事会等、さまざまな機会を通じ、国に対

して訴えてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 先ほども言いましたけれど

も、国の施策でやることは当然のことだと、ま

た、自治体、全国知事会や市町村会、その他の

団体もいろいろと要求し続けております。しか

し、いつまで待てばいいのかということになる

わけですね。さっきも言いましたが、じっと子

育てを中止して待つわけにはいかないわけです

から、ぜひ県独自の施策を進めていただきた

い、拡充していただきたいということなんで

す。

国はこれまで、窓口無料化を実施している全

ての自治体に、国保へのペナルティー・減額を

科していました。しかし、その道理のなさか

ら、減額措置見直しの検討を行い、年度内にも

結論を出す方向です。新たな財源確保の見込み

が生まれるわけです。県も相当額のペナルティ

ーが科せられているかと思います。その分を新

たな拡充に向けていくことができると私は思い

ます。先ほども申しましたが、段階的な拡充に

向けての一歩を踏み出すことができると思うん

です。

子育て支援の方向が目に見えた形であらわれ

ると、子育て中の方だけでなく、これから子供

を生み育てようとされる方々も勇気づけること

になり、頑張ろうという気持ちになると私は思

います。ぜひ、子供医療費助成拡充の取り組み

を積極的に前に進めていただきたいと思います

が、財源の問題も含めて、可能性があるわけで

すから、再度知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 今後、国全体として、

子育て支援策のさらなる充実というものは、非

常に重要な課題であろうかと思っております。

それぞれの自治体において取り組みはされてお

りますが、標準的な枠組みのもとに積極的に進

めてまいりたい、引き続き、国に対して働きか

けを行ってまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 知事の英断にかかっている

と思います。ぜひお願いしたいと思います。

次に、医療・介護の問題について伺います。

まず最初に、介護報酬切り下げ問題です。介

護保険が始まって15年が経過しました。しか

し、介護の社会化にはほど遠い状況で、サービ

ス利用の抑制、そして利用者の負担増が続いて

います。昨年４月から、医療・介護総合法が実

施されて、そのもとで、介護報酬の単価が基本

報酬で4.48％もの削減、処遇改善の加算を含め

ても2.27％の引き下げが行われてきました。全

国的には、介護事業所の年間倒産件数が過去最

高となっている状況です。介護報酬引き下げに

よる県内介護事業所への影響、また介護労働者

への影響をどのように県は認識しておられるの

か、伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 昨年４月の介

護報酬の改定によりまして、基本報酬が引き下

げられる一方で、人材確保や中重度の要介護者
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・認知症高齢者への支援に取り組む事業所に

は、加算の新設などによりまして、介護報酬が

重点配分されることとされたところでありま

す。このため、事業所におきましては、賃金・

職場環境といった介護従事者の処遇の改善を初

め、専門的なケアの充実やサービスの向上を図

ることなどによりまして、経営の安定化に取り

組んでおられますが、人材の確保が難しい地域

などにおいて、経営が厳しくなったという声も

伺っているところでございます。県としまして

は、さまざまな不安の声があることは承知して

おりますので、今後とも、市町村や各団体とも

連携しながら、実態の把握に努めてまいりたい

と考えております。

○前屋敷恵美議員 あわせて、特別養護老人ホ

ームの入所について、その資格を要介護３以上

にするということが打ち出されておりますけれ

ども、現在の特養ホームへの入所申し込みの数

と、今後の整備計画について伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 特別養護老人

ホームへの入所は、原則として、要介護３以上

の方が対象となっておりまして、平成27年４月

１日現在における申込者数は、2,262人でありま

す。このうち、入所への配慮が特に必要な、在

宅の要介護４以上の重度の方は、702人となって

おります。また、第７次高齢者保健福祉計画に

おきましては、特別養護老人ホームの定員数の

増を、平成27年度から29年度までの３年間で441

床と見込んでおります。

○前屋敷恵美議員 介護報酬の引き下げは、

今、県も一定の状況もつかんでおられるという

お話でしたけれども、私は、宮崎県社会保障推

進協議会がアンケート調査した結果をお聞きい

たしました。少しお話ししたいと思うんですけ

れども、介護報酬の改定によって減収したとい

う事業所は74％、平均的な減収幅が10％と、事

業の継続が厳しい実態が示されておりました。

また、減収対策として、職員の賃金や労働条件

の見直しを挙げ、非正規中心にする、基準以上

の欠員を補充しない、こうした事業所がござい

ます。

また、職員の不足状況が深刻であるというこ

とも明らかになっています。68％の事業所で職

員の人手不足が深刻だ、現場は慢性的な人手不

足という状況が示されております。職員の確保

が困難な理由として、「賃金水準が低い」「社

会的評価が低い」が、それぞれ60％を占めてい

るという状況です。こういったところを改善し

なければ、本当に安心して介護することができ

ないし、また、利用者の皆さんも安心して暮ら

していけない、こういう状況です。

今、高齢者施設での虐待の増加が問題になっ

ています。厚生労働省が今月発表した2014年度

の調査結果で、虐待300件の発生要因の約６割

が、「教育・知識・介護技術等に問題があっ

た」としています。虐待被害者の約８割が認知

症の方だったという結果が出ています。職員の

労働環境も劣悪な状況が報告されておりまし

て、介護職員、介護労働者の処遇改善は、本当

に今、早急に求められているところです。改め

て、介護報酬の再改定が緊急に求められる状況

でもございます。県として、さらなる実態の把

握と、介護報酬の引き下げ中止を国に要求する

ことを求めたいと思いますが、部長の御見解を

伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ただいまお話

ございましたが、介護関係の施設のみならず、

従業者につきましても、今回の報酬改定による

影響、あるいは利用者の増加や重度化といった
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関係で、厳しい状況に置かれている、そういう

話があることも伺っているところでございま

す。先ほども申し上げましたように、今後と

も、市町村や関係団体との連携を図りながら、

実態把握に努めまして、必要な対応を進めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

次に、地域医療構想策定についてです。医療

・介護の一体的見直しの中で、医療施設から介

護施設、さらには在宅へと、医療の転換が図ら

れようとしております。各県に地域医療構想の

策定が求められ、病床の削減と再編が進められ

ようとしております。県は、国が作成するガイ

ドラインに沿って、病床機能区分ごとに必要病

床数を算定することになっておりますが、政府

の推計では、全体で15万から19万床程度の削減

を見込んでいることが明らかになりました。こ

うした国の推計に沿った削減計画になるのでは

と、危惧するところです。

今でさえ、平均在院日数の短縮が迫られ、早

々に退院させられるケースがあるのが実情で

す。地域住民は、安心して入院・治療ができな

くなるのではと、ますます不安を抱えていま

す。地域医療構想とその策定について、県の基

本的な考えを伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 地域医療構想

は、高齢化や人口減少が進む中、2025年の医療

・介護サービスの需要を見据えた上で、在宅医

療等も含めた、地域にふさわしい医療提供体制

の姿を描くものでございます。また、構想策定

後は、地域における自主的な取り組みを基本と

しまして、個々の医療機関の医療提供の方針な

どを踏まえつつ、丁寧に調整を図っていくこと

となります。県におきましては、このような考

え方を踏まえまして、地域医療構想策定委員会

や、各圏域ごとに開催する地域医療構想調整会

議におきまして、さまざまな立場の方々の御意

見を伺いながら、地域の実情に応じた構想の策

定を行い、必要な医療提供体制の確保に努めて

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、必要な医療の確保の

ために、計画策定に当たっていただきたいと思

います。将来の人口減少は予想されますが、高

齢者人口はふえていきます。病床の機能を維持

しないと必要な医療が提供できなくなる、命の

尊厳さえ守れないという状況になりかねませ

ん。病床削減ありきの計画押しつけは認められ

ないということです。地域の医療実態を十分に

把握して、それを踏まえた医療提供体制の確

保、医療計画を策定することを強く求めておき

たいと思います。

次に、国民健康保険の都道府県化、いわゆる

広域化の問題についてです。国民健康保険は、

他の公的医療保険に比べて、高齢者や低所得者

層が多く加入しているという構造的な問題を抱

え、その結果、高過ぎる国保税や財政悪化につ

ながっているというのが現状です。政府はこと

しから、都道府県に財政運営の責任主体を移行

させる国民健康保険の都道府県化を行うとしま

した。その目的と概要、そして仕組みについて

伺いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 国民健康保険

は、現在、市町村がそれぞれの責任のもと、財

政運営、保険給付などの全てを担っております

けれども、新制度では、県が新たに国保の特別

会計を設置して、財政運営の責任を担いますと

ともに、県全体の国保運営方針を定めまして、

保険料の適正な設定と、事務の共同処理や標準

化などを推進していくことになります。
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個別の業務につきましては、県は、市町村ご

との納付金と標準保険料率を算定し、保険給付

に必要な費用を市町村へ支払うことになりま

す。一方、市町村では、引き続き保険給付等の

事務を担いますとともに、具体的な保険料率を

定めまして、保険料の賦課・徴収を行うことと

なります。広域化は、このように、これまでそ

れぞれの市町村が個別に運営を担っていたもの

を、県と市町村が共同して運営する体制に改め

ることによりまして、安定的な財政運営と効率

的な事業実施を図ろうとするものでございま

す。

○前屋敷恵美議員 都道府県ごとに財政安定化

基金を創設することになっているようなんです

けれども、この基金が創設されることによっ

て、これまで各自治体が高い保険料を引き下げ

るための一般会計からの繰り入れを行ってきた

んですが、これができなくなるという仕組みに

なるのではないかと危惧しているところなんで

す。しかし、それは、市町村の独自の判断に委

ねられてしかるべきとも私は思っているところ

です。通告はしていなかったんですが、その辺

のところの見解をお聞きしたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今お話があり

ましたように、新しい制度においては、これま

での急激な医療費の増加などによりまして、市

町村が一般会計から補塡を行うということにつ

いては、県が市町村に保険給付等に必要な費用

を支払うことになりますので、今後は、そう

いった一般会計から繰り入れをするということ

はなくなります。そういう一般会計からの負担

をなくすことによって、市町村における急激な

財政の悪化でありますとか、そういったものを

広域化することによってなくして、安定的な国

保運営を進めようというのが、今回の制度改正

の趣旨の一つであります。そういうふうに理解

しております。

○前屋敷恵美議員 しかし、国が国庫負担金を

大幅にふやして、国保の財政構造を抜本的に変

えない限り、保険料の高騰は今後も避けられな

いと私は思うんです。保険料の高騰が、高過ぎ

る国保税が、国民また県民が必要な医療を受け

る大きな障害になっているわけです。これまで

財政が悪化するというのは、国の国庫負担分を

大幅に切り下げてきたところが原因であって、

それをもとに戻すこと、責任を持って国がその

対策をしない限りは、構造的な問題は解決しな

いと私は思います。これから進めようとする国

保の都道府県化では、構造的な問題は解決でき

ないんじゃないか、このことをまず指摘してお

きたいと思います。

次に、ヒアリングループの設置について伺い

ます。

ヒアリングループは、磁気を発生させる電線

を一定区域に輪のように張って、そこから専用

の補聴器にマイクの音をワイヤレスで届ける装

置で、マイクの音を直接聞くので、雑音のない

きれいな音を聞くことができます。年齢ととも

に聴覚が衰える老人性難聴の方が今ふえており

ますけれども、積極的に社会参加を進めていく

ためにも、私はヒアリングループの設置は必要

だと思って、以前にも取り上げたところです

が、その後の取り組みはどうなっているのか伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 県におきまし

ては、県内のさまざまな場所で開催される講演

会などでの聴覚障がいのある方の「聞こえ」に

対する支援を行うため、平成25年１月に、補聴

器に直接音声を送り込む設備で、持ち運びがで

きる携帯型の磁気ループセットを導入したとこ
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ろでありまして、県立聴覚障害者センターにお

きまして、利用を希望するイベントの主催団体

などに対して貸し出しを行い、御活用いただい

ているところでございます。

○前屋敷恵美議員 持ち運びできるヒアリング

ループ、私も実際お借りしたこともございま

す。非常に効果があります。ですから、これを

常設していただきたいというのが今回の質問の

中身です。県の施設でいえば、講演会や文化行

事を楽しむ芸術劇場、そして、この県議会の傍

聴席です。宮崎市では、既に市民プラザ・オル

ブライトホールと宮崎市議会の傍聴席には設置

されています。ぜひ県もその取り組みを進めて

いただきたいと思うんです。

今、10人に１人が高齢難聴者と言われていま

す。こうした方々の積極的な社会参加を進めて

いくためにも、県が率先して取り組むことに

よって、いろんな場所に幅広くヒアリングルー

プを設置する、こういう方向が進むと思います

ので、ぜひ積極的な取り組みをお願いしたいと

思います。

では、最後に、知事の政治姿勢、安保法制

（戦争法）について伺います。

昨年９月19日、安倍政権が国民の圧倒的反対

の声を無視して、憲法違反の安保法制（戦争

法）を強行したことは、記憶に新しいところで

す。今、この戦争法によって、日本は極めて重

大な危機に直面しようとしています。それは、

アフリカ南スーダンＰＫＯでの自衛隊任務拡大

と、アメリカ主導の有志連合による過激武装組

織ＩＳに対する軍事作戦への参加を可能にし

て、自衛隊が戦後初めて外国人を殺し、戦死者

を出すという現実的な危険性が生まれているこ

とです。

政府がこれまで示してきた停戦合意などのＰ

ＫＯ５原則のもとでは、自衛隊は現在、事実上

戦闘状態にある南スーダンからは撤収しなけれ

ばならないはずです。ところが、改定されたＰ

ＫＯ法は、自衛隊に新たな任務として、「安全

確保業務」と「駆けつけ警護」を加え、任務遂

行のための武器使用を認めました。つまり、住

民保護のために、武器を持って武装勢力と戦う

ということです。

武装勢力といっても、軍隊と民間人の区別は

つきません。自衛隊が一たび少年兵や民間人を

撃ってしまったら、取り返しがつきません。武

力行使を禁じた憲法９条のもとでは、絶対に許

されない行為です。日本の果たすべき国際貢献

は、憲法９条に立った非軍事の人道支援に徹す

ることだと思います。日本を戦争する国にしな

いためにも、この安保法制（戦争法）は、廃止

することが多くの国民の願いでもあり、思いで

もあり、改めて、知事の所見、見解を伺いたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 安全保障関連法をめぐ

りましては、法の成立後におきましても、その

賛否につきまして、国民の中にさまざまな御意

見や動きがあると報道されているところであり

ます。私としましては、国民が抱いております

「平穏な暮らしを守りたい」「平和な国であっ

てほしい」という強い願いは、法が成立した現

在におきましても、全く変わりはないものと考

えておるところでございます。こういう法律、

また制度の運用面についても、しっかりと国会

で議論・審議をいただき、制度設計をしていた

だき、政府におかれては、このような国民の思

いにしっかりと応えていただく必要があると考

えております。

○前屋敷恵美議員 この安保法制（戦争法）ば

かりは、強行されたからといってこのままにし
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ておくわけにはいかない、自分たちの将来の問

題だ、子供たちの未来の問題だと、ＳＥＡＬＤ

ｓの学生や若者、子育て真っ最中のママたち

も、戦争法は廃止以外にないと行動を続け、

今、全国に広がっています。

昨年来、国会で「戦争法は違憲だ」と断言し

てきた憲法学者や法律の専門家、歴代の元内閣

法制局長官、最高裁判事といった方々も、「集

団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反」、

今発言しなければと、一貫して戦争法廃止を訴

えています。この立場にこそ道理と大義がある

と私は思います。さらに、「憲法解釈の大原則

変更は、国民の支持なしには不可能」と指摘

し、批判しておられますが、日本が民主主義国

家であるならば当然のことです。

また、沖縄新基地建設問題にも見られるよう

に、地方自治破壊をも引き起こしています。こ

うした現状を打開し、憲法に基づく政治を行う

ために、安保法制（戦争法）の廃止、集団的自

衛権行使容認の閣議決定の撤回、そのために力

を尽くすことを表明して、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）

○星原 透議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。それでは、通告に従いまして、順次

質問をしてまいります。

昨年10月、第３次安倍内閣は、その発足時に

「一億総活躍」という旗を高く掲げ、新たな国

づくりを力強くスタートさせるとの方針を決定

いたしました。一億総活躍社会とは、少子高齢

化の流れに歯どめをかけ、50年後も人口１億人

を維持するとともに、誰もが今よりもう一歩前

へ踏み出すことができる社会であり、安倍首相

は、その実現に向けて、新しい三本の矢を放つ

と明言されました。この「新三本の矢」とは、

強い経済を目指す「戦後最大のＧＤＰ600兆円の

実現」、子育てに優しい社会などを目指す「希

望出生率1.8の実現」、現役世代の安心を確保す

る社会保障の構築を目指す「介護離職ゼロの実

現」であります。実に果敢な挑戦であります。

本県でも、この目標が達成され、県民誰もが

生き生きと活躍できる社会となることを願って

いることと思いますが、本県の実情を考えます

と、いかがでしょうか。本県は、働く場の確保

が難しい中山間地域を多く抱え、高齢化が全国

よりも５年早く進行しているという厳しい状況

があります。私には、この目標の達成は非常に

厳しいと思えてなりません。そこで、一億総活

躍社会の実現に向けた新三本の矢に対する本県

の取り組みについて、知事にお伺いしておきた

いと思います。

次に、「生涯活躍のまち」構想についてお伺

いいたします。先日、東京大学大学院の金井利

之教授の講演を聞く機会がありました。内容

は、東京圏を初めとする地域の高齢者が、希望

に応じて地方などに移り住み、健康で活動的な

生活を送り、必要に応じて医療・介護を受ける

ことができるような地域づくりを目指す「生涯

活躍のまち」、いわゆる日本版ＣＣＲＣ構想に

ついてであります。

「生涯活躍のまち」構想については、関係法

律の改正が今国会に提出され、来年度の国の地

方創生推進交付金においても、重点的に支援さ

れると報道されております。健康な50代、60代

の移住者が地方にふえれば、地域内での消費も

ふえ、地域の担い手の確保にもつながるものと

考えます。「生涯活躍のまち」構想についての

県内の状況と県の考え方について、総合政策部

長にお伺いしておきたいと思います。

以上を壇上での質問とし、後の質問は質問席
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から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

新三本の矢に対する本県の取り組みについて

であります。新三本の矢は、なかなか簡単には

達成できない目標だと思っておりますが、将来

に向けて今取り組むべき重要な課題でありまし

て、本県も、総合計画や地方創生総合戦略など

において、正面から取り組んでいくこととして

おります。

まず、強い経済の実現につきましては、フー

ドビジネスなど成長産業の振興や中核的な企業

の育成を通じ、県外からの外貨の獲得と地域内

での経済循環の拡大に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、希望出生率につきましては、結婚・出

産・子育てなど、ライフステージに応じた支援

を通じて、子供を生み育てやすい環境の創出を

図ることとしております。

最後に、介護離職ゼロにつきましては、介護

サービスの充実や介護人材の確保などを進め、

介護と仕事が両立できる環境づくりを目指して

いるところであります。これらの実現に向け

て、補正予算案や当初予算案に掲げた重点施策

の推進などに、しっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○総合政策部長（茂 雄二君）〔登壇〕 お答

えします。

「生涯活躍のまち」構想についてでありま

す。「生涯活躍のまち」構想は、市町村が主体

となって、中高年齢者が地方などに移り住むた

めの環境整備を行うことで、都市部の高齢化問

題に対応するとともに、地方への人の流れをつ

くっていこうとするものであり、県内では、宮

崎市と小林市が推進の意向を示しております。

これにより、元気な中高年者を中心とした移

住が進むことで、地方の人口増加、消費や雇用

拡大といった地域経済の活性化が期待されます

が、地方の介護や医療における財政負担の増

加、介護人材不足の深刻化なども考えられま

す。このため、県といたしましては、関係部局

が連携し、情報提供や相談対応などの支援を行

うなど、市町村が円滑に事業を推進できるよう

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。一

億総活躍社会の実現に向けた新三本の矢につき

ましては、知事も簡単には達成できない目標だ

と言われておりましたが、県民の誰もが幸せを

実感できる社会の実現に向けて、しっかりと取

り組んでいただきますようにお願いしておきた

いと思います。

それでは、次の質問に入ります。介護費用の

縮減対策及び介護職員の不足についてお伺いい

たします。

先ほど総合政策部長の答弁にもありましたと

おり、移住施策を進めていく上でも、介護・医

療に係る財政負担の懸念が出ております。介護

保険制度は、平成12年の制度創設以来15年が経

過し、高齢者の介護になくてはならないものと

して定着しているところでもあります。平成12

年度には全国で3.6兆円であった介護費用が、13

年後、25年度には9.2兆円と約2.6倍に増加して

おります。また、65歳以上の方が支払う保険料

は、平成12年度には全国平均で月額2,911円だっ

たものが、現在は5,514円と1.9倍に増加してお

ります。本県においても、3,153円から5,481円

と約1.7倍になるなど、家計を圧迫しつつありま

す。
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しかし、その一方で、全国では、健康体操な

ど介護予防の取り組みがより一層広まってお

り、介護費用の伸びを抑制している地域もある

と聞いておるところであります。そこで、その

ような地域として、どのような事例があるの

か。また、本県では、介護費用を抑制するため

に、どう取り組んでいこうとされているのか、

福祉保健部長にお伺いしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） お尋ねにあり

ました全国の事例としては、埼玉県和光市の、

掃除や洗濯といった日常生活の動作をスムーズ

に行うための体操に取り組むことによりまし

て、高齢者の自立した生活につなげている例、

あるいは長崎県佐々町の、中高年のボランティ

アを養成して、地域での体操教室の担い手にす

ることで、住民主体の介護予防の取り組みを拡

大している例などがありまして、いずれも、要

支援・要介護の認定率の引き下げや、介護費用

の抑制を実現しております。

本県では、これらの先進事例に倣い、県内各

地域での取り組みを促進するために、国のモデ

ル事業を活用した市町村への支援を行っており

まして、昨年度からの２年間で県内８市町が参

加し、都城市では80カ所の体操教室が立ち上が

るなど、徐々にその取り組みが広がっておりま

す。また、全市町村を対象に、このような県内

外の先進事例を紹介する研修会の開催やアドバ

イザーの派遣なども行っているところであり、

県としましては、運動器症候群、いわゆるロコ

モティブシンドロームの予防なども含めまし

て、今後とも、介護予防への取り組みを積極的

に推進してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、介護予防については、

積極的に運動を展開していただきたいとお願い

しておきます。

昨年の新聞報道によりますと、国は、団塊の

世代が全て75歳以上となる平成37年には、全国

で約38万人という多くの介護職員が不足すると

の推計結果を公表しております。介護職員は年

々ふえているものの、今のままでは介護サービ

スの需要の増加に追いつかない状況になってい

るとのことであります。また、介護職員につい

ては、離職率が他の職種に比べて高い状況にあ

ると聞いております。そこで、本県における介

護人材は将来的にどのくらい不足するのか。ま

た、今後、介護人材の確保にどのように取り組

んでいくのか、福祉保健部長にお尋ねしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 本県におきま

しては、高齢者人口がピークを迎える平成37年

には、4,000人を超える介護職員の不足が見込ま

れております。このため県では、介護人材確保

のため、従来から、賃金や職場環境などの改

善、修学資金の貸し付けなどに取り組んできて

おりまして、今年度からは、「地域医療介護総

合確保基金」を活用して、未経験者の就業促

進、初任者に対する基礎研修の受講支援などに

取り組んでいるところであります。

さらに、来年度予算案の新規事業におきまし

ては、介護人材の中核となる介護福祉士の養成

及び復職支援や、小規模事業所に対する共同研

修の支援に取り組むこととしております。今後

とも、こうした人材確保・定着策への取り組み

を通じて、介護の現場での働きやすさ、働きが

いを高め、介護分野への就業促進や、在職者の

離職防止を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 平成37年といいますと、あと

９年後でございます。本県でも4,000人を超える
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介護職員の不足が見込まれるとの答弁でござい

ました。私は、非常に厳しい数値であると感じ

ております。目標をしっかり立てていただい

て、計画的に取り組んでいかないと、とても達

成できないと考えますので、今後とも、施策の

一層の推進とあわせて、しっかりとした確保対

策に取り組んでいただきますよう、強く要望し

ておきたいと思います。

それでは次に、高校生の県内就職率向上対策

についてお伺いしていきます。

本県の有効求人倍率は、昨年春からずっと１

倍台をキープしていると伺っております。昨年

の春に卒業した高校生の就職内定率について

も、ほぼ100％に近い水準で、過去最高だったと

伺っております。この春卒業する３年生につい

ても、昨年並みか、あるいはそれを上回る内定

率になるのではないかということでありまし

た。このこと自体、大変喜ばしいことでありま

すが、就職先の内訳を見ますと、本県の高校生

の県内就職率は54％で、半数近くが県外に流出

しており、全国順位も最下位という大変厳しい

状況になっております。

現在、県内では、さまざまな業種において深

刻な人手不足に陥っており、地元企業からは、

「このままでは事業の継続自体が難しくなる」

という悲鳴が上がっております。このような状

況を考えても、もっと高校生の県内就職促進対

策に力を入れて取り組むべきと考えますが、ま

ず、高校生の県内就職率が全国最下位となった

要因をどのように分析しているのか、商工観光

労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県の高

校生の県内就職率につきましては、これまでも

全国で40位台と低迷しておりましたが、昨年最

下位となったところでありまして、県としても

大変重く受けとめております。その要因といた

しましては、大企業志向や希望職種があること

などを理由に、県外を希望する生徒が多いこと

や、昨年度は特に、景気回復に伴いまして、給

与等の条件のよい県外求人が大きく伸びたこと

が影響したのではないかと考えております。

また、１月に開催しました産学労官の代表者

による雇用政策懇談会においても、多くの意見

をいただいたところでありますが、教師や生徒

が地元企業を十分に知らないこと、企業側のア

ピール不足という課題がありまして、県内企業

の魅力や宮崎で働くイメージを高校生に十分伝

え切れていないという点も、大きな要因の一つ

ではないかと考えております。

○徳重忠夫議員 高校生の県外志向や、都会の

企業と宮崎の企業との給与差など、簡単に埋め

られる問題ではありませんが、本県もこれから

本格的な人口減少社会を迎えるわけで、地域社

会の活力の維持や、産業振興を担う人材確保と

いう観点からも、できれば高校生に宮崎に残っ

ていただき、活躍してほしいと思うわけであり

ます。もちろん、職業選択は本人の自由ですの

で、強制はできないわけですが、もっと県内就

職に目を向けてもらえるように、高校生活の早

い段階から、例えば地元企業での就業体験の機

会を設けるなど、高校生にいろいろと働きかけ

ていくことが、県内定着に有効ではないかと考

えます。

一方で、企業側の努力も必要ですので、積極

的に取り組んでいただけるように働きかける必

要があると思います。そこで、高校生の県内就

職を促進するため、どのように取り組むのか、

商工観光労働部長と教育長にお伺いしておきた

いと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 高校生の
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県内就職を促進するためには、これまで以上

に、企業と学校、企業と生徒の接点をふやし、

高校生が県内企業の魅力や宮崎で働くことの意

義に触れる機会を多く提供していくことが重要

であります。このため、今議会に提案しており

ます新規事業の中で、企業と高校をつなぐ県内

就職支援員を配置し、高校への企業情報の提供

やインターンシップの受け入れ先の開拓などに

取り組むこととしております。

また、高校生活の早い段階から、県内に就職

する、あるいは進学するイメージを広げてもら

うため、１・２年生それぞれに、県内企業や大

学等を紹介する機会を提供することとしており

ます。さらに、宮崎労働局や県、学校、経済団

体等で構成します「新卒者等就職・採用応援本

部」におきまして、「さあ、みやざきで働こ

う！県内就職等促進プロジェクト」を立ち上げ

ております。関係機関それぞれが役割を分担

し、かつ十分に連携し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。

○教育長（飛田 洋君） 県内就職をふやすた

めには、県内就職希望者はもとよりですが、県

外就職希望者に、県内企業で働くことのすばら

しさを伝え、県内へと目を向けさせることが大

切であると考えております。

そこで、新規事業をお願いしておるところで

ありますが、就職先を決める前の高校１・２年

生の段階で、企業の経営者から高校生に対し

て、会社のよさとか働く人の魅力を熱く語って

いただいたり、企業から高校生に対してインタ

ーンシップを募集していただくなど、これまで

の発想を変えて、学校から企業へというアプロ

ーチの仕方ではなく、企業から高校生へのアプ

ローチという方向で動いていただけるような働

きかけをしてまいりたいと考えております。

また、県内企業から、ぜひ県内の高校生を採

用したいという熱意を示していただくために

は、できるだけ早く求人票を学校に届けていた

だく必要がありますが、現状では、高校での求

人受け付け解禁日の７月１日―実はこの日か

ら、高校生は具体的に自分の就職先をどの会社

かということで探し始める日なんですが―そ

の段階で、県外からの求人票が学校に多数届い

ているのに比べて、県内からの求人票が届いて

いる割合というのは、まだまだ少ない状況にあ

りますので、求人票の早期提出についても、引

き続き強く関係団体に呼びかけてまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願い申し上げておきたいと思います。

次に、企業立地についてお伺いいたします。

本県では、これまで多くの若者が就職などで

都市部へ流出し、このことが人口減少の要因の

一つとして指摘されているところでもありま

す。若者が地元にとどまり働ける雇用の場を創

出することは、人口減少問題に直面する地方に

とって喫緊の課題でもあります。こうした中、

雇用の創出に即効性のある企業立地の取り組み

は大変重要であり、今後とも積極的に進めてい

く必要があると考えております。

中でも、フードビジネス関連企業のような製

造業の立地は、雇用の創出はもちろんのこと、

地域の資源を活用した加工品の製造・販売等を

通じて、地場産業との結びつきも出てくるな

ど、大きな波及効果が期待できるものでありま

す。そこでまず、過去５年間の製造業の企業立

地の状況について、商工観光労働部長にお伺い

しておきたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 平成23年

度から本年２月末までの約５年間の立地状況に
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つきましては、まず全体から申し上げますと、

件数は168件、最終雇用予定者数は6,872人と

なっております。そのうち、お尋ねの製造業に

つきましては、件数は110件と全体の約７割に当

たり、最終雇用予定者数は3,333人と全体の約半

分を占め、いずれも高い割合となっておりま

す。製造業を業種別に見ますと、フードビジネ

ス関連が53件1,625人、件数、最終雇用予定者数

ともに製造業全体の約半分を占めております。

次いで、自動車関連が12件303人、木材・木製品

関連が11件378人などとなっております。

○徳重忠夫議員 製造業は毎年600人以上、企業

全体では1,300人以上の雇用となっているようで

ありまして、大変うれしい、喜ばしいことだ

と、このように思っております。

ところで、本県では、東九州自動車道や都城

志布志道路等の交通インフラの整備が進み、企

業立地に向けた環境が整いつつありますことか

ら、この機を捉えて、さらなる企業立地の取り

組みを進めていくことが重要だと考えておりま

す。私は、製造業の企業立地を進めるために

は、あらかじめ工業団地を整備し、企業がいつ

でも進出できるように、座布団を用意しておく

ことが何よりも重要であると考えます。県も市

町村への支援を行うなどして、企業に対して目

に見える形で受け皿となる工業団地を整備して

おくべきと考えております。そこで、県内の分

譲中の工業団地の状況と今後の整備促進につい

て、県の考え方を商工観光労働部長にお伺いし

ておきたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 現在、市

町村と連携して分譲を行っております工業団地

は、県内９市町に13カ所あります。分譲対象面

積は約220ヘクタールとなっております。このう

ち、約半分に当たります107ヘクタールが未分譲

となっており、現在、これらの工業団地の早期

分譲に向けて取り組んでいるところでございま

す。

東九州自動車道等のインフラ整備が進んでい

る中、工業団地をあらかじめ整備しておくこと

は、製造業などの企業立地を推進する上で大変

重要であります。このため、県といたしまして

は、市町村に対し、補助事業により支援を行っ

ておりまして、現在、この事業を活用して、都

城市などが新たな工業団地の整備を進めている

ところであります。今後とも、市町村と連携し

ながら、新たな工業団地の整備を促進するな

ど、一層の企業立地を図ってまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ぜひ積極的に進めていただき

ますようにお願いしておきたいと思います。企

業立地の取り組みは、県民所得を上げていくた

め、また、本県の人口流出対策としても大変重

要な取り組みでございます。今後とも、市町村

としっかりと連携して取り組んでいただきます

ように、お願い申し上げておきたいと思いま

す。

次に、農政問題についてお伺いしていきま

す。

畜産の問題について伺います。今回の２月の

都城家畜市場の子牛競り価格は、去勢が84

万5,000円、雌が72万9,000円、平均79万円と一

段と高騰しております。この原因としまして

は、全国的に和牛繁殖農家の高齢化等で子牛の

出荷頭数が減少しているためであり、緊急かつ

重要な課題として、子牛の生産体制の強化に取

り組むべきであると考えております。

しかし、個々の農家の規模拡大による増頭対

策は、もう限界に来ていると私は考えておりま

す。新たな方向としては、500頭あるいは1,000
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頭規模の大規模繁殖団地の設置が絶対必要では

ないかと考えております。既に鹿児島県では、

５年ほど前から、500頭規模の団地を２カ所、Ｊ

Ａが中心となって整備されております。安定し

た生産体制が図られているようであります。

平成26年２月の議会においても、部長にお伺

いしたところであり、全国的に見ても、宮崎を

含む南九州が子牛の生産の拠点であることは紛

れもない事実であります。関係機関と一体と

なって、「子牛の生産は俺たちが担う」といっ

た強い意気込みが必要ではないかと私は考えて

おります。そこで、子牛の生産体制を確立する

ため、大規模な生産団地を整備する必要がある

と思いますが、どのように考えておられるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 全国的に子牛

生産頭数が減少する中で、御指摘の大規模な生

産団地の整備を初め、肉用牛の生産基盤を強化

していくことは、大変重要な課題であると認識

しております。このため県では、昨年度、市町

村やＪＡ等、関係機関と一体となって、県内

８つの地域ごとに、それぞれ具体的な取り組み
※

を定めた「人・牛プラン」を作成したところで

あります。

現在、県におきましては、国のクラスター事

業等を活用しながら、新規就農や規模拡大を支

援するとともに、地域の拠点施設の整備を推進

しているところであり、平成28年度は、こうし

た取り組みをさらに強化してまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ただいまの答弁では具体的な

計画は示されませんでしたが、今後の肉用牛生

産体制の強化には、大規模繁殖団地の設置が必

要であると考えております。また、畜産は、本

県の基幹産業の大きな柱でもあります。さきに

述べましたとおり、鹿児島県では既に団地が整

備され、繁殖技術が集積され、安定的に１年１

産の体制が確立されております。そこで、大規

模な子牛の生産団地整備について、知事の考え

をお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私もことしの初競りを

視察いたしましたが、子牛価格は大変高くなっ

ております。全国的な子牛不足の中で、本県が

肉用牛の一大産地として、今後ともしっかりと

した役割を果たしていくために、繁殖雌牛の増

頭は大変重要な課題であると認識しておりま

す。今、部長が地域の拠点施設の整備を推進す

るという旨の答弁をしたところでありますが、

御提言の趣旨というものをしっかりと念頭に置

いて、農業団体とも十分意見交換をしながら取

り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ前向きに進めていただき

たいと思います。この団地の整備では、国が２

分の１補助するんだそうであります。ＪＡだけ

に頼るのではなくて、金融機関なども巻き込ん

だ県内外の企業などの参入も含めて、ぜひ大型

団地を実現していただくよう、強く要望してお

きたいと思います。

続いて、次世代施設園芸団地についてお伺い

いたします。このたび、国富町に整備されまし

た次世代施設園芸団地につきましては、高度な

先進技術を駆使した施設園芸を展開していく団

地と伺っており、その成果の波及については非

常に期待しているところでもあります。今後、

県としましては、次世代施設園芸団地の成果を

県全体に波及させていく方針であると聞いてお

りますが、現在の取り組み状況と、県内に波及

させていくための今後の課題について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 次世代施設園
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芸団地では、昨年８月から、キュウリ1.8ヘクタ

ール、ピーマン2.3ヘクタールの栽培を開始し、

生育に最も適した環境制御や栽培技術の実証・

データ収集のほか、現地研修会の開催や県内生

産者の視察受け入れなどに取り組んでいるとこ

ろであります。この次世代施設園芸団地の取り

組みの成果を県内へ効果的に波及させるために

は、より低コストな環境制御システムの構築

や、大規模施設における効率的な生産・労務管

理モデルの確立、さらには、高度な環境制御技

術を使いこなせる農家の育成等が課題であると

考えております。

このため、県といたしましては、本議会でお

願いしております「次世代施設園芸地域展開促

進事業」等を活用いたしまして、大規模施設運

営の効率化や人材育成などを、関係機関や団体

と一体となって進めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 次世代施設園芸団地は約４ヘ

クタールの規模と聞いておりますが、私は、園

芸施設も団地化を促進することが絶対必要だ

と、このように考えている一人です。生産者の

生産技術の向上や、効率的な技術・経営指導も

期待できるものと考えております。そこで、担

い手を確保し、施設園芸産地を維持・発展させ

るためには、団地化を進めることが絶対必要だ

と考えておりますが、農政水産部長の考えを、

もう一度お聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 施設園芸の団

地化を進めることは、作業管理の効率化や、共

同利用による施設・機械の低コスト化、さらに

は、生産技術の平準化等の観点から、大変重要

であると考えております。このため県では、

「強い農業づくり交付金」の活用等により、次

世代型施設園芸団地の取り組みやリース方式に

よる団地化を、これまで支援してきたところで

ございます。今後は、これらの取り組みに加え

まして、今回新設されました、国の「産地パワ

ーアップ事業」を最大限に活用するなど、競争

力のある産地づくりに向けた団地化の取り組み

を積極的に推進してまいりたいと、このように

考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いしておきま

す。本県は、キュウリ、ピーマンなど、生産量

全国トップクラスの産地でありますので、今

後、定時・定量・定質の出荷により、市場の信

頼を確立し、この日本一の産地を守っていくた

めにも、園芸施設の団地化は欠かせないもので

あると思います。団地化を進めるに当たって

は、県として、その道筋をしっかりと示してい

くことが非常に重要であると考えますので、団

地化する地域を指定したり、ＪＡ等のリース事

業等により、新規就農者の受け皿づくりを行う

必要があります。ＪＡと法人の連携による地域

全体の団地化の取り組みを支援するなど、県が

しっかりとした産地を誘導するよう、強く要望

しておきたいと思います。

次に、農地中間管理事業についてお伺いいた

します。私は常々、大型の農業法人だけでな

く、家族経営であっても農地を集積し団地化す

ることで、生産効率を上げていく必要があると

申し上げてまいりました。昨年度スタートしま

した農地中間管理事業は、農業に夢と希望を

持って経営に取り組んでいこうとする、家族経

営も含めた、意欲ある農業者を後押しする事業

だと考えております。

平場地帯では、集落営農組織などが主体と

なって農地中間管理事業の活用が進んでおりま

すが、経営規模の小さい中山間地域では、農地

を引き受ける担い手も限られており、儲かる農
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業への転換が進んでいない状況にあるのではな

いかと考えております。このため、ＴＰＰへの

対応も含め、本県の経営耕地の約６割を占める

中山間地域をポイントに置いた取り組みが、大

変重要ではないかと考えておるところでありま

す。そこで、中山間地域における農地中間管理

事業の活用方針について、農政水産部長にお伺

いしておきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域

は、小規模な農地が傾斜地に点在するなど、農

地中間管理事業を進める上で、さまざまな課題

がございます。このような中、本年度、高千穂

町におきましては、中山間地域等直接支払制度

の協定集落において、しっかりとした話し合い

活動が行われ、町の耕地面積の約13％に当た

る270ヘクタールが、本事業を活用して、集落営

農法人等に貸し付けられております。

県といたしましては、この高千穂町の取り組

みを、中山間地域における農地中間管理事業の

推進モデルとして波及させることで、標高差を

生かした施設園芸や、近年需要が伸びておりま

すクリ・ユズ等の産地化、肉用牛の放牧など、

本事業を活用した中山間地域ならではの産地づ

くりに取り組んでまいりたいと、このように考

えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ積極的にお取り組みいた

だきたいと思います。中山間地域の農業者が明

るい展望を抱けるように、農地施策だけでな

く、さまざまな施策を活用した取り組みをお願

い申し上げておきたいと思います。

次に、地域ブランド保護制度についてお伺い

してまいります。昨年12月23日付の宮日新聞

に、「夕張メロン」や「神戸ビーフ」など７品

目を、国が地域ブランドとして保護する「地理

的表示保護制度」に初登録したとの記事があり

ました。その制度の特徴は、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、地域の生産者全体が共有財産として使用

可能となることが挙げられております。

宮日新聞の記事にも、森山農林水産大臣が記

者会見で「今度とも地理的表示の登録を進め、

国内外の需要拡大を目指す」と述べられたとあ

るように、私は、この制度が本県農産物の国内

外での販売量の増加につながるのではないかと

考えております。そこでまず、地理的表示保護

制度に対する本県の取り組み状況について、農

政水産部長にお伺いしておきます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 地理的表示保

護制度は、地域の特色ある農産物の名称を、産

地の特性や品質等の基準とともに登録できます

もので、登録後は、基準を満たす地域の生産者

全体で使用できることから、登録に向けては、

生産者や関係者の合意形成が重要であると考え

ております。このため県では、市町村やＪＡ等

を対象とした説明会を開催し、制度の周知を図

りますとともに、産地の意向把握に努めてきた

ところであります。

さらに、国の支援機関と連携しながら、申請

を希望する生産者団体や事業者向けの相談会、

個別指導を行ったことにより、現在「黒皮かぼ

ちゃ」及び「糸巻き大根」において、申請に向

けた具体的な準備が進められているところであ

ります。

○徳重忠夫議員 市町村や農業団体等を通じ

て、積極的に県内関係者への制度の周知を図っ

ているとの答弁がありましたが、国のホームペ

ージによりますと、本年２月２日には、「くま

もと県産い草」など３品目が追加されておりま

す。合計10産品が登録されているようでありま

すが、全国的には期待したほど登録が進んでい



- 137 -

平成28年２月29日(月)

ないように感じます。そこで、本県農産物にお

ける地理的表示保護制度の今後の活用につい

て、農政水産部長にお尋ねしておきたいと思い

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県農産物が

地理的表示保護制度に登録されることは、国内

外における付加価値の向上や、販売力の強化に

つながるものと考えております。一方、申請に

当たりましては、産地としておおむね25年以上

の伝統を有していることや、気候風土と産品の

品質等との結びつきを証明すること、さらに

は、既に商標権がある名称について、商標権者

以外の生産者との合意形成が必要なことなど、

推進上の課題もあるところであります。県とい

たしましては、今後、生産者や市町村、関係団

体等と一体となって、本県の特徴ある農産物の

登録に向けて支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

それから、一つ修正をお願いしたいんですけ

れども、先ほど「人・牛プラン」の作成につい

てお話をいたしました。「県内８つの地域で具

体的に作成した」というふうなことを申し上げ

ましたが、申しわけございません、「９つ」の

間違いでございます。修正させていただきたい

と思います。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。本県

では、「黒皮かぼちゃ」「糸巻き大根」の登録

に向けた動きがあるとのことでございます。大

変すばらしいことだと思っております。他県で

は、「夕張メロン」や「神戸ビーフ」など全国

的に有名な品目で登録されているものもあり、

本県でも、「宮崎牛」や「マンゴー」「スイー

トピー」など特産品が登録できないものかと、

私はこう考えております。

この登録に向けましては、商標権の問題など

さまざまな課題があると、ただいまお答えいた

だきましたが、本県農産物の付加価値向上や国

内外の需要拡大にも弾みがつく取り組みではな

いかと期待しているところであります。市町村

や農業団体としっかりと連携しながら、本制度

を有効に活用していただきますようにお願いし

ておきたいと思います。

続いて、投票率についてお伺いしてまいりま

す。

昨年は、70年ぶりに選挙権を拡大する公職選

挙法の改正が行われ、今年夏の参議院議員通常

選挙から選挙権年齢が18歳以上へと引き下げら

れる見通しとなっておりますが、本県における

最近の選挙の投票率は、平成25年の参議院選

挙49.82％、平成26年の衆議院選挙49.86％、同

じく平成26年の知事選挙44.74％、昨年行われま

した私たちの県会議員選挙42.52％、軒並み50％

を下回る状況が続いております。これでは民主

主義の根幹が揺らぎかねないと、深く危惧して

いるところであります。

このような投票率の低下は、全国的な傾向と

聞いておりますが、九州・沖縄各県における本

県の投票率の状況について、選挙管理委員長に

お伺いしておきたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） まず国政選

挙ですが、平成25年の参議院議員通常選挙及び

平成26年の衆議院議員総選挙では、九州・沖縄

８県の中で、本県は２番目に低い投票率でし

た。また、知事選挙は、各県で執行時期は異な

りますが、直近の選挙で比較すると、８県中４

番目に高い投票率でした。それから、県議会議

員選挙は、沖縄県以外は統一地方選挙で執行さ

れますが、８県中２番目に低い投票率でした。

このように、最近の本県の投票率は、九州・沖

縄の中で低い傾向にあります。
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○徳重忠夫議員 ただいまお話しのとおりでご

ざいまして、知事選挙は非常に立派な成績だっ

たと思いますが、あとは軒並み九州でびりとい

うような状況になっております。非常に残念で

ございます。

ところで、九州・沖縄の中でも本県の投票率

は低いということでございますが、選挙管理委

員会としては、このことをどう捉えているの

か、もう一度お答えいただきたいと思います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙の投票

率は、その時々の政治情勢、候補者の政策や争

点、天候など、さまざまな要因に左右されます

ので、一概には言えませんが、有権者の政治離

れも相当進行していると考えられますので、大

変重く受けとめております。

○徳重忠夫議員 この夏には参議院議員通常選

挙が行われます。投票率を向上させるために

は、例えばショッピングセンターや大学等で投

票できるようにする、あるいは投票所までの交

通が不便な地域に移動式の期日前投票所を設置

するなど、何かインパクトのある取り組みを打

ち出していく必要があるのではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 投票率を向

上させるためには、主権者意識の醸成が重要と

なりますので、若者向けのワークショップや意

見発表会などの各種啓発事業を継続・拡充する

とともに、教育委員会等と連携・協力し、学校

における選挙の出前授業や模擬投票等にも取り

組んでいきたいと考えております。また、選挙

の際には、テレビ、ラジオ、新聞、ホームペー

ジ、コンビニのレジ広告など、各種媒体を活用

した広報に加え、街頭などでの啓発活動も行っ

てまいります。

これらの啓発に加え、投票しやすい環境の整

備も重要と考えます。夏の参議院議員通常選挙

から、大型商業施設や大学に期日前投票所を設

置予定の市町村があるほか、交通が不便な地域

へ短時間の期日前投票所を設けたり、コミュニ

ティバスの運賃を無料にするなどの取り組みを

行った事例もありますので、市町村選挙管理委

員会への情報提供や助言を行い、投票環境の整

備を図ることで、投票率の向上につなげてまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願い申し上げてお

きます。

次に、教育長にお尋ねしておきたいと思いま

す。主権者教育についてであります。今回、選

挙権年齢引き下げに伴い、全国では240万人、本

県においては２万人が、新たに有権者になると

見込まれております。今回の選挙権年齢引き下

げを契機に、県全体、とりわけ若者の投票率を

上げていくための取り組みにつなげていくこと

が重要であり、そのため、高校生への主権者教

育が大きな鍵を握ると考えております。特に高

校生に対しては、投票に行くことの大切さなど

について、高校で早い段階から指導していただ

きたいと考えております。

高校において、しっかりとした主権者教育を

行うことが、新たに有権者となった若者の投票

行動につながると考えます。さらに、そのこと

が、親、兄弟など、既に選挙権を持つ県民が投

票に行くきっかけになるなど、相乗効果につな

がることも期待されております。そこで、本県

における高校生に対する主権者教育の取り組み

状況について、教育長にお伺いしておきたいと

思います。

○教育長（飛田 洋君） 主権者教育の取り組

み状況ですが、高校では、公民科の授業におい

て、政治の仕組みなどについて基本的な理解を
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深めさせるとともに、総合的な学習の時間など

において、国や地域の抱える具体的な課題を考

えさせたり、生徒会・部活動等において、体験

を通して、自治能力を育成したりする指導など

を行っているところであります。

県教育委員会では、選挙権年齢引き下げを積

極的に受けとめ、これまでの取り組みを一層充

実するよう学校を指導するとともに、本県独自

の取り組みとして、主権者教育が組織的に行わ

れますように、各県立学校において、「主権者

教育推進委員会」を設置するとともに、「主権

者教育推進リーダー」を任命いたしました。

このリーダーを中心に、現在、各高等学校で

は、ディベート（生徒同士の討論）やパネル

ディスカッションなど、より実践的な活動を取

り入れるなど、一歩踏み込んだ来年度の指導計

画を作成しているところであり、生徒が主権者

意識をさらに高めていくことができるよう、各

学校を積極的に指導してまいります。

○徳重忠夫議員 ぜひよろしくお願い申し上げ

ておきたいと思います。主権者教育について

は、子供たちに選挙の大切さを理解してもらう

こととあわせて、子供たちが家庭に持ち帰っ

て、親と政治について語り合うことで、参政意

識の高まりを期待しているところでもありま

す。投票率の向上につきましては、私ども政治

家、行政、そして主権者であります県民が、一

体となって取り組まなければならない大きな課

題であります。まずは、投票率九州一を目指し

て、しっかりと取り組んでいただきたい、この

ように考えております。

それでは次に、交通安全標語についてお尋ね

してまいります。

本県の交通事故の原因のうち、脇見やぼんや

り運転などが約７割を占めておりまして、全国

平均を10ポイント上回っているとのことであ

り、運転時の緊張感を高める広報啓発活動が重

要ではないかと思います。県は、これに対して

「てげてげ運転追放」を掲げて取り組んでおら

れますが、私も車を運転していまして、「てげ

てげ運転追放」と書かれたのぼりとよく出会う

ところであります。しかし、大人は、その意味

が「脇見、ぼんやり運転などを追放すること」

だと何となく理解できますが、子供には理解が

難しい、大人も子供にはうまく説明できないの

ではないかと、私はこう考えております。

また、県外から観光に来られた人に対して

も、いいかげんな県民性という印象を与えてし

まう可能性があり、私は好ましくないと考えて

おります。そこで、「てげてげ運転追放」とい

う標語について、誰もが理解しやすいものに変

えていくべきだと考えますが、総合政策部長の

考えをお伺いしておきます。

○総合政策部長（茂 雄二君） 「てげてげ運

転追放」につきましては、脇見や安全不確認等

の漫然運転を追放する県民運動として、公募に

より決定し、平成21年９月より使用しておりま

す。この名称につきましては、これまでさまざ

まな取り組みで使われ、浸透が図られた一方

で、人によっては「てげてげ」という方言が抽

象的でわかりにくいことや、若者になじみが薄

いといった声があることなどから、よりわかり

やすい表現にするため、昨年11月からことし１

月にかけて、新たなスローガンの公募を行いま

して、現在、その選考を進めているところで

す。今後とも、わかりやすいスローガンなどに

より、交通安全意識の高揚を図り、事故の抑制

に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 私は、交通安全標語について

は、大人から子供まで全ての県民が理解できる
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ものでなければならないと考えております。中

でも、交通弱者である子供たちにこそ、その意

味をしっかりと理解させる必要があると、この

ように考えております。「てげてげ運転」とい

う言葉を使うことによって、宮崎の多くの大人

がいいかげんな運転をしているという、誤った

印象を子供たちに持たせることは避けなければ

ならないと、私は考えています。

学校においても、交通安全教室を開き、横断

歩道の渡り方や安全な自転車利用など、交通ル

ールやマナーについてしっかりと指導されてお

ります。そこで、子供たちへの交通安全教育を

指導する立場にある教育長にお伺いしてみたい

と思います。「てげてげ運転」という言葉の意

味を子供たちに理解させることは非常に難しい

と、私はこう思っています。教育者の立場か

ら、「てげてげ運転」という言葉をどのように

感じておられるのか、教育長の所感を伺ってお

きたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 標語に「てげてげ」

という方言が使われているということについて

でありますが、方言は、その土地の風土のよさ

とか人情の温かみもあらわしているものと考え

ております。方言を使うことで、より親しみが

増すということなどから、この標語が採用され

たのではないかと考えております。

一方で、先ほど御指摘もありましたように、

標語は、意味が正しく伝わり、広く浸透するこ

とが大切であると考えております。現在、子供

たちは、「てげ」というと「大変」とか「とて

も」という意味で使うこともありますが、そう

いう意味でも、「てげてげ」という言葉は、少

しわかりにくい面もあるのではないかと思いま

す。先ほど、総合政策部長から、新しい標語を

選考しているという答弁がございましたが、小

さい子供たちからお年寄りまで、わかりやすく

て、交通マナーの向上や事故防止につながるよ

うな親しみやすい標語が採用されることを期待

いたしているところであります。

○徳重忠夫議員 最後の要望になろうかと思い

ます。「てげてげ運転」につきましては、県警

本部長もおいでになっていますが、実は県警の

ホームページに、「てげてげ運転」の例示とし

て、「運転中の読書、お化粧、ひげそり、考え

事等をやめ、緊張感を持って運転し、交通事故

防止を図る運動です。運転中の携帯電話はもち

ろんだめです」と書いてあります。これらは、

ハンドルを握る者として当たり前のことであり

ますし、例示してまで子供たちに説明できるよ

うな行為ではないと私は考えます。

また、県外から宮崎に来られた方のブログの

中に、「てげてげ運転追放運動」実施中との表

示があるが、この標識の意味が県外出身者には

わかりにくい、伝わりにくいとの意見もありま

した。さきに述べましたとおり、私は、交通安

全標語については、誰にでも理解できる言葉で

あるべきと考えております。今回、新しい標語

を選考しているということでありますので、そ

の点を踏まえた標語となりますようにお願いし

ておきたいと、このように思います。

以上で私の質問の全てを終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時40分休憩

午後１時０分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。
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次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 私が議員に

なって、これまでずっと話し続けてきたある話

があります。それは床屋さんの話なんですが、

男の人は床屋に行くとひげをそってもらいま

す。床屋さんが熱いタオルを乗せてくれたんで

すけど、そのタオルがあんまり熱かったものだ

から、「熱い！ 熱いじゃないか」と取りのけ

たんですね。そうしたら、その床屋さんも、

「すみません。あんまり熱かったものですか

ら」と言ったそうです（笑声）。熱いのなら、

お客さんの口に乗せたらいかんでしょう。洗面

器にほたり投げるか何かせんといかんかったと

思うんですね。

ということで、こんな話をしながら、論語に

あるように、「己の欲せざる所は人に施すこと

勿れ」とか、もしくは、私たちの政治について

も、自分のことばかり考えちゃいけない、人の

ことも考える政治をしないといけないんじゃな

いかということを、有権者の方々に語ってきま

した。そんな思いから、知事にはよく、くどい

ようですが、派遣労働の問題とか超過累進課

税、本当にみんなが幸せになろうという思いか

ら、所得再配分の問題なんかも訴えさせてもら

いました。今回もこの思いを持って、論点は違

いますけれども、知事に２～３点、政治姿勢と

いうことでお聞きしたいと思います。

戦前、都道府県という地方自治体は官選知事

によって治められ、結果として、戦争協力のた

めの自治体になってしまったという苦い反省の

もとに、憲法を初めとした地方自治法などの民

主的な法律、そして自治体が生まれました。特

に今日、憲法改正問題や安保法案が云々される

中、今が自治体の正念場、踏ん張りどころでは

ないかと思います。今、自治体には、国の政策

にただ従うだけでなく、場合によっては異を唱

え、自治体の側から、真の解決策となるような

政策を積極的に国に提言していくという使命が

求められているように思います。

そこでまず、長野県で起こったスキーバス事

故や、働く者の４割を非正規が占めてしまった

という派遣労働の問題など、その底辺にある規

制緩和の問題について伺います。道路運送法の

改正により、運送業者がこれまでの免許制から

許可制に規制が緩和され、真面目な運送事業者

は多いことを信じながらも、案じられたとお

り、さまざまな業種が参入し、安ければよいと

いう風潮のもとで、安全確認がないがしろにさ

れ、悲惨な事故が続発しています。また派遣労

働者も、以前は通訳や秘書業務などの特殊な業

務に限定されていた派遣労働制が、2004年、規

制緩和により製造業にまで拡大されてしまいま

した。その結果は、不安定な労働条件が、少子

化や生活保護の増大、社会不安の増などの新た

な問題を起こしています。歴史的に見て、規制

緩和の問題は、レーガン大統領やサッチャー首

相の新自由主義が唱えられてからの問題のよう

ですが、古くは夜警国家論とかレッセフェール

という言葉があるように、長い歴史を持ったも

のであります。私は、経済や社会制度には適正

な規制が必要と考えますが、今日の日本の状況

を見て知事はどう考えられるか、お伺いしたい

と思います。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

規制改革は、経済政策の柱として位置づけら

れてきたものでありますが、国民生活に対する

行政の関与のあり方を見直すものでありますた
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め、その効果は、経済的なものにとどまらず、

国民生活に影響を及ぼすものとなっておりま

す。私は、経済の活性化を図ることは重要であ

ると考えますが、同時に、安全・安心な国民の

生活を守ること、社会のセーフティーネットを

しっかりと整備することを怠ってはならないと

考えております。我が国には多種多様な規制が

存在しておりますが、社会や経済構造が変化し

ていく中で、規制することが必要かどうか、ま

た、規制を緩和することによって国民生活に支

障を来すおそれはないかといった両面の観点か

ら、不断の検証を行い、適切に見直すことに

よって、国民生活の安定・向上と経済活性化の

両立を目指していくことが必要であると考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 規制については不断の検証を

ということであります。私は、派遣労働の問題

については、国の形を変えるような問題、それ

から人間の精神思想、そういったものに何か与

えていくような気がするんです。労働差別とい

いますか、これは学校の問題でも大きく取り扱

われるとは思いますが、そういった日本人の心

の中に何か植えつけていくような気がして、私

は非常に心配しております。

この問題はここでおきますが、次に、地方創

生の問題について伺います。地方創生交付金に

ついてであります。昨年の国の補正予算で措置

された交付金のうち、昨年10月末までに地方版

総合戦略を策定した県を含む市町村に対して、

交付金を支給するなどの上乗せ交付分と言われ

る交付金があったようですが、その上乗せ交付

分の仕組みについて、総合政策部長にお伺いい

たします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 地方創生交付

金のうち、上乗せ交付分につきましては、国の

平成26年度補正予算で300億円が措置されたもの

で、事業費全額が国費負担となっており、タイ

プⅠとタイプⅡの２種類あります。まず、タイ

プⅠは、地方創生総合戦略の策定時期とは関係

なく、先駆的な事業を国に申請し、外部有識者

の審査を踏まえ交付されるものであります。一

方、タイプⅡは、昨年10月までに総合戦略を策

定した全ての地方公共団体を対象に、1,000万円

を上限として交付されるものであります。

○太田清海議員 昨年10月末までに地方版の総

合戦略を策定した当時のマスコミの報道から

拾ってみましたら、これは西米良村長でありま

すが、ここは10月末までに策定しなかったわけ

ですけれども、その村長さんの言葉では、「10

月までに策定した自治体を優遇する制度は、地

方創生の趣旨と照らしていかがなものか」とい

う疑問を呈しておられます。また、川南町長

も、つくっていなかったんですが、「町民の意

見をできるだけ反映させるため、10月末の期限

を考慮しなかった」という言葉を発せられてい

ます。私は、有効にお金を使うということは当

然しなきゃいかんと思いますが、自治体とし

て、うちの村はこうなんだ、こうしていきたい

んだということを考えた場合、地方自治として

きらりと光るものを言葉の中に感じることがあ

ります。

山下准教授という大学の教授でありますが、

この方はこんなことを言っています。「この戦

略を補助金支給の裏づけとし、地方の競争をあ

おる道具にするなら問題がある。競争は人口の

奪い合いを招くだけで、本来の目的である出生

率向上につながらない」。国や地方が地方創生

のビジョンを打ち出していくことに―宮崎県

も涙ぐましい努力をされているということは私

も理解しております。
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この前、延岡でありました「延岡花物語」に

は、知事もおいでになり、永山商工観光労働部

長、その他多くの方も来られて、地方が今どん

なことをしているのか、どんな実態なのかとい

うことを、知事含め、一生懸命視察をしながら

政策に生かしていこうとしている。そういう気

持ちについては、一生懸命頑張っておられると

いう意味では評価をしたいと思っています。た

だ、地方創生と言ったときに、何かかゆいとこ

ろに手が届いていないような気がして、国の責

務をあやふやにして地方が競争させられている

というような感じがするわけです。知事に、現

在の地方創生に向けた取り組みをどう評価して

いるのか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これまでもさまざまな

地域振興策が行われてきたところであります

が、今回の地方創生の取り組みは、人口減少と

いうものに国全体として強い危機感を持ち、地

方の活性化と東京一極集中の是正をあわせて行

おうというところがポイントであろうかと考え

ております。したがいまして、国とともに地方

にも、政策実現に向けた覚悟と実行力が求めら

れているというふうに考えておるところであり

ます。御指摘がありました「延岡花物語」、こ

れも、地域の実情に応じて新しい観光誘客、ま

た魅力の発信の取り組みとして行われているも

のでありまして、地方が知恵を絞り、それを国

が財源、税制、さまざまなところで応援をする

という形で今、物事が進んでいるわけでありま

す。先ほど競争の話がございましたが、地域間

競争も適切に行われる限り、それは地域に活力

をもたらすものではないかと考えておるところ

でありまして、県の戦略、それから市町村の戦

略、それぞれ定めたところで、しっかりと連携

を図りながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。私は、都市間

競争とかいう言葉は、30年ぐらい前から、どう

かなと思っていたテーマでありましたが……。

もう一つ聞きたいのは、現在、非正規雇用が

４割と言われていますが、このような現状につ

いてどうお考えになるのかということを知事に

お伺いしたいと思います。安倍総理も、財界に

賃上げをということで一生懸命頑張っておられ

ます。ただ、私から見たときに、例えば最低賃

金を1,000円に上げようという話もありますけれ

ども、それはぜひやってもらいたいわけです

が、非正規、派遣労働をやめさせただけで２～

３万円はぽんと上がるわけです。私は、そうい

う意味では、非正規をなくしていくということ

だって大事なことではないかなと思います。そ

ういう思いで、知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 冒頭の規制の議論でも

ありましたが、物事には両面、さまざまな影響

というものがあろうかと思います。非正規雇用

は、一般的に雇用が不安定で賃金が低いなど、

さまざまな課題が指摘されます一方で、個人の

価値観の多様化に伴い、それぞれのライフスタ

イルに応じた働き方を選択する、そういうメ

リットといいますか、効果もあるのではないか

ということであります。私は、県民一人一人

が、その事情に応じて多様で柔軟な働き方がで

き、働くことで自己実現が可能な社会というも

のが望ましいと考えているところであります。

県としましては、成長産業の育成等により、良

質な雇用の場の確保に努めているところであり

ます。国においては、いわゆる不本意非正規労

働者の割合を大幅に引き下げることなどを内容

とするプランを策定したところでありまして、
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今後、労働局と連携をして、しっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。さらに、政

府は、「同一労働同一賃金」の実現に踏み込む

考え方も表明して、その具体化に向けた検討も

スタートしているところであります。こうした

国の動きとも連動しながら、県民が安心して、

それぞれのライフスタイルに応じて働くことの

できるような社会づくりに努めてまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 今、労働局の話が出ました

が、これは後でまた触れる時間があればやって

みたいと思うんですが、実は派遣労働の問題

で、家庭の事情で群馬県から延岡に帰ってきた

人がいます。派遣労働だった、その人から手紙

をいただきましたので、どういう状況かという

ことをお伝えしたいと思います。

「私はある派遣会社に勤めていて、群馬県に

いました。自動車にかかわるライン作業で、社

員と派遣労働者の休憩場所も違っていて、何で

同じ会社内で作業内容も同じなのに休憩場所が

違っているのか。正社員と仕事の話もできない

ことに不満を持っていたので、まずは仕事に対

して誰にも一言も言わせないよう頑張ってきま

した」。その人が職場で一生懸命頑張ったこと

が述べられていました。最後に、「私が仕事を

やめるときには、やめてほしくないとか、やめ

る理由を聞かれて、会社が対応できる話なら考

えるが等の言葉をいただいたことを、今でも誇

りに思っています」という手紙なんです。たど

たどしい字で書いてありますけれども、働く人

たちの誇り、本当に自分が大事にされているん

だということが、私は大事じゃないかなと思う

んです。現場の状況が書いてありますが、正職

員と派遣の人たち、同じ仕事をしているのに休

憩場所が違う。まるで情報交換されちゃ困ると

いう隔離政策をされているようで、果たしてそ

れでいいのかなという思いもあるものですか

ら、現実にこういう社会があるということは、

ぜひ見ておっていただきたいと思います。

それで、質問でありますけれども、全国知事

会というのがありますが、地域の実情を踏まえ

た政策の実現に向けて、全国知事会を通して国

に提案していくべきではないかと思います。知

事に最後の質問ですが、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） これまでも議論があり

ましたような地方創生など、国と地方の適切な

役割分担のもとに、その実現に向けた取り組み

を行うことは大変重要であろうかと考えており

ます。今、全国知事会というふうな話もござい

ました。こういったさまざまな構造的な課題の

解決に向けまして、国も地方も責任を持ち、そ

して、国としても地方の実情を踏まえた施策を

進めていただくようにということで、全国知事

会を通じての意見も申し上げておりますし、さ

らには、ふるさと知事ネットワーク、また、日

本創生のための将来世代応援知事同盟、さまざ

まな知事のグループ、政策集団があるわけでご

ざいまして、例えば、企業等の地方移転の促進

や少子化対策の抜本強化などについて、これま

でも提言を行っているところであります。今後

とも、さまざまなそういうチャンネルを通じ

て、国に対して提言してまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。大変だろうと

思いますが、実際の政策は国の政策と関連して

おるものですから、国がこう変わってくれれば

いいんだがなというのはあるんじゃないかと思

うんです。先週の代表質問の中でも、我が会派

の満行議員が、乳幼児医療費助成制度を高齢者

医療制度と同じように、国の責任で仕組みづく
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りをしたほうがいいんじゃないかという提言を

しましたけれども、なるほどなと思うところで

あります。そういう関連が出てくると思います

ので、ぜひ自治体からも政策提言をお願いして

おきたいと思います。

次に、教育行政についてでありますが、知事

にも、もう一回お聞きしたいと思います。

本県において実施している修学のための給付

金、返還が不要な奨学金等、どのようなものが

あるのか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県では、意欲と能力の

ある若者が、経済的理由により修学を断念する

ことがなく、安心して学ぶことができますよう

に、国庫補助事業であります高校生等奨学給付

金事業を平成26年度の入学生から実施しまし

て、低所得世帯の高校生等に対し、学用品費や

ＰＴＡ会費等に充てていただくための給付金を

支給しております。また、一定の要件を満たす

ことによりまして、貸与金の返還が免除となる

奨学金の例でありますが、定時制課程及び通信

制課程高校に在学する方を対象として、卒業す

ることにより返還免除となります修学奨励資金

貸与事業や、県内の特定の医療機関等で５年間

就労することにより返還免除となる宮崎県看護

師等修学資金貸与事業などの制度も設けている

ところであります。

○太田清海議員 宮崎県も、有利になるような

貸付資金とかそういうのをいっぱいつくってお

られるということはわかりました。医師につい

ても、先ほど言われた看護師についても、定時

制の子供さんたちとか、いろんなところを見て

政策をつくられているんだなと思いますが、

ちょっと私が気になるのは、旧日本育英会、

今、独立行政法人日本学生支援機構、そこの資

金を借りて大学に行かなきゃならない。しか

し、その人たちが、昔は返還を免除されるよう

ないろんな制度もありましたけど、どうしても

全部返さないかんということ。借りたものは返

さないかんということですから当然ですが、先

ほど言いましたように、非正規の人たちが４割

を占めたということは、その親も４割かもしれ

ないし、今から働こうとしている人も４割かも

しれないということを考えると、返すことが困

難な世帯が出てくるんじゃないかなと思いま

す。そういう視点から、長野県とか富山市で

は、学生さんたちに返還免除の入学金とかそう

いうのを出しておるところもあるようです。自

治体が何で国の政策にこんなふうにしてやらな

いかんのかなという思いもいたしますけれど

も。

学校現場でも、今の若い先生たちは何か貧乏

だなというのを、中堅クラスの先生たちが感じ

ることもあるそうです。奨学金を一生懸命返済

しているというようなことで、有為な学生とい

いますか、若者が、貧富の別なく借りられるよ

うな、そして、働きの場に出られるようなもの

であってほしいなと思います。県も努力してい

るということでは理解をいたしました。

次に、警察行政について、警察本部長にお聞

きしたいと思います。

昨年中の県内の交通事故の発生状況と特徴に

ついてお伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 昨年、県内で発

生した交通事故は、発生件数が9,455件、負傷者

数が１万958人であり、発生件数は５年連続、負

傷者数は６年連続で減少しております。しかし

ながら、死者数は52人で、前年より３人増加し

ております。交通事故の特徴といたしまして

は、依然として、脇見や安全不確認といった運

転者の緊張感を欠いた漫然運転による事故が大
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半を占めていること、交通量がふえる朝夕の通

勤・通学時間帯に３割以上の事故が発生してい

ること、交差点や交差点付近で半数の事故が発

生していることなどが挙げられます。死亡事故

につきましては、全死者の67.3％に当たる35人

が高齢者で、死者に占める高齢者の割合が非常

に高く、全国平均を12ポイント以上も上回って

おります。

○太田清海議員 特徴をお聞きしましたが、実

はこの質問をなぜしたかというと、娘を民間保

険会社の保険に加入させたんですけれども、そ

のときに相手の保険会社の人から、「太田さ

ん、事故を起こしたら、絶対相手方にごめんな

さいと言ったらだめですよ。後の補償問題に大

きく影響しますから、絶対謝ってはいけません

よ」と言われて、何かおかしいなと思ったんで

す。人間、相手が血を流していたら、思わず、

ごめんなさいと言ってしまうかもしれない。そ

ういうのが人間の普通の感情だろうと思いま

す。こういう社会はいけないんじゃないかな、

もし交通事故を起こした場合は、お互いに最初

は謝るという作業をしたほうがいいんじゃない

かと思って質問しようとしたんですが、これは

警察としても管轄外ということでお聞きしまし

たので、とうとう聞けなかったんです。

私の同僚の岩切議員が、実はこういうのがあ

るよと言っていたのですが、アメリカでは「ア

イムソーリー法」というのができたそうで

す。35州で定められたそうですが、事故を起こ

したらすぐ謝る。アイムソーリーと言って謝

る。そうすると後の裁判がするっといって余り

ごたごたしないと。だから、アイムソーリー、

ごめんなさいということを、事故を起こしたら

すぐ言えるような世の中にならないかんのじゃ

ないかということを、何か機会があったら、警

察のほうも、教育委員会のほうもぜひいろんな

関係機関に、そういう世の中をつくりましょう

よというメッセージを流していただきたいなと

思ったところであります。一応そういうことを

お願いしておきます。

それともう一つは、もう一回、警察本部長に

聞きたいと思いますが、永山則夫という死刑囚

―もう執行されましたけれども、昭和43年ご

ろの連続殺人事件だったんですが―この方が

獄中に入って、「無知の涙」という手記を出し

ました。その中に、自分が親から見捨てられ、

そして、貧困の中でいかに生きてきたかという

ことがつづられています。北海道の網走で、自

分の妹が小学校時代に、「寒いよ。お兄ちゃ

ん、寒いよ」と言ったその妹に、自分のあるか

なしかの毛布をかけてあげた。そういう極貧の

少年時代を過ごして、自分の考え方がとうとう

そういう環境の中でまとめ切れずに犯罪を犯し

てしまったという話であります。私は、法哲学

的にもこういう人を罰してもいいのかなという

思いを抱いたわけですが、そういう話を常任委

員会でしたら、刑事の方が私のところに来られ

て、「太田さん、私たちも犯罪者と話してみ

て、相手の生い立ちなどを聞いて、同情して、

涙を流したことがあります。そのことによって

相手の犯罪者が私のことを信頼して、全部自白

してくれました」という話を聞いたときに、刑

事の方々も人生の中でいろんなものを知ってお

られる方じゃないかなと思い、ぜひ、そういう

警察の取り調べの中の教訓みたいなもの、世の

中に訴えていってもらいたいようなことを文集

にしたりして出すことはできぬものかなと思っ

たところであります。そういった経験、体験を

世の中に公表して、教育現場でもぜひ生かして

ほしいと思いますが、本部長、どうでしょう
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か。

○警察本部長（野口 泰君） 被疑者の生い立

ちなど、取り調べで知り得た内容につきまして

は、地方公務員法上の守秘義務や、被疑者の名

誉、プライバシーの保護の観点から、公表する

ことについては難しいものがございます。な

お、警察におきましては、少年に対するモラル

教育は大変重要であるとの認識を持ち、知識や

経験を生かしながら、非行防止教室や少年に手

を差し伸べる立ち直り支援事業等を行うことに

より、少年の規範意識の醸成を図っているとこ

ろでございます。

○太田清海議員 わかりました。なかなか難し

いと思いますが、うまいぐあいにやっていただ

きたいなと思います。今、非行防止教室とか立

ち直り支援事業とかいうことを言われました

が、その実績とか活動状況についてお伺いいた

します。

○警察本部長（野口 泰君） 非行防止教室に

つきましては、警察官や少年補導職員が小学

校、中学校、高等学校等に赴き、平成26年度

が、303校の生徒・児童約５万人に対して延

べ448回、平成27年度は１月末現在で、272校の

生徒・児童約３万4,000人に対して延べ382回実

施しています。少年に手を差し伸べる支援事業

につきましては、警察職員や少年警察ボラン

ティア等が連携し、平成26年度が11回、延べ61

名の少年に対し、平成27年度は現在までに11

回、延べ59名の少年に対し、農業体験や社会奉

仕等の活動を実施しています。

○太田清海議員 わかりました。警察としてこ

こまでやっていただけるんだなと思う気持ちで

あります。農業体験とかもあるようですが、ぜ

ひ活用していただきたいと思います。

続きまして、教育行政ではありますが、ＬＧ

ＢＴ（性的少数者）の問題に関して質問したい

と思います。

平成26年６月議会で私の娘のことについて話

をしましたが、実は私はほとんど勉強していな

くて、思わず言ってしまったことではあるんで

すが、その後、いろんな方にお会いして勉強さ

せられました。ＬＧＢＴ、Ｌはレズビアン、Ｇ

がゲイ、Ｂがバイセクシュアル、Ｔがトランス

ジェンダーで、レズビアンという言葉も、レズ

と言ってはいけませんよと注意を受けました。

レズビアンと最後まで言ってくださいというよ

うなことで……。

それで、経産省の職員が上司から、性別適合

手術を受けないのなら男に戻ってはどうかとい

う言葉等を吐かれて、裁判になっております。

心が女性であったり、男であったり、戻れない

んですね。心は戻れない。体はどうにか手術が

あって変化はできるかもしれないけれども、経

産省の上司の方もちょっとそこがわからなかっ

ただけのことで、責めようとは思いませんが…

…。総合政策部長に、性的少数者（ＬＧＢＴ）

に関して、総合政策部では、宮崎県人権教育・

啓発推進方針の改定後、どのように対応してい

るのかということをお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 宮崎県人権教

育・啓発推進方針におきましては、性的少数者

に対する差別や偏見を解消し、その人権を守る

ために、周囲の人々の理解を深めていく教育・

啓発活動の推進を図ることとしております。こ

のため、総合政策部といたしましては、県幹部

職員等研修はもとより、民間企業等の人権担当

者養成講座において、性的少数者をテーマとす

る研修を実施するとともに、県民を対象とする

人権啓発講演会等において性的少数者に関する

講演を実施するなど、啓発に努めているところ
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であります。また、情報誌「じんけんの風」に

関連記事を掲載するとともに、県立図書館のパ

ネル展示や市町村での巡回啓発展等で関連パン

フレットを配布するなど、広く啓発を行ってお

ります。

○太田清海議員 ありがとうございました。私

もＬＧＢＴ、それぞれの人たちに、本当に宮崎

県にもいらっしゃるんですよねということで、

お会いしました。県議会でも会うことができま

したけど、関連して教育長のほうにお伺いした

いと思います。性同一性障がいについて文部科

学省から通知がありましたけれども、その後の

対応について、教育長にお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 性同一性障がいのあ

る児童生徒については、学校生活を送る上で、

その子供それぞれの状況に応じた支援が求めら

れます。そのため、県教育委員会といたしまし

ては、まず、教職員が性同一性障がいについて

正しく理解することが重要であると考え、文部

科学省通知文や関連資料を県内全公立学校に配

付し、その資料を活用した校内研修等を実施す

るよう指導いたしたところであります。また、

県内全公立学校長を対象とした研修会におい

て、具体的な支援とか対応、例えば、他の児童

生徒が使用しない部屋での更衣や多目的トイレ

等の利用などの事例等を周知いたしたところで

あります。今後とも、各学校が医療機関とも十

分連携を図りながら、児童生徒一人一人の心

情、例えば、打ち明けづらさだとか、あるいは

周囲の誤解等で悩み苦しむ、そういう心情に配

慮して、きめ細かな対応に努めるよう学校を指

導してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。文

科省の通知を私も読んでみましたが、いろんな

パターンで書いてあって、いいのではないかな

と思います。ぜひ頑張っていただきたいと思う

んです。

この問題については、体験者の声なんかもぜ

ひ伝えたいと思うんですが、もう時間がありま

せんので、２つの例だけ挙げますと、昨年の12

月、宮崎大学で、学校の生徒さんたちが催した

ＬＧＢＴのトランスジェンダーの方の講演会が

ありました。私も行きましたけど、その中で、

ある女性の方が講演されたんです。名前は明か

せませんけれども、自分をさらすということ

で、きちっと話をされました。その子が中学校

時代、男の学生服を着ていたんだけど、自分は

女性であった。同級生の男の子が、男の子と

思っていじめをするわけですね、ちょっとな

よっとしているから。ヘッドロックをやるわけ

です。首を絞められながら、「私は女の子なの

に、その相手の子は男だから半端じゃないんで

すよ、その力は」と言われた言葉、「半端じゃ

ないんですよ」という言葉、相手の子もわから

ないからそうしてしまうんですけど、そういう

言葉を聞いたときに、みんな本当に涙を流しま

した。そういう子供さんたちがいらっしゃった

りするんだなと。

それからもう一つは、県議会にも来てもらい

ましたが、女の子で生まれて、私は男だという

人が２人来られたんですけど、その人の話を聞

いたら、自分がだんだん女性化していくのがい

かんと思って、空手やら、筋肉をつけるという

ような運動もしながらの子が、あるところに就

職したわけです。面接を受けたんです。事前に

写真やら出して。そして、その中で初めて、私

は男なんですよということを言って、面接室の

ドアを閉めた途端に、面接官の人たちの声が聞

こえてきたそうです。「ほら、俺が言うとった
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とおりじゃろうが」という声が聞こえてきたん

です。恐らく写真等を見ながら、この子は

ちょっとおかしいんじゃないか、違うんじゃな

いかというようなことを事前に話していたんだ

ろうと思うんです。そういう声が聞こえてきた

ときにがくっときたと言いました。もちろん就

職はできませんでしたけど、その子が、「私た

ちはなぜ、女であること、男であることの承認

を受けながら生きていかなければならないんで

しょうか」ということを私に言われたときに、

私も返す言葉がありませんでした。ただ、こう

いう事実を知っていただくと、もっと世の中が

優しくなるのではないかな。経産省の職員の上

司だって、ただわからないからそういうことを

言ったということで、そういう緩やかな、優し

い社会になってほしいなと思います。

以上で、このテーマについては終わらせてい

ただきます。

次に、県土整備部長にお伺いしたいと思いま

す。

延岡に長浜海岸、方財海岸がありますが、侵

食があるということで、長浜海岸については、

延岡新港に落ち込んだ砂は売り飛ばさない。そ

れはもとに戻して養浜をしますということで、

かなり改善されたと思います。これは永続的に

続きますけど、当面はやむを得ないかなと思っ

ています。ただ、もう一つ問題が出てきたの

は、北の方財海岸のところに砂州ができている

わけです。それをずっと同じように売り飛ばし

ていたという事実もあるようですが、これは本

来返したりすることが必要だろうと思います。

その実態をお聞きしますが、方財海岸に隣接す

る五ヶ瀬川河口において堆積した土砂の採取が

行われているが、過去10年間でどれくらい採取

しているのか。ちょっと私もわかりませんの

で、それは10トンダンプトラックで何台分にな

るのかということをお聞きしたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 五ヶ瀬川河口

における土砂採取につきましては、当該箇所

が、国管理の河川と県管理の港湾の重複する区

域でありますことから、国が砂利採取法による

認可と河川法の許可を行い、県が港湾法の許可

を行っております。今年度までの過去10年間の

土砂採取量は、合計で22万9,000立方メートルと

なっております。また、この量は、10トンダン

プトラックに換算をいたしますと、約４万6,000

台に相当いたします。

○太田清海議員 ４万6,000台というと、相当な

トラックが行き来したことになるわけですね。

どのくらい県の収入になっているかということ

をお聞きしたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） この土砂採取

に係る料金は、2,999万円となっております。

○太田清海議員 わかりました。海岸侵食で予

算を投入するより、養浜という視点でやったほ

うがいいんじゃないかと思うんですが、方財海

岸の侵食対策について、今後どのように取り組

んでいくのかということをお伺いしたいと思い

ます。

○県土整備部長（図師雄一君） 方財海岸につ

きましては、平成16年や平成17年に襲来した台

風によりまして、著しく侵食を受けたことか

ら、平成19年度から、延岡新港のしゅんせつ土

砂を搬入して養浜を行っているところでありま

して、汀線測量などの定期的な観測結果から、

季節的な変動はあるものの、現在のところは比

較的安定した状況にあり、この養浜の効果が出

ているものと考えております。しかしながら、

今後の方財海岸の保全のあり方を検討すること

は大事なことであると考えておりますので、海
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岸の状況をより正確に把握するため、現在行っ

ている観測による地形変化の確認に加えまし

て、砂の移動状況を確認するための調査なども

実施してまいりたいと考えております。今後と

も、国や関係機関などとも十分連携を図りまし

て、方財海岸の保全に努めてまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 砂の移動の観測調査をすると

いうことでありますので、一つの前進とは見て

おりますが、私の感覚としては、テトラポット

から砂が落ち込んだら戻せない。私はそれを見

たものですから、あそこに矢板を打ち込んでみ

るだけでもかなりの効果が出るんじゃないかと

思い、そんなのを含めて検討していただきたい

と思っております。わかりました。

続きまして、同じく県土整備部長にお伺いし

ます。去年の２月に、延岡の南道路の周辺の住

宅地に大型車が流入しているということで、南

向きのランプをつけたらどうかということを提

案したことがありますが、そういった問題を解

決するためにその後どのように取り組んでおら

れるのか、お聞きしたいと思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 延岡南道路の

周辺道路に大型車が流入し、沿線の住宅地にお

いて、騒音や交通安全上の問題が生じているこ

とは承知しているところであります。このた

め、現在、国と県、延岡市におきまして、当該

地域における道路交通の課題を共有し、課題解

決に向けた方策について検討することを目的

に、「延岡南地区道路行政合同打ち合わせ」を

継続的に開催しているところであります。県と

いたしましては、今後とも、国や延岡市と連携

を図り、周辺の交通状況や地域の実情等を踏ま

えながら、どのような対応ができるのか、引き

続き検討してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。なかなか難し

い問題はあろうかと思います。ぜひ、一歩一歩

前進させていただきたいと思います。

次に、福祉保健部長に難病の問題についてお

伺いしたいと思います。

このたび制定される障がい者差別解消に関す

る条例においては、障がいのある人に難病の方

も含まれているのかどうか、お伺いしたいと思

います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 今議会に提案

しております「障がいのある人もない人も共に

暮らしやすい宮崎県づくり条例」は、障がいの

ある方が、障がいを理由として差別されること

なく、また、障がいのあるなしにかかわらず、

誰もがお互いを尊重し、支え合いながら、住み

なれた地域で心豊かに生活できる社会づくりを

目指すものであります。この条例では、障がい

のある方として、身体障がい、知的障がい、精

神障がいのみならず、その他の心身の機能の障

がいのある方も含め、さまざまな障がいのある

方を幅広く対象とすることとしておりますの

で、難病のある方についても含まれることとな

ります。

○太田清海議員 難病の方も含まれるというこ

とで了としたいと思いますけれども、できたら

条例の中にそういう言葉があったほうがいいの

かなという気がいたしました。というのは、長

崎県、沖縄県の条例では、障がい者の定義の中

に難病というのが入っておるものですから。た

だ、入っておるということで了といたします。

次に、この条例によって、難病の方に対し

て、公的機関や民間事業者に求められる対応と

してどのようなことが想定されるのか、お伺い

したいと思います。難病というのは外から見て

なかなかわからないものですから、どういうこ
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とを想定されているのか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 条例におきま

しては、障がいを理由とする不利益な取り扱い

の禁止に加えまして、障がいのある方への合理

的な配慮を行うことも求めることとしておりま

す。難病のある方に対する不利益な取り扱いの

例といたしましては、難病であることだけを理

由に雇用しないことなどが挙げられようかと思

います。また、合理的な配慮の例といたしまし

ては、本人から申し出があった場合、事業主の

負担になり過ぎない範囲で、仕事量の調節や通

院のための休暇の取得、あるいは勤務日の時間

調整といった柔軟な勤務形態とすることなど

が、必要な配慮として想定されるものと考えて

おります。そのほか、さまざまな対応が想定さ

れるところでありますので、今後、相談事例等

を積み重ねながら、障がいのある方への合理的

な配慮の事例等の周知に努めてまいりたいと考

えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

次に、福祉施設の問題についてお伺いしたい

と思います。福祉施設職員からの情報提供につ

いて、昨年、27年の６月議会で質問を行いまし

たが、その後の状況についてお伺いしたいと思

います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） ６月議会以降

におきましても、施設内部の職員からはさまざ

まな情報が寄せられております。そのうち、不

適正な運営に関する情報については、従来同

様、調査・確認を行いまして、必要に応じて監

査を実施しているところであります。なお、監

査等を行う際には、情報元が特定されることの

ないよう情報提供者に配慮して、慎重な対応を

行っております。施設職員からの情報提供は、

利用者に対する適切な処遇や適正な施設運営を

確保する上でも重要な役割を果たすものであり

ますので、今後とも、施設職員が安心して県に

相談等ができるように、日々の業務を通じて、

信頼関係の構築に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。公益通報者保

護法というのもできましたので、そういう範囲

の中で、うまいぐあいに不正を未然に防ぐとい

う立場からお願いをしておきたいと思います。

それから次に、小規模の介護サービス事業所

では、人的な余裕がない場合が多いことなどか

ら、介護職員が研修に参加しづらい状況もある

と聞いておりますが、県はどのように取り組ん

でいくのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 介護人材の定

着を促進するためには、研修の機会を確保する

ことによりまして、職員が多様化・高度化する

利用者ニーズに対応できる力を養っていくこと

が重要でありますが、お尋ねの小規模事業所に

おきましては、御指摘のとおり、人的体制や費

用負担、開催場所などの理由から、研修への参

加が困難な状況が見られるところでございま

す。このため、県におきましては、来年度予算

案の新規事業におきまして、小規模事業所の介

護職員を対象に、講師が県内５地域に夜間に出

向きまして、無料で研修を開催することとして

おります。今後とも、研修に参加しやすい環境

づくりに努めまして、必要とされる方が必要な

研修に参加できるように配慮してまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 わかりました。いろいろ聞い

てみますと、自分が研修に行ったりすると周り

の人に迷惑をかけるとかそういう思いで、なか

なか自分のスキルアップができないというジレ
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ンマもあるようです。すぐにやめてしまうとい

う問題もあるから、恐らく待遇改善なんかをし

ながら改善していかないかんのかなと思います

が、ぜひ、そういう体制を構築していただきた

いと思います。

最後の質問になりますが、５つほどありま

す。県の「当初予算案の概要について」の中に

書いてありましたけれども、県立学校における

エレベーターの設置ということで、県立延岡高

校にエレベーターを設置するということであり

ました。大変うれしく思っております。県立学

校におけるエレベーターの設置状況について、

現状をお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立学校において、

階段での移動が困難な障がいのある児童生徒が

入学した際には、教室の配置がえ等の配慮をい

たしておりますが、それでも教室間の移動等で

支障を来す場合などには、予算措置が可能な限

り、エレベーター等を設置してきているところ

であります。県立学校におきましては、平成26

年度までに、高等学校７校、特別支援学校５校

の計12校にエレベーターを設置しており、本年

度も、高等学校１校、特別支援学校１校の整備

を行っているところであります。なお、特別支

援学校におきましては、今年度の整備により、

現在、教室間の移動の際にエレベーターを必要

とする肢体不自由の児童生徒が在籍する学校に

ついては、全てエレベーターが設置されること

になります。

○太田清海議員 ありがとうございました。県

立延岡高等学校におけるエレベーターの設置事

業の整備内容についてお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 当初予算でお願いい

たしております、県立延岡高等学校におけるエ

レベーター等設置事業につきましては、階段で

の移動が困難な生徒が在籍しておりますことか

ら、普通教室棟にエレベーターを設置すること

を計画いたしております。また、教室から体育

館等への移動についても支障を来しております

ことから、円滑に移動するための渡り廊下も整

備したいと考えております。さらに、体育館付

近には多目的トイレを設置する予定でございま

す。これらの整備を行うことにより、バリアフ

リー化を推進してまいります。なお、整備に当

たりましては、一定の工期が必要ではあります

が、学校と調整を図りながら、必要とする生徒

さんが早目に使用できるよう進めてまいりたい

と考えております。

○太田清海議員 ありがとうございました。延

岡高校はメディカルサイエンス科ができて、ま

たいろんな思いを持った子たちが応募してきて

いると思います。私が知っていた子供さん、お

母さんにお会いしましたが、障がいがあって、

延高に入学したい、医者になりたいということ

で、教育長にもお会いされ、知事にもお会いし

たというふうに聞いています。そういう結果と

して延高にエレベーター設置ができたことを、

本当に母子ともども喜んでおられました。その

子供さんに、医者になるかと聞いたら、頑張り

ますと言っていましたので、そういう思いをぜ

ひ遂げていただきたい。そういう配慮をしてい

ただきましてありがとうございました。

続きまして、特別支援学校におけるチャレン

ジ検定は、具体的にどのようなことを行うのか

伺いたいと思います。これもテレビで放映され

まして、私のところに医療機関から、「どうい

うことですか。これはうちも採用したいが」と

いう問い合わせもあったものですから、内容に

ついてお聞きしたいと思います。
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○教育長（飛田 洋君） チャレンジ検定は、

特別支援学校高等部の生徒の自立と社会参加を

目指し、就労に向けた技能の習得や意欲の向上

を目的として、平成25年度より実施している本

県独自の取り組みでございます。検定の具体的

な内容は、布やモップ等を使った清掃の技能を

検定する「メンテナンス」、注文や飲み物の配

膳等の技能を検定する「喫茶サービス」、文書

を間違いなく封筒に入れることや宛先の仕分け

等の技能を検定する「事務サービス」、商品の

検品や補充等の技能を検定する「商品管理」の

４つを実施いたしております。この検定では、

１級から10級までの認定証を授与いたします

が、級の認定においては、清掃会社の専門家等

による審査をお願いし、厳正な評価を行い、実

施いたしております。この検定で培った技能や

意欲は、どの職場でも求められる職業スキルの

基礎力になるものと考えております。子供たち

の検定に臨むあの緊張した姿、あるいは誇り、

自信、手応え、そんなものが表情から見てと

れ、しっかりやっていきたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。チャレンジ検

定による効果と今後の取り組みについてお伺い

したいと思います。

○教育長（飛田 洋君） チャレンジ検定で高

い評価を受けた生徒の多くは、福祉施設やスー

パーマーケットなどに就職しております。特別

支援学校高等部卒業生の就職率は、本県は、10

年前は全国との差が８ポイント以上ありました

が、平成26年度は、全国並みの27％と向上いた

しております。この検定の取り組みも、就職率

の向上につながっているものと考えておりま

す。これまで３年間かけて、検定の研究・開発

を行ってまいりました。今回、新規事業とし

て、「キャリアアップ！特別支援学校高等部生

就労・自立支援事業」をお願いしているところ

でありますが、来年度から、チャレンジ検定へ

の特別支援学校の参加を一層拡大するために、

検定を２会場から４会場で本格実施してまいり

たいと考えております。さらに、多くの方々に

この検定を知っていただき、新たな雇用先の開

拓を図っていくために、企業等のための学校見

学会を全ての特別支援学校において開催すると

ともに、宮崎県工業会が主催する「みやざきテ

クノフェア」において、検定上位者のデモンス

トレーションを行ってまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 わかりました。実は、先週の

自民党の丸山議員の代表質問の中で、宮崎県は

平均よりおくれていたけれども、８ポイントほ

ど上がったということで、私、それを聞いたと

きに、大したものだなと。なかなかパーセント

は上がらないんですよね。これを上げたという

のは大したものだなという思いで、そのことを

褒めてあげようかなと思ったら、答弁の中でそ

れが出ておりましたので、よくわかりました。

ぜひ頑張っていただきたいと思います。障がい

者の方々に夢を与えるように、ぜひお願いした

いと思います。

最後に、県立普通科高等学校の補習科につい

てお伺いしたいと思います。公明党の新見議員

の代表質問の中で、現役の課外の問題が出され

ておりましたが、私は卒業生の補習科について

お伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 高校を卒業した生徒

が、大学受験の挫折を乗り越え、翌春の合格を

夢見て学ぶ補習科は、現在、宮崎市内の普通科

高校３校に開設されておりまして、今年度は75

名の生徒が在籍いたしております。補習科の設
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置に当たりましては、親しんだ学びやで引き続

き学びたいという生徒たちの強い願いにより、

各学校がＰＴＡ等からの依頼を受け開設してお

り、その学校の卒業生に加え、他校の卒業生に

も学びの機会を提供いたしているところであり

ます。

実は、私もかつて補習科の担任をさせていた

だきました。その授業を閉じる閉講式に謝辞を

贈ってくれた代表生徒の言葉を紹介させていた

だきます。「この補習科を設置していただいた

ＰＴＡや学校の先生方、そして、やる気をなく

したとき明るく応援してくれた後輩たちに、あ

らゆる場面で支え続け温かく見守ってくれた両

親に、お互いに励まし合い、競い合った補習科

の仲間たち全てに感謝をしたいと思います」。

多くの生徒が壁を乗り越え、それぞれの夢をか

なえ、周囲への感謝の思いを胸に大学へと進学

する姿を見ておりますと、補習科には補習科な

らではの学びがあると考えております。

○太田清海議員 わかりました。なかなか難し

いことは、民間事業者も同じような作業をして

いますので、その辺のすみ分けの問題、それか

ら、公教育というのは貧しい方にも提供してあ

げないかんという、その思いの接点のすみ分け

のところだろうと思うんです。今後、そういっ

たところの問題がないように配慮しながら、ま

たお願いしたいと思います。

最後でありますが、派遣労働の問題をよく取

り上げてきましたけれども、宮崎労働局の資料

の中に、派遣労働……(２回目ブザー）

以上で終わります。失礼いたしました。（拍

手）

○中野 明副議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党、宮崎市選出の右松隆央でございます。私淑

する西郷隆盛公の教訓を後世に伝えるために記

された「南洲翁遺訓」の中に、次のような言葉

が書かれてあります。「政の大体は、文を興

し、武を振ひ、農を励ますの三つに在り。其他

百般の事務は、皆此の三つの物を助るの具

也」。明治維新から148年たつ今日の時代に言い

かえれば、「文を興す」とは、教育によってい

かに有為な人材を育成していけるか、すなわち

人づくりのことであり、「武を振う」とは、世

界に伍していくための防衛・外交の力を問うて

おり、「農を励ます」とは、私たちが生きてい

く上で欠くことのできない「食」につながる農

業の重要性を説いているわけであります。時代

は変われども、人づくり、外交・防衛、そして

食につながる農業、この３つは、まさに政治の

要諦と言っても過言ではありません。

今、その農業が大きな岐路に立たされており

ます。「食料安全保障」という言葉が示すよう

に、農業の振興をおろそかにするということ

は、国力の衰退を意味するわけであります。農

業が基幹産業であり、食料供給基地を自認する

本県にとって、ＴＰＰという、米国を初め、太

平洋を取り巻く国際社会の大きな潮流に逆らう

ことができないとするならば、いかに我が国の

農業、そして地域農業が国際競争に打ち勝って

いけるのか。国と自治体が最大の努力を払っ

て、責任ある対策、その場しのぎではない将来

につながる農業施策を講じ、農業者・団体と一

体となって強い農業をつくるほかないわけであ

ります。

ＴＰＰが起爆剤となる農政新時代において、

強い農業を実現するために欠くことのできない

方向性としては、昨年９月の一般質問でも強調

させていただきましたが、すぐれた経営感覚を

持つ経営者としての農業者を育成していくこ
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と、そして、飼料や生産資材も含めた農業・畜

産コストの削減、さらには、戦略的輸出体制の

整備、あわせて流通体制の改革を進めて、いか

に農家の所得向上につなげていけるか、これら

が大きなポイントになってくるものと考えてお

ります。農家の努力では対応できない分野の環

境を整えることが政治の役割だと言える中で、

ＴＰＰ対策における政府の動きと、本県のＴＰ

Ｐ対策の取り組み状況について掘り下げてまい

りたいと思っております。

まずは、知事に伺いたいと思います。国の予

算編成において、農水省は28年度当初予算で、

前年度比１億円増の２兆3,091億円を確保すると

ともに、今回の補正予算では、ＴＰＰの国内対

策として3,122億円を計上したところでありま

す。その中身について、どこをポイントに、ど

う評価され、ＴＰＰ対策費の補正の効果を農業

現場にどのように引き出そうと考えておられる

のか、伺いたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ＴＰＰへの対応についてであります。今回の

国の補正予算で措置されましたＴＰＰ関連対策

には、ＴＰＰの大筋合意後、全国に先駆けて昨

年11月12日に、私みずから農林水産省を訪問し

て要望しました、国際競争を勝ち抜く生産体制

の強化や、攻めの輸出体制と６次産業化の強化

などに対する具体的な施策が盛り込まれてお

り、一定の評価をしているところであります。

県といたしましては、これら国の予算を活用

し、畜産の生産体制の強化や、収益性の高い施

設園芸の産地づくりなどに全力で取り組みます

とともに、国の当初予算で増額されました農業

農村の基盤整備にもしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。これらの対策につい

て、生産者や関係団体等と連携して取り組み、

収益性の高い生産体制の整備や、攻めの姿勢に

基づく輸出の促進を図るとともに、国に対し

て、引き続きＴＰＰ対策の予算確保を要望し、

ＴＰＰに負けない競争力のある本県農林水産業

を築いてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○右松隆央議員 今、知事が述べられた、例え

ば耕地の基盤整備であれば、確実にＴＰＰ対策

で増額編成となるこの時宜を逸せずに、県が負

担する裏負担の枠を多少引き上げてでも国の予

算を獲得し、本県農業の競争力を将来的に強く

していく。私は、その一つ一つに、知事の県政

運営への哲学、あるいは国の予算獲得への大き

な手腕が求められているというふうに考えてお

ります。今回、耕地の基盤整備につながる農業

農村整備の土地改良事業において、28年度当初

予算が前年度比で209億円上回る2,962億円で、

かつ、今回の補正でも990億円を計上し、合わせ

て1,199億円もの増額編成になっております。本

県としては、まさに農政新時代を築くと意気込

む国の増額編成に乗っかって、他県に先んじて

基盤整備率の向上にしっかりとつなげていかな

ければならないことは、当然のことであると考

えています。

そこで、国の今回のＴＰＰ対策補正予算の中

で、基盤整備において370億円計上された水田の

大区画化は、生産コストが60キログラム当た

り9,600円を下回ることが実施要件で、25年度が

１万7,616円の本県では活用できない事業になっ

ております。しかし、本来は、国全体の基盤整

備の将来的な底上げを図っていくことを鑑みれ

ば、実施要件の設定に本県の要望も伝える必要
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があると考えております。一方で、もう一つの

平場、中山間地域向けに406億円計上された水田

の汎用化、畑地の高機能化等は、全国での要望

が超過したのか、直前で測量設計などが対象外

となり、本県では、44地区を要望した中で32地

区、国費分で９億4,000万円という割り当てに

なっております。すなわち、合わせて776億円の

うち、本県配分は９億4,000万円になるわけであ

ります。これらを踏まえて、来年度の取り組み

をどう推進させるのか、農政水産部長に伺いた

いと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農業基盤整備

に関するＴＰＰ対策につきましては、国際競争

力を強化し、将来の担い手を育成するために、

御指摘にもございましたけれども、「水田の大

区画化」と「水田の汎用化、畑地の高機能化」

の２つの柱から成る対策が打ち出されておりま

す。このような中、県では、水稲単作ではな

く、さまざまな品目が作付可能な本県の実情か

ら、「水田の汎用化、畑地の高機能化」の事業

で補正予算を要望いたしましたが、今回の補正

では、工事が優先され、測量設計のみの地区は

予算づけが見送られたところでありまして、来

年度に向けて、関係市町村及び地元と連携を図

りながら、万全の準備を期したいと考えており

ます。

また、本県農業の国際競争力を強化し、農業

の成長産業化を図るためには、基盤整備は極め

て重要であると認識しておりますので、基盤整

備のおくれている本県の実情、それから将来の

大区画化の必要性など、本県の実情を国にしっ

かりと伝えるとともに、予算の確保と本県への

重点配分を強く要望し、予算の獲得に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ万全の準備で、この時宜

を逸せずに予算の確保に臨んでいただくよう、

要望させていただきます。

続いて、ＴＰＰ対策において、国も極めて重

要視している、戦略的輸出体制の整備について

伺っていきたいと思います。農水省や自民党の

骨太ＰＴにおいて、輸出増に向けた議論が本格

的に開始される中で、その大きな論点として、

輸出をいかに農家の手取りの向上につなげてい

けるのか。そのためにも、流通や価格など、輸

出の構造的な課題が大きくクローズアップされ

ております。「輸出をふやすことで誰がもうか

るのか。成果は生産者にもしっかり返す形で、

さらなる生産意欲につなげていくことが重要」

とし、「輸出ではもうからないという生産者の

発想を変えなければならない」「産地と輸出先

の価格を調べ、流通経路も含めて、どこが利益

を得ているのか、しっかりと把握していく必要

がある」と、輸出増を農業所得の向上に結びつ

けていくことの重要性が問われております。

私も、上海や香港のスーパーに視察で行きま

したけれども、本県のみならず、日本の農畜産

物が売り場で驚くような高値をつけているもの

を数多く目にしてまいりました。一方で、農業

者段階での価格は、多くの場合が国内販売向け

と変わらないとされておりまして、農家へのメ

リットが十分に還元されていないのが実態であ

ろうと考えております。輸出業者の話によれ

ば、「輸出先国の卸に支払う手数料や現在の輸

出体制が、輸出国の仲介業者を通じて小売店ま

で届けられる物流が主流になっており、業者を

経由するたびに最大５割程度の中間マージンが

取られ、店頭価格が高値になってしまう」との

ことであります。ジェトロの24年度の調査によ

れば、日本の生産者が１頭72万円で販売した和

牛肉の価格が、輸出先のシンガポールの小売段
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階では、３倍近い204万円までに膨らむ事例が

あったとされております。

そこで、農政水産部長に、本県農水産物の輸

出増に向けて、仲介手数料や輸送コストなど、

物流費全般が具体的に輸出に及ぼす影響、並び

に輸出を農家の所得向上に結びつける必要性を

どのように認識しておられるか、伺いたいと思

います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 急速に国際化

が進展する中で、本県農水産物の輸出を農家所

得の向上に結びつけるためには、議員御指摘の

とおり、物流費全般を低減し、輸出先国での価

格競争力を高めることが極めて重要であるとい

うふうに認識しております。例えば、香港に青

果物を船便で輸出する場合を例にとりますと、

農林水産省の試算ではございますけれども、国

内の輸出商社の手数料が15％、輸出先国への通

関費用も含めた輸送コストが37％、海外の輸入

商社の手数料が約24％など、輸出に要する経費

が、国内卸価格にトータルで76％も加算される

ことになることから、これらの削減が大きな課

題となっております。このため、県といたしま

しては、輸送コストや中間業者の手数料などの

低減を図り、農家所得の向上にしっかりと結び

つける必要があると、そのように認識しており

ます。

○右松隆央議員 ぜひこれからも、物流コスト

については継続的に調査をお願いしたいと思っ

ております。

そういった中で、海外の小売価格の大幅な低

下を果たした事例として、例えば福岡県の「あ

まおう」が、シンガポールの伊勢丹百貨店と輸

送会社との物流連携で、日本円で２パック5,600

円を2,500円に半減させた例も出てきておりま

す。また、農産物のロットが不安定なため、規

格が限られている船便のコンテナを満たすこと

ができずに、容量があいた分の輸送費が価格に

転嫁されていることから、複数産地が連携して

さまざまな農畜産物を仕入れて、通年での輸出

体制を整備し、輸送のロス軽減につなげている

取り組み事例も出てきております。

そこで、物流改革で価格を抑えることで、富

裕層以外の販路の拡大につなげるとともに、農

家の所得向上にも結びつけていくことが重要と

考える中で、輸送会社との連携や、複数産地と

一緒になって輸出体制を構築するなど、物流の

見直しにどのように取り組んでいかれるか、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農水産物の輸

出拡大を農家所得の向上に結びつけていく上

で、手数料の削減や複数産地の連携による物流

体制の効率化は重要な視点であります。このた

め、県におきましては、海外への物流ネットワ

ークを有するヤマト運輸、ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ

等と昨年、連携協定を締結したところでありま

す。この物流ネットワークでは、特に、消費者

やレストラン等への直接販売といった小口取引

においてコスト削減が期待できますことから、

鮮度を保持したまま輸送できる特性を生かし

た、新たな輸送体制の構築に向けた取り組みを

進めてまいりたいと考えております。また、Ｊ

Ａ宮崎経済連が中心的な役割を果たして設立さ

れました九州農水産物直販株式会社では、博多

港等から本県産のカンショを初めとする九州産

農産物を取りまとめて輸出する取り組みを、昨

年11月から開始したところであります。県とい

たしましても、今後さらに、九州各県の産地と

の連携を図り、効率的な輸出体制の構築に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 双方とも昨年から緒についた
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ばかりですが、大変評価のできる取り組みだと

いうふうに感じております。大事なことは、そ

の本県の取り組みが農家の収入アップまでしっ

かりとつながることであります。ぜひ、宮崎モ

デルと言われるぐらいの本県農畜産物の戦略的

輸出体制の確立に取り組んでいただきますよ

う、お願いをいたします。

同じく、輸出拡大における今回の農水省の補

正予算についてであります。ＴＰＰの関連政策

大綱に掲げた米、牛肉、青果物、茶など、重点

品目ごとに輸出に取り組む事業者団体を後押し

する「農畜産物輸出促進緊急対策事業」、並び

に輸出拡大に必要な施設の整備を支援する「農

畜産物輸出拡大施設整備事業」が、それぞれ88

億円、43億円と、今回新たに盛り込まれており

ます。事業実施主体としては、採択基準が設け

られて、公募により選定された事業者団体とあ

ります。

そこで、今回のＴＰＰ対策に係る補正で、農

林水産物の輸出拡大に向けて予算化した新規事

業における本県の取り組み状況について、農政

水産部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 今回の農林水

産省の平成27年度補正予算では、農林水産物の

輸出促進緊急対策といたしまして、131億円が予

算措置されたところでありますが、このうち、

地域が取り組める事業といたしまして、茶や水

産物の輸出に係る取り組みや、農畜産物の施設

整備に係る事業などが創設されております。今

回の補正予算で措置された事業に対しまして

は、茶や畜産などで活用の検討を進めておりま

したが、事業主体の準備が整わなかったことな

どにより、現在、国に申請している県内の団体

は残念ながらございません。今後とも、現在輸

出に取り組んでいる団体等に加えまして、新た

な事業者も掘り起こし、各種輸出関連事業の周

知・啓発や事業計画の策定支援などを行い、平

成28年度以降の国の輸出促進関連予算の有効活

用を図ってまいりたい、そのように考えており

ます。

○右松隆央議員 輸出事業に乗り出したい民間

事業者等は、県内にも相当数いるわけですの

で、今答弁されましたように、新たな事業者の

掘り起こし、そして周知の徹底を図っていただ

いて、文字どおり、オールみやざきで取り組め

る輸出促進の後押しを、ぜひともお願いしたい

と思います。

海外への農畜産物の輸出拡大について、もう

一点、本県の取り組み状況を伺いたいと思いま

す。海外からのバイヤーの招聘状況でありま

す。同じ九州の佐賀県では、ＨＩＤＡ（ハイ

ダ）と呼ばれる一般財団法人海外産業人材育成

協会のパートナー候補・招聘型プログラムの一

環で、タイから青果物のバイヤー４人を招き、

圃場などの視察を行っております。佐賀の主要

産品であるイチゴ「さがほのか」を、東南アジ

ア地域の輸入卸業者や小売業者へ紹介し、輸出

の促進を図ることが目的とされ、県の担当者

も、「ＨＩＤＡ事業に採択されたことにより、

タイに販路を有する有力なバイヤーを招聘する

ことができた。今後も、このような事業を活用

し、輸出促進の足がかりにしていきたい」と、

コメントを出しております。実は、タイへの輸

出は、福岡県、三重県、愛媛県の３産地が合同

で柑橘輸出産地間連携検討会を開いて、有望な

マーケットとして、まさに取り込もうとしてお

ります。

そこで、本県の海外バイヤーの招聘状況がど

うなっているのか、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 海外バイヤー
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の招聘は、本県の強みであります高い品質や安

全・安心への取り組みなどを直接アピールでき

ますことから、新たな取引を創出する上で、極

めて有効な手段であるというふうに考えており

ます。このため、昨年度は、香港の高級日本食

レストラン及びマカオ、フィリピンの輸入商社

からそれぞれ１名、また、タイの輸入商社から

２名の計４社５名を招聘いたしまして、宮崎牛

や豚肉などの食材の提案及び農業生産法人や食

肉加工業者等の視察を行ったところでありま

す。本年度は、シンガポールの百貨店及び輸入

商社並びに香港の輸入商社からそれぞれ１名の

計３社３名を招聘し、宮崎牛やブリ、漬物など

の生産者との商談及び地ビール工場などの視察

を行っておりまして、さらに、来月には、Ｅ

Ｕ、アメリカ等からバイヤーを招聘し、食肉セ

ンター等への視察も予定しているところであり

ます。今後とも、関係機関・団体や生産者との

連携のもと、本県農水産物の輸出拡大に向けた

バイヤーの招聘に、さらに取り組んでまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、今後もさまざまなルー

トを活用しながら、活発にバイヤーの招聘に努

めていただきたいと思います。

続いて、ＴＰＰで圧倒的な経営規模を誇る豪

州、米国、ニュージーランドからの輸入増加に

より、深刻な影響を与えると言われる畜産分野

の対策についてであります。ブランド化ととも

に、ＴＰＰ対策の柱となる低コスト化におい

て、まずは、和牛の肥育コストの軽減策につい

て伺ってまいりたいと思います。

和牛の肥育経営は、子牛や飼料の高騰で大変

厳しい現状であるのは承知のとおりでありま

す。全国の子牛相場が５年前の倍、飼料価格も

２割高となっている状況であります。ＴＰＰで

将来的に国産枝肉相場が下落する恐れもある中

で、コストの削減は焦眉の急と言える喫緊の課

題であります。肥育コストの削減で、所得の向

上に直結し、生産基盤の強化に向け、どうして

も不可欠な取り組みとして、肥育期間の短縮化

が大きな成果を出してきております。通常

は、10カ月の子牛を導入し、20カ月肥育して出

荷するところを、９カ月で買いつけ、18カ月の

肥育により、出荷月齢が通常の30カ月より３カ

月ほど短い27カ月になるわけであります。牛舎

の回転率が高まるとともに、事故が起きやすい

時期を迎える前に出荷できるため、事故率が平

均の半分の２～３％に抑えられるとされており

ます。短縮肥育に取り組む方も、18カ月で十分

に増体する、それ以上は事故リスクが高まると

話されております。そして、その人によれば、

１頭当たりの肥育コストは、人件費を含めて、

通常より４万円ほど安い39万円で済んでいると

いうことであります。100頭単位の規模であれ

ば、数百万から数千万のコスト削減になる計算

であります。後ほど、飼料のコスト削減策につ

いても問わせていただきますが、飼養管理にお

いても、肥育前期に粗飼料を多く与え、また、

その後、濃厚飼料を効率的に与えるなど、徹底

した個体管理で、枝肉の量・質とも20カ月肥育

したものと遜色ないクオリティーを確保されて

おります。

そこで、農政水産部長に、ＴＰＰも見据え、

肥育牛の生産コストの削減がますます避けて通

れない中で、短縮肥育における県の取り組み状

況がどうなっているのか、伺いたいと思いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 子牛価格の上

昇や配合飼料価格の高どまりが続く中で、肥育

牛の肉質を維持した上で生産コスト削減を図る
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ことは、重要な課題であると認識をしておりま

す。現在、肥育牛の生産コストのうち、最も大

きいものは素畜費、次いで飼料費であり、この

２つの合計で約８割を占めております。このよ

うな中、県内肥育農家の一部には、肥育期間を

短縮することで、飼料費を約１割程度削減して

いる事例も見受けられるところであります。県

といたしましても、肥育期間の短縮は生産コス

ト削減に有効な手段と考えておりまして、現

在、宮崎大学との共同研究において、期間短縮

が肉質に及ぼす影響などについて試験を実施し

ているところであります。今後とも、現場の取

り組み事例や研究成果を踏まえながら、肥育農

家の所得向上を目指してまいりたいと考えてお

ります。

○右松隆央議員 県の事業として、肉質の自動

判定や超音波診断等の研究をより一層進めてい

ただいて、短縮肥育による生産コストの削減に

しっかりと結びつけていただきたいと思いま

す。

さらに、本県の繁殖雌牛の分娩間隔について

伺いたいと思います。平成21年のデータで414日

となっております。この分娩間隔を、理想とす

る１年１産に短縮することが、和牛繁殖経営に

おいても生産費の大きな低減につながるととも

に、出荷頭数もふえ、利益を確保することにな

ります。

そこで、平成25年３月に策定された宮崎県畜

産新生プランにおいて、生産性の向上として、

１年１産を10年後の目指す姿に置いた上で、今

年度の数値目標が21日短縮とありますが、現在

の進捗状況を農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 宮崎県畜産新

生プランにおきましては、繁殖雌牛の分娩間隔

の短縮を重点課題と位置づけ、80戸のモデル農

家を設置し、重点的な指導を行うとともに、発

情発見装置の導入支援や、農家が繁殖成績を確

認できるシステムの構築、また、普及センター

による栄養成分に配慮した給与設計の指導な

ど、多岐にわたる取り組みを実施しておりま

す。その結果、モデル農家の中には、１年１産

を達成する農家も出てきているところでござい

ますが、県内の和牛全体で見てみますと、分娩

間隔は平成26年で417日と、目標に対して十分な

成果を得るに至っていない状況でございます。

今後は、これまでの取り組みを充実させるとと

もに、モデル農家で得られた成果を県全体に波

及させながら、関係機関と一体となって、分娩

間隔の短縮に向けてしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 和牛繁殖経営においては、分

娩間隔を短縮し、効率的に生ませることが非常

に重要にもかかわらず、今年度の目標の21日短

縮どころか、逆に分娩間隔が延びて１年１産か

ら離れ、全国平均よりも悪くなっているという

ことは、大きな課題として考えていただきたい

と思います。家畜市場においても、出荷頭数が

ふえない限り、相場の下げ要因というのはなか

なか見い出せない現状でありますので、分娩間

隔の短縮も、短縮肥育とともにしっかりと取り

組んでいただきますよう、要望させていただき

ます。

あわせて、繁殖雌牛の増頭への取り組みにつ

いて伺いたいと思います。農水省が昨年４月

に、本省内に畜産再興プラン実現推進本部を設

置し、そのもとに、繁殖雌牛増頭部会を置い

て、全国の和子牛生産頭数の減少傾向に歯どめ

をかけ、増頭に転じるための運動を展開してお

ります。その中で、都道府県に対し、今後３年

間での増頭目標の設定、並びに目標に沿った運
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動の展開が求められております。加えて、農畜

産機構において、来年度から繁殖雌牛を増頭す

る場合の奨励金が、今まで10頭未満の小規模経

営は事業に参加できなかったわけですが、３～

５戸程度の生産者集団を組織することで参加で

きるようになったところであります。

そこで、本県の繁殖雌牛の飼養頭数の直近の

推移、並びに増頭目標の設定、今後の取り組み

内容を、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 繁殖雌牛の飼

養頭数につきましては、平成23年の８万3,900頭

から、26年には７万7,000頭に減少している状況

にあります。そこで、今般策定をしております

第七次宮崎県農業・農村振興長期計画の後期計

画におきまして、目標年であります平成32年に

は、８万頭に増頭する目標を設定したいと考え

ております。この目標を達成するため、畜産ク

ラスター計画に位置づけられた、地域の中心的

な経営体が行う施設整備に対する支援や、新た

な担い手の育成、さらには、議員が御指摘され

ました、国が要件を緩和した「肉用牛経営安定

対策補完事業」の活用などにより、増頭を推進

することといたしております。肉用牛生産を基

幹産業とする本県にとりまして、この８万頭を

達成することは極めて重要であるというふうに

考えておりまして、市町村や関係機関と連携し

て、地域の実情に即した生産基盤の強化に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 農水省も、３年以内の緊急に

対応すべき重要課題として、飼料増産ととも

に、繁殖雌牛の増頭を筆頭に挙げられておりま

すので、ぜひ、取り組みへの強力な推進をお願

いしたいと思います。

畜産コストの削減において、もう一つ、欠く

ことのできない飼料の観点から伺いたいと思い

ます。やはり、一番の理想は飼料の完全な国産

化であり、かつ、輸入配合飼料にも負けない低

廉な価格を実現することにあります。国際市況

の高騰や円安に大きく振れれば、即、輸入の価

格高にはね返り、経営採算に直結するからであ

ります。飼料生産コストの削減の面から、ぜひ

本県も取り組みを進めていただきたいソフトグ

レインサイレージ、これは、収穫した飼料用も

み米を、乾燥させずにそのまま粉砕処理し、密

封保存してサイレージ化したものであります

が、畜産のプロである山下議員の代表質問と重

なりましたので、私からは、ＳＧＳの利用拡大

への支援策について伺ってまいりたいと思いま

す。

現在、ＷＣＳ稲が著しく増加しているわけで

ありますけれども、ＳＧＳの利点は、何といっ

てもコスト面でありまして、既に導入が進む東

北では、輸入穀物の配合飼料と比べても採算が

とれており、さらには、嗜好性や消化性が良好

のみならず、乳酸発酵させたことでオレイン酸

が生じて、食欲が増し、肉質もよくなったとの

声も出ております。

そこで、ソフトグレインサイレージの取り組

みを進めていく中で、２つの点について。まず

は、稲作農家と畜産農家の仲介についてであり

ます。取り組みが進む東北地方においても、飼

料用として潜在的なニーズはあるが、取引相手

がなかなか見つからず、ＳＧＳの拡大にまだ

至っていないとの指摘があります。そこで、こ

の仲介を進めるべく、マッチングフォーラムの

実施を本県でもぜひ進めることができないか。

そして、もう一点は、調製加工の担い手づく

り、すなわち、受託組織への支援措置がとれな

いものか、農政水産部長にお伺いしたいと思い

ます。
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○農政水産部長（郡司行敏君） ソフトグレイ

ンサイレージの利用につきましては、本年度収

穫いたしました飼料用米を活用して、県内４カ

所で、実際に牛に給与するなど、試験的な取り

組みが行われておりますが、開封後の保存性な

ど、高温多湿な南九州ならではの解決すべき課

題もありますことから、現在、その解決に向け

た取り組みを行っているところであります。今

後、ソフトグレインサイレージの利用拡大を進

めていくためには、これらの課題解決とあわせ

まして、議員から御指摘がございましたよう

に、稲作農家と畜産農家のマッチングや、受託

組織の育成なども必要になると、そのように考

えております。このため、県といたしまして

は、農家のマッチングにつながるセミナーの開

催や、畜産クラスター事業等を活用した粉砕機

等のＳＧＳ調製に必要な機械の導入支援など、

その利用拡大に向けた取り組みを進めてまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、畜産農家における飼料

費の軽減、そして、稲作農家における所得の向

上、飼料用米の利用促進、さらには、循環型社

会の実現に地域一体で取り組める、一石二鳥、

三鳥の可能性がＳＧＳにはありますので、取り

組みを進めていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

続いて、農水省が主食用米からの転作を進め

る補助金、産地交付金について伺いたいと思い

ます。来年から、都道府県への配分方法を見直

すことが明らかになっております。転作作物の

生産コストの低減や、収量増加などの取り組み

状況について、都道府県ごとに評価し、評価が

高いほど手厚く配分されるようになるとのこと

であります。政府の28年度当初予算において

は、前年と同じ800億円を確保している状況であ

ります。

そこで、飼料用米への転作の進捗状況と、来

年度の産地交付金配分の見通しについて、農政

水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県における

ここ３年間の非主食用米の作付動向を見てみま

すと、飼料用米が250ヘクタール増加し、449ヘ

クタールに、加工用米が913ヘクタール増加

し、1,131ヘクタールに、ＷＣＳ用稲が1,295ヘ

クタール増加し、5,828ヘクタールになるなど、

非主食用米全体で米の作付の約３割を占めるま

でに拡大しているところであります。また、飼

料用米につきましては、畜産農家の利用希望約

２万トンに対しまして、１割程度の供給にとど

まっていることや、加工用米については、本県

の酒造業において需要が拡大していること、さ

らには、種子の予約状況等も踏まえますと、28

年度の非主食用米の作付は、引き続き増加する

ものと考えております。

なお、御指摘のように、28年度から、産地交

付金の一部につきまして、国が産地の取り組み

等を評価した上で再配分されますので、少しで

も多くの交付金が確保できますよう、飼料用

米、加工用米等の作付拡大・定着に向けて努力

をしてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 国全体では、加工用、米粉用

などが供給過剰にある中で、飼料用米は、生産

量が42万トンに対して、潜在的需要量はその10

倍となる442万トンと、受け皿は非常に大きいと

されておりますので、本県でもさらなる作付の

拡大を進めていただいて、産地交付金の確保に

努めていただくようお願いいたします。

畜産の項目では最後の質問になります。本県

畜産の振興において、やはり知事にその意気込

みを聞いておかなければならない、全国和牛能
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力共進会の前人未到の３連覇についてでありま

す。先日、私も入会している経営者の勉強会

で、知事が講演をされました。その中で、全共

３連覇に向けて、並々ならぬ知事の決意を聞く

ことができました。そのときに知事は、「予算

づけもこの３連覇だけは違うんです。幾ら使っ

てでも達成しなければならないんです」と言わ

れ、私は胸が躍りました。知事がここまで、あ

たかも自分の選挙のように、全共３連覇を目指

すと。知事の本気度を、そのとき50名以上いま

したけれども、会場のみんなが感じたことと思

います。部長もいわばフリーハンドを得たわけ

でありますので、宮崎県のためにも何が何でも

３連覇をとりにいっていただきたいと思いま

す。

そこで、知事に、ぜひあのときの講演を再現

してもらうような、予算編成も含めて、全共３

連覇に向けての強い決意のほどを、もう一度伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） いよいよ宮城大会、来

年に迫っているわけであります。この全国和牛

能力共進会、今度こそは自分たちがという全国

の名立たる和牛産地が「打倒宮崎」で束になっ

てかかってくるわけでありまして、本県から遠

い宮城で開催されるというようなこと、口蹄疫

後の種牛を使う、さまざまな厳しい条件がある

わけでありますが、必ずや３連覇を達成すると

いう強い決意で臨む必要がある。日本一の準備

と努力をしてまいりたいと考えておるところで

あります。

現在、県の推進協議会を中心に、生産者、関

係団体等が「チーム宮崎」ということで一丸と

なって、出品対策に取り組んでおるところであ

りますが、ことしは特に、出品候補牛の導入が

本格化する大変重要な年になるわけでありま

す。そのため、当初予算におきましても、前回

の全共対策の予算と比べまして、予算を約４倍

と大幅に増額したところでありまして、新たに

雌子牛の保留対策を行うなど、万全の準備を行

う予定としておるところであります。特に、４

年後、2020年の東京オリンピック・パラリン

ピック、世界の注目が集まる中で、圧倒的な

「日本一の宮崎牛」、絶対王者という立場で全

世界に向けて発信をしていきたい、そういう思

いがありますし、あの長崎大会の感動というも

のを再び農家の皆さんと味わい、今後の宮崎牛

づくりに取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、しっかり準備をして臨んでまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 ぜひ全共３連覇を実現し、首

長として名を残すほどの貢献をしていただきた

いと、心から願っております。私も、長崎の地

で味わったあの感動を、もう一度宮城の地で味

わいたく、全面的に応援してまいります。

続いて、国がＴＰＰの国内対策において重要

な柱の一つに位置づける、中山間地域への支援

項目についてであります。平野部に比べて、規

模拡大やコスト削減による経営改善が難しい中

で、今回、国の補正予算で、中山間地域等担い

手収益力向上支援事業として10億円が計上され

ております。取り組み主体としては、集落営農

や農地中間管理機構から農地を借り受ける農業

者等であり、支援内容は、土地利用型作物から

薬用作物、伝統野菜、あるいは地域ブランドの

作物など、高単価が見込める品目への転換

で、10アール当たり５万円以内の助成、そし

て、上限を200万円とした作物の価値向上に向け

た成分分析などの取り組みに補助が出るもので

あります。

そこで、国のＴＰＰ対策での中山間地域等担
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い手収益力向上支援事業において、本県の募集

等、現段階の取り組み状況と、今後、この創設

事業をどのように活用していく考えか、農政水

産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 中山間地域等

担い手収益力向上支援事業につきましては、生

産条件の厳しい中山間地域で、新たな品目や作

型を導入する際の取り組み支援策として有効に

活用できる事業であると、そのように考えてお

ります。県といたしましては、本事業の実施に

ついて市町村に意向調査を行い、28年度事業と

いたしまして、水田裏作への水田ゴボウ等の露

地野菜の作付や、農地中間管理事業により集積

された農地へのレタス作付などによる収益力

アップの取り組みについて、県内２町４地区か

ら要望があり、今後、事業の採択結果を踏まえ

て、国と所要の手続を行っていくことといたし

ております。なお、中山間地域におきまして

は、高い収益性が期待される花、キンカン等の

推進に加え、小面積でも取り組める薬草などの

産地づくりについても検討していく必要があり

ます。今後とも、中山間地域に特化した支援施

策は大変重要であると考えておりますので、本

制度の継続を含め、さらなる施策の充実が図ら

れるよう国に対して要望してまいりたいと考え

ております。

○右松隆央議員 ＴＰＰ対策において、中山間

地域に特化した本支援事業の活用においても、

全力で努めていただきたいと思います。

同じく、中山間地域の振興において、産業と

してのジビエの振興について伺っていきたいと

思います。伝統食から外食産業へ、害獣から益

獣へ。捕獲した鹿やイノシシを食肉として活用

する動きが始まって10年余りたつ中で、今、ジ

ビエの振興は、国が動き始めたことで大きな節

目を迎えております。ジビエ専門の卸に携わる

人によると、特定の部位に注文が集中すること

から、部位を問わない加工品の開発を進め、安

定的な消費を開拓することの必要性や、ジビエ

の安定供給を求める大手食品メーカーの要望に

もあるように、個体の大きさや、雄、雌、年齢

など、まちまちの状況から、食肉の規格化を進

め、外食産業でも使えるような規格をつくって

いく取り組みが求められております。また、鹿

の角が中国では貴重な漢方とされていること

や、イノシシや鹿がペットフードの原料として

も人気が高いとされるように、ジビエの振興に

は、さまざまな需要を掘り起こす必要性も出て

まいります。

そこで、本県のジビエに対する取り組みの現

状と、今後の展開として、国産ジビエに将来性

を見出している外食産業へ提供する側として、

捕獲から流通、調理まで一連の流れを確立し

て、ジビエを活用した中山間地域の活性化に、

県としても本格的に乗り出していく考えがない

か。これは、特命チームのトップである稲用副

知事にお願いします。

○副知事（稲用博美君） 捕獲鳥獣の利活用に

つきましては、これまで、処理施設の整備であ

りますとか、事業者の人材育成等に対しまして

支援を行ってまいりました。ただ、販売先の確

保でありますとか安定供給等の課題がありまし

て、その利活用は一部にとどまっております。

このため、昨年６月に、鳥獣被害対策特命チー

ムの中に捕獲鳥獣利活用部会を設置しまして、

今後の方向性を検討しました結果、来年度当初

予算案としまして、「みやざきジビエ普及拡大

推進事業」を計上させていただいたところであ

ります。この事業では、統一表示基準や認証制

度等の検討を行います協議会の設置、また、安
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全・安心な肉の提供に向けました衛生管理技術

の向上、さらには、肉の供給者とレストラン等

とのマッチング支援によります消費拡大等に取

り組むこととしております。日本ジビエ振興協

議会の調査によりますと、全国の推定利用率を

５％としておりますが、利活用の実態把握のた

めに、現在、県内飲食店の需要動向等調査を進

めております。今後、民間団体等とも連携を図

り、肉の供給と流通、消費までの体制というも

のを確立しまして、レストラン等の外食産業、

そして、一般消費者に対する普及拡大によりま

す「みやざきジビエ」のブランド確立を図って

まいりたいと考えております。さらに、食用以

外の需要の掘り起こしも検討しながら、これか

らの中山間地域を支える産業として、雇用や所

得の確保というものにつなげてまいりたいと考

えております。

○右松隆央議員 ジビエの振興は、今、大きな

節目を迎えております。ぜひ、工程ごとに国が

設けた補助事業を最大限に活用していただきな

がら、今、副知事が言われましたように、これ

からの中山間地域を支える魅力的な産業へと、

戦略的にプロジェクトを進めていただくことを

お願いいたします。

続いて、鳥獣被害対策において、今、綾町が

大きな成果を出しております。鳥獣被害防止施

設緊急整備事業で設置したワイヤーメッシュと

電気柵を組み合わせた複合柵で、猿やイノシ

シ、鹿などの被害額が5,870万円から1,300万円

と、４年間で２割まで激減させております。国

の事業を活用し、４年間で総延長53キロの複合

柵にかかった資材費9,500万円は、100％、国か

らの補助となっております。かんきつ類を栽培

する農家も、猿やイノシシによる被害が激減し

たと、その大きな効果を話されております。

そこで副知事に、いまだ鳥獣被害の深刻さに

苦しむ多くの県内自治体にどのような指導をし

ていき、具体的に被害の軽減にどう取り組んで

いかれるか、伺いたいと思います。

○副知事（稲用博美君） 県では、市町村等と

連携しながら、モデル集落の設置、各種の研

修、防護柵の整備、捕獲対策等を推進し、被害

の軽減に努めてまいりました。このような中

で、今、議員のほうからも御指摘がありました

ように、綾町の例があります。これは、国の交

付金を活用しまして、電気柵とワイヤーメッシ

ュを組み合わせました複合柵を効果的・計画的

に整備するなど、地域ぐるみで対策に取り組ん

だ結果、被害が大きく減少したという成功事例

であります。しかしながら、県内の市町村を見

ますと、まだ依然として被害に苦しんでいると

いう状況であります。綾のような成功事例の取

り組みを全県的に広めつつ、防護柵の整備に必

要な資材費が全額補助される国の交付金があり

ますので、この活用につきまして、来年度は、

本年度の実績、１億8,000万円ぐらいになると思

いますが、それを上回るような利用ができるよ

うに周知してまいりたいと考えています。ま

た、国に対しましては、事業が計画的に実施で

きるように、関連予算の拡充について引き続き

要望してまいります。

○右松隆央議員 国の交付金を活用したハード

整備をしっかり進めていただいて、集落ぐるみ

での鳥獣被害の撲滅に、さらなる取り組みを要

望させていただきます。

最後に、ＴＰＰの真の影響について質問した

いと思います。さきの政府のＴＰＰの影響分

析、それに準拠した本県の影響試算の結果に驚

きを禁じ得ませんでした。ＴＰＰを突破口に日

本市場を狙う、桁違いの輸出大国である米国、
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オーストラリア、そしてニュージーランドが、

手ぐすねを引いてＴＰＰの発効を待っているわ

けであります。米国農務省は、ＴＰＰ参加国全

体の輸出増加額の実に70％の58億ドル分は日本

が引き受け、日本農業のほぼひとり負けになる

と、想像しがたい試算を出しております。そこ

との整合性は今後の国会での議論に委ねるとし

ても、まさに、日本が格好のマーケットになる

と、ＴＰＰを対日輸出拡大の最大の好機と捉え

ているわけであります。国内対策で、桁違いの

大国農業に立ち向かえるのか。そこには楽観性

の入る余地はみじんもなく、相当な覚悟で臨ん

でいかなければなりません。冒頭申し上げまし

たけれども、ＴＰＰで農業が大きな犠牲を強い

られることになれば、国力の衰退に間違いなく

つながると認識しております。

そこで、知事に伺いたいと思います。ＴＰＰ

の影響試算において、政府の試算公表前に県独

自の試算を示したのが、和歌山、滋賀、新潟の

３県でありました。そして、政府公表後にも、

今月22日に隣県の熊本県で、国の影響試算の対

象外となっている野菜において、輸入量が多い

品目や、地域で産地化が進んでいるトマトやキ

ュウリ、ナスなど10種類の県独自の影響試算、

並びに、価格低下に伴い、国は変わらないとす

る生産量が減少するとし、畜産物を中心に国の

価格低下率と同率で算出した影響試算、そし

て、ＳＢＳ米の輸入増加が見込まれることか

ら、業務用途向けの県産米の３割に影響がある

とし、以上３項目において、県の独自試算を公

表したところであります。これは、蒲島熊本県

知事が、生産現場の要望や不安の声をしっかり

と受けとめて、首長としての責務と使命感を行

動であらわされたものだと察するところであり

ます。そこで、今後、各県で独自試算を算出す

る動きが活発化することも想定される中で、本

県として独自試算に取り組む考えがあるのか、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今お話がありました、

ことし１月27日に「宮崎県ＴＰＰ対応基本方

針」の中で公表いたしました本県農林水産業へ

の影響試算については、国の試算に準拠いたし

まして、必要な対策を実施した上でなお影響が

懸念される品目について、県としての試算を

行ったものであります。今回の国の試算は、国

が十分な対策を実施する決意を示したものであ

ると受けとめております。県としても同様の姿

勢でございますので、県としましては、現場の

厳しさを胸に刻みながら、また、農家の皆さん

の不安にしっかりと向き合いながら、本県農林

水産業の成長産業化を進める対策に積極的に取

り組みますとともに、国に対しましては、情勢

の変化に対応した影響の検証と、それに基づく

ＴＰＰ対策予算の確保について要望してまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 私は、食料供給基地を自認す

る農業県・畜産王国の本県が、県内農畜産物へ

の影響をできる限り幅広く整理しておくこと

は、極めて重要なことだと認識しております。

今後、国へ影響試算の検証と、それに基づく必

要な追加対策をしっかりと要望していただきま

すようお願いいたします。

今回は、ＴＰＰ対策と本県の農政課題、この

１項目に絞らせていただき、さまざまな角度か

ら質問をいたしました。「ピンチをチャンスに

変える」、言うは易し、行うはかたしでありま

す。桁違いの輸出大国が、野望を持って日本市

場を狙ってくるわけであります。このＴＰＰ

は、国の責任でもって交渉が進められ、妥結を

得るに至りました。だからこそ、農政の現場を

平成28年２月29日(月)
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つかさどる自治体の長から、対策の中身から予

算組みに至るまで、国に対し、言うべきことは

声を上げていただくことが大事であります。本

県の基幹産業である１次産業が、ＴＰＰで迎え

るであろう農業の総自由化というかつてない難

しい難局を、河野知事みずからのかじ取りで乗

り切っていくのだという強い覚悟を持って農政

運営に取り組んでいただきますよう、お願いを

申し上げまして、以上で私の一般質問の全てを

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手）

○中野 明副議長 ここで休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後３時10分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 知事の政治

姿勢に関する問題などについて伺ってまいりま

す。

小さな藩であった高鍋藩に生まれた鷹山は、

上杉謙信を祖とする名門上杉家に９歳で養子入

籍し、若干17歳で９代目の米沢藩主となりまし

た。当時、米沢藩は極めて厳しい財政状況の中

にあって、米沢藩の寒冷な風土に合った産業の

中で、最も市場性がありお金を稼げるのは、養

蚕業による絹糸生産だったそうであります。鷹

山公は、この絹糸をさらに絹織物にまで仕上げ

て付加価値を高めることを考え、全国から指折

りの織物職人を米沢に招き、織り手たちに技術

指導を行っております。そして、でき上がった

織物は一括して藩で買い上げるという、当時と

しては画期的な産業振興策を講じたのでありま

す。織物の町「米沢」は、むろんその結果であ

ります。このような積極的な産業振興と徹底し

た倹約による財政改革の取り組みによって、鷹

山の藩主就任から56年目にして、藩の借金を見

事に完済したそうであります。しかし、鷹山は

これを見届けることなく、それは鷹山公逝去の

翌年のことだったとのことであります。また、

このような藩の財政の立て直しのほかにも、家

臣や織り手たちに介護休暇や育児手当を給付す

るなど、福祉施策や労働政策への取り組みを、

あの時代既に行っていたという史実もありま

す。まさに先見性にすぐれた政治家であり、か

のジョン・Ｆ・ケネディが、鷹山をして「尊敬

する政治家」とたたえたのもむべなるかなであ

ります。

当然ながら知事も、ただただ県民の幸せを願

い、額に汗しながら日々精進されていることと

思います。そこで、平成28年度当初予算編成に

際して、アベノミクスの経済効果がいまだ十分

行き届いていないのが現状と言える本県の県民

生活や産業活動に対し、どのような工夫を施さ

れたのかお尋ねし、後は自席からの質問といた

します。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

平成28年度当初予算についてであります。平

成28年度当初予算の編成に当たりましては、

「財政改革の着実な実行」「重点施策の推進」

「役割分担を踏まえた施策の推進」の３つを基

本方針として、編成を行ったところでありま

す。厳しい財政状況の中ではありますが、地方

創生のトップランナーを目指して展開します地

域活性化の取り組みや、県民の安全・安心の確

保に向けた取り組みなどを積極的に推進するた

め、特別枠を設け、公共事業の追加措置など総

額63億8,000万円を措置したところであります。

平成28年２月29日(月)
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この結果、平成28年度当初予算は、第四期財政

改革推進計画を着実に実行しながら、選択と集

中の理念のもと、人口減少問題や地域経済の活

性化、県民の安心・安全の確保などの課題に的

確に対応する施策の積極的な推進を図ります、

「躍動する『みやざき新時代』予算」として、

予算編成を行ったところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○坂口博美議員 さまざまな課題に的確に対応

するために、積極的な予算編成をやったという

ことですけれども、具体的にはどういったとこ

ろを積極的な予算と言われるのか、再度お伺い

をいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、平成28年度当初

予算の規模は、対前年度比0.7％増、実質0.7％

増でありまして、国の予算の伸び0.4％や、地方

財政計画の伸び0.6％を上回る伸び率となってお

ります。また、その内訳につきまして、投資的

経費やその他一般行政経費の伸びが、金額、率

ともに義務的経費の伸びを上回ったものとなっ

ております。また、公共事業につきましては、

土地改良事業の直轄事業負担金が大幅減となっ

たことから、公共事業費全体では対前年度

比97.3％にとどまっておりますが、県単独事業

につきましては、特別枠による追加措置を、前

年度から５億円増の25億円としたことから、前

年度比105.4％となっております。また、県営電

気事業みやざき創生基金の活用による新規・改

善事業につきましては、44事業、10.7億円を措

置しておりますが、これらの事業は、通常の新

規・改善事業の枠とは別枠で上乗せをした新た

な事業ということであります。このようなこと

で、積極的な予算編成に取り組んだところであ

ります。

○坂口博美議員 考え方の問題とは思うんです

けど、知事が今言われたのは、積極的というよ

りも、むしろ重点的な予算編成、いわゆる「選

択と集中の予算編成である」と表現すべきでは

ないかなと思います。積極的財政というのは、

「入り」を最大限「出」に活用するということ

であって、例えば、県税が昨年度より約50億円

もふえております。もちろん、この中には社会

保障費などの義務的経費が多くを占めていると

いうことは理解できますが、この予算編成の作

業で同時に進められたのが、県債残高を約200億

円減らすということであります。知事が常々、

宮崎県の県債管理状況というのは、極めて全国

でも優等生なんだ、健全なんだということを言

われるわけであります。私は、今の時期、アベ

ノミクス効果がようやく地方にも実感できるよ

うになってきたこのタイミングで、それをより

確実なものとするためにも、ぎりぎりまで歳出

を絞り出すなど、本県の経済高揚の確実性や、

地方創生で他県との壮絶な闘いになることが予

想されております地域間競争に必ず勝つため

の、さらに確実な道筋をつけるなどの予算編成

をもって初めて、積極的財政と言えるんじゃな

いかと思います。

以上申し上げまして、ここで、県営電気事業

みやざき創生基金について、企業局長にお尋ね

をいたします。我が党の丸山議員の代表質問に

対して、これからの３年間で30億円を繰り出す

ということでありましたが、将来の電気事業運

営に支障はないのか、まずお尋ねをいたしま

す。

○企業局長（四本 孝君） 平成36年度までの

建設改良や企業債償還等の財源としましては

約157億円が必要と見込んでおりますが、これに

ついては、建設改良積立金や減債積立金等によ

り確保できる見通しであることから、今後の事
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業運営に支障はないものと考えております。

○坂口博美議員 それから答弁で、現行の法の

もとでの繰り出しは困難であったということも

お答えになりました。現行の法のどこが繰り出

しの抑止力になっていたのか、再度お伺いいた

します。

○企業局長（四本 孝君） 電気事業法の卸供

給料金算定規則に関する資源エネルギー庁通知

におきまして、他会計への繰り出しは、中長期

的に卸供給料金の低廉化が図られるなどの説明

が電力会社に対してなされていることが前提と

されておりまして、繰り出しを行うためには、

売電料金を将来引き下げることを電力会社に約

束する必要がありました。しかしながら、企業

局においては、売電料金を引き下げ、繰り出し

を行っても、安定的な経営を維持できるという

将来見通しを立てることが厳しかったことか

ら、繰り出しを行うことは困難というふうに判

断をしてきたものであります。

○坂口博美議員 将来の料金値下げの見通しが

なかなか厳しかったということですけれども、

現実に企業局では、平成14年から10年以上にわ

たってずっと毎年値下げしてきておられるんで

す。14年からの10年間、23年まででも14％値下

げをされているんです。これは、なぜやったの

かということをお伺いいたします。

○企業局長（四本 孝君） 当時は、平成12年

から実施されました電気事業制度改革により、

公営電気事業者の位置づけが見直しをされ、民

間事業者との競争も予想されるなど、将来の経

営に予断を許さない状況下にありました。この

ため、企業局におきましては、経営基盤の強化

を図り、競争力を高めることが急務であるとし

て、組織の再編による人員削減や、設備投資の

見直しによる減価償却費の低減など、経費の節

減に積極的に取り組むこととしたことから、売

電料金の低下につながったものでございます。

○坂口博美議員 今の合理化については、人員

削減、あるいは遠隔操作なんかも含めて議会に

も説明がございました。その時点で将来のコス

トダウン―電気料金を下げても成り立つ、そ

ういった合理化を目指して費用対効果で投資す

るんだという説明でありました。当時はです

ね。

本県の企業局の場合は水力発電であります。

火力発電のように、乱高下が非常に激しい原油

価格の変動によって発電コストが大きく変わる

というようなことはないわけでありまして、コ

ストについては原価として積み上げる算定式の

中で、そのどの費用も長期的な見通しが立てや

すいものばかりだと思われます。しかし一方

で、発電量となりますと、火力発電は安定して

いるのに比べて、その年の降雨量で水力という

のは大きく影響されるという弱点があります。

しかしながら、これをカバーするために、企業

局と九電との契約では２部料金制でやっており

まして、結果的に降雨量の影響というものが極

めて緩和される、小さくされる工夫がなされて

おるわけであります。こういったことから、企

業局は、かなり早い時点で九電に対して値下げ

を説明して、繰り出しを行うことは可能であっ

たと思いますが、再度、御見解をお尋ねいたし

ます。

○企業局長（四本 孝君） 電力会社との料金

更改交渉において、将来の料金引き下げを説明

した上での繰り出しは可能であったかと思いま

す。

○坂口博美議員 そのとおりだと思うんです。

早くそれはやれた。やれたというより、むしろ

やらなきゃいかんかったと思うんです。ですか
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ら、今の一連の説明を整理しますと、まず、一

般会計へ繰り出すという行為は、これまでも法

的には可能であった。だが、あえてやらなかっ

たということになると思います。そして、今回

の法改正でこれができるようになったというの

ではないということが、今判断できたわけであ

ります。言うならば、高い料金を消費者に課し

続けた結果留保できた余剰利潤を、今後要らな

いというわけですから、現行の法に沿って県民

に還元するということでありました。「先人の

熱い思いが」云々と言われたんですけれども、

こういったことを発言するというのは赤面もの

だなと思います。今後は、自由化に伴って、電

力会社との価格交渉など、これまで以上に大き

な苦労とか責任がのしかかってくるわけであり

ますから、よくよくしっかりとした公営企業会

計の運営というものを期待いたしております。

そして次に、質問に入っていきますが、口蹄

疫復興ファンド事業は、国の考え方を認めて、

平成27年度で終了するということになりまし

た。県がこれを認めた。しかしながら、ファン

ド事業運用益には、平成27年11月末現在で１

億3,000万の残があるとのことでもありました。

ファンド事業は、「宮崎県は口蹄疫の被害から

おおむね回復できた」という国の判断に、先ほ

ど申しましたように県も同意をした。そして、

事業終了を受け入れたというものであります。

つまり、おおむね回復したという県内の復興対

策に支出予定であった１億3,000万が残ったとい

うことは、この残金というのは国に返還しなけ

ればならないのではないかと思いますけれど

も、総務部長の見解をお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 口蹄疫復興対策運

用型ファンド事業は、県において転貸債の発行

により1,000億円を調達し、これを口蹄疫復興財

団に無利子で貸し付けまして、財団においてそ

の運用益により事業を実施するという仕組みで

ございます。一方、国は、この1,000億円の県

債、転貸債に県が支払いました利子について、

その８割を特別交付税で措置するという仕組み

であります。財団の事業執行状況にかかわら

ず、県は金融機関へ利息支払いを行っておりま

すので、財団に残る残金につきましては、県が

国へ返還する必要はないものと考えておりま

す。

○坂口博美議員 今の答弁を聞いた後でですけ

れども、畜産振興事業についてですが、28年度

の事業として、先ほどの公営企業会計から一般

会計に繰り出された。そして、それをもって造

成した基金を財源に、地域振興事業に取り組む

とされております。その中で、西都・児湯地域

における畜産振興対策については、口蹄疫復興

ファンド後継事業として特別交付税が措置され

ることになっておりますが、その対象となる畜

産振興事業の内容について、農政水産部長にお

尋ねをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 地域振興事業

のうち、畜産関連の事業につきましては、次代

を担う経営能力にすぐれた人財の育成と、技術

・経営指導にかかわる指導員の養成等を目的と

いたしました、「強い畜産経営体を育てる人財

育成事業」や、家畜の増頭促進のための繁殖セ

ンター等、地域における拠点施設の整備などを

支援し、生産基盤の強化を図る「宮崎の畜産体

制強化事業」、さらに、肥育経営体の素牛確保

に緊急的に取り組む「「宮崎牛」肥育素牛確保

対策事業」など、７事業、総額約２億円を予定

しております。

○坂口博美議員 先ほどの総務部長答弁では、

国に財団の残金については返さなくてもいいと
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いうことでした。この事業は、今年度をもって

終了することになっております。ですから、今

後、財団が事業を行うということは一切ないわ

けであります。そうなると、その金の使途につ

いては、今後、財団の６月の評議員会で決まる

ことになると聞いておりますが、県に返すとな

ると、果たしてそれで問題はないのかなと思い

ます。いずれにせよ、国に返さないということ

になると、財団が残金を繰り出す先は県しかな

いということになると思います。ですから、残

金は、恐らく県に寄附されるということになろ

うかと思います。

ところで、その金が平成28年度以降に支出を

されていくとなりますと、この資金は、その性

格上、国が特交の対象先とした事業にしか使え

ないということに、理屈の上ではなろうかと思

います。先ほどの農政水産部長の答弁では、西

都・児湯地域において、特交対象の畜産振興事

業約２億円が28年度に予定されているというこ

とでありましたが、そうなると、この１億3,000

万円を国に返還する必要はなくても、その金が

残っていることを理由に、特交の措置額が調整

されるといった心配はないのか、知事の御所見

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫復興対策運用型

ファンドの運用益の残金につきまして、その取

り扱いは、口蹄疫復興財団において今後決定さ

れるものと考えております。平成28年度の特別

交付税の対象となる事業は、現時点の当初予算

編成において、ファンドの残金1.3億円は財源と

しておらず、県営電気事業みやざき創生基金を

含め、県の財源により予算措置をしております

ので、特別交付税による措置の対象となるもの

と考えております。仮に、ファンドの運用益の

残金が県に寄附された場合には、特別交付税の

措置に影響がないよう、その活用について検討

してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 影響があっちゃいかんわけで

すけれども。そして、特交に影響ない使途先を

考えながら検討するという答えでありました。

今後のために、くどいけど申し上げておきます

けど、その使途先の前提条件というのは、この

金の性格上、あくまでも西都・児湯地区の畜産

振興であるということ。これを間違うと、県へ

の歳入後の措置というのが非常に微妙なことに

なってくる可能性があるんだということを申し

上げまして、次に、改正品確法などについて伺

います。

まず、ここで最初にお礼を申し上げたいと思

います。今回の国の補正予算につきましては、

国土交通省関係の交付金事業分として、本県に

約64億円の配分がありました。これは全国で６

番目という、これまでにない高い配分だと伺っ

ております。私ども自民党県連では、昨年末

に、御用納めの日だったと思うんですけど、知

事に対しまして、予算確保に向けて全力で取り

組むように申し入れを行ったところですが、こ

れを真摯に受けとめていただきました。そし

て、内田副知事のしっかりとしたサポートのも

と、知事を先頭に、国に対して、本県における

社会資本整備の必要性を強く訴えていただいた

結果であると、高く評価させていただいており

ます。そして、今回のこの成果というのは、大

変ホットなニュースでもありまして、建設業界

はもとよりですが、地域経済の浮揚に好影響を

もたらすものと思われます。

それでは、質問に移ります。まず、平成26年

に「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」、いわゆる品確法の改正が行われました。

まず、その改正の背景及び目的について、県土
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整備部長に伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 建設産業は、

防災や減災、また、インフラの老朽化対策や維

持管理などの担い手として、その果たすべき役

割はますます増大してきておりますが、建設投

資の急激な減少や競争の激化により、建設企業

の疲弊や下請へのしわ寄せ、就労環境の悪化が

生じるなど、公共工事の品質確保が懸念されて

いるところであります。これらの課題に対応

し、将来にわたる公共工事の品質確保と、その

担い手の中長期的な育成・確保を目的として、

平成26年６月に品確法の改正がなされたところ

であります。

○坂口博美議員 では、県は今回の改正をどの

ように受けとめ、またどのような取り組みをな

されているのか、再度お伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 本県におきま

しても、建設産業を取り巻く環境は大変厳しい

状況でありますことから、改正品確法の趣旨で

あります、将来にわたる公共工事の品質確保

と、その担い手の中長期的な育成・確保は、大

変重要な課題であると認識をしております。こ

のため、現場の実態や最新単価を反映した適正

な予定価格の設定に努めるとともに、債務負担

行為の活用や、「余裕期間を設定した建設工

事」の試行など、発注や施工時期の平準化に向

けた取り組みを進めているところであります。

また、適切な設計変更を徹底するため、「設計

変更・工事一時中止ガイドライン」につきまし

ても、本年度中に作成することとしておりま

す。

○坂口博美議員 よろしくお願いします。

設計変更、一時中止に対する措置などという

のは、品確法が言っておりますように、甲乙の

対等な関係をしっかりと、まずこれが、それを

しっかりやっていくための前提条件になると思

います。これについては、時間の関係で今回割

愛いたします。

次に、最低制限価格についてお尋ねしたいと

思います。県は、工事の入札などに際しまし

て、最低制限価格を設けて入札を行っておりま

す。そして、その適用範囲についても、これま

で順次広げるなどの取り組みをしてきておられ

るわけですが、最低制限価格を設定される根拠

と目的について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（図師雄一君） 最低制限価格

は、地方自治法において、当該契約の内容に適

合した履行を確保する上で必要と判断される場

合に設定できるとされております。こういった

公共工事の品質を確保することに加えまして、

健全かつ継続的な企業経営を支援するため、こ

れまで建設工事につきましては、３回にわたり

最低制限価格の引き上げを行ってきており、経

済・雇用対策の一環として、今年度も引き続

き、予定価格のおおむね90％としているところ

でございます。

○坂口博美議員 そういった目的というのを期

待し、それを達成させるためには、入札参加者

が、何よりもまず自社の技術力、そして経営力

をベースにした見積価格で、かつ健全な競争を

することが必要であろうかと思いますけれど

も、現実は、全ての参加者が最低制限価格の推

計に汗をして、その数字をもって札を入れてい

る、これが現実であります。県はまず、この事

実というのにお気づきかどうか、引き続き、県

土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 近年の入札結

果を見てみますと、最低制限価格付近で応札さ

れることが多い状況になっているというふうに
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認識をしております。

○坂口博美議員 そのとおりなんです。例え

ば、平成14年度と15年度の県発注の工事で、県

内の特Ａクラスが受注した工事273件を見てみま

すと、その中の250件、90％以上、92％ぐらいが

ほとんど最低制限価格での契約になっていま

す。そのほかの落札に至らなかった人たちの札

も、ほぼそこに固まっているんです。だから、

そこに集中する状況を見るときに、最低制限価

格という数字は、入札において一体どういった

存在にあると部長はお考えですか、お聞かせく

ださい。

○県土整備部長（図師雄一君） 最低制限価格

は、本来は公共工事の品質確保やダンピング受

注の防止を図るために設けるものでありますけ

れども、落札が可能な下限値でありますことか

ら、応札者が確実に落札するための大きな判断

材料になっているのではないかと考えておりま

す。

○坂口博美議員 その前の答弁で、最低制限価

格は、根拠を自治法に置いているという答弁が

ありましたけれども、その自治法の精神という

のは、納税者の立場から、より安く、かつ手抜

きなどをさせずに施工させることなどを目的に

しております。しかし、改正品確法では、第７

条の第１項で、適正な予定価格の設定、必要に

応じての適正な最低制限価格の設定を求めてお

りまして、品確法では初めて今回、最低制限価

格の設定というものを発注者に義務づけたわけ

であります。そして、その精神というのは、災

害時のことや、将来にわたっての品質確保と

いったもろもろを考えれば、受注企業の健全な

運営が確保されてこそ初めて、納税者や利用者

の利益、公共の利益は守れるとするものであり

ます。

そのような中、先ほど申し上げましたよう

に、最低制限価格を目指しての入札こそが、結

果的に落札につながるという実態がここにある

わけであります。このことから、最低制限価格

が果たしている現実の機能というのは、法の目

的とするところを完全に離れまして、「受注し

たい者はこの数字を正しく当てなさい」という

役割のみを持つ存在となってきている、現実は

そうではないかと思います。これは、企業の技

術力や経営力に基づいて、ぎりぎりの健全価格

で入札するという、法が求めている公共の利益

に資する入札としてのあるべき姿を排除してい

る実態にあると明言できようかと思います。し

たがいまして、本県の今の設定数値でありま

す、おおむね90％というものが、法の精神に照

らしてそれを満たしているのか否か、その算定

方法を見直す必要はないのかなどについて、検

討する必要があるのではないかと考えるところ

であります。最低制限価格の見直しについて、

これにお詳しい副知事の御所見をお尋ねいたし

ます。

○副知事（内田欽也君） 建設工事の最低制限

価格につきましては、国の低入札価格調査制度

におきます基準を参考に設定しておりまして、

現在、九州各県とほぼ同じ水準になっていると

ころであります。改正品確法の趣旨を踏まえま

すと、まずは予定価格を適正に設定することが

何よりも大事ではないかと思っておりまして、

県ではこれまで、設計労務単価あるいは諸経費

の引き上げを行いますとともに、現場の実態に

応じて見積もりを活用するなど、適正な予定価

格の算定に努めてきたところであります。今後

とも、このような取り組みを徹底いたしますと

ともに、最低制限価格につきましても、建設産

業の経営環境などを十分注視しながら、必要な
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検証を行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 九州各県では、どの県も最低

制限価格は90％ぐらいだということでありまし

た。それでは、全国で90％を超える県というの

はどうなっているのか。それから、本県の最低

制限価格の算定式はどうやっておられるのか、

県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（図師雄一君） 最低制限価格

の率につきましては、予定価格に応じて一定の

幅があることから、一概に申し上げるのは難し

いところでございますけれども、鳥取県が昨年

の12月に全国調査を行っており、それによりま

すと、最低制限価格の率の上限が90％を超える

県は、平成28年４月に改定予定の沖縄県や鳥取

県を含め、全国で８県となっております。ま

た、最低制限価格の算定式につきましては、非

公表としているところでございますが、本県独

自のコスト調査を行いまして、国の算定式を参

考に設定しているところでございます。

○坂口博美議員 全国ではその８県ということ

ですが、例えば、福島県が87％から92％だった

ですね。福井県が80％から92％、新潟県が91％

以上。僕はそこまでしか知らないですから、あ

と５つがこれに追随したのかなと思います。沖

縄については93％ぐらいいくんじゃないかとい

う話も聞くんですけれども、そういった状況で

あります。

ところで、本県の場合は、算定式については

非公開だという答弁でありましたが、非公開と

しているのは、宮崎を含めて７県だけでありま

す。あとは全て公開している。だから、この非

公開の意味というのがどこにあるのかちょっと

わからないんですけど、それは置いておきまし

て……。公開している自治体の最低制限価格の

算定式を見てみますと、まず、直接工事費につ

いてですが、これは高いところが100％そのまま

算入しており、一番低いところでも90％算入し

ております。それから共通仮設費、これも同様

です。100～90％。それから、現場管理費につい

てはちょっと違いまして、一番高いところは100

％そのまま入れて、一番低いところが80％、最

低制限価格の算定のときに算入しております。

問題は一般管理費だと思うんです。これについ

ては、一番高い県は70％算入しています。で

も、一番低い県は10％しか見ていないわけであ

ります。御案内のように一般管理費というの

は、従業員の給料、法定福利費、あるいは租税

公課、保険料、法人税、住民税など、そのほと

んどが、どうしても要る費用であります。我慢

すれば何とかなるという費用ではないわけであ

ります。それで、辛抱すればこれは何とかなる

というのは、例えば株主配当、それから内部留

保金、寄附金、交際費、こういったものにごく

限られると思うんです。この一般管理費に、今

るる申し上げたような開きがあるというのは、

品確法の精神から見て、どうしても理解しがた

いわけであります。本県においても、これらを

真剣に検討いただく必要があることを申し上げ

ておきます。

ところで、副知事は先ほど、予定価格をしっ

かり算定するんだということをおっしゃいまし

たが、これについては、単価と歩掛かりなどを

もとにして積み上げていって決まることになり

ます。その基本的な考え方というのは、工事を

行っている期間に限っての必要経費、あるいは

そこの材料費、こういったものを積み上げるこ

とになっておりますので、低価格で、ぎりぎり

の競争をやって受注した場合には、仮に工事期

間中の運営費は捻出できたとしても、手持ちの

工事がない期間の運営経費を捻出するのは物理
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的に不可能でありまして、企業は、この期間に

赤字を出すということになります。

そういった中でありますけれども、今回の議

会に、県がゼロ県債発行の議案というのを上程

されました。今回のように国の補正と同時にゼ

ロ県債発行というのも、これはもちろん大変あ

りがたいわけでありますけれども、むしろ、申

し上げたようなことに対応するために、繰越工

事が少ないような年、通常、国の補正が余り期

待できないという年にこそ、より積極的にゼロ

県債を県は活用するべきではないかと考えま

す。県土整備部長の見解をお尋ねいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） ゼロ県債の導

入は、本来４月以降にしか発注できない県単公

共事業を、年度開始前に前倒しして発注するこ

とを可能にすることから、工事発注が少ない端

境期における事業量の確保に有効な手段であ

り、年間を通した施工時期の平準化にもつなが

るものと認識しております。このため、県土整

備部といたしましては、今回、２月補正予算に

おきまして、ゼロ県債として10億円余を設定し

たところであります。また、先般の国からの通

知によりまして、交付金事業においても、同様

にゼロ県債の活用が可能になりましたことか

ら、今後、その事業規模や設定時期等について

検討してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いしておき

ます。これは金のやりくりですから、予算をふ

やしてという問題じゃありませんので。

次に、水産問題について伺います。

県は、昨年10月５日に、案件名「種子島周辺

の浮き魚礁設置に関して」とするファクシミリ

を関係先に送信しております。その内容は、鹿

児島県が屋久島沖と種子島沖とに１基ずつの浮

き魚礁設置を進めているようだとするものであ

りました。そして、当該浮き魚礁というのは、

潮の速さによって浮いたり沈んだりするタイプ

のものであるため、操業には注意が必要であ

り、このタイプの魚礁の特徴を理解してもらう

べく注意喚起するためのファクスでありまし

た。つまり、鹿児島県がブイを入れたので、宮

崎は注意しながら操業しなさいという、宮崎の

立場をどう考えているのかと思わせる内容の

ファクスでありました。県は、今回の鹿児島県

によるブイ設置が本県漁業に及ぼす影響をどう

分析されておるのか、農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 鹿児島県が浮

き魚礁を設置いたしました種子島・屋久島周辺

の海域は、本県の主幹漁業でありますマグロは

え縄漁船約130の船が年間を通じて利用する重要

な漁場でございます。マグロはえ縄漁業は、数

十キロメートルに及ぶ釣り針のついた縄を潮流

に流しながら操業するものであり、１度に数十

の船がこの海域に並んで操業するため、流れる

方向に浮き魚礁があった場合、縄が絡み操業が

できなくなります。昨年10月に浮き魚礁が設置

された場所は、この海域の中でも特に漁獲の多

い場所であり、漁獲量の減少が懸念されるとこ

ろであります。

○坂口博美議員 言われたように、ここはドル

箱的漁場なんです。ここの潮の速さから見ます

と、10数隻の船がブイ周辺でのはえ縄の投入を

断念せざるを得ないと考えられるわけですが、

２月25日付の西日本新聞でも、「漁業紛争」と

いう見出しで記事が記載されておりまして、そ

の中で明治学院大学の教授も、宮崎の漁業者を

擁護するコメントをされております。本県のマ

グロ船の漁場を守るため、これまで県はどのよ

うな対応をしてきたのか、そして今後どうやっ
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ていくのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 浮き魚礁は、

その海域を利用する関係者と協議・調整の上、

設置されるべきものであり、県では、この問題

の発生直後から、鹿児島県に対し漁業被害の発

生を伝え、県漁連と連携し撤去等の措置を求め

てきたところであります。また、さらにもう１

基が予定されていたため、その設置位置の調整

について協議の場を設けるよう求めるととも

に、国に対しましては仲裁を要請し、県とし

て、また漁連間での協議により、さまざまな角

度から解決に向け取り組んでいるところであり

ます。県といたしましては、当該海域はこれか

らも引き続き両県漁業者が利用する海域である

ことを踏まえ、話し合いによる円満な解決を目

指し、最大限の努力をしてまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 鹿児島は、「何十基これまで

入れているけど、相談したこともなかったし、

問題はなかった」と言っているんです。ですか

ら、例えば、海上保安庁の海洋情報部は必ず情

報を握るんです。ここの了解なくしてやれない

わけですから、そこらとしっかり連携をとっ

て、何か問題が起こる前に、こうだということ

を情報として流すべきだと思うんです。

では次に、東九州新幹線について伺います。

去る１月20日前後にかけまして、複数の新聞

において、仮に東九州新幹線が整備されたなら

ばとして、所要時間の短縮に係る報道がなされ

ました。また、報道では、試算については東九

州新幹線鉄道建設促進期成会が野村総合研究所

に委託している調査の途中経過であって、大分

県によって発表されたとも伝えておりました。

ところで、その委託料についてですが、これは

本県と大分県との折半によって支払いがなされ

たものであります。ましてや期成会の会長は本

県知事が務めております。なぜこの発表が本県

は加わらずに大分県のみでなされたのか、総合

政策部長に伺います。

○総合政策部長（茂 雄二君） 大分県では、

本年１月18日の知事の定例記者会見において、

記者からの質問に対し、東九州新幹線が開通し

た場合の所要時間を発表したところでありま

す。私どもといたしましては、翌日の報道でそ

の事実を知ったところであり、直ちに大分県に

事実確認を行いましたところ、大分県からは、

「県民の関心を高めるため、東九州新幹線に関

する大分県の独自試算を発表したものであり、

東九州新幹線鉄道建設促進期成会として行って

いる調査の結果ではない」とのことでありまし

た。期成会におきましては、今回の調査に関

し、途中段階での数値の公表は行わないことを

事前に申し合わせており、今回の発表により、

結果的に期成会調査と混同され、混乱が生じま

したことから、期成会事務局である本県とし

て、大分県に対し、口頭で強く申し入れるとと

もに、文書による注意喚起を行ったところであ

ります。

○坂口博美議員 今回の調査・研究費の委員会

審査で、新幹線の整備の必要性にまで及ぶ意見

が多くの委員からなされました。本会議におい

て、委員長報告では、「調査事業については、

東九州新幹線整備計画推進の是非を判断するに

必要な材料を得るための事業となるように」と

して、県の慎重な取り組みを求めております。

そして、これを全会一致で可決したところでも

あります。議会の重きというものを一考すべき

だと思います。それが、事もあろうに、大分県

のまことにけしからぬあの報道がなされたその

数日後、知事は整備促進に係る要望活動という
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のを関係先になされたわけであります。何をお

考えなのか疑問なのですが、知事に御説明をお

願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先月の要望活動につき

ましては、私が東九州新幹線鉄道建設促進期成

会の会長という立場で行ったものであります。

これは、平成24年の九州地方知事会での東九州

新幹線に係る特別決議を受けました、期成会４

県１市の継続的な取り組みとして、これまでと

同様の要望項目により実施したものでありま

す。この要望に当たりましては、東九州地域で

期成会をつくり連携して取り組んでいるという

こと、そして特にことしは、さらに議論を深め

るために、整備による効果や費用等について調

査を行っていることを報告したところでありま

す。今回の要望活動の前に、期成会調査の結果

と受け取られるような情報が出て混乱が生じた

ことにつきましては、大変残念に思っていると

ころでありまして、今後、期成会としてしっか

りと足並みをそろえてまいりたいと考えており

ます。

○坂口博美議員 そしてまた、大分県知事であ

りますが、２月２日の定例会見で、前回の試算

発表に関する見解として、大事の前の小事だと

受けとめているやの記事がありました。あの問

題を小事だとする感覚には、とても理解は示せ

ないわけであります。また、大事の前なればこ

そ、小さなことにまで気遣いを示すのが礼儀で

あります。宮崎県民に対して大きく礼を欠く発

言だと思います。知事は、県民の代表として、

毅然とした態度でこれに対応すべきと考えます

が、所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） せっかく期成会で連携

して調査を実施しまして、その結果をもとに議

論を高めていこうとしているわけでありますの

で、その中で、大分県の独自試算が、結果的に

期成会の調査結果であるかのように報道されて

混乱が生じたことについては、まことに残念に

思っているところであります。私としまして

は、今回の調査結果を正確にお伝えして、関係

県・市、また経済団体等と連携して、市町村や

県民等と現実を見据えて幅広く議論を行うこと

が大事であると考えているところであります。

先日、大分県知事からも電話をいただいたと

ころでありまして、しっかりと期成会として足

並みをそろえて調査結果の発表を行うべきであ

るということを申し上げたところでありまし

て、大分の広瀬知事としても、しっかり今後、

足並みをそろえて連携を深めてやってまいりた

いという発言をされたところであります。今後

とも、しっかり両県の連携を深め、足並みをそ

ろえて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 電話で異議を伝えるだけで

は、リーダーシップを発揮したとまでは言えな

いと思うんです。問題はその後だと思うんで

す。そこで相手方がその指導を今後に生かすよ

うになって初めて、リーダーシップが発揮でき

たと言えようかと思います。知事は、宮崎県民

を代表している県民の顔なんだという自覚をさ

らに強く持たれて、県民が不愉快な思いをする

ようなことは決して周囲で起こらぬよう、万全

を期していただきたいと思います。

ところで、先ほども申し上げましたように、

新幹線の整備については、宮崎県には、整備し

ないことも含めて幾つかの選択肢がまだ残って

おります。そういった中で、知事は東九州ルー

トの整備を進める期成会の会長を務めておられ

るわけでありますが、本県の選択がそこにたど

り着くとは限らない中での会長職というのは、
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あり得ないのではないかと思います。これにつ

いては十分に考慮され、その任を離れるべきだ

と思っております。

それから、ファンド問題でありますが、私が

これにたびたびこだわっているのは、口蹄疫発

生の際、法を超えて健康な家畜までをも殺処分

したとき、国と県とが、農家の受け入れ説得に

当たって、「後のことは責任を持つから、何と

かワクチンを接種させてくれ」とお願いをし

た。そして、農家はそれを信じて、健康な家畜

を殺処分するということを、本当に心を折られ

るようなつらさの中で受け入れたわけでありま

す。そのショックから、いまだにメンタル面で

の治療を受けているという人もまだまだいるわ

けでありまして、私は、その約束については、

国も県も責任を持つべきであるということを毎

回言っているわけであります。ファンドから特

交に切りかえただけでも、国の負担割合という

のは８割から５割に減るわけであります。対象

となる事業については、その全てについて国に

措置をさせる、これは最低限、県がやらなけれ

ばならない責任であります。

そして、企業局でありますが、安い電力を県

民に提供する。それが先人の思いであり、また

発議時の本県議会の思いであったと思います。

それなのに、年間の電力売り上げ40億円程度の

企業局が、30億円もの余剰利益をため込んで

おった。つまり、これまでの売電価格は、結果

として消費者に高い電気料金へとつながって

いったのであります。企業局以外の県出資の公

社あるいは病院局などと違って、発電事業とい

うのはその安定経営が法律によって守られてお

ります。ですから、もっと幅広い視野から運営

をしてくる必要があったと考えております。

そしてまた、積極的な財政運営であります

が、地方創生というのは、自分の地方が生き残

れるかどうかの地域間競争でありまして、例え

ば、若い人を残し、県外からも入り込んでもら

う。あるいは企業を招き経済を高める。これら

は全て、いわゆる座布団のよしあしがその大き

な分岐点となります。今こそ、大きくおくれて

いる座布団の整備を急ぎ、競争のスタートライ

ンを他県と横一線にするときだと思います。そ

うでないと、実際に勝負をすることになるのは

県民の皆さんですから、その苦労は極めて大き

いものが求められて、その結果はなかなか厳し

いところにつながると思っております。これに

ついても、よろしくお願いしておきます。

そして、これは地元の問題でありますが、県

立富養園の跡地問題であります。あの土地につ

いては、病院を建てることを条件に、新富町が

県に寄附をした土地であります。そして、この

ことは明文化こそされていないものの、明らか

に負担つき寄附になろうかと思います。ですか

ら、これについては、病院を撤退させた今、新

富町へお返しし、それを地域の活性化のために

活用させるべきであります。このことについて

は、随分早いときから私は本会議などで取り上

げてきておりますが、いまだ放りっ放しであり

ます。企業局の問題にせよ、この問題にせよ、

県民は愚のごとくして賢なり、見ていないよう

でしっかりと真実を見てくれております。県民

の代表として、信を大切にし、強いリーダー

シップで県政を進められることを、改めて知事

に求めておきます。

今回の質問では、ほかの答弁者に対する質問

も含めまして、厳しいことなどいろいろ申し上

げましたが、県議会としても、また自民党県連

としても、県民の代表たる知事でありますれ

ば、責任を持って全力で支えていくわけですか
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ら、県民代表としての覚悟と自信を持って、全

力で堂々と突き進んでいただくことをお願いし

て、質問を終わります。

どうもありがとうございました。（拍手）

○中野 明副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時０分散会


