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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、徳

重忠夫議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○徳重忠夫議員

ざいます。本日の一般質問のトップバッターを

務めさせていただきます。よろしくお願いいた

します。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。

まず最初に、都城志布志道路の整備について

お伺いをいたします。

皆様御承知のとおり、本道路は、宮崎自動車

道の都城インターチェンジと志布志を直結す

る、延長44キロメートルの地域高規格道路であ

ります。都城志布志道路の整備効果について、

費用便益分析は事業区間ごとに出されているわ

けでありますが、おおむね２倍を超えているの

であります。走行時間短縮、走行経費減少、交

通事故減少の３つの便益だけで約２倍以上ある

ということで、現在の総事業費は1,200億円であ

ることから、単純に計算すると約2,400億円を超

える便益があるわけであります。費用便益分析

は50年間で計算されておりますことから、単純

に割りますと、毎年40億円以上の経済効果が見

込まれると言えるのではないでしょうか。これ

に加え、物流の効率化、新たな企業立地の促

進、災害時に沿岸部と内陸部を結ぶ支援物資の

輸送ルートの強化、救急医療体制の構築など、

経済・防災・医療の道として効果が見込まれる

わけであります。このように大変大きな事業効

果が見込まれることから、ぜひとも早期に完成

させ、供用区間を一体的に利用できるようにす

る必要があると考えております。そこで、都城

志布志道路の早期整備に向けた知事の意気込み

を、まずお聞かせいただきたいと思います。

次に、県境部の整備についてお伺いをいたし

ます。都城志布志道路は、国土交通省、宮崎

県、鹿児島県で整備が進められており、現在の

供用率は、計画路線指定以来、既に22年かかっ

てまだ３割程度であります。平成30年までに

は、宮崎県側は南横市インターチェンジから金

御岳インターチェンジ間の約10キロ、鹿児島県

側は末吉インターチェンジから有明東インター

チェンジの間13キロがつながり、約５割が供用

することになっております。しかしながら、そ

の間の県境部の約5.8キロはつながっていませ

ん。道路はつながってこそ効果を発揮するもの

でありまして、県境部の早期整備が必要と考え

ております。県境部については、平成25年か

ら、宮崎県側は金御岳工区として約2.9キロ、鹿

児島県側は末吉道路として2.9キロ、それぞれ事

業に着手されておりますが、既に３年以上経過

しておるところであります。都城志布志道路の

総事業費が1,200億円であることから、単純に計

算しますと県境区間が約150億円かかるというこ

とでありまして、今までの事業費が約30億円で

ありますことから、残事業に、まだ120億円も必

要であります。仮にあと４年で開通させるとす

ると、毎年30億円が必要となり、相当頑張らな

いといけないと考えております。頑張るために

は、目標を持って事業を進めることが重要と考

えます。そこで、県土整備部長に、都城志布志

道路の金御岳工区の完成見通しについてお伺い

をいたします。

以上、壇上からの質問とし、後の質問は質問

者席から行います.（拍手）〔降壇〕

平成28年９月12日(月)
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〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

都城志布志道路の早期整備についてでありま

す。都城志布志道路は、南九州圏域の経済基盤

強化に欠かせない地域高規格道路であります。

御指摘のように、防災・医療の面で大変重要な

効果もあります。その効果を十分に発揮するた

めには、早期に全線の供用を図ることが大変重

要だと考えております。このため、ことし１月

には直接、石井国土交通大臣にお会いし、この

道路の重要性や地元の皆様の熱い思いを伝える

など、国に対して予算の重点配分と早期整備を

強く訴えてきたところであります。また、こと

し５月に都城市で開催された「都城志布志道路

整備活用促進大会」に私も出席をいたしました

が、パネルディスカッションで地元の高校生が

意見を述べるなど、大会に参加した約1,800人の

熱い思いを直接肌で感じたところであります。

今後とも、あらゆる機会を捉えて、国に対し予

算確保を働きかけるとともに、県議会を初め、

沿線自治体、商工関係団体等の御支援もいただ

きながら、国や鹿児島県ともしっかり連携を

し、全線の早期整備に向け全力で取り組んでま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（東 憲之介君）

答えいたします。

金御岳工区の完成見通しについてでありま

す。金御岳工区におきましては、これまで測量

や設計を行い、用地取得につきましては、集団

調印を実施するなど地元の皆様の御協力をいた

だき、約８割まで進んでおり、現在、残る用地

取得と埋蔵文化財調査を行っている段階であり

ます。また、鹿児島県側の末吉道路につきまし

ても、用地取得と埋蔵文化財調査を進めている

段階と伺っております。したがいまして、今後

の用地取得や調査の進捗、予算確保の状況を見

きわめる必要があり、現段階で完成見通しをお

示しすることは難しいと考えているところであ

ります。しかしながら、完成見通しを公表する

ことは、企業誘致や計画的なまちづくりに貢献

する上で大変重要なことと考えております。こ

のため、引き続き鹿児島県と連携しながら、整

備に必要な予算確保に努め、県境部の整備に

しっかり取り組んでまいりたいと存じます。

〔降壇〕

大変前向きな御答弁、ありが○徳重忠夫議員

とうございます。

そこで、２問目でございます。さまざまな条

件があるとは思いますが、できるだけ早く完成

予定年度を公表し、計画的な整備を進めていた

だきたいと思います。鹿児島県では、御案内の

とおり、新しい知事が就任されたわけでありま

す。意気込みを形に示すために、宮崎、鹿児島

両県知事が、国に対して合同で積極的に要望活

動をしてほしいというのが地域住民の願いでも

ございます。県境区間5.8キロ、先ほど申し上げ

ました残事業といたしまして、まだ120億円も必

要であります。そこで、県境区間の早期整備を

図るため、三反園鹿児島県知事、河野宮崎県知

事、池田都城市長、五位塚曽於市長、本田志布

志市長と合同で、関係省庁へ要望活動を実践し

ていただきたいと思いますが、知事の考えをお

聞きしておきたいと思います。

都城志布志道路の早期○知事（河野俊嗣君）

整備に向けては、鹿児島県、また沿線自治体と

の連携が非常に重要でありまして、これまでも

沿線の首長さん方と、総決起大会、また国への

要望活動等に取り組んできているところであり

ます。鹿児島県の新しい三反園知事との連携も
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非常に重要でありまして、８月４日、宮崎県庁

にお越しになり、特に防災や観光面での連携を

図っていきたいというお話でありましたが、そ

のときに、私どもが国交省への要望で使います

大きな地図、九州全体の地図で、ミッシングリ

ンクを明示した地図をお見せして、鹿児島との

間で、都城志布志道路、さらには東九州道路の

早期整備が非常に重要である、連携をぜひお願

いしたいということを強く要請し、「しっかり

やっていきましょう」というお言葉もいただい

たところであります。今後とも、鹿児島県、関

係市等とも十分連携をしながら、全線早期整備

に向けて全力で取り組んでまいります。

ぜひ実現をしていただきたい○徳重忠夫議員

なと思います。やはり首長がそろって陳情する

ことが、大変なインパクトになると考えており

ますので、よろしくお願いを申し上げておきた

いと思います。

それでは次に、医療提供体制の充実について

お伺いをしてまいります。

平成27年４月、都城市郡医師会病院が移転を

いたしました。移転後、都城市や三股町、鹿児

島県の曽於市や志布志市の住民だけでなく、西

諸県の小林市やえびの市、高原町の住民の利用

も大変ふえているところでございます。まさ

に、地域住民にとりまして安全・安心の両面

で、より利便性が高まったのではないかと思っ

ております。

ところで、県立３病院につきましては、毎

年50億円程度の県の一般会計からの繰り入れが

されているようであります。私は、医師会病院

は、民間病院とはいえ、県立病院のない県西地

区におきましては、準公立病院であると認知し

ているわけでありまして、救急医療あるいは地

域医療に貢献しているものと考えております。

県は、都城市郡医師会病院移転整備に関しまし

て、総額15億円余りを支出していただいておる

ところでございますが、県立病院のない県西地

域における医療支援について、知事の考えをま

ずお伺いしておきたいと思います。

県西地域におきまして○知事（河野俊嗣君）

は、都城市郡医師会病院や国立病院機構都城医

療センター等が、圏域の中核病院として、地域

医療の充実に多大な貢献をしていただいている

ところであります。一方、県立病院は、全県レ

ベルあるいは地域の中核病院として、医療を安

定的に提供するだけではなく、収入をもって充

てることが困難な政策医療や不採算医療を担う

使命がありますことから、関係法令等に基づき

まして、一般会計が負担をしているところであ

ります。県民の皆様が安心できる医療体制の確

保を図るために、これまでも、財政状況が厳し

い中、県内の僻地・小児・救急医療など政策的

な医療支援を行っているところでありますが、

今後とも、補助制度等を最大限に活用しなが

ら、県西地域に必要な医療機能の充実の支援に

取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○徳重忠夫議員

それでは、もう一問させていただきたいと思

いますが、高度な医療を提供するには、高度な

医療機器とそれを扱うスタッフが必要となりま

す。しかし、県民の中には、高度な検査や治療

を受けるため、わざわざ都市部の病院まで行っ

て入院し、あるいは診察してもらうという声を

たくさん聞いているところであります。都城市

郡医師会病院は、都城志布志道路が全線開通す

れば、まさに南九州の中核拠点病院としての機

能を果たすでしょうし、県民が県内で高度な医

療を受けられる体制が整備できるものと考えま

す。このような中、都城市郡医師会病院では、
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ここ２～３年のうちにＭＲＩ約５億円程度、Ｃ

Ｔ約４億円程度と、高度な医療機器を導入した

いという意向があると聞いておりますが、医療

機器等の整備支援をしていく考えはないか、知

事にお伺いをしておきたいと思います。

都城市郡医師会病院○知事（河野俊嗣君）

は、圏域の中核病院でありますことから、その

移転整備の際には、建物やヘリポート、備蓄倉

庫などの施設整備だけでなく、エックス線ＣＴ

装置の高額医療機器など総額15億円余を支援す

るほか、ドクターカーの配備や、地域の医療機

関の連携に必要なネットワークシステムの導入

支援等を行ってきたところであります。また、

災害医療や小児救急医療の拠点機能の役割に配

慮しまして、小児救急医療拠点病院や第二種感

染症指定医療機関としての毎年の運営費などの

支援も行っているところであります。今後と

も、県内各圏域の医療提供体制の整備に必要な

支援につきましては、各種補助制度や地域医療

介護総合確保基金等を活用して、地元市町村と

も十分連携を図りながら取り組んでまいりま

す。

ありがとうございます。前向○徳重忠夫議員

きに御答弁いただいておるところでございます

が、平成28年度、一般会計から約47億円の繰り

入れがなされております。そのうち交付税措置

を差し引いた県費だけでも12億円という金額で

ございます。県内どの地域でも公平に高度な医

療が受けられるよう、県西地域の中核病院であ

る都城市郡医師会病院における医療機器等の整

備に関する支援について、今後とも特段の御配

慮をお願い申し上げたい、このように思ってお

ります。

それでは次に、子ども・子育て支援新制度に

ついてお伺いをしてまいります。

新制度がスタートして１年余りとなりまし

た。私は、この新制度が始まって以来、保育所

を取り巻く環境が大きく変わったことを実感い

たしております。それは、制度自体は平成18年

度にスタートしたものの、なかなか進まなかっ

た認定こども園への移行が、新制度を機に加速

しているからであります。私は、新制度につい

て、現場の関係者からさまざまな意見を伺う機

会がありますが、「地方にはなじまない」とい

う声や、「県内で認定こども園へ移行が進んだ

ことにより、関係者の横のつながりが希薄にな

り、以前に比べて意思疎通がうまくいかなく

なった」という声を少なからず聞いておるとこ

ろでございます。そこで、まず最初に、子ども

・子育て支援新制度移行前と移行後の保育所、

幼稚園、認定こども園の施設の状況はどのよう

になっているのか、福祉保健部長にお伺いをし

ておきたいと思います。

新制度移行前○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の平成26年４月１日現在の各施設の内訳でござ

いますが、保育所が385園、幼稚園が89園、認定

こども園が42園でありましたが、移行後のこと

し４月１日現在では、保育所が321園、幼稚園

が70園、認定こども園が127園となっておりま

す。

ただいま、数はお知らせをい○徳重忠夫議員

ただきました。これもまた、関係者の皆さんか

ら伺っているところでございますが、県や市町

村、保育団体等を通じて多くの資料が提出され

ているものの、新制度の仕組みが大変複雑であ

ります。内容も多岐にわたっております。「そ

れに目を通すだけでも一苦労だ」「なかなか制

度の理解が進まない」といった意見をたくさん

聞いておるところでございます。子供たちは、

本県、我が国の未来を担っていく原石でありま
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す。あらゆる可能性を持っております。保育所

等経営者の間では、その子供たちをより輝かせ

ていくための方策として、認定こども園へ移行

すべきかどうか、それぞれが真剣に考えており

ます。悩んでいるのが実情であります。最終的

にどのような形で運営を行っていくかは、経営

者が施設それぞれの特徴や地域のニーズなどを

よく見きわめて判断していくことになります

が、県としては、このような具体的・個別的な

相談があった場合にも丁寧に対応し、関係者を

安心させていただきたいと思う次第でありま

す。福祉保健部長の考えをお聞かせいただきた

いと思います。

議員御指摘の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

とおり、新制度については、施設を運営する関

係者の方々から、仕組みが複雑でなかなか理解

が進まないという御意見、御相談が県にも寄せ

られているところであります。このため県で

は、保育連盟連合会や幼稚園連合会など、新制

度に関する情報提供や意見交換を実施してきた

ところでございます。また、新制度の実施主体

であります市町村とも連携強化を図っており、

先月もブロック別の会議を実施いたしまして、

市町村個々の状況等についても把握に努めてい

るところであります。お尋ねの認定こども園に

ついては、保育所と幼稚園の機能をあわせ持つ

幼保連携型認定こども園を初め、４つの類型が

ございます。それぞれに認可要件等が異なりま

すので、関係者の方々から個別・具体的な御相

談をいただいた場合には、引き続き市町村等と

も十分連携を図りながら、円滑な移行が図られ

るよう、わかりやすく丁寧な対応をしてまいり

たいと考えております。

現在、乳幼児を預かる施設と○徳重忠夫議員

いたしましては、今、部長から御答弁のとお

り、保育所が321、幼稚園が70、認定こども園

が127あるということでございますが、多くの経

営者が、認定こども園へ移行すべきかどうか悩

んでいると聞いておるところでございます。そ

れはどういうことかといいますと、今おっ

しゃったとおりでございますが、認定こども園

が幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量

型の４つに分かれております。さらに、今まで

は幼稚園、保育所と２つしかなかったものが、

合わせて６つの型になっているという、本当に

わかりにくい状況になっているからでございま

す。新制度につきましては、経営者が制度を十

分理解し適切な判断ができるように、関係者と

十分相談をしていただいて、丁寧な対応を強く

要望しておきたいと思います。

質問を続けさせていただきたいと思います。

代表質問で松村議員からも質問されたところで

ございます、児童虐待についてお伺いをしてま

いります。

平成27年度の児童相談所における児童虐待相

談対応件数は、全国では10万件を超えておりま

す。本県でも715件と過去最多を示しておりま

す。また、日々の報道において、全国的には、

児童虐待により子供が亡くなる事案が聞こえて

きており、幼い命が失われることは残念でなり

ません。このような児童虐待という悲しい出来

事を防止するため、県や市町村等が懸命に児童

虐待防止に取り組んでいることは承知している

のですが、行政が手を尽くしても児童虐待が後

を絶たない深刻な状況について、懸念するもの

であります。本県では、平成26年度の対応件

数540件から、27年度は実に1.3倍、175件の増と

なっておりますが、増加の理由について、福祉

保健部長にお伺いをしておきたいと思います。

児童虐待相談○福祉保健部長（日隈俊郎君）
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対応件数が増加した理由といたしましては、全

国的に痛ましい児童虐待事件が後を絶たないこ

とや、厚生労働省が運営する児童相談所全国共

通ダイヤルが、昨年７月にそれまでの10桁から

３桁に短縮されたこと、そして、その活用につ

いて国や県が積極的に広報活動を行ったことな

どによりまして、県民の児童虐待への関心や通

告意識の高まりにつながったこと等によるもの

と考えております。

児童虐待は、家族の中で、保○徳重忠夫議員

護者が加害者、子供たちが被害者となる悲しい

問題として、悔しさとやり切れない思いを感じ

ておるところでございます。児童相談所の職員

等は、児童虐待が生じてしまった後の対応に全

力で取り組まれていると考えますが、児童虐待

が発生する前に水際で防止することが、家族自

身にとっても、家族を支援する立場にある方々

にとっても重要であると考えます。特に、児童

虐待を引き起こす保護者の中には、人間関係や

経済状態などに問題を抱え、やむにやまれず養

育の放棄等を引き起こしてしまう方々もいると

考えられ、児童虐待の未然防止のために、虐待

予備軍も含めた保護者に対する支援策が講じら

れる必要があると思うのであります。そこで、

福祉保健部長に、本県の児童虐待防止の取り組

みについてお伺いをしておきたいと思います。

議員御指摘の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

とおり、児童虐待の未然防止の取り組みは大変

重要であると考えております。保護者への支援

の取り組みといたしましては、本県ではこれま

で、市町村が実施主体となり取り組む、乳児の

いる家庭に子育てに関する情報提供等を行う乳

児家庭全戸訪問事業や、これにより支援が必要

と認められた家庭を継続的にフォローいたしま

す養育支援訪問事業などの子育て支援事業に、

経費の一部を県のほうから補助を行い、事業の

促進に取り組んできております。また、今年度

から新たに、児童相談所全国共通ダイヤルに関

し、24時間電話相談に対応する体制を整えたと

ころでございまして、児童虐待相談に限らず、

育児に関する相談にも対応しているところであ

ります。さらに、地域からの相談に応じる児童

家庭支援センターを今年度設置いたしまして、

保護者からの相談に対して専門的な助言等を行

う体制の強化も図ったところでございます。

それぞれ大変努力をいただい○徳重忠夫議員

ております。大変ありがたいことだと思ってお

ります。児童虐待の痛ましさを知ってしまった

以上は、地域の子供たちに対して、誰も無関心

でいることはできないのであります。児童虐待

を防止するために、しっかりと啓発に取り組ん

でいただきたい。お願いをしておきたいと思い

ます。

続きまして、子供の貧困についてお尋ねをし

てまいります。

生活保護世帯の子供の高等学校への進学率

は、平成26年度の全国の値が91.1％となってお

り、一般世帯の98.7％と比較して約８ポイント

も低い水準になっております。また、生活保護

世帯の高等学校中退率は、平成26年度の全国の

値が4.9％となっており、一般世帯の1.5％と比

較して３倍以上となっております。これらの

データは、家庭の経済状況が子供の教育を受け

る機会に影響し、必ずしも平等とは言えない現

状を示すものであります。子供の一人一人の成

長スピードは速く、現在貧困の状況にある子供

に対し早急に手を差し伸べなければならないこ

とから、子供の貧困問題への対応は待ったなし

の状況であると考えます。このような状況の

中、昨年度、県は「宮崎県子どもの貧困対策推
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進計画」を策定したところでありますが、都道

府県の子供の貧困率が明らかになっていないこ

とや、子供の貧困に関する指標の多くが割合で

示されており、本県において、貧困の状況にあ

る子供が実際にどの程度いるのか、わかりにく

いと感じております。そこで、本県の子供の貧

困に関する具体的な数値があれば、福祉保健部

長にお伺いをしておきたいと、このように思い

ます。

子供の貧困に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

関連する指標としては、生活保護世帯やひとり

親世帯の子供の数を初め、経済的な理由によっ

て就学援助を受けている子供の数などがござい

ます。具体的な数値をお示ししますと、生活保

護受給者のうち、18歳未満の子供は、平成26年

度時点で1,995人となっております。また、ひと

り親世帯のうち児童扶養手当の支給対象となっ

ている子供 18歳以下になりますが は、― ―

平成26年度時点で２万3,173人となっておりま

す。さらに、就学援助を受けている子供 給―

食費等々の支援を受けている子供の数ですが

は、平成25年度時点で１万3,620人となって―

おります。

たくさんの子供たちが貧困の○徳重忠夫議員

中で生活をされているということでございま

す。さまざまな捉え方がございますので、さら

なる実態の把握に努めていただきたい、このよ

うに思っております。

計画の初年度に当たります今年度からは、そ

のような子供たちを対象として、計画に基づい

ての施策が展開され、必要な支援が行われてい

かなければなりません。計画を策定しただけで

は、本県の子供の貧困問題が解決するものでは

なく、今後、より県民に近い市町村と連携し、

計画を着実に推進することが重要となります。

そこで、計画を推進するためには、地域の実情

に応じた取り組みが必要と考えますが、どのよ

うに考えておられるのか、福祉保健部長にお伺

いをいたします。

議員のお話に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ありましたとおり、地域の実情に応じた取り組

みが必要であろうと考えております。今後、こ

の計画を着実に推進していくためには、県内の

各地域におきまして、それぞれの実情に応じた

対策を講じていく必要があろうかと考えており

ます。中でも、地域住民に身近な市町村の取り

組みが重要となりますので、国の交付金を活用

いたしまして、市町村が実施する子供の貧困の

実態調査や計画の策定などに対して支援を行う

こととしたところであります。また、昨年度か

ら、各福祉事務所ごとに「地域の子どもの貧困

対策会議」を開催しておりまして、福祉、教

育、民間団体等の関係者が一堂に会しまして、

子供の貧困をめぐる管内の情報交換や今後の取

り組みについて協議を行っているところであり

ます。今後とも、これらの取り組みを通じまし

て、市町村や関係団体等との連携を深めなが

ら、計画の推進にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

ありがとうございます｡子供の○徳重忠夫議員

貧困への対応は非常に重要な課題でありますの

で、計画の着実な推進に取り組んでいただきま

すように、強く要望申し上げておきたいと思い

ます。

続いて、公共施設の老朽化対策についてお尋

ねをしてまいります。

まず最初に、宮崎県公共施設等総合管理計画

についてであります。この計画につきまして

は、昨年の９月議会においても質問をさせてい

ただきましたが、インフラ施設など公共施設



- 191 -

平成28年９月12日(月)

は、県民の安全・安心な暮らしに密接にかかわ

る重要な問題でありますので、今回も取り上げ

させていただきます。厳しい財政状況が続く

中、庁舎や道路、トンネルなど公共施設の維持

管理費用を抑制するために、本計画を策定され

るようでありますが、一方で、防災拠点庁舎や

２巡目国体のためのスポーツ施設の整備が計画

されており、大きな財政負担も見込まれており

ます。ところが、公共施設の現状については、

建物系施設では半数が建築後30年を超えており

ます。インフラ施設についても、橋梁やトンネ

ル、治水ダムなど一部の施設は、建設後50年を

超えているものがあるとされております。公共

施設の中には、緊急に修繕をしければならない

施設もかなりあると思います。これに対応する

ため、公共施設の維持補修について、緊急性の

あるものを早急に行うべきではないかと思いま

すが、公共施設等総合管理計画における個別施

設計画の策定をどのように進めているのか、総

務部長にお伺いをしておきたいと思います。

公共施設につきま○総務部長（桑山秀彦君）

しては、これまでも、緊急性を考慮しながら、

劣化や損傷の状況に応じた修繕等を行ってきた

ところでありますけれども、今後は、将来の財

政負担の低減化・平準化に向けまして、施設の

長寿命化を図ることが重要であります。このた

め、公共施設等総合管理計画におきましては、

計画的な点検や適時・的確な修繕等を行います

予防的保全を実施することといたしまして、庁

舎などの施設類型ごとに必要な対策の実施時期

などを盛り込んだ個別施設計画を、平成32年度

を目途に策定することにしております。この個

別施設計画の策定に当たりましては、副知事を

トップとして関係部局長で構成する公有財産調

整委員会が中心となって、各部局が行う計画の

作成を推進しますとともに、その進捗状況を適

切に管理することにしております。こうした取

り組みによりまして、個別施設計画の早期策定

を含め、公共施設の総合的な管理を積極的に推

進してまいりたいと考えております。

総合的な管理は当然のことだ○徳重忠夫議員

と考えております。公共施設は県民の安全・安

心のために欠かせないものであり、その維持補

修対策は喫緊の課題でありますので、早期に個

別施設計画をつくり上げ、万全を期されるよう

お願いをしておきたい、このように思います。

続きまして、警察署の整備について、警察本

部長にお尋ねをしておきたいと思います。皆さ

ん御承知のとおり、都城警察署は建築後59年が

経過して、日本一古い警察署であります。その

老朽化は言うまでもありません。また、駐車場

が狭いとか、庁舎の増改築等を繰り返したこと

によりまして、各種相談窓口の場所がわかりづ

らいなど、警察署の機能として問題があるもの

と考えております。また、防災対策の拠点施設

として、都城市と三股町の約19万人の安全を確

保するためには、現状では不安が残るところで

あります。財政状況が厳しいことは承知してお

りますが、治安基盤及び防災拠点としてしっか

りと機能させるために、早急に警察署を建てか

えてもらいたいと考えるところであります。そ

こで、都城警察署新庁舎の整備についてどのよ

うに考えておられるか、警察本部長にお伺いを

しておきたいと思います。

都城警察署につ○警察本部長（野口 泰君）

きましては、築後59年が経過し、老朽化が進ん

だ警察署となっておりますが、平成９年度に耐

震補強を行いまして、防災活動拠点としての機

能が果たせるよう、必要な措置をとらせていた

だいております。また、狭隘化への対応とし
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て、昭和55年度と平成13年度には増築を行い、

必要な事務室等を確保している状況でございま

す。県警察としましては、警察署の建てかえの

考え方として、治安基盤及び防災活動の拠点と

しての機能を十分発揮できる施設整備を目指

し、公共建築物の長寿命化の方針が示されるな

ど、厳しい財政状況下ではございますが、機能

に支障のある警察署を最優先とし、順次整備し

ていくという方針でありますので、どうぞ御理

解のほどよろしくお願いいたします。

本部長の立場からなかなか言○徳重忠夫議員

えないことかなと、こう思ってもおるところで

ございます。

都城警察署の整備につきましては、もう一つ

私が気になっていることがございます。それは

建設予定地についてでございます。言うまでも

ございません。現状は駐車場が不足しておりま

す。もっと広い土地に移転する必要があると思

うのであります。最近は、都城北消防署や医師

会病院も郊外に移転しております。車社会であ

る現代では、現在のような市の中心部にこだわ

る必要はないものと考えます。そこで、都城警

察署新庁舎を整備する場合、どこにどのような

用地の選定をされようとしているのか、警察本

部長にお伺いをしておきたいと思います。

現在の都城警察○警察本部長（野口 泰君）

署の敷地面積は約8,200平方メートルであり、宮

崎北警察署、延岡警察署に次ぐ３番目の敷地面

積であります。しかしながら、これまで狭隘化

の解消を図る目的で必要な施設を増築してきた

ため、駐車場が不足しているところでありま

す。一般論ではありますが、警察署を建てかえ

る場合、用地選定の要件としましては、防災活

動拠点としての機能を発揮するための敷地の確

保や、警察署管内で発生する事件・事故への対

応、県民の利便性の向上などが挙げられますの

で、県警察としましては、このような考え方で

用地を選定していく方針であります。

ありがとうございます。知事○徳重忠夫議員

も本部長も、現地、都城警察署の状況を見て、

建てかえの必要性を感じておられると私は思っ

ています。知事、本部長からはなかなか言い出

せないようなことかと思いますが、日本一古い

警察署、これを解消しましょうよ。お願いいた

します。早目に整備計画を立てていただくよう

強くお願いをしておきたい、このように思いま

す。

次に、スポーツ振興について、教育長にお伺

いをいたします。

先月、スポーツ・観光対策特別委員会の県北

調査において、新富町にある富田浜漕艇場を調

査したところであります。富田浜漕艇場は、松

林に囲まれた風景の美しい入り江にある、ボー

ト競技やカヌー競技に適した自然条件を備え、

また、スタートからゴールまでの直線コースが

確保できるすぐれたコースであります。これま

で、昭和54年の宮崎国体、平成４年の全国高校

総体などの全国大会や、国体予選など県大会が

開催されております。富田浜漕艇場は、このよ

うに各種大会の開催や高校生の日常の練習でも

使用するなど、本県スポーツの普及・振興に寄

与しているところであります。このような大変

すばらしい環境の中にある漕艇場であります

が、全国や各地から応援や観戦に訪れる方々の

ための観客席と駐車場が十分整備されていない

ように思われます。そこで、富田浜漕艇場に観

客席と駐車場を整備する必要があると考えます

が、県はどのように考えておるのか、教育長に

お伺いをしておきたいと思います。

新富町にある漕艇場○教育長（四本 孝君）
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は、県内唯一の漕艇場として活用されておりま

して、これまで、地元の新富町と協力しなが

ら、国体あるいは全国高校総体を初め、多くの

大会を開催してきたところでございます。ま

た、漕艇場が位置する富田浜一帯は、議員の御

質問にもありましたが、海岸や松林、入り江な

ど、すばらしい自然環境を有しておりまして、

新富町では、漕艇場の隣接地に、これらの自然

を生かしたキャンプ場やプール、駐車場などの

公園施設を整備しているところであります。お

尋ねの観客席や駐車場の整備につきましては、

今後、新富町と話し合いながら、競技団体の御

意見も踏まえつつ研究してまいりたいと考えて

おります。

私もこの場に立ち会いまし○徳重忠夫議員

て、新富町の職員の方々と話したところでござ

います。「観客席や駐車場が整備されれば、よ

り多くの観客が訪れると思うのであります」、

そう新富町の職員の方も言っておられました。

新富町と十分協議をいただいて、観客席、駐車

場の整備をよろしくお願い申し上げておきたい

と思います。

続いて、県内就職率についてお尋ねいたしま

す。

高校生や大学生の県内就職率についてでござ

いますが、黒木議員からも代表質問で質問され

ております。先日の新聞記事で、本県の高校生

や大学生の県内就職率が低迷し、若者の県外流

出が深刻な状況となっていることが大きく取り

上げられております。４年後に開催されます東

京オリンピック・パラリンピック等の影響で、

今後、県外企業からの吸引力がさらに強まるこ

とが懸念され、若者の県外流出にさらに拍車が

かかるのではないかとの強い危機感を抱いてお

ります。一方、高校生や大学生に対する県内企

業からの求人数は年々ふえている状況と伺って

おります。そうした中、高校生や大学生の約半

数が県外企業を選択する背景には、県外企業と

の初任給や福利厚生の差が大きく影響している

のではないかと考えておるところであります。

中でも、特に県外企業との初任給の格差が、高

校生や大学生の県内就職率が低い大きな要因と

なっていると私は考えております。商工観光労

働部長のお考えをお聞きしておきたいと思いま

す。

高校生、○商工観光労働部長（中田哲朗君）

大学生を対象としたアンケート調査などを見ま

すと、企業選択において求める条件はさまざま

でございますが、初任給も重要な要素の一つで

あると考えております。このため県では、付加

価値の高い産業の振興を図り、給与面も含めた

良質な雇用の確保を実現するため、「みやざき

産業振興戦略」に基づき、成長産業の振興や中

核企業の育成等に取り組んでいるところであり

ます。一方で、仕事のやりがいや会社の成長

性、職場の雰囲気など、給与面だけでは語れな

い企業の魅力や、通勤時間の短さや物価の安

さ、恵まれた子育て環境など、都会にはない宮

崎の魅力もありますので、それらを積極的にア

ピールして、県内就職の促進につなげてまいり

たいと考えております。

給料だけではないというよう○徳重忠夫議員

なお話でございますが、私は、高校生が最初に

就職するときに、給料が安いということが一番

だと私なりに考えておるところでございます。

これが差を縮められるような方策を、事業主さ

んと皆さん方で相談をしながら考えていただく

ならば、１万円程度の差だったら何とかなると

いうような気がしておるところでございまし

て、努力をいただきますようにお願いしておき
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たい、このように考えます。

最後の質問になりますが、選挙の投票率につ

いてお伺いをしてまいります。

私は、２月の一般質問でも、本県の投票率が

九州・沖縄の中で低い傾向にあることから、九

州・沖縄で１番になることを目標にしっかり取

り組んでほしいと申し上げたところでありま

す。ところが、７月に行われました参議院議員

通常選挙では、本県の投票率は49.76％、47都道

府県中44番目の投票率にとどまっております。

九州・沖縄で最も低い投票率となったところで

あります。選挙は民主主義の原点であり、この

ように選挙に参加しない有権者が多いことは、

政治や行政に関心がないことのあらわれと、極

めて憂慮すべき事態であると考えております。

そこで、今回の参議院選挙で、九州・沖縄で最

も投票率が低かったことをどのように捉え、投

票率向上に向けて今後どのように取り組んでい

かれるおつもりか、選挙管理委員長にお伺いを

しておきたいと思います。

最近の本県○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

の投票率は低い傾向にありますが、特に今回の

参議院選挙では九州・沖縄で最も低く、全国平

均を4.94ポイントも下回る、投票率49.76％にと

どまったことは、大変残念であり、重く受けと

めております。投票率を向上させ、この状況か

ら脱するためには、常日ごろから有権者の政治

や行政への関心を高め、主権者意識の醸成を図

ることが何より重要と考えております。このた

め県選挙管理委員会では、若者向けワーク

ショップや意見発表会などの啓発事業に加え、

教育委員会等と連携・協力した学校への選挙出

前授業などに取り組んでおります。今後もより

一層、創意工夫を凝らしながら効果的な啓発活

動に取り組むことで、主権者意識の醸成に努

め、投票率の向上につなげてまいりたいと考え

ております。

投票率を向上させるために○徳重忠夫議員

は、啓発だけではなくて投票環境の向上も非常

に大事ではないかと思っています。最近、過疎

化に伴いまして投票所が廃止され、そのことが

投票率の低下につながったと考えられる事例が

発生をいたしております。都城市西岳の大塚地

区は、以前は90％程度の高い投票率を誇る地区

でございましたが、今回、投票所が廃止された

ことによって投票率が下がったと聞いておりま

す。投票したい気持ちは持っているのに、交通

手段がない等の理由によりその機会を失われる

ことは、あってはならないことであり、選挙管

理委員会には、投票機会を確保するための対策

を講じてほしいと思っております。その対策と

して、今回の参議院選挙で、島根県の浜田市に

おいては、ワンボックスカーを期日前投票所と

して中山間地を巡回させ、投票を受け付ける取

り組みがされたと聞いております。大変よかっ

たと聞いておるところでございます。これは大

いに参考になる取り組みであります。本県にお

いても、このような投票支援策を講じるべきと

考えますが、選挙管理委員長の考えをお聞きし

ておきたいと思います。

投票区の見○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

直しにより投票所が遠くなった場合、交通手段

を持たない高齢者等は投票所に足を運ぶことが

困難となるため、投票機会を確保するための支

援策が必要と考えております。本県では、交通

が不便な地域に短時間の期日前投票所を設けた

り、期日前投票所や投票所までのコミュニティ

バスの運賃を無料にすることなどの取り組みを

行っている市町村があります。今回、島根県浜

田市が取り組まれた、自動車を期日前投票所と
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し、各地区を巡回する取り組みも、大変有効な

支援策の一つと考えております。県選挙管理委

員会といたしましては、この事例を含め、市町

村選挙管理委員会に対し、投票機会の確保を図

るための取り組みの情報提供や助言を行い、そ

れぞれの地域に適した取り組みを検討・導入い

ただくことで、投票環境の向上を図り、投票率

の改善につなげてまいりたいと考えておりま

す。

投票率向上に向けて参考にす○徳重忠夫議員

べき事例が、意外と身近なところにあるようで

あります。新聞報道によりますと、今回の参議

院選挙では、西米良村の投票率が91.13％、全国

市町村で最も高い投票率に輝いたということで

あります。投票率九州一を目指してほしいと申

し上げてまいりましたが、身近なところに日本

一があったということで、これは称賛されるべ

きだと考えます。新聞記事では、防災無線を利

用するなど、きめ細やかな啓発の取り組みが功

を奏したと紹介されております。西米良村が日

本一となった理由を検証し、県全体で生かして

いくことで、県全体の投票率向上につながるの

ではないかと思いますが、選挙管理委員長の考

えをお聞きしたいと思います。

西米良村が○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

投票率日本一となった背景には、村民の皆さん

の高い主権者意識に加えまして、防災行政無線

を活用した投票の呼びかけや、新有権者に対す

る文書での投票呼びかけなど、地域の特徴を生

かした、西米良村選挙管理委員会のきめ細やか

な啓発の取り組みがあると考えております。こ

れらの取り組みは、ほかの市町村においても大

いに参考になる部分があると思いますので、県

選挙管理委員会では、市町村選挙管理委員会職

員研修会の場などにおいて、西米良村の取り組

みを含め、県内及び全国のすぐれた事例の紹介

や意見交換を行うことで、各市町村の啓発のレ

ベルアップを図り、投票率向上につなげてまい

りたいと考えております。

選挙権年齢が18歳以上に引き○徳重忠夫議員

下げられたことによりまして、本県におきまし

ても２万人が新たな有権者として投票に臨んで

おります。今回の本県の18歳、19歳の投票率

は、九州・沖縄で最も低く、全国でも下から２

番目に低かったということであります。非常に

残念であります。残念でなりません。そこで、

今回の選挙を踏まえ、改めて若者の投票率を上

げるための取り組みについて検証することが大

切だと思います。特に高校生に対して、改めて

継続的にしっかりとした主権者教育を行ってい

くことが、今後、新たに有権者となる18歳、19

歳の若者の投票行動にもつながると考えます。

今後の本県における高校生に対する主権者教育

の取り組みについて教育長にお伺いして、最後

の質問とさせていただきます。

選挙権年齢が18歳以○教育長（四本 孝君）

上に引き下げられましたことに伴い、県教育委

員会といたしましては、これまで主権者教育の

充実や投票意欲の高揚に努めてきたところで

す。今回の参議院議員通常選挙につきまして

は、高校３年生に限って言えば、ことしの４月

から７月11日までの約３カ月間に誕生日を迎え

た生徒のみが有権者となっておりまして、全体

としての評価については判断が難しいところも

あるところでございます。今後は、公表されて

おります投票率や、それぞれの学校における取

り組みの検証等も踏まえ、高校入学時から計画

的・継続的な指導を充実させるとともに、模擬

選挙やディベートなど、より実践的な活動につ

いても積極的に進めてまいります。
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どうもありがとうございまし○徳重忠夫議員

た。

以上で質問を終わらせていただきます。（拍

手）

次は、右松隆央議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主○右松隆央議員

党、右松隆央でございます。

「沖縄県に次いで、本県の出生率は高い」と

安閑としていられないことが、ことしの６月に

厚生労働省が公表した、昨年度の人口動態統計

で明らかになったところであります。人口減少

社会への対応が、地方自治体の行く末を握る重

要な課題として俎上にのり、今や全国各県にお

いて、「イクボス宣言」や「子育て王国」を唱

え、攻めの少子化対策、そしてＵＩＪターンの

取り込みにしのぎを削っております。

一昨年から比較をして、昨年度の出生率の上

昇率が公表されております。上昇率の全国平均

は0.04ポイントでありますが、本県はそれを下

回る0.03ポイントとなり、昨年度の出生率

は1.72となったところであります。本県より高

い上昇率を示した県は21県あり、そのトップ

が0.14ポイント上昇させた島根県であり、その

結果、昨年度の出生率が1.80となり、同じ

く0.08ポイント上昇させた沖縄県に次いで、島

根県は本県を抜き、全国２位に上がっておりま

す。

そこで、島根県の出生率が伸びた要因を分析

する中で、幾つかの特色が見られ、また、自治

体の少子化対策への取り組みの本気度をうかが

わせる政策誘導の中身と効果を示しながら、本

県の現状を伺い、あわせて、出生率の向上や少

子化対策の推進策を問うてまいりたいと思いま

す。

特色の一つとして、まず初めに、ＵＩＪター

ン者の内訳であります。島根県の合計特殊出生

率が伸びた要因として、地元の大学院教授によ

ると、「30歳前後の女性の田園回帰志向が高ま

り、彼女たちが出産したことが一因」と話され

ております。島根県によると、昨年の１年間で

ＵＩターン者の数が4,252人にも上り、そのう

ち、20～39歳の女性が実に23％の1,000人近くを

占めているとのことでありました。そこで、ま

ずは、本県の昨年度のＵＩＪターン者の総数と

その年齢別男女の内訳を、総合政策部長に伺い

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〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（永山英也君）

えいたします。

県では、昨年度、移住の情報発信拠点を整備

いたしまして、本格的に移住・ＵＩＪターンを

推進しており、その中で、公的な支援を活用し

ました移住世帯数を取りまとめておりますけれ

ども、全体的な移住者の数については、現時点

では把握できておりません。したがいまして、

現在把握しているデータに基づいてお答えさせ

ていただきます。

まず、性別につきまして、ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンターを活用した移住者94世帯159人

で見ますと、子供を除く男女比では、男性が74

人で57.8％、女性が54人で42.2％となっており

ます。また、年齢別につきまして、世帯代表者

の年齢になりますが、30代が最も多く40.4％、

次いで20代が33.0％と、若い世帯が７割を超え

る状況となっております。

なお、先日開催されました県総合計画審議会

におきましても、委員から、公的な支援を活用

した世帯数だけではなく、実際の移住者の数の

把握が必要との御意見をいただいたところでご
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ざいます。県といたしましては、移住者数は、

人口減少対策に係る戦略の構築やその効果を把

握する上で、重要な指標の一つであると考えて

おります。今後、市町村とも連携しまして、可

能な限り把握に努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

攻めの人口減少・少子化対策○右松隆央議員

を図っていく上では、男女、年齢層ごとに、さ

らなる施策の展開も必要になってまいります。

今後は、移住者の総数や内訳など、統計的に細

かいデータ収集を図ってもらうことを強く要望

させていただきます。

昨年の移住実績が、今議会でも202世帯と公表

されたところであります。前年の３倍以上に増

加したことは、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センターの開設など、本県の取り組みの成果が

着実に上がっている証左と言えます。一方で、

全国を見ると、いわゆる「増田レポート」

で、2040年までに896の自治体が消滅すると予測

され、政府により地方創生策に多くの予算がつ

き、ＵＩＪターンの誘致活動が一気に活性化し

た移住ブーム元年となった昨年度は、各県が軒

―並み数字を上げておりまして、その中でも

これは一昨年のデータでありますが 上位５―

県で全国の地方移住者総数の48％を占めるな

ど、地域間の格差が顕著になってきておりま

す。

上位５県に入っている県は、早くから移住支

援に取り組んでおりまして、同じく山陰の鳥取

県は、昨年度、本県の6.6倍となる1,337世帯

の1,952人が移住しており、島根県は、冒頭申し

上げました4,252人で、統計がとれていない本県

の10倍以上と推測するところであります。そこ

で、知事に、全国で地方への移住者数がこの５

年間で４倍以上にふえる中、各県独自の支援策

によって、自治体間の格差が広がってきている

わけでありますが、本県の現状をどのように認

識しておられるか伺いたいと思います。

御指摘のように、人口○知事（河野俊嗣君）

減少問題は地域の維持・存続に影響を及ぼす喫

緊の課題でありまして、全国の自治体が地方創

生に向けた取り組みを強化する中で、移住・Ｕ

ＩＪターン施策に大変力を入れておられるとこ

ろであります。本県におきましても、今、部長

が答弁しましたように、昨年度、移住・ＵＩＪ

ターンに係る相談体制や情報発信、また、市町

村と連携した移住者支援策の拡充に取り組んだ

結果、移住世帯数が大幅に伸びたほか、ふるさ

と回帰支援センターの移住希望地域ランキング

で10位になるなど、一定の成果につながったと

考えておりますが、全国的な動向を考えます

と、また、本県の定住先としてのポテンシャル

というものを考えますと、まだまだ努力が必要

であると考えておるところであります。

ある方によりますと、今、全国で、地方への

移住ブーム、第３次の移住ブームであるという

ような大きな流れがあるところでありますの

で、本県としても、しっかりその風を捉まえて

まいりたいと考えております。本県の人口減少

に歯どめをかけるためには、若者の定着促進や

そのための産業振興・雇用創出対策、さらには

少子化対策、そして移住・ＵＩＪターンなど、

総合的な取り組みが必要になってくると考えて

おりまして、より一層、市町村や関係団体とも

一体となって取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ぜひ、本県固有の温暖な気候○右松隆央議員

と住みやすさに加えて、さらなる支援策を図っ

ていただき、先ほど知事が第３次の移住ブーム

と言われましたけれども、移住の促進にしっか
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りとつなげていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

島根県と同様に、出生率が全国４位の1.69

で、上昇率が0.09ポイントと、本県に肉薄する

鳥取県もそうでありますが、各自治体の移住や

少子化対策への施策の本気度が、これからます

ます問われてくると考えております。島根県で

は、今年度、全国に先駆けて、３歳未満の子供

の保育料の軽減を、従来の第３子以降に加え、

第１、第２子にも適用する施策を始めておりま

す。また、中山間地域など、子供が少ないため

に、国の補助金だけでは運営が厳しい保育所や

学童保育に補助を上乗せするなど、市町村の取

り組みを独自にサポートしております。

各県どこも厳しい財政状況でありますが、そ

の中で、少子化対策にどこまで本気になって取

り組んでいけるのか、本県の優位性であった高

い出生率も、攻めの施策を打ち出し続けていか

なければ、これを維持していくのは相当に難し

いものと考える次第であります。そこで、島根

県が、若年世代の移住や少子化対策に力を入れ

ていく中で、乳幼児医療費や保育料の軽減、ま

た鳥取県の、子供を多く抱える世帯の保育料の

無料化、小児医療や不妊治療の助成の拡大な

ど、子育て世代の経済的負担の軽減に努める中

で、福祉保健部長に、本県の、子育てにおける

経済的な負担軽減も含めて、先進的な取り組み

事例があれば伺いたいと思います。

県を挙げて子○福祉保健部長（日隈俊郎君）

育て支援に取り組むことは、現在直面する最優

先の課題の一つであり、経済的な負担軽減を含

め、各種の施策を展開し、的確に対応を図って

いくことが重要であると考えております。この

ため県では、九州初の取り組みとして、妊娠を

するものの、流産などを繰り返して結果的に子

供を持てない女性の症状、いわゆる不育症の治

療費助成を平成27年度から開始したところであ

ります。

また、本県独自の取り組みとして、昨年度か

ら「みやざき子育てサポート事業」をスタート

しております。これは、国の制度の対象となら

ない市町村を中心に、仕事や家族の介護などで

子供を急に預ける必要が生じた場合にサポー

ターが預かるという、地域での共助の仕組みを

構築しているところであります。議員御指摘の

とおり、他県の先進的な取り組み事例等も踏ま

え、本県としても、国や市町村、関係機関など

と連携しまして、県内の子育て支援のさらなる

充実を図ってまいりたいと考えております。

部長の子育て支援への思いを○右松隆央議員

受けとめさせていただきました。財政支出との

バランスを図りながらでありますが、先進他県

の経済的負担の軽減による出生率向上に向けた

独自の取り組みは、攻めの少子化対策として、

本県の活力を生み出す上でも参考になるものと

考えております。福祉は、国が絡む事業も多く

て、今の職員の数で果たして足りるのかなと思

うくらいでありますけれども、これからも、子

育て支援のさらなる充実をお願いしたいと思い

ます。

鳥取県では、「子育て王国とっとりプラン」

を６年前に策定し、子育ての負担感の軽減を柱

に掲げ、一昨年には「子育て王国とっとり条

例」の制定までつなげており、加えて、理念条

例には不可欠となる、条文に沿った250から成る

体系的な事業の取りまとめを行っております。

平井知事は、「出生率の上昇などで、子育て王

国施策の効果があらわれてきた」と発言してお

ります。そこで、同じ子育て同盟加盟県知事と

して、河野知事に、未来みやざき創造プランに
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おいて、２年後の平成30年に出生率1.82を目標

値に掲げる中、その実現のため、具体的にどの

ように取り組まれていくのか、推進施策を伺い

たいと思います。

平成30年に合計特殊出○知事（河野俊嗣君）

生率1.82という大変高い目標を達成するために

は、あらゆる施策を総動員して、不断の努力を

積み重ねることが大事だと考えておりまして、

私が本部長となります「宮崎県子育て応援本

部」を設置しまして、各部局一丸となった取り

組みを進めております。今年度は、出会い・結

婚、妊娠・出産、子育てというそれぞれのライ

フステージに沿った切れ目ない支援策及び家

庭、地域、職場の各場面に即した支援策としま

して、当初予算ベースでは、228の事業、410億

円余りの事業を展開しておるところでありま

す。

御指摘がありました子育て同盟、今、若手知

事を中心とした13の県により取り組みを進めて

おりまして、ことし４月には、その知事が宮崎

に集まってサミットを行う予定でありました

が、熊本の地震により、残念ながら中止になっ

たところであります。今後とも、そういう場面

で情報交換をし、各県のさまざまな有効な施策

というものを広げていきながら、さらには、国

の新たな取り組み等についても積極的に情報収

集を行い、あらゆる施策を総動員して、私も先

頭に立って、県、市町村、企業、団体、県民一

体となって、目標達成に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

一歩踏み込んだ施策を打ち出○右松隆央議員

すためには、どうしても知事のリーダーシップ

が必要でありますので、今後の推進施策に期待

したいと思います。

引き続き、移住・ＵＩＪターンの推進におけ

る本県の取り組み状況でありますが、昨年の11

月５日に創設された、産学官金労言の各関係機

関が連携する「宮崎県移住・ＵＩＪターン促進

協議会」のその後の進捗状況と、移住希望者を

登録し、さまざまな情報提供や特典を附帯する

「移住応援メンバーズカード」のような取り組

みができないか、総合政策部長に伺いたいと思

います。

県では、今お○総合政策部長（永山英也君）

話にありましたように、移住・ＵＩＪターンに

係る県全体の機運の醸成を図りますため、県

内25の関係機関・団体が参加しました「宮崎県

移住・ＵＩＪターン促進協議会」を設置し、こ

とし７月に２回目の協議会を開催したところで

あります。協議会におきましては、本県の移住

施策や全国の動向に関して、情報の共有と連携

した取り組みについて意見交換を行いました。

また、市町村を構成機関とします地区別の会議

を県内４地区に設置しておりまして、地域内の

課題や具体的な移住の方策等について協議する

こととしております。

議員御指摘の移住希望者登録制度につきまし

ては、移住希望者の掘り起こし及び情報発信を

行うための有効なツールであると考えておりま

す。さきの協議会におきましても、会員登録制

度の創設と特典等の付与について、関係機関等

に対し協力要請を行ったところでございまし

て、今年度中の実施に向けて、現在準備を進め

ているところでございます。

ぜひ、県内で多くの協賛企業○右松隆央議員

を募っていただいて、民間企業の新たな顧客の

獲得とともに、移住前後に利用が見込まれる商

品・サービスの提供で、本県への移住希望者へ

のサポートをお願いしたいと思います。

続いて、県外からの移住で欠かせない、住環
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境の支援での本県の取り組み状況を伺いたいと

思います。これは後ほど問わせていただきます

が、本県と同様に、新規就農者の獲得におい

て、隣県である大分県の研修制度も高い成果を

上げております。この４年間で、県外からの就

農者を2.6倍にふやした要因として、実践的研修

はもとより、住環境の整備が、移住者の意欲と

安心を生んでいるとのことであります。定住に

向けた住居は、空き家バンクの制度を利用して

行政が用意しており、県の事業で、空き家の改

修費はもとより、住宅の取得費用として30万円

や、不動産への仲介手数料、家財の後片づけ費

用、さらには引っ越し費用まで、市町村とあわ

せて、さまざまな助成が効果を上げておりま

す。

一方で、人口減少や高齢化により、空き家の

急増が大きな社会問題となっていることは、周

知のとおりであります。私は地元自治会の副会

長をしておりますけれども、中山間地域のみな

らず、宮崎市の中心部においても、空き家の増

加は自治会関係者の共通の悩みであり、また、

年々深刻化しているのが実情であります。まず

は、県内の空き家の実態調査を行い、空き家の

数や実情を具体的に把握することが先決で、そ

れをもとに、幅広い利活用につなげていく必要

があります。直接かかわる市町村においても、

把握し切れていない潜在空き家はかなりあると

認識しております。そこで、県内における空き

家の実態をどこまで把握しているのか、また、

利活用の目的で実態調査の推進を求めたいと思

いますが、県土整備部長にお考えを伺いたいと

思います。

空き家問題○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、昨年５月に「空家等対策の推

進に関する特別措置法」が施行され、住民に最

も身近な行政主体であります市町村が空き家に

関する対策を実施し、県は市町村に対する助言

や支援を行うこととなっております。県といた

しましては、老朽化した危険な空き家への対

策、さらには、御質問にありましたが、空き家

の利活用を着実に進めるためには、実態を把握

することが大変重要であると考えており、昨

年10月には「空家等実態調査マニュアル」を作

成するなど、市町村への支援に努めているとこ

ろであります。

実態調査の取り組み状況でありますが、こと

し８月末時点で、川南町、高千穂町、五ヶ瀬町

の３町が終了し、宮崎市など７市町が実施中で

ありまして、実施予定は７市町となっておりま

す。今後とも、全ての市町村において空き家の

実態調査が実施されるよう、引き続き強く働き

かけてまいりたいと考えております。

実態調査の結果が待たれます○右松隆央議員

が、相当な数に上るのではと考えております。

また、調査結果を報告していただければと思っ

ております。空き家バンクに登録し、移住希望

者への情報提供を行うためには、まずは実態調

査が必要であります。本県も取り組んでいると

のことでありますけれども、水道が１年間閉栓

されている家屋を対象に調査を行い、業者が敷

地外から外観などを確認し、状態がよい家屋か

ら、ＡからＤの４段階にランクづけし、調査

後、所有者の意向を確認した上で、空き家バン

クに登録する手法であります。これまで空き家

の把握は、住民や自治会からの情報に頼ってき

た中で、今後、積極的な移住促進を図る上で

も、実態調査のさらなる推進をお願いしたいと

思っております。

総務省が、定住促進のモデル的な取り組み事

例として、山梨県山梨市の空き家バンク制度の
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実践例を取り上げております。自治体が取り組

む空き家バンクに宅建協会が参画することによ

り、円滑な契約実施が可能となって、不動産業

界としては、行政との取り組みでイメージアッ

プにつながり、行政側も、専門家が入ることで

見学者の信頼を得ているとのことであります。

さらには、空き家バンクに登録した方をター

ゲットに、４泊５日で地域のことをじっくり見

て回ってもらう「田舎暮らしお試し体験」事業

を実施しているとのことでありました。そこ

で、本県への移住促進において、空き家バンク

制度の活用状況と、今後の取り組みにおいて、

移住希望者への利活用を促すようなシステムの

構築に取り組めないか、総合政策部長に伺いた

いと思います。

空き家バンク○総合政策部長（永山英也君）

制度につきましては、日南市など５市町が平

成19年度に取り組みを開始して以降、県内23市

町村に取り組みが広がっておりまして、これま

で全市町村の合計で約150件の成約実績があるな

ど、一定の成果が上がっていると考えておりま

す。移住を実現するためには、住まいの情報が

大変重要であります。県におきましては、市町

村に対し、空き家バンクの運営や空き家の改修

費用等への補助を行いますとともに、県宅地建

物取引業協会と協定を締結し、物件調査や交渉

を円滑に行っている県内５市町の先進事例を紹

介しているところでございます。

県といたしましては、宮崎ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンターや移住情報ポータルサイトの

ほか、先ほど申し上げましたけれども、今年度

実施予定の会員登録制度等を通じて、空き家の

情報を移住希望者へ効果的に発信し、空き家を

活用した移住促進策をさらに進めてまいりたい

と考えております。

防犯、防災、美観上の問題○右松隆央議員

で、住民が頭を抱える空き家を地域資源として

捉え、移住者の定住促進へとしっかりとつなげ

てもらいますように、さらなる取り組みをお願

いしたいと思います。

それでは、２つ目の項目、地域防災対策に移

りたいと思います。

４月14日に発生し、いまだに余震が続く熊本

地震は、本県にとっても大きな衝撃と教訓を与

えるものとなりました。数十年はかかると言わ

れる中で、一日も早い災害復興、そして、被災

された方々に心からのお見舞いと、亡くなられ

た方々に哀悼の意を表する次第であります。

まずは、本県における指定避難所の現状につ

いて伺いたいと思います。熊本地震では、被害

の大きかった20市町村の指定避難所562カ所のう

ち、70カ所が被害を受け、全面閉鎖や一部閉鎖

の措置がとられ、使用ができない状態であった

ことが、各市町村からの報告で明らかになって

おります。使えなかった指定避難所の施設の種

別は、学校施設が45カ所、市町村体育館が15カ

所、公民館が５カ所、庁舎などが５カ所となっ

ております。このうち、約９割に当たる62カ所

は、建物本体の耐震化に比べて対策がおくれが

ちとなる、天井や照明などの非構造部材の損傷

が原因でありました。

災害時に指定避難所が使えないということに

なれば、被災者にさらなる心労や苦難を与える

ことになりますし、指定避難所の存在そのもの

が問われかねないことになるわけであります。

そこで、県内の指定避難所における非構造部材

の耐震性や補強の現状がどうなっているのか、

危機管理統括監に伺いたいと思います。

県内では、○危機管理統括監（畑山栄介君）

主に、学校の校舎や体育館、公民館等の公共施
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設が、市町村により指定避難所に指定されてお

ります。その数は、現在、合計1,235カ所でござ

います。各指定避難所におけるつり天井や照

明、窓ガラスなどの非構造部材の耐震化につい

てでありますが、県立学校では、約７割がつり

天井の撤去や落下対策を完了しており、その他

の非構造部材についても、現在、対策に取り組

んでいるところでございます。小中学校におき

ましては、耐震診断は全て完了しており、順次

対策が進められているところですけれども、そ

の進捗状況については、把握できておりませ

ん。また、それ以外の施設につきましては、現

段階では、非構造部材の耐震性の確認が進んで

いないところでございます。

熊本地震の教訓を生かし、避難者の安全確保

を図るため、指定避難所における非構造部材の

耐震化を進めることは大変重要であると考えて

おりますので、県としましても、市町村に対し

て、耐震性の点検や補強などの必要な対策の実

施について、しっかりと働きかけてまいりたい

と考えております。

11年前の中越沖地震や、ま○右松隆央議員

た、さきの東日本大震災でも、避難所施設での

非構造部材の損傷が多数起きたことが問題視さ

れ、統括監も御承知のとおり、補強方法などを

示した国からの指針も出ております。建物の骨

格部分が大丈夫であっても、非構造部材の損傷

で使用できなくなる事態をできるだけ未然に防

いでいただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。

引き続き、熊本地震の教訓として、ため池対

策について伺いたいと思います。森山前農相が

たびたび被災地に足を運ぶ中で、「熊本地震の

教訓は、ため池対策。何かあったら大変なこと

になる」と指摘をし、老朽化した農村資源の再

整備の重要性を強調しておられます。今回の熊

本地震で、ため池や農業用水路が被災する中、

堤防に亀裂が入るなどした池は、少なくとも48

カ所に上り、決壊による二次災害を防ぐため、

大半が水をためられない状態になったわけであ

ります。

ため池の多くは、江戸時代以降に人力でつく

られたものが多く、耐震性の低さが心配される

中、各自治体では、堤体の耐震性を調査して、

不足するため池は耐震補強を順次行っていると

ころであります。そこで、本県のため池は県内

に何カ所あり、その耐震補強の状況はどうなっ

ているのか、農政水産部長に伺います。

県内には農業○農政水産部長（郡司行敏君）

用ため池が699カ所あり、これまでも老朽化等に

より危険性の高いため池から整備を行ってきた

ところであります。そのような中、東日本大震

災での人的被害の発生を受け、耐震調査が全国

的に実施されているところであります。調査の

対象は、人家等に影響を与えるおそれがあるた

め池となっており、本県におきましては、134カ

所が対象となってございます。その中で、平

成27年度までに調査いたしました89カ所のう

ち、66カ所において耐震不足があるとの結果を

得ているところであります。

また、先般の熊本地震においても、地震によ

り、ため池が被害を受け、営農に支障を来して

いると伺っているところであります。このよう

なことから、県といたしましては、早急に市町

村や土地改良区等と協議しながら、耐震対策を

考慮した、ため池整備に努めてまいりたいと考

えております。

まだ耐震不足のため池が多く○右松隆央議員

残っておりますので、地元負担に考慮しながら

も、国への要望も含めて、整備を進めていただ
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きたいと思っております。

次に、地域防災計画の見直しについて伺って

まいります。通常、震度７クラスの地震の後

は、余震を繰り返しながらおさまっていくので

ありますが、今回の熊本地震は、最大震度７が

連続して発生したところに、大きな衝撃を受け

たわけであります。

今回の熊本地震を受け、課題として挙げられ

ることは、最初の地震で壊れやすくなった建築

物がその後の地震で倒壊し、甚大な人的被害を

起こしていること、そして、指定避難所や防災

拠点となる自治体庁舎などが一部で損壊し、住

宅被害や余震で避難生活が長期化し、多くの人

が車中泊を余儀なくされて、エコノミークラス

症候群を引き起こすリスクが増大したこと、さ

らには、支援物資を緊急輸送するプッシュ型支

援に乗り出したものの、配送が滞るケースが多

発したことなどが挙げられるわけであります。

そこで、今回の熊本地震を受けて、各県で災害

対策の基本方針を定めた地域防災計画を見直す

動きがある中、本県としてはどのような対応を

図っていくのか、知事に伺いたいと思います。

今回の熊本地震では、○知事（河野俊嗣君）

車中泊など指定避難所以外への避難であります

とか、支援物資の受け入れ体制など、さまざま

な課題が生じたところであります。本県では、

南海トラフ地震等に備えた防災・減災対策に取

り組んでおりますが、熊本地震を踏まえまし

て、建築物の耐震化のさらなる推進や、車中泊

など指定避難所以外の避難者への対応、そし

て、県外からの人的・物的支援を円滑に受け入

れるための体制整備などにつきまして、地域防

災計画の見直しを検討しているところでありま

す。

先日、熊本の蒲島知事と意見交換したとき

も、先ほど御指摘がありました、避難所におけ

る非構造部材の問題についても強く指摘してお

られました。九州地方知事会におきましては、

こうした今回の地震の経験・教訓というものを

しっかり九州全体として共有し、今後の防災対

策に生かしていこうということで、今、検証作

業が進められているところでありますし、国の

中央防災会議においても同様の検証が行われて

おります。こういった情報というものをしっか

り受けとめながら、本県としても、地域防災計

画の見直しを進めてまいりたいと考えておりま

す。

知事の危機意識の高さが伝わ○右松隆央議員

る答弁であります。県が地域防災計画の見直し

にかかれば、市町村はそれに沿って防災計画の

変更に入り、住民への周知によって、県民一人

一人の命を守ることにつながりますので、よろ

しくお願いいたします。

続いて、本県の農業政策の推進について伺っ

てまいります。

まずは、「宮崎県花き振興計画」の策定につ

いてであります。私は、本県の地域資源の一つ

として、お花をさらに生かしていくことが極め

て重要だと認識しております。現代社会が抱え

るさまざまな問題の中、県民が健康で心豊かな

生活を確保するにおいて、お花が与える効用と

いうものがいかに大きいか。そして、美しい県

土づくりにおいて、本県が取り組む各種スポー

ツ大会の開催・誘致や観光誘客において、花卉

で来県者をおもてなししていくことがどれほど

大きな効果を生むのか。私は常々、行政のみな

らず、県民運動として花卉の振興に取り組むこ

とが、本県にとってはかり知れないイメージ

アップにつながると確信いたしております。

全国に先駆けて、本県が沿道修景美化条例を
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制定したものの、47年の月日がたち、また、県

予算が厳しいこともあって、沿道修景が機能し

ているとは言いがたい状況で、景観の乱れも議

会の中で数多く指摘をされているとおりであり

ます。そのような中、東京オリンピックや２巡

目の国体を迎えるに当たって、県内の景観保全

に見直しをかけることを目的に、新しく県土美

化条例を制定していく旨を、さきの２月議会で

知事が表明されたところであります。

県民の皆様が積極的にお花を活用できるよ

う、花卉の安定供給も大事でありまして、生産

振興を図るとともに、私自身、お花を事務所に

飾り、日々の手入れが癒やしを与えてくれるよ

うに、県民の日常生活に花卉の文化が浸透する

ような事業の展開も必要になってまいります。

そこで、現在、宮崎県花き振興計画の策定作業

を行っているとのことでありますが、策定のス

ケジュールと、どのような内容になるのか、農

政水産部長にお伺いします。

「宮崎県花き○農政水産部長（郡司行敏君）

振興計画」につきましては、「花きの振興に関

する法律」に基づき策定するものでありまし

て、現在、関係団体や各地域からの意見聴取を

終え、本年度中の策定に向け、作業を進めてい

るところであります。この計画では、平成26年

の花卉産出額73億円を100億円に拡大する目標を

設定し、本県オリジナル品種の育成や種苗供給

体制の整備、輸出の促進など、生産販売対策に

しっかりと取り組んでいくこととしておるとこ

ろであります。

さらには、毎月７日、８日に、県内の花卉小

売店と連携して実施しております、みやざき

「花の日」の取り組みや、花に親しみ、美しい

ものを美しいと感じる心を育てる花育活動など

の消費拡大対策を通して、花が身近な生活に取

り入れられ、心豊かな県民性を育めるような内

容にしたいと、そのように考えているところで

あります。県といたしましては、この計画に基

づき、関係団体や市町村と連携を図りながら、

早期に目標が達成できますよう、より一層の生

産振興を図ってまいりたいと考えております。

花卉の振興については、部長○右松隆央議員

御自身も大きな思いを抱いておられると感じて

おります。全面的に応援しますので、ぜひ、い

いものを策定していただきますようお願いいた

します。

続いて、第３次安倍第２次改造内閣によって

新しく就任した山本有二農林水産大臣が、職員

訓示の中で示された、注目する２つの内容につ

いて取り上げたいと思います。１つは、「集落

営農など地域農業を初めとして、農林水産業全

般に情報通信技術（ＩＣＴ）のさらなる活用を

促すことで、新しい農林業、そして水産業を確

立していく時期に来た」と示されたことであ

り、そしてもう１つは、「親元就農の後継者確

保を第一に、農村の過疎化対策、農村定住への

取り組みとして、新たに農業者の住宅建設を支

援していく」という方向性を示されたことであ

ります。まずは、地域農業におけるＩＣＴのさ

らなる利活用についてであります。とりわけ集

落営農組織での取り組みの推進を問うてまいり

ます。

ＩＣＴの利活用の前に、本県の集落営農の取

り組み状況、そして、今後の集落営農の展開方

向、あり方を問わせていただきたいと思いま

す。本県は、第七次宮崎県農業・農村振興長期

計画で、新たな時代に即したみやざき農業の重

点プロジェクトとして、産地経営体構想を掲げ

ました。その中核を担うのが、ＪＡ部会組織、

集落営農組織、そして法人経営体の３つの組織
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形態であります。マーケットニーズに対応した

リクエスト生産に、この３つの形態が組織の垣

根を越えて戦略的に連携し取り組む集団になり

得るかが、成否の鍵を握っております。今後、

産地経営体構想の母体の一つである集落営農の

組織化並びに法人化において、県として、さら

に指導的役割を果たしていただきたいと考えて

おります。

まずは、ことしの３月29日に、農水省が集落

営農の実態調査を公表しております。それによ

ると、全国では集落営農数が1.9％増となり、集

落営農に占める法人の割合が3.5ポイント増

の27.9％となっております。そこで、本県にお

ける集落営農数並びに法人の割合、あわせて、

九州圏内での比較認識を農政水産部長に伺いた

いと思います。

国の集落営農○農政水産部長（郡司行敏君）

実態調査では、ことし２月時点における本県の

集落営農組織数は115組織であり、そのうち、法

人数は24法人で、約２割となっております。集

落営農につきましては、全国的には、水田営農

を主体とする地域で組織化されるケースが多く

を占めますが、本県の場合、畜産や施設園芸と

の複合経営として営農がなされている実態があ

り、組織化が進みにくい背景はありますが、九

州の中においても組織数は少ないことから、関

係者一丸となって取り組んでいく必要があると

考えております。

今後、さらに担い手の高齢化が進む中で、産

地経営体の一翼を担う集落営農の組織化・法人

化につきましては、大規模化や農地の集積、共

同利用による作業の効率化を図る観点から、大

変重要であると認識しており、その推進を図っ

てまいりたいと考えております。

集落営農実態調査は、人・農○右松隆央議員

地プランにおける位置づけ状況や、法人となる

計画の策定数や予定年度など、33項目にわたる

各県の数値が記載されております。

今は集落営農が機能していても、今後、さら

なる高齢化や離農者がふえていくことになれ

ば、国が推奨する法人化に取り組むことで、園

芸品目や加工事業など経営の多角化や内部留保

を可能とし、各種保険の加入による若い担い手

の雇用環境を整えていくことは、大変重要だと

考えている次第であります。改めて、農政水産

部長に、集落営農組織の増加並びに法人化への

取り組みを今後どう進めていかれるか伺いたい

と思います。

県では、平○農政水産部長（郡司行敏君）

成32年に集落営農組織数を200組織に増加させる

目標を立てておりまして、ＪＡ等関係団体と連

携しながら、研修会等による集落リーダーの育

成や、集落座談会での地域ビジョンについての

話し合い活動を通じ、集落営農に取り組む地域

の掘り起こしと、組織化に向けた支援を行って

いるところであります。県内でも、「地域の農

地・農業は地域で守る」という集落ビジョンの

もと、水田営農を展開していく中で法人化し、

周年雇用を行いながら、バレイショや大豆など

にも栽培品目を広げ、加工による６次産業化ま

での多角的な経営を実践している事例も出てき

ているところであります。

今後、高齢化が進む中で、既存の集落営農組

織に対し、農地の引き受けや６次産業化、さら

には、園芸品目導入などの新たな経営展開が可

能となる法人化のメリットをしっかりと周知し

ながら、集落営農組織の法人化を進めますとと

もに、畑地が約半分を占めます本県では、畑作

地帯における集落営農の育成もあわせて、総合

的に推進してまいりたいと考えております。
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ぜひ取り組みの推進をお願い○右松隆央議員

したいと思います。隣県の大分県は、集落営農

構造改革対策事業として、露地や施設野菜の導

入で、資材や機械、ハウスを最大300万円補助す

るなど、県の独自事業で集落営農の経営多角化

を支援しております。

また、島根県は、今年度から、少ない投資で

始められる「小さな起業」に取り組む集落営農

組織の支援を始めておりまして、国の補助事業

の対象にならないような簡易な事業メニューを

新設し、果樹栽培やジビエの商品化など、地域

資源に着目した事業を「小さな起業」と位置づ

け、上限50万円で、事業化に向けた研修会な

ど、ソフト事業も対象としております。全国的

には集落営農数の増加と規模拡大が進む中、小

さな組織でも生き残れる経営モデルの構築を進

めていくことも大事なことと考える次第であり

ます。

引き続き、この項目の最初に申し上げまし

た、ＩＣＴのさらなる利活用についてでありま

す。今、集落営農組織の法人化の鍵として、情

報通信技術を活用する動きが全国で活発化しつ

つあります。圃場の様子を１時間ごとに把握

し、スマートフォンやパソコンがあれば、どこ

でも確認でき、遠隔操作で、流す水の量や開閉

を操作し、圃場の見回りの省力化や事故防止に

もつながっております。また、ＩＣＴの導入

は、このほかにも、御承知のとおり、直売所で

の販売、タブレット端末での営農指導、経営内

容や作業管理の見える化、環境制御しやすい施

設園芸でも進んでいるところであります。そこ

で、本県の集落営農組織におけるＩＣＴの利活

用の状況を、農政水産部長にお伺いします。

集落営農は、○農政水産部長（郡司行敏君）

土地利用型の大規模経営を主体に展開されてお

りまして、ＩＣＴの導入で、栽培管理の効率化

や収益性の向上、さらには、栽培技術の蓄積や

継承などの効果も期待できるところでありま

す。このため県では、国と連携し、本年度から

県内４地区の水田で、水位や水温等のセンサー

を設置し、クラウドシステムを用いて気象デー

タや作業等の記録・管理を行うことで、水田の

見回り作業の効率化や情報共有を図る、ＩＣＴ

活用の実証に取り組んでいるところでありま

す。

また、畑地かんがい営農の推進の一環といた

しまして、加工用ホウレンソウ等でのクラウド

システムを活用した省力化技術等の実証につき

ましても、民間企業と連携し、モデル的に進め

ているところであります。今後とも、実証の成

果を検証し、関係機関・団体や民間企業と連携

しながら、本県農業の生産力向上に向けて、Ｉ

ＣＴの活用を積極的に推進してまいりたいと考

えております。

ぜひ、さまざまな形態でＩＣ○右松隆央議員

Ｔの取り組みを進めていただきたいと思いま

す。

山本有二農相が、「早ければ早いほどいい」

として取りまとめに意欲を示された、農家の住

宅建設支援についてであります。農村住宅の普

及は、農村の過疎化が進む中、便利で価値の高

い住宅を整備することで、若者の人口流出に歯

どめをかける狙いがあるとされております。想

定する対象者については、「親元就農の後継者

用の住宅になることが第一」とし、農村へのＵ

Ｉターン者には、当面は空き家への居住を勧

め、農家住宅がふえてきた段階で対象に加える

とした、２段階支援を示したところでありま

す。そこで、国の農家住宅の建設支援策の動向

も視野に入れながら、農村へのＵＩターンによ
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る新規就農者のさらなる獲得に向けて、空き家

などの住宅を提供するといった住環境の整備を

就農者へ附帯ができないものか、農政水産部長

に伺いたいと思います。

ＵＩＪターン○農政水産部長（郡司行敏君）

等の新規就農を希望する方々を対象とした就農

相談会では、住むところ、住居も大きな関心事

項となっておりまして、それが移住を決断する

大きな要素になっております。県では、先ほど

総合政策部長が答弁しましたとおり、移住者全

般を対象に、市町村が空き家の改修を行う場合

の助成事業等を実施しておりますが、新規就農

者についても、その活用等を勧めているところ

であります。

また、県内では、綾町が独自に、新規就農者

の受け入れのための住宅を整備し、貸し出しを

行ったり、今年度からは延岡市が、就農後３年

以内の家賃を助成する取り組みを新たに始めた

ところであります。ＵＩＪターン等の新規就農

者の住居の確保は大変重要でありますので、議

員の御指摘にもございましたが、今後、農村地

域での住環境の整備に向けた国の取り組みを、

最大限の関心を持って注視してまいりたいと考

えております。

新規就農者にとって、就農後○右松隆央議員

の理想と現実のギャップに悩まされ、農業所得

が厳しい中で、あるアンケートでは、就農者の

３割が農業を続けられず離農しているとの報告

もあります。新規就農者の定着を図る上でも、

住環境の整備は重要な取り組みだと考えており

ますので、ぜひ、市町村と一緒になって、取り

組みの拡充をお願いしたいと思います。

続いて、ＩＣＴを使った鳥獣被害対策につい

て伺いたいと思います。野生鳥獣による農林作

物等の被害額は、この数年間、減少傾向にあり

ます。しかし、作物の被害を受け、御自身が高

齢ということもあって、面積を減らすなど、生

産意欲の減退を吐露する方は後を絶たない状況

にあります。

そのような中、山梨県や徳島県において、農

作物被害を深刻にし、狩猟することもできない

猿に、ＧＰＳの発信機を装着させて、移動範囲

や居場所を追跡し ここまでであれば、本県―

も14年前に３年間にわたって生息状況調査をさ

れたようでありますが 、これに加えて、山―

梨や徳島では、その情報を住民にメールで配信

する取り組みを試験的に実施しております。位

置情報をリアルタイムでつかむことで、被害が

未然に防げる可能性があるとして、今後、検証

を進めるようであります。

猿は、雌の家系で構成され、10数匹から100匹

程度の集団で行動し、安易に捕獲すると、群れ

が分裂して複数の群れとなり、被害が深刻化す

ることもあるとし、被害を出す群れや個体を特

定することが重要とされております。そこで、

高齢化が進む地域の現状に鑑み、効率のよい対

策の一つとして、ＩＣＴを使った有害鳥獣対策

の省力化に取り組むお考えはないか、農政水産

部長に伺います。

議員御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、ＩＣＴを活用した鳥獣被害対策の省力

化につきましては、地域住民の減少や高齢化が

進む中、今後、検討を進めるべき重要な対策の

一つであると考えております。このため県で

は、本年度から、捕獲情報を携帯端末に通知す

ることで、わなの見回りに必要な労力を軽減す

る、ＩＣＴを活用したネットワークシステムの

モデル的な取り組みを、都農町において着手し

たところであります。

御紹介のありましたＧＰＳを活用した猿の監
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視システムにつきましては、群れの動きをリア

ルタイムに把握できること、その情報による的

確な追い払いが可能であること、さらには、情

報蓄積による効果的な対策が講じられることな

どの効果が期待されますことから、早速、担当

職員を先進県に派遣し、調査・検討してまいり

たいと考えております。

すぐに行動される姿勢に感謝○右松隆央議員

と敬意を表する次第であります。どうぞよろし

くお願いします。

この項目最後に、農水予算の獲得を改めて問

いたいと思います。今月26日からの臨時国会で

提出される国の第２次補正予算は、農林水産関

係の総額が5,700億円を超す規模となります。Ｔ

ＰＰ対策に3,400億円、土地改良事業関係予算

は1,700億円の計上となり、いずれも昨年度の補

正を大きく上回る水準であります。

農水関連で、政府が大きな柱として位置づけ

ているのが、前回の一般質問でも問わせていた

だきましたが、農作物の輸出強化対策におい

て、拠点整備に270億円、さらに中山間地域対策

として、高収益の農作物に取り組む場合の施設

導入などに助成する中山間地域所得向上支援対

策に300億円を計上する予定となっております。

また、ＴＰＰ対策のうち、産地パワーアップ事

業には570億円、畜産クラスター事業には680億

円を盛り込んでおります。改めて、知事に、国

の第２次補正予算で農水総額が大幅増となる見

通しの中、本県配分の予算の獲得増に向けて、

具体的な手応えをどう感じておられるか伺いた

いと思います。

国の第２次補正予算に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、国の予算編成に先立ちまして、

８月１日に、私みずから当時の森山農林水産大

臣に直接面会しまして、ＴＰＰ対策として必要

な関連事業の予算確保と、本県への重点配分を

要望したところであります。前大臣からは、大

変心強いお言葉をいただいたところでありま

す。一方で、産地では、補正予算に速やかに対

応できるよう、生産者や市町村、関係団体等と

連携して、事業の掘り起こしや事業計画の磨き

上げを進めてまいりました。

このような中、国の第２次補正予算におきま

して、本県が強く要望しました農業農村整備事

業や産地パワーアップ事業、畜産クラスター事

業の予算が重点的に措置されましたことは、い

ち早く準備を進めてきた本県にとりまして、予

算獲得の大きなチャンスだと捉えております。

今後は、事業計画の熟度をさらに高めますとと

もに、国との協議を積極的に進めまして、必要

な予算の確保に全力で努めてまいります。

これは側面支援でありますけ○右松隆央議員

ど、私たち県議会自民党農政部会が国への要望

活動で予定をしていた８月22日は、残念ながら

台風で、大臣や主計局次長との面談がかないま

せんでしたけれども、今後とも、知事と共同歩

調で、私たちもできる限りの行動を起こしてま

いりたいと思っております。

それでは、最後の項目、本県の森林政策の推

進について伺ってまいります。

現在、森林環境税は、都道府県で35団体が課

税自主権を活用し、森林と水源環境の保全を目

的として、本県では平成18年４月に導入し、個

人500円、法人５％の課税を実施し、今年度、新

たに適用期間を延長したところであります。地

球温暖化が進む中で、森林の有する公益的な機

能であるＣＯ の吸収、また水資源の涵養など、２

環境保全の施策を行うための重要な県税となっ

ております。

そのような中、ことしの６月２日に閣議決定
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された「経済財政運営と改革の基本方針2016」

において、市町村が主体となった森林・林業施

策の推進で、これに必要な財源として、都市・

地方を通じて国民にひとしく負担を求め、市町

村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源

に充てる税制（森林環境税）等の新たな仕組み

を検討するとし、その時期については、適切に

判断すると明記されたところであります。与党

の税制改正大綱から政府の閣議決定へと移行し

た形になります。

国は、国税としての導入を視野に置き、基準

財政需要額の単位費用に上乗せをかけた形であ

りますが、今年度の地方財政計画において、重

点課題対応分として、森林吸収源対策等の推

進500億円を盛り込んだところであります。そこ

で、環境森林部長に、森林吸収源対策費等の推

進における事業メニューの４つの柱となる、林

地台帳の整備の推進や、森林所有者の確定と境

界の明確化、さらには林業の担い手対策、そし

て間伐材の利用促進の中で、特に具体的にどの

ような取り組みを図っていくのか伺いたいと思

います。

今般、森林吸○環境森林部長（大坪篤史君）

収源対策として、森林整備に必要となる地域主

体の取り組みの経費が地方財政計画に盛り込ま

れたことは、本県の資源循環型林業の確立に資

するものと認識しているところであります。今

回、国が示しました４つの取り組み項目は、本

県の森林・林業の課題解決のために必要な施策

でございまして、特に、森林境界の明確化は、

林地台帳を整備する観点からも大変重要でござ

います。

このため本県では、平成21年度から、森林組

合が行う現地調査などを支援しておりまして、

実施面積は平成27年度で1,776ヘクタール、累計

で１万1,258ヘクタールとなっている状況であり

ます。今後は、所有者の高齢化や世代交代など

で、境界の確認が難しくなることも十分予想さ

れますので、市町村としっかり連携を図りなが

ら、境界明確化の取り組みをより一層進めるな

ど、森林・林業の重点課題にしっかりと対応し

てまいりたいと存じます。

今回の地方財政措置の500億円○右松隆央議員

の活用状況は、国税としての森林環境税の導入

にもリンクしていくものと考えております。取

り組みの推進をお願いしたいと思います。

最後に、知事に、国が森林環境税の新たな仕

組みを検討する動きに対して、今後、政府に対

してどのような働きかけをしていくのか、お伺

いしたいと思います。

国で検討されておりま○知事（河野俊嗣君）

す森林環境税につきましては、地球温暖化防止

や森林吸収源対策として、市町村による継続的

かつ安定的な森林整備等の財源に充てることと

されております。しかしながら、税の導入時期

につきましては、今後、適切に判断するとされ

ておりまして、税収の規模や使途などについて

も、具体的には明らかになっておりません。

このため本県では、「みやざきの提案・要

望」に森林環境税の早期実現を盛り込み、５月

に、農林水産省などに要望活動を行ったところ

であります。さらに、全国知事会等におきまし

ても、国と地方公共団体の役割分担及び税源配

分のあり方などの課題整理と都道府県の森林環

境税との関係につきまして、十分調整を行うよ

う要望したところであります。県としまして

は、今後とも、国の動向を注視しながら、税の

早期実現と地方の意見を踏まえた制度となりま

すよう要望してまいりたいと考えております。

ぜひ、地方の意見を踏まえた○右松隆央議員
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税の仕組みとなるように、国への働きかけを引

き続きお願い申し上げまして、私の一般質問の

全てを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、日高博之議員。

〔登壇〕（拍手） 自民党の日○日高博之議員

高博之でございます。先日、広島カープが感動

の25年ぶりのリーグ優勝を果たしました。本当

におめでとうございます。本県キャンプ地の油

津商店街は大変盛り上がり、何といいまして

も、広島県出身の河野知事の喜びもひとしおで

はないかと思っておるところでございます。そ

の陰で、我が読売巨人軍は最高の引き立て役と

なったわけでございますが、知事、どうか高橋

巨人も長い目で見ていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

また、リオ五輪では、日本人選手の躍進が私

たち国民に感動を与えてくれました。私は特

に、男子体操個人での内村航平選手の逆転Ｖに

は、身震いをするぐらいひどく感動したわけで

すが、内村選手が試合後のインタビューで、

「出し切りました。もう何も出ないところまで

出し切ったので、うれしいより、幸せです」。

私も、こういった思いで一般質問に挑みたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

初めに、中山間地域の活性化についてでござ

います。

先月、総務政策常任委員会の県外調査で高知

県庁に行ってまいりました。調査内容は、高知

県の中山間地域の現状と対策、集落活動セン

ターの取り組みについてでございます。高知県

はさすがに中山間地域対策の先進地で、「中山

間地域の活性化なしに県勢浮上はなし得ない」

を合い言葉に、平成24年に中山間総合対策本部

長に知事みずからつき、また、中山間対策に部

長級のポストを新設、そして、複数の集落が連

携する地域活性化の拠点「集落活動センター」

を、10年間で130カ所つくることを目指しており

ます。各市町村に、地域企画支援員として県庁

職員を駐在させ、地域支援を推進させていま

す。そして、細かく地域を巡回し、市町村の中

心部で限られた住民の話を聞くだけでは実態が

つかめないという動機から、小規模集落まで足

を延ばし、親身になって住民の話を聞き、高知

県全体を押し上げていくという、異例の戦略と

言っても過言ではないでしょう。後の説明は時

間の関係で省略いたしますが、この背景には高

知県ならではの事情もあり、森林面積が県土の

約84％を占めており、山間部は急峻な地形で地

盤も脆弱、歴史的には河川の氾濫など、容易で

はなく、日本一厳しい地域であることは間違い

ないと感じております。

私は、選挙区が日向市でありますが、日向・

入郷は運命共同体、入郷地域の活性化なくして

日向市の発展はないという持論を強く持ってお

りますので、国が提唱するコンパクトシティー

や拠点都市構想のような発想は大間違いだと

思っております。そこで、高知県を宮崎県に当

てはめたらどうなるのか。宮崎県の森林面積は

約76％、ある大先輩から言わせると、高知県と

同じ暖流文化圏という表現をしております。そ

して、私が住んでいる県北地域の森林面積は、
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何と高知県を上回る86.8％で、平地が13.2％し

かなく、まさに中山間地域対策は待ったなしの

圏域であり、そこでは、中山間地域の人たちが

国土の保全あるいは環境の維持について果たし

ている役割は、目に見えないけれど、本当に大

変重要でございます。そこで、知事に、中山間

地域振興に対する思い、意気込みをお伺いいた

します。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

中山間地域は、国土の保全や水源の涵養な

ど、多面的かつ公益的な機能を有しておりまし

て、都市部を含めた国民の暮らしにとって極め

て重要な役割を担っている。特に本県の中山間

地域は、本県の暮らしの豊かさを支える重要な

地域であろうと思っております。私も県内各地

に足を運び、多くの住民の方々からさまざまな

お話を伺う中で、地域活力の減退や人口の減

少、多面的な機能の低下が心配されるところで

ありまして、その振興を図ることは大変重要な

課題であると認識しております。このため県で

は、私を本部長とします中山間地域対策推進本

部を設置しまして、全庁を挙げて中山間地域の

振興に取り組むとともに、本年度は新たな取り

組みとしまして、中山間地域における所得の向

上を目指した、各部局連携の具体的施策につい

ての検討を指示しているところであります。今

後とも、地域の方々の声や他県の取り組みを参

考にしながら、市町村と一体となって、地域の

魅力ある資源を生かした地域づくりへの支援や

農林水産業の振興など、中山間地域の振興に全

力で取り組んでまいります。以上であります。

〔降壇〕

各部連携し、具体的な施策に○日高博之議員

ついて検討するということですが、人口減、高

齢化の一層の加速化が急速に進む今だからこ

そ、中山間対策は待ったなし。喫緊の課題とし

て捉え、手おくれにならないように、課題解決

へのより具体的な仕組みづくりをお願いいたし

ます。

次に、熊本地震関連公共インフラ整備につい

てでございます。

熊本地震では２度の震度７の地震に加え、集

中豪雨による土砂災害等が重なり、甚大な被害

に及んだことは御案内のとおりでありますが、

相まって、発生主要異常気象別被害報告では、

熊本県の被害額は約1,380億円、大分県は約41億

円、宮崎県は約8.5億円となっており、公共イン

フラの脆弱さが露呈された結果になったと思い

ます。県はそれを受けて、緊急対策道路保全事

業により、震度５弱以上の地域、西臼杵、東臼

杵等の道路、のり面の緊急点検を実施されてい

ますが、その結果と、それを受けての対応につ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

緊急点検に○県土整備部長（東 憲之介君）

つきましては、御質問にありましたように、熊

本地震で震度５弱以上を観測した県北地域にお

いて、緊急輸送道路にかかる橋梁417橋と落石等

のおそれのある道路のり面145カ所を対象に、専

門技術者による点検を実施したところでありま

す。その結果、橋梁の損傷は確認されませんで

したが、道路のり面は、通行どめ等の規制が必

要な箇所はなかったものの、地震による亀裂や

緩みなどがあり、対策工事の必要なのり面が41

カ所で確認されたところであります。このため

早急に、緊急性の高い箇所から順次、落石対策

等の防災対策工事に着手することとしておりま

す。また、工事完成までの期間につきまして
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は、日常の道路パトロールを強化し、より重点

的に安全の確認を行うことで、道路利用者の安

全・安心を確保してまいりたいと考えておりま

す。

対策工事の必要なのり面が41○日高博之議員

カ所確認されたということでありますが、この

地域の道路は、生活の道、命の道として利用し

ている方、他県から観光道路として利用されて

いる方、そして、何よりも災害時の緊急輸送道

路として重要な役割を担っており、そういった

危険性が高い道路の重点化を図るとともに、早

急な整備と計画的な管理を行っていけるようお

願いいたします。

次に、県北地域の国県道整備についてでござ

います。記憶に新しいところで、東日本大震災

の際、国土交通省が行った被災地における道路

啓開の取り組みとして、「くしの歯作戦」があ

ります。内陸部の高速道路をくしの軸、沿岸部

に向かう一般道路をくしの歯と見立てたもので

す。このくしの歯作戦は、大災害における避難

路や、救助援護隊や救援物資の輸送に重要な役

割を果たしたと聞いております。しかし、県北

地域の山間部は地震、集中豪雨、平野部は南海

トラフ地震で、県内でも被害想定が最も高い地

域で、想定外かもしれませんが、一度に来れば

逃げ場がございません。また、国県道も、特

に327号、388号などは、県内でも改良率が低く

脆弱で、東西軸としての機能を果たせる道路と

は言いがたいのが現実であります。そこで、こ

のような状況を踏まえた上で、県北地域の国県

道整備の取り組みについて、再度、県土整備部

長にお伺いいたします。

国県道は、○県土整備部長（東 憲之介君）

県民生活の利便性向上や地域の活性化に必要不

可欠な社会資本であります。また、熊本地震で

も改めて認識したところでありますが、災害時

には、救助・支援活動を支える命の道として機

能するように、その整備を着実に進めることは

大変重要であります。現在、県北地域の国道に

つきましては、緊急輸送道路の中で未改良区間

が残る国道327号の諸塚村から椎葉村間や国

道388号の美郷町や椎葉村などにおいて、重点的

に整備を進めております。また、県道につきま

しては、地形や道路の状況等を踏まえ、部分的

な改良を行うなど、工夫しながら整備に取り組

んでいるところであります。県としましては、

引き続き、必要な道路整備を計画的に推進する

ため、予算確保に向け、国へ強く働きかけてま

いりたいと考えております。

繰り返しますが、横軸のくし○日高博之議員

の歯は、災害時の緊急輸送道路として大変重要

な道路です。そういった意味で、国県道の強靭

化の推進をお願いいたします。

次に、九州中央道の整備についてでございま

す。内田副知事、よろしくお願いいたします。

国土交通省は、「熊本地震を踏まえた課題と論

点」ということで、ネットワーク機能の確保を

掲げ、課題として、熊本県では、緊急輸送道路

が約2,000キロ指定してあったそうです。しか

し、50カ所で通行どめが発生をしたと。また、

今後の対応についての論点では、緊急輸送道路

が具備すべき要件を見直し、国が積極的に関与

し、集約化・重点化を図るとともに、計画的な

整備・管理を行うことが必要としております。

また、九州東西軸を戦略的かつ効果的に強化し

ていく必要があるのではないか等、九州幹線道

路ネットワークの中で、中九州道路と格上の九

州中央自動車道の整備強化を国が積極的に関与

していくというふうに私は受けとめておりま

す。そこで、内田副知事は、こういった国の動
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きをどう受けとめ、今後の九州中央道の整備に

向けてどのように考えているのか、お伺いいた

します。

九州の東西軸の強化○副知事（内田欽也君）

につきましては、私自身もその必要性を強く認

識しているところでありまして、南海トラフ地

震における甚大な被害が想定される本県におき

ましては、大規模災害時における復旧支援ある

いは経済活動の停滞を避けるために、この７月

に、ミッシリングリンクの解消を目指す10県の

知事が連携した要望活動におきまして、国土交

通省などに対して、九州の東西軸の多重性を確

実に確保していく必要があるということを強く

訴えたところであります。特に、熊本地震の際

には、九州中央自動車道の未事業化区間であり

ます蘇陽－高千穂間の現道におきまして、落石

による通行規制や、岩盤の亀裂などを確認した

ところであり、この区間の事業化を早期に実現

しなければならないという思いを改めて強く実

感したところであります。これらの状況を踏ま

えまして、県といたしましては、九州中央自動

車道が一日も早く全線開通するように、引き続

き国に対して強く要望してまいります。

強くという言葉を４回いただ○日高博之議員

きまして、ありがとうございます。九州中央道

については、緒嶋議員を中心に、日之影高千穂

道路は、東京オリンピックまでに完成させると

いう強い思いで、私たちも取り組んでいますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、避難所の運営についてでございます

が、基本的に、熊本地震や東日本大震災などの

教訓をどう生かすのかが課題になるだろうと考

えております。大規模災害で不可欠となる熊本

県と市町村との連携については、10自治体がと

れているとした一方、うまくとれていなかった

と答えた自治体も６つほどあり、うまくとれて

いなかった部分として、被災状況などの情報の

伝達、支援物資の受け取り、県からの人的サ

ポートなどで検証が求められております。私

は、県と市町村が情報共有の基盤、いわゆるプ

ラットフォームみたいなものをつくり、広域的

に支援・受援できるようシステム化したほうが

よいのではと考えています。そこで、熊本地震

を踏まえ、避難所運営が円滑に行われるよう、

県と市町村の連携強化が必要であると考えま

す。危機管理統括監にお考えをお伺いいたしま

す。

私も、発災○危機管理統括監（畑山栄介君）

直後に、本県がカウンターパート方式で支援を

しておりました阿蘇市や山都町に入り、現場の

状況を拝見させていただきました。改めて、県

と市町村との連携や支援物資の輸送、避難所運

営等の重要性を認識したところでございます。

本県では、これまでも、災害時に円滑な避難所

運営がなされるよう、市町村が行う訓練に係る

費用の一部助成を行うとともに、県の総合防災

訓練に市町村の避難所運営訓練を組み込んで実

施するといった取り組みをしてきております。

今後は、熊本地震の教訓を踏まえまして、避難

所運営に対する人的支援の仕組みや、国等から

の支援物資の避難所までの確実な輸送等につい

て検討するなど、市町村との連携強化を図りな

がら、円滑な避難所運営の実現に向けて取り組

んでまいります。

よろしくお願いいたします。○日高博之議員

熊本地震関連で、ハード・ソフト両面から質

問させていただきましたが、要は、後の世代か

ら評価されるような減災による県土づくりが一

日でも早く確立できること、これが望みだと思

いますので、よろしくお願いいたします。
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次に、港湾行政についてお伺いします。

大消費地から遠隔地にある本県にとって、こ

の距離的なハンデをいかに克服するかが、産業

振興を初め、本県発展の鍵だと思います。一

方、物流を取り巻く状況は、長距離ドライバー

不足や法令順守の点から、長距離トラック輸送

に対する環境は深刻化しております。また、農

産物輸送でのフェリーの重要度がますます大き

くなっており、ローロー船につきましても、本

県の貨物輸送を支える重要な手段であります。

そこで、本県の物流機能を充実強化するために

は、フェリーやローロー船等へのモーダルシフ

トをさらに加速させる必要があると思います。

荷寄せによる荷の確保についての取り組みを、

総合政策部長にお伺いいたします。

大都市圏から○総合政策部長（永山英也君）

遠隔地にあります本県にとりまして、大量輸送

が可能な海上輸送により、物流の効率化を図

り、本県産業の競争力を高めることは大変重要

であります。また、近年、トラック輸送につき

まして、先ほど御質問にありましたとおり、特

に長距離輸送のドライバー不足が深刻化してお

ります。海上輸送等へのモーダルシフトの必要

性がますます高まっていると認識しておりま

す。

このようなことから、県では、モーダルシフ

トを推進するため、県内港湾発着の海上定期航

路等にシフトする荷主や運送会社に対しまし

て、貨物量に応じた助成を行います物流競争力

強化事業を実施しておりまして、県内外から、

細島港などの県内港湾等への荷寄せを行うこと

で、航路の維持・充実を図っているところでご

ざいます。先日開催いたしました、荷主や運送

会社、行政が参加いたします「物流に関する意

見交換会」におきましても、物流の効率化や下

り荷の確保等について、意見交換を行ったとこ

ろであります。今後とも、官民一体となって、

本県の物流機能の充実強化について検討を進め

てまいりたいと考えております。

次に、本県発展の鍵として期○日高博之議員

待されている九州中央自動車道につきまして

も、将来のストック効果を高め、早期整備を

図っていく必要があると思います。大分県で

は、熊本県との中九州道整備を背景に清水港と

結ぶローロー船の充実など、大分港の機能強化

が加速しており、東九州の海の玄関を目指し

て、港湾、航路の充実のみならず、中九州道の

ストック効果を高める戦略的な取り組みとして

本腰を入れており、先般、大分県の広瀬知事

が、「東九州の海の玄関・大分港を目指す」と

宣言しており、細島港がある地元の私として

は、じくじたる思いでございます。ぜひ、本県

も、より厚みのある戦略的な取り組みが肝要で

あると考えます。そこで、ストック効果を訴

え、九州中央自動車道の早期整備のためにも、

本県の物流を支える細島港の整備や荷主への

ポートセールスに積極的に取り組む必要がある

と考えますが、県の取り組みについて、県土整

備部長にお伺いいたします。

細島港にお○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、昨年６月に国際物流ターミナルを

供用するなど、着実に港湾施設の整備を進めて

いるところでありますが、さらなる貨物船の大

型化や用地不足に対応するため、ことし２月に

港湾計画を改定し、水深15メートル岸壁や工業

用地の造成等の早期事業化に取り組んでいくこ

ととしております。また、ポートセールスにつ

きましては、官民で連携を図りながら、県内外

で港湾セミナーや企業訪問を行っており、これ

まで利用されていなかった荷主や船会社などに
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も積極的に利用の働きかけを行っております。

今後、細島港は、東九州自動車道や九州中央自

動車道の整備により、九州の扇のかなめとし

て、その位置づけの重要性がさらに増すものと

考えておりますので、県といたしましても、引

き続き、港湾整備を促進するとともに、より戦

略的なポートセールスに努めてまいりたいと存

じます。

次に、細島港を広く発信し、○日高博之議員

ポートセールスの成果を上げるためにも、細島

港に、「日向細島港」または「ひむか細島港」

などの、セールスに有効と考えられるような通

称をつけることはできないのか、再度、県土整

備部長にお伺いいたします。

港湾の通称○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、京都府におきまして、港のＰ

Ｒのため、舞鶴港に「京都舞鶴港」の通称をつ

けた事例があると伺っております。また、細島

港の港湾計画改定の際に、将来の細島港を考え

る中で、日向市民や港湾利用者を対象に、「通

称を考えたほうがよいか」のアンケート調査を

行っており、その結果は、「考えたほうがよ

い」が48％、「今のままでよい」が43％、「ど

ちらでもよい」が９％という結果でありまし

た。したがいまして、細島港に通称をつけるこ

とにつきましては、今後、日向市や港湾利用者

などと、アンケートの結果も踏まえ、その効果

などについて十分に議論していきたいと考えて

おります。

地元のいろんな意見を伺っ○日高博之議員

て、ぜひ進めていただきたいと思っておりま

す。

本県港湾行政について、るる質問してまいり

ましたが、今や、国内航路は既に大競争時代を

迎えております。本県の産業発展のためには、

国内定期航路の充実は、物流強化のみならず、

県民の悲願である九州中央自動車道の早期整備

にもつながると期待されております。ぜひ各部

連携をとって、一丸となって、より戦略的な取

り組みをお願いいたします。

次に、アスリートフードについてでございま

す。

先月、宮崎に関連会社を持つ日本有数の食品

メーカーの食品研究所に調査に伺い、アスリー

トを支える機能性食品について説明を受けまし

た。この研究所では、動物の筋肉、特に鶏の胸

肉に多く含まれるイミダゾールジペプチドとい

う機能性食品を、15年の年月をかけて開発いた

しております。この通称イミダは、抗疲労効果

があると実証され、高強度トレーニング後のダ

メージを早く回復させ、疲労を蓄積しない体を

つくり、スポーツパフォーマンスの向上が期待

されます。そこで、さまざまな研究を経て機能

性が実証されている鶏の胸肉について、本県産

のものをアスリートフードにもっと活用できな

いものか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

本県産の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

農林水産物をアスリートフードに活用すること

は、スポーツ合宿の魅力を高めることや、その

経済効果を農業などの他業種に波及させること

にもつながることから、スポーツランドみやざ

きづくりを推進する本県にとりまして、大変重

要な取り組みであると考えております。特に、

議員のお話にもありましたように、鶏の胸肉に

含まれるイミダゾールジペプチドは、日本有数

の食品メーカーの研究所と筑波大学の共同研究

などから、疲労回復に効果があるとの科学的知

見が得られております。本県は、日本一のブロ

イラー飼養羽数を誇っておりますので、鶏胸肉
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のアスリートフードメニューへのさらなる活用

について、関係部局とも連携しながら検討して

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。特○日高博之議員

に、高強度スポーツであるトライアスロンの選

手に効果てきめんということですので、トライ

アスロンをされている知事も試していただけれ

ば、よりスポーツパフォーマンスが向上される

のではないかなと思いますので、よろしくお願

いいたします。

次に、スポーツキャンプ地としての誘致力を

高めようと、本県と県栄養士会は、スポーツ選

手の体力づくりに役立つ食事メニュー、「みや

ざきアスリートフード」32種類のメニューを開

発しております。そこで、私はまず、開発され

た「みやざきアスリートフード」がどうアス

リートとかかわり合えるのかが、本県の掲げる

スポーツの聖地としてのターニングポイントで

あると考え、先月、先進的な取り組みをしてい

る北海道日本ハム球団の管理栄養士にお話を

伺ってまいりました。本球団は、既にスポーツ

キャンプにおいて、管理栄養士がチームに帯同

し、選手個々の身体的データをもとに栄養サ

ポートを行い、さらに高いパフォーマンスを発

揮するためにはどうすればいいのか、試合から

逆算した食生活はどうすればいいのか、それを

補うのが選手とのコミュニケーション能力、い

わゆる顔の見える化だと、管理栄養士が経験を

もとに話してくれました。また宮崎では、セ

レッソ大阪と横浜ＤｅＮＡベイスターズのキャ

ンプ等で栄養指導を行っているので、参考にし

たらどうかとの指摘もいただきました。

今や、管理栄養士が食の優勝請負人として球

団を支える時代です。そのことを踏まえ、ス

ポーツランドみやざきがもう一段進化するため

に、県内の栄養士を対象に研修会を開催し、そ

のノウハウを習得するなどして人材を育成し、

モデルケースとしてアマチュアチームへ派遣す

るなど、県内のスポーツキャンプの魅力をさら

に上げる取り組みをしてはどうか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

県ではこ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

れまで、県栄養士会と連携し、アスリートフー

ドのメニュー開発や、スポーツ合宿の受け入れ

先である宿泊施設のメニューについての助言な

ど、受け入れ環境の整備に取り組んでおります

が、スポーツ合宿へ管理栄養士等の専門家を派

遣することは、合宿参加者に食事の大切さを自

覚させ、アスリートとしての意識の向上につな

がることをアピールできるなど、新たなセール

スポイントになり得る取り組みであると考えて

おります。今後、県栄養士会と連携しながら、

プロチーム等の第一線で活躍されている専門家

を招いた研修会の開催などを通じ、スポーツ合

宿にかかわる栄養士の育成を図っていく必要が

あると考えているところであり、御提案のあっ

た派遣についても検討してまいりたいと考えて

おります。

宮崎のアスリートフードは先○日高博之議員

進的な取り組みです。やるからには腰を据えて

本物をお願いしたいと思います。

次に、「日本のひなた宮崎県」のプロモー

ションについてであります。

きょう、私は、県産材を使ったひなたプロ

モーションということで、木を使ったこういう

もの（バッジ）はなかなかないものですから、

私が開発したと思っていますので、よろしくお

願いいたします。

県では、現在、プロモーションを積極的に展

開されております。県内では、「ひなた」の知
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名度は着実に向上し、県民からも一緒に「ひな

た」を発信していこうという機運も盛り上がっ

ているのではないかと感じております。このよ

うな中、先般県では、大塚食品と連携し、コラ

ボによるボンカレー商品開発に取り組まれたと

ころでありますが、このような取り組みもま

た、とても有効ではないかと考えております。

そこでまず、県が進めているひなたプロモー

ションについて、こうした民間企業とのコラボ

も含め、現在の取り組み状況を商工観光労働部

長にお伺いいたします。

ひなたプ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ロモーションにつきましては、県内の民間企業

の皆様に、建物への横断幕の掲示やバス車体を

活用したＰＲ、さらには、コンビニ等での食材

メニューフェアの開催などに御協力いただいて

おり、多方面で「ひなた」を応援いただく輪が

広がっております。また、県外に向けては、こ

のたび、大手食品メーカーである大塚食品にコ

ラボの提案を行いましたところ、ボンカレーと

しては初となる、ご当地商品「ひなたの恵みボ

ンカレー」が実現したところであります。商品

には、県産野菜や鶏肉、日向夏果汁といった県

産食材をふんだんに活用し、パッケージにもひ

なたロゴマークを掲載するなど、宮崎の魅力を

発信でき、また、販売した１万食も約１カ月で

完売するなど、一定の成果を上げることができ

たと考えております。

成果が上がっているというこ○日高博之議員

とで安心しましたが、私は、この取り組みの成

果の一つは、本県の農畜産物を最大限にアピー

ルできた点ではないかと思っております。この

ような取り組みは、積極的にどんどん進める必

要があると考えております。

そこで、先月、県執行部の皆さんと一緒に、

宮崎県に関連会社を持つ日本有数の食品加工

メーカーを訪問し、コラボ商品の開発等につい

て提案を行ってもらったところであります。先

方の反応としては、とても好印象であったと受

けとめております。実際の商品化にはいろいろ

と課題はあるでしょうが、何よりも、当たって

砕けろという、貪欲に売り込んでいく攻めの姿

勢が必要ではないかと考えております。そのこ

とがまた、宮崎の食材、魅力のＰＲにもつなが

ると思います。そこで、「ひなた」の魅力を発

信する上で、全国の大手民間企業とのコラボに

どのように取り組んでいかれるのか、知事にお

伺いいたします。

全国の大手民間企業と○知事（河野俊嗣君）

のコラボは、企業が持っております知名度やブ

ランド力、発信力、さらには販売ネットワーク

等の強みを生かすことによりまして、本県の認

知度やイメージを向上させる効果的な取り組み

であるというふうに考えております。今回の

「ひなたの恵みボンカレー」のように、宮崎の

豊富な農畜産物が活用されることによりまし

て、幅広い分野での経済波及効果が期待でき、

本県の経済活性化にも寄与するものと考えてお

ります。当たって砕けろというお話がありまし

たが、もともとこのコラボにおきましても、

マークが似ているということで、当たって砕け

ろのセールスで道ができたわけであります。今

後とも、いろんな形で働きかけをしてまいりた

いと考えております。御質問にありました食品

加工メーカーを含め、大手民間企業等に対し、

企画の提案や営業活動に積極的に取り組み、

「日本のひなた宮崎県」の魅力を効果的に発信

してまいりたいと考えております。

正直、私なんかが行くより○日高博之議員

も、知事がトップセールスしたほうが、何十倍
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も何百倍も効果があるなというふうに実感した

ところでありますので、多忙だと思いますけれ

ども、積極的な売り込みのほう、よろしくお願

いいたします。

次に、２巡目国体についてでございますが、

教育委員会から示された主要３施設の課題は、

現在の国体施設基準に適合しないことや、施設

の老朽化のほか、特に県総合運動公園は、南海

トラフによる津波浸水想定区域に位置している

ことが挙げられております。一方、経済性につ

いては、建設費や維持管理について、そのコス

トを可能な限り抑えることとしておりますが、

競技団体からは非常に高い要望が上げられてお

ります。そこで、県有主要３施設の整備につい

て、基本構想策定に当たり、どのように施設規

模や整備場所を選定するのか、また、競技団体

の意見をどのように反映するのか、教育長にお

伺いいたします。

県有主要３施設の整○教育長（四本 孝君）

備につきましては、現在、国体準備スタート

アップ事業におきまして、コンサルタント委託

による調査・検討を進めているところでありま

す。施設の規模につきましては、国体の施設基

準に加え、競技団体等へのヒアリンク結果や他

県の施設等も参考にしながら、本県に適した施

設規模・機能等について検討しております。整

備場所につきましては、県有地のほか、市町村

の都市公園や市町村から要望のある場所など、

広く候補地を抽出した上で、交通アクセスや周

辺人口等を考慮しながら絞り込みを行い、適切

な整備場所を選定してまいりたいと考えており

ます。県といたしましては、今後、コンサルタ

ントによる調査結果や、競技団体、市町村を初

めとする関係機関等の意見を十分に勘案し、今

年度中に基本構想案を取りまとめ、来年度の早

い段階で県の方針を固めたいと考えておりま

す。

次に、競技会場の選定につい○日高博之議員

てですが、東九州自動車道が開通しまして、県

内のアクセスは、昭和54年当時と比べたら比較

にならないほどよくなっております。２巡目国

体につきましては、先ほどのアクセス面、そし

て、何よりも国体の全県化を図ることも、県民

の盛り上がりには欠かせないものだと考えてお

ります。また、私ども宮崎県自民党の県政に対

する提言でも、基本構想案を策定するに当た

り、競技会場の分散化を提言いたしておりま

す。そこで、国体施設の整備については、全県

的なバランスも考慮する必要があると考えてお

ります。そういった中で、延岡市から県立体育

館の要望が提出されておりますが、延岡市も選

択肢に入っているのか、総合政策部長にお伺い

いたします。

２巡目国体や○総合政策部長（永山英也君）

全国障害者スポーツ大会に向けた施設の整備に

つきましては、総合政策部も教育委員会と一体

となって検討を進めているところであります。

検討に当たりましては、競技を円滑に運営する

ための機能性、安全性、経済性、あるいは、将

来の活用などの点を考慮する必要があり、現地

での建てかえだけではなく、さまざまな可能性

を探っているところであります。御質問にあり

ました延岡市のほか、西都市からも要望書をい

ただいているところであり、これらも踏まえま

して、今後、幅広く検討していくことになると

考えております。

延岡市も可能性があるという○日高博之議員

ふうに理解いたしました。全県的に均衡ある発

展のためにもよろしくお願いいたします。

次に、鹿屋体育大学のスポーツパフォーマン
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ス研究棟、通称ＳＰＬａｂについてでございま

すが、正直、こんな近くにこれほどの研究施設

があるとは、びっくりしたところでございま

す。国立スポーツ科学センター、通称ＪＩＳＳ

にも、ナショナルトレーニングセンター、通称

ＮＴＣにもない、戦術・戦略を科学的に解明す

る分析システムや、50メートル走ったときの１

歩１歩の力のデータをとる装置、これは世界で

ここしかないということです。まさに、屋外ス

ポーツを初めとするさまざまなスポーツの実践

における選手一人一人のパフォーマンスの測定

・分析を可能とした施設です。そこで、教育委

員会として、この鹿屋体育大学のスポーツパ

フォーマンス研究棟の役割や機能について、ど

のように認識しているのか、教育長にお伺いい

たします。

鹿屋体育大学スポー○教育長（四本 孝君）

ツパフォーマンス研究棟は、アスリートの競技

力向上やコーチング等に関する実践研究を目的

に、平成27年３月に設置されております。この

研究棟は、例えば陸上競技では、今御質問にも

ありましたが、地面にかかる力を測定できる世

界最長のコース（50メートル）、あるいは、テ

ニスボールの肉眼では見えない回転数などの球

質を解析するシステム、さらには、野球やサッ

カーといった団体競技における各選手の動きな

どを踏まえた戦術等の分析システムなど、最先

端の研究機器を備えた施設であると伺っており

ます。このようなことから、本施設は、トップ

アスリートの育成や指導者の資質向上などに幅

広く活用できる魅力ある施設であると認識して

おります。

教育長、詳しいですね。教育○日高博之議員

長もぜひ、このＳＰＬａｂ、鹿屋に行って体験

をされてみればどうでしょうか。きょうは時間

がありませんので、要望にとどめておきます。

次に、宮崎県が誘致を推進している屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターとの連携につい

てでございますが、日本体育協会の岡崎副会長

がこんなことを言っております。「ＮＴＣとＪ

ＩＳＳとＳＰＬａｂのそれぞれの特性と役割分

担を明確にすることが重要。そして、ＮＴＣや

ＪＩＳＳでできない部分をＳＰＬａｂで、トッ

プアスリートも含め活用する方向が出てくるの

ではないか」と、抜粋ですが、コメントをされ

ております。こういった施設が近くにあり、連

携できるということは、宮崎県の強みだと思い

ます。そこで、優位性を持って屋外型ナショナ

ルトレーニングセンターの誘致を進めるため

に、スポーツパフォーマンス研究棟などの施設

を持つ鹿屋体育大学との連携を進めてはどう

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターの誘致を進める

上で、科学的な手法でアスリートのパフォーマ

ンスを測定し、改善につなげる手法を研究する

鹿屋体育大学との連携は、競技力向上のための

機能を強化する観点から、有益であるというふ

うに考えております。現在、連携をしておりま

す宮崎大学が有するスポーツメディカル機能と

の活用とあわせて、今後、鹿屋体育大学とどの

ような連携ができるかなどについて、意見交換

を行ってまいりたいと考えております。

知事は、全国知事会におい○日高博之議員

て、スポーツ・文化・観光プロジェクトの座長

を務めておられます。また、九州知事会におい

ても発言力がさらに増したと聞いております。

宮崎県単独で誘致というより、九州に屋外型Ｎ

ＴＣをという大きな視点で、ぜひ、これも貪欲

に誘致に向けて取り組んでいただきたいと思い
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ます。ここは知事の強力なリーダーシップに期

待いたします。よろしくお願いいたします。

次に、ホストタウンについてでございます

が、これにつきましては、積極的に進めてもら

いたいと思います。例えば、日向市は、アメリ

カのプロサーファーと交流があり、日向市当局

もホストタウンの事業化に取り組もうとしてお

ります。そこで、このホストタウンの意義や本

県の現状と、第３次登録を含めた今後の取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

ホストタウン○総合政策部長（永山英也君）

は、事前合宿の受け入れを含めまして、参加国

と地方との人的・経済的・文化的な相互交流を

促進することを目的としており、本年６月の第

２次登録までに、全国で91件が登録されており

ます。県内では、宮崎、延岡、小林の３市がド

イツ、宮崎、西都の２市がイタリアのホストタ

ウンとして県と一緒に登録されており、それぞ

れ連携しながら、事前合宿の誘致や、現在開催

中の伊東マンショ肖像画展など、スポーツ・文

化の両面から取り組みを進めているところであ

ります。ことし11月に予定されております第３

次登録に向けましても、市町村の意向を十分に

確認しながら、意欲を持っている市町村につい

ては、県も一体となって登録を進めますととも

に、さまざまな交流事業の推進に努めてまいり

たいと考えております。

部長は日向のサーファーと交○日高博之議員

流がありますので、ぜひお願いいたします。ま

た、そのほか、意欲ある自治体については、県

が積極的に一体となって取り組んでいただきた

いと思います。それと、ホストタウンになりま

すと、宮崎はすばらしい施設がありますので、

特に野球場については申し分ないわけですか

ら、ここは１国でも野球のチームはぜひ連れて

きてもらたいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。

次に、ＨＡＣＣＰについてお伺いいたしま

す。

本県は、農産物生産においては全国トップク

ラスである一方、農産物を利用した加工食品の

製造品出荷額レベルは、これに比べ低く、本県

で生産された農畜産物を他県で加工されている

状況がうかがえます。このため、加工食品製造

業の活性化が重要なテーマと考えております

が、本県の食品の製造業の活性化に当たり、特

に、製造段階における高い衛生管理は、消費者

に安全で安心できる食品を提供することはもち

ろん、取引相手方の判断基準としても重要と考

えております。

こうした中、食品の輸出において、欧米等先

進国を初めとした諸外国で制度化が進み、国際

基準となっているＨＡＣＣＰ導入が相手国から

求められている現状があります。また、県にお

きましても、平成27年度に、ＨＡＣＣＰによる

衛生管理基準を加えた食品衛生法施行条例の改

正を行い、ＨＡＣＣＰ導入促進が始まったとこ

ろでございます。そこで、県のＨＡＣＣＰに関

する普及啓発や民間企業に対する支援の状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いいたします。

ＨＡＣＣＰに○福祉保健部長（日隈俊郎君）

よる衛生管理は、食品の安全性の向上が期待で

きますことから、その普及を図ることは大変重

要であると考えております。このため県では、

食品取扱事業者のＨＡＣＣＰに関する知識や理

解を深めるために、保健所による講習会や巡回

指導などを通じて周知を図ってきたところであ

ります。また、今年度から、「ＨＡＣＣＰ普及

・定着を目指した衛生管理促進事業」をスター
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トさせたところでありまして、この中で、ＨＡ

ＣＣＰ導入に積極的に取り組む事業者に対し、

助言、指導を行うアドバイザーを派遣するな

ど、円滑な導入に対する積極的な支援を行って

いるところであります。

本県におきましても、県内事○日高博之議員

業者のＨＡＣＣＰ導入に向けて、支援に取り組

んでいるところでありますが、事業者にとって

は、大変な労力、あるいは費用の負担も大きい

ものがあると考えております。多くが中小事業

者である本県においては、ＨＡＣＣＰ導入はか

なり高いハードルであり、ＨＡＣＣＰ導入まで

はいかなくても、衛生管理を徹底している事業

者に対して、県などが評価をすることは非常に

重要であると考えております。また、現在、国

において、海外戦略をより積極的に進めるため

に、一部の業種、一定規模といった条件を満た

す製造施設に対しては、ＨＡＣＣＰによる衛生

管理を求めていくための検討が進められている

と伺っておりますが、一部の施設がＨＡＣＣＰ

導入ということになれば、これに該当しない施

設に対しても、独自の評価をする制度があって

もよいのではないかと考えております。他県で

は、衛生管理に努める業者に対して、レベルに

応じた認証を行う制度があり、取引先へのア

ピール材料にもなっていると伺っております。

そこで、このような自治体独自の認証制度につ

いて、導入を含め、県はどのように考えている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

まず、自治体○福祉保健部長（日隈俊郎君）

独自の認証制度についてでありますが、事業者

における衛生管理水準向上への意識を高めると

ともに、ＨＡＣＣＰ導入に向けてステップアッ

プするための手法でもあると考えております。

昨今のＨＡＣＣＰをめぐる動きといたしまして

は、平成26年、国において、新たにＨＡＣＣＰ

による衛生管理基準を示しており、これによ

り、既存の認証制度の見直しの必要性が生じた

自治体もあると伺っているところであります。

また、お話にありましたように、現在、国で

は、対象食品の範囲や事業規模などに基づくＨ

ＡＣＣＰの制度化について検討されているとこ

ろでありまして、今年度中にも最終取りまとめ

が行われるとお聞きしているところでありま

す。これらの状況を踏まえ、県といたしまして

は、国の動向などを注視するとともに、事業者

のニーズ等の把握にも努めながら、認証制度の

あり方について検討していく必要があると考え

ております。

既に28都道府県が先行的に自○日高博之議員

治体版ＨＡＣＣＰ導入をしておるわけです。き

のうからの答弁で、知事は、東京オリンピック

・パラリンピックを好機として捉え、宮崎県の

魅力である食の安全性・機能性をアピールして

いくとのことですが、そのためには、ＨＡＣＣ

Ｐ認証は絶対条件になってきます。国の動向も

いろいろとございますが、日隈福祉保健部長、

先手先手の取り組みをしていただけることをお

願いいたします。頭をひねって、よろしくお願

いいたします。

最後になります。飲酒運転撲滅についてでご

ざいます。

あの福岡の海の中道大橋で、当時市職員の飲

酒運転により追突された車が博多湾に転落し、

３児が死亡した事故から、ことしで丸10年を迎

えました。この事故をきっかけに、酒気帯び運

転などの罰則が強化され、厳罰化されました

が、現在に至っても飲酒運転は後を絶ちませ

ん。そこでまず、県内の飲酒運転の検挙状況に

ついて、警察本部長にお伺いいたします。
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平成18年に福岡○警察本部長（野口 泰君）

県海の中道で発生した飲酒事故の年における本

県での飲酒検挙数は996件で、その後の飲酒運転

根絶に対する社会的機運の高まりや法令改正に

よる厳罰化等が要因として、年々減少傾向にあ

りました。しかし、ここ３年間の検挙数を見ま

すと、年間約350件前後と横ばい状態が続き、い

まだ規範意識が徹底されず、飲酒運転の根絶に

は至っておりません。ことしの検挙数は、８月

末現在、県下で228件を検挙し、やや増加傾向に

あります。

ありがとうございます。増加○日高博之議員

傾向が若干出てきたと。やはり啓発をもっとし

ていかないかんというふうに思っております。

日向市では、日向自動車学校と日向市、日向警

察署の主催で、飲酒運転ゼロの日向市を目指し

てのキャンペーンを行って、地域の区長さんや

民生委員、交通指導員の方々が集まり、日向警

察署による講話や、飲酒状態のゴーグルをつけ

ての体験などを行い、飲酒運転や危険のないま

ちを目指そうと、市民が決起いたしておりま

す。こういった市民を巻き込んだ啓発活動は、

大変効果があるものだと私は感じました。そこ

で、飲酒運転根絶に向けた警察の取り組みにつ

いて、警察本部長にお伺いいたします。

警察における飲○警察本部長（野口 泰君）

酒運転根絶への取り組みとしましては、夜間・

早朝の取り締まりや、飲酒者に車両を提供する

など、飲酒運転を助長した者に対する捜査を徹

底しているほか、企業対象の法令講習会では、

飲酒運転の罰則や飲酒により交通事故を起こし

た場合の社会的責任について、周知を図ってお

ります。また、飲食店など民間と連携したハン

ドルキーパー運動、自治体など関係機関・団体

と合同による街頭キャンペーン、新聞・テレビ

・ラジオを活用した広報啓発活動などにも取り

組んでおります。今後さらに、飲酒運転根絶に

向けて、広報啓発、安全教育、取り締まりを強

化してまいります。

ぜひお願いいたします。飲酒○日高博之議員

運転をしない・させない・許さないを合い言葉

に、県民一人一人が社会的な使命を果たすとい

う強い意志を持って、飲酒運転撲滅に県民一丸

となって取り組んでまいりましょう。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、横田照夫議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○横田照夫議員

の横田照夫です。早速、一般質問をさせていた

だきます。

神話の中に、イザナギノミコトが、亡くなっ

た愛するイザナミノミコトに会うためによみの

国に行く話があります。醜い死者の姿になって

いるイザナミを見たイザナギは恐ろしくなって

逃げ帰りますが、怒ったイザナミは仲間と一緒

に追いかけてきます。そこでイザナギは、黄泉

比良坂（よもつひらさか）というところに大き

な岩を置いて道を塞ぎます。閉ざされたイザナ

ミは怒って、「毎日人を1,000人ずつ殺してや

る」と言いますが、イザナギはそれに対して、

「それならば、毎日1,500人の子供が生まれるよ

うにしよう」と言います。このことにより、人

口はどんどんふえていくようになり、子孫繁栄

がかなうようになったと言われています。

神社の神主が奏上する祝詞の末尾に必ず出て

くる文言があります。ちょっと言ってみます。

「子孫（うみのこ）の八十続（やそつづき）に

至るまで、五十橿（いかし）八桑枝（やぐわ

え）の如く立ち栄えしめ給へと、恐み恐みもう

白す」という文言です。「うみのこ」は子孫と
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いう字を書きます。また、「やそつづき」は八

十が続くと書きますが、八には末広がりの意味

がありますので、永久にという意味合いだと思

います。「いかしやぐわえ」とは、カシの木や

クワの木のことです。つまり、カシの木やクワ

の木がたくさん生い茂るように、永久に子孫が

繁栄していきますようにという、子孫繁栄を祈

願するものです。

このように、神道の世界では、営々と子孫繁

栄が祈願され、人々もそれにのっとり、子供が

たくさん生まれることを喜びとしてきました。

そして、これまで我が国の人口は右肩上がりに

ふえてきたわけですが、ここに来て少子化の時

代となり、大きな社会問題になりつつありま

す。

最近、浅葉なつという小説家の「神様の御用

人」という小説を読みました。人々から祭られ

ることも敬われることも少なくなり、にもかか

わらず途方もない願い事ばかりされて、だんだ

ん力がそがれてきた神々たち、そんな神様たち

の願い事を、御用人となった人間の若者がかな

えてやる、そういった小説です。この小説を読

んで、もしかすると、現在の少子化による人口

減少問題は、神様の力がそがれて小さくなった

ことに起因しているんじゃないかなと思ったと

ころです。何かすごく説得力がありますよね。

県は、宮崎県総合計画である「未来みやざき

創造プラン」の長期戦略で、2030年までの目標

として、合計特殊出生率2.07を挙げています

が、人口減少に歯どめをかけるには、合計特殊

出生率2.07を達成するだけでなく、出生数を確

保する必要がありますけど、どのように取り組

んでいかれるのかを知事にお伺いし、後の質問

は質問者席からさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

少子化による人口減少に歯どめをかけるため

には、御指摘のとおり、出生数の確保が大変重

要であります。本県におきましては、現在、合

計特殊出生率は緩やかに右肩上がりになってお

りますが、出生数自体は減少傾向にあるという

ことであります。本県では、結婚・出産・育児

など、ライフステージに応じた切れ目のない支

援や、市町村・企業と連携した子育て環境の整

備などに取り組んでおります。また、本県で

は、若者が進学・就職時に県外に流出し、若者

世代が減少していることが出生数減少の大きな

要因となっておりますので、宮崎で学び、働き

たい若者が定着できるような、魅力ある産業・

雇用の創出、就学の場の確保などに力を入れて

いるところであります。こうした施策を組み合

わせて実施することによりまして、いわゆる逆

ピラミッド型となっております人口構造の転換

に努めてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

簡単なことではありませんけ○横田照夫議員

ど、知事の言われるとおりだと思います。それ

では、そのことを人材確保という観点でもう少

し掘り下げてみたいと思います。

まず、教育長にお尋ねします。先日、九電工

が、県内高校新卒者に対して求人をしても集ま

らず、部長みずからが高校に出向いていって紹

介をお願いされたと聞きました。九電工は県内

企業の中でも有数の優良企業ですが、それでも

集まらないと聞いて驚きました。佐土原高校に

行く機会があり、就職状況を聞きましたら、大

半は愛知県などを中心とした県外ということで

した。昨年度の高卒者の県内就職率は54.8％

で、２年連続の全国最下位でしたが、このこと
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の原因をどのように捉えているのか、お伺いし

ます。

昨年度の高卒者の県○教育長（四本 孝君）

内就職率が全国最下位でありました原因につき

ましては、まず、生徒の大企業志向、あるいは

県内には希望職種が少ないということなどが理

由に挙げられます。また、県内企業の魅力や地

元で働くよさというのが、生徒や保護者、教師

に十分伝わっていないことも原因の一つである

と考えております。

一方、求人票の出る時期が、県内企業は県外

企業に比べて遅い傾向があり、多くの生徒が就

職先を選定する８月中旬に求人票が出そろわな

いという状況もございます。県教育委員会とい

たしましては、宮崎労働局を初めとする関係機

関等と一体となって、県内企業と生徒・保護者

等との結びつきを強くするための取り組みや、

求人票の早期提出に向けた働きかけなどを行

い、県内就職率の改善に努めてまいりたいと考

えております。

５月30日に宮崎県職業能力開○横田照夫議員

発審議会が開催され、第10次宮崎県職業能力開

発計画の内容について検討がなされました。そ

の中で、県教育委員会と本計画の方向性が一致

するように、整合性を図る必要があるという意

見も出たようです。県教育委員会として本計画

にどのようにかかわっていくのか、お聞かせく

ださい。

第10次宮崎県職業能○教育長（四本 孝君）

力開発計画につきましては、現在、商工観光労

働部を中心に策定作業を進めているところであ

ります。県教育委員会といたしましては、本計

画の基本施策の一つである「地域産業界や関係

機関と連携したキャリア教育の推進」と、第二

次宮崎県教育振興基本計画に掲げる「キャリア

教育・職業教育の推進」との方向性を一致させ

ることが重要であると考えております。このた

め、第10次宮崎県職業能力開発計画を策定する

ワーキンググループ会議に参加し、関係機関と

の意見交換を行ってきたところでございます。

今後、地域産業界や関係機関の御理解と御協力

をいただきながら、キャリア教育の推進に向

け、しっかり連携をしてまいります。

先日、テレビで、静岡県にあ○横田照夫議員

る平成建設という建設会社が紹介されていまし

た。そこで働く大工の８割が４年制大学の卒業

で、中には東京大学大学院卒もいるということ

です。東大出身の大工が作業着とヘルメット姿

で足場を組んでいるところが映っていました

が、その仕事が好きな人にとっては学歴は関係

ないようです。

高校の先生には、進学させたい、大企業に就

職させたいと考えている人が多いと聞きます。

生徒の将来を考えてのことかもしれませんけ

ど、その思いが強過ぎると、もしかすると生徒

の進路の道を奪っていることがあるかもしれな

いと考えます。高校においてどのような就職指

導がなされているのか、お伺いします。

高校における就職指○教育長（四本 孝君）

導は、３カ年を通して系統立てて実施している

ところであります。１年次には、進路決定の参

考とするため、職業適性を知るための適性検査

や面談等を行っております。２年次には、過去

の求人票を参考にしながら、就職を希望する企

業のイメージを膨らませたり、地元企業等に就

職している卒業生などを招いて、社会人として

の心構えや現場の具体的な情報等について身近

な先輩の声を聞き、社会人としての志を高めた

りしております。それから３年次には、就職試

験対策として、一般常識の学習指導や面接指導
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を充実させ、就職試験に備えるとともに、求人

開始となる７月１日から、学校で受け付けられ

た求人票の中から、生徒が自分の希望や適性を

考え、保護者や教師と相談しながら、総合的に

判断して受験先を決定できるよう、就職指導を

行っているところでございます。

学校の先生は大学を卒業して○横田照夫議員

すぐに教員となるために、ほかの職業のことを

よく知らないのではないかという人もおられま

す。先生が、県内企業の将来の可能性とか、も

のづくりや建設産業などが、何十年、何百年も

形として残るすばらしい職業なんだということ

を理解して、そのことを生徒に教えることも、

県内に若者を残すことにつながると思います

が、見解をお伺いします。

教師が県内企業を理○教育長（四本 孝君）

解して、その魅力を生徒に伝えることは、生徒

が就職先を決定するに当たり、県内企業に関心

を持つきっかけになるものと考えております。

そのため、県教育委員会では、商工観光労働部

と連携し、県内の経営者等と進路指導担当者と

の意見交換会を実施したり、教師による企業視

察を行ったりするなど、教師と企業との情報交

換や交流の機会をふやしているところでありま

す。このような取り組みを継続・充実させてい

くことにより、教師の県内企業への理解が深ま

り、生徒に県内企業で働くことのすばらしさを

伝えることができるものと考えております。

先日、「建設業魅力発信セミ○横田照夫議員

ナー・体験フェアｉｎみやざき」という催し

が、竹中工務店とその協力会を中心に行われま

した。高校生を中心とした若い人に建設業の魅

力を知ってもらい、人材確保につなげていこう

とするものです。また、「キッズワークみやざ

き」という催しもありました。これは厚生労働

省の委託事業で、小学校の４、５、６年生を対

象に、早い時期からものづくりに対する関心や

体験をさせることで、働くことの意味や仕事の

楽しさを経験させ、自分の将来の職業について

考える機会を与えることを目的に行われたもの

です。キッズワークは、募集人数の倍以上の応

募があるなど、どちらも多くの小学生や高校生

が参加していました。このようなキャリア教育

に対して、教育委員会としての考えと実際の取

り組みについてお聞かせください。

キャリア教育につき○教育長（四本 孝君）

ましては、子供たち一人一人の社会的・職業的

自立に向け、小・中・高等学校等において、児

童生徒の発達の段階に応じた体系的な教育を行

うことが大切であると考えております。

実際の取り組みといたしましては、小学校で

はふるさと学習、中学校では職場体験を中心

に、そして高校では、インターンシップやライ

フプランナーによる将来設計を描く授業等を実

施しております。また、小・中・高校生に対

し、地域で活躍する社会人が、働くことの意義

などについて直接思いを伝える「よのなか教

室」を実施することで、子供たちの地元企業へ

の理解につながる先進的な取り組みもスタート

しております。県教育委員会では、本年度よ

り、学校が地域や企業等とさらに連携した取り

組みができるよう、県キャリア教育支援セン

ターを設置し、キャリア教育の一層の充実に取

り組んでいるところであります。

県内就職率のことは、午前○横田照夫議員

中、徳重議員も触れられましたし、今議会でも

何回も質問が出されています。今まで県内就職

率のことは余り深く考えてこなかったように思

いますけど、今回、２年連続で全国最下位に

なったことは、逆に、いい意味で県内就職率に
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目を向けるきっかけになったと思います。求人

する企業側は、福利厚生などの処遇面を県外レ

ベルに近づける努力をするべきだと思います

し、学校の先生は、職業に対する偏見をなくし

て、県内のいろいろな企業や仕事の将来性やお

もしろさを理解し、生徒に情報として示してい

く。双方のこういう努力が必要だと思います。

いずれにしましても、産学官みんなが、若者を

県内に定着させるんだという同じ思い、同じ方

向性を持って努力することが大事なのではない

でしょうか。

次に、技能士の活用について、県土整備部長

にお尋ねします。技能士とは、技能検定に合格

した人に与えられる国家資格です。技能検定と

は、労働者の有する技能の程度を検定し、これ

を公証する国家検定制度で、労働者の技能と地

位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促

進法に基づき、実施されています。

厚生労働省は、建築技能労働者等の人材確保

や技能継承、工事の品質保証のためには、技能

士の地位向上、処遇の改善を図ることが重要で

あり、そのための有効な方法の一つとして、官

庁営繕工事に適用している「公共建築工事標準

仕様書」の中で技能士の項を設け、１級または

単一等級の技能士１名以上がみずから作業をす

るとともに、ほかの技能者に対して、施工品質

の向上を図るための作業指導を行うこととして

います。いわゆる１級技能士現場常駐制度で

す。多くの都道府県もこれと同様の制度を設け

ているということですが、本県の状況はどうで

しょうか。

１級技能士○県土整備部長（東 憲之介君）

現場常駐制度につきましては、国が昭和56年度

に、公共建築工事における品質の確保を図るた

めに設けた制度でありまして、本県では、昭

和59年度から導入しております。導入に当たっ

ては、人材育成の観点から、適用範囲を全ての

工事にまで拡大し、小規模な工事については、

１級技能士に加え、２級技能士も対象としたと

ころであります。また、技能士の職種につきま

しては、当初、建築大工や左官など６つの職種

でありましたが、順次拡大し、現在では、とび

やサッシ施工など、16の職種としております。

現在、１級技能士の現場配置○横田照夫議員

の確認は、資格証のコピーの保管と工事日報の

記載による確認となっているようです。写真の

ない資格証のコピーでは本人確認ができず、他

県、他地区の人間が宮崎に常駐していることに

なっていたり、いわゆる名義借りや資格証の無

断借用などもあって、１級技能士現場常駐制度

が形骸化していると聞きます。せっかく取った

技能士の資格が仕事に結びつかなければ、意欲

も湧きませんし、技能の衰退にもつながると思

います。技能士の本人確認の充実・強化を図る

ため、今後どのように取り組んでいかれるの

か、お伺いします。

公共建築工○県土整備部長（東 憲之介君）

事における技能士の本人確認につきましては、

現在、受注者が提出する氏名や資格等を記載し

た技能士報告書や、現場代理人が作成する新規

の職人記録簿により、確認を行っているところ

であります。議員御指摘のように、現在の技能

士の本人確認については課題もありますので、

今後、技能士報告書に本人が確認できる写真入

りの書類などを添付させるとともに、現場にお

いて、県の監督員が適宜確認するようにしたい

と考えております。県としましては、今後と

も、公共建築工事の品質確保はもとより、技術

の継承や人材確保にもつながるよう、技能士の

活用を図ってまいりたいと考えております。
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私たちが何の心配もなく、道○横田照夫議員

路とか橋とか建物を利用できるのは、一流の技

能労働者がしっかりとした施工をしてくれてい

るからです。技能士がいなくなったり、能力が

低下したりすれば、一番不利益をこうむるの

は、その施設の利用者である県民ということに

なります。写真入りの技能士カードを利用すべ

きだと思いますし、県の技術者が技能士制度を

しっかりと理解して、現場での本人確認もし

て、工事の品質確保をするべきと考えますの

で、しっかりとした対応をお願いします。

建設産業において、公平で健全な競争環境を

構築するとともに、就労環境の改善による建設

業の持続的発展に必要な人材の確保をするた

め、「社会保険の加入に関する下請指導ガイド

ライン」を策定し、関係者を挙げて社会保険等

加入対策に取り組んでおります。ガイドライン

では、遅くとも平成29年度以降においては、健

康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部または

一部について、適用除外でないにもかかわらず

未加入である建設企業は、下請企業として認定

しないとの取り扱いとすべきとしておりますけ

ど、まだ必ずしも準備が整っておらず、不安視

する声もあります。今後の県発注工事における

社会保険未加入対策についてどのように考えて

おられるのか、お聞かせください。

建設業者の○県土整備部長（東 憲之介君）

社会保険未加入対策についてでありますが、国

土交通省において、建設業許可業者の加入率を

平成29年度までに100％とする目標を掲げ、総合

的な取り組みが実施されており、国の発注工事

につきましては、元請に加えて１次下請まで、

社会保険に加入していなければならないとされ

ております。

本県の発注工事につきましては、入札参加資

格において、平成26年度から、健康保険、厚生

年金保険の加入を要件とし、平成28年度から

は、雇用保険も加え３つの保険について要件と

するなど、対策を進めてきたところでありま

す。今後の未加入対策につきましては、国の取

り組みや他県の状況、業界団体等からの御意見

なども踏まえ、取り組んでまいりたいと考えて

おります。

本県における建設業者の社会○横田照夫議員

保険加入状況はどうでしょうか。

社会保険の○県土整備部長（東 憲之介君）

加入状況でございますが、国において、毎年、

公共工事の元請・下請となった建設業者を対象

に、公共工事労務費調査が行われ、都道府県別

に加入率が公表されております。その結果によ

りますと、本県の平成27年度における健康保

険、厚生年金保険及び雇用保険の３保険全てに

加入している企業の状況は、全国平均を２ポイ

ント上回る97％であります。

社会保険の保険料は、建設業○横田照夫議員

者が義務的に負担をしなければならない法定福

利費であり、必要と認められる原価に含まれま

す。ガイドラインでは、材料費や労務費などに

加えて、法定福利費も明示した標準見積書の活

用を求めていますが、下請の見積書に法定福利

費相当額が明示されているにもかかわらず、元

請がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方

的に削減したり、労務費そのものや請負金額を

構成するその他の費用で減額調整を行うなど、

下請業者の中には、実質的に法定福利費相当額

を賄うことができない金額で元請業者と請負金

額を締結させられることを心配する声もありま

す。県としてどのように考えるか、お尋ねしま

す。

法定福利費○県土整備部長（東 憲之介君）
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が元請・下請契約に適切に反映されることは、

建設産業の就労環境の改善等を図る観点から、

大変重要であると考えております。このため、

県におきましては、毎年開催する建設業者研修

会において、社会保険加入の必要性や法定福利

費の適正な支払い等を指導するとともに、建設

業者ホットラインを設置し、元請・下請間のト

ラブルや、法令違反などに関する相談に対応し

ているところであります。また、県発注工事に

おきましては、下請代金の支払い状況に関する

報告を求めるなど、適正な下請契約の履行確保

にも努めております。今後とも、元請業者と下

請業者との間で法定福利費に関する適正な契約

・支払いが行われるよう、取り組んでまいりた

いと考えております。

ガイドラインでは、元請が下○横田照夫議員

請に対して社会保険加入等の指導をすることと

なっておりますけど、法定福利費相当額を支

払っていないと、指導も何もできないと思いま

す。元請が下請や再下請分の法定福利費相当額

を支払うためには、入札時においてその分の金

額を確保することが必要です。そのための予定

価格の積算のあり方とか最低制限価格について

どのように考えるか、お聞かせください。

社会保険加○県土整備部長（東 憲之介君）

入に必要となる法定福利費につきましては、事

業主負担分は現場管理費に、本人負担分は労務

費に計上し、適切に予定価格に反映していると

ころであります。また、最低制限価格につきま

しては、現在、受注企業の採算性を分析するた

め、経費の詳細な内容を把握するためのコスト

調査を進めているところであり、今後、この調

査結果に基づき、最低制限価格の見直しの必要

性について検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。

建築業は、どちらかといえば○横田照夫議員

公共工事よりも民間工事のほうが多いです。民

間工事も同じ方向性を持って動かなければ、人

材確保にはつながらないと思います。民間工事

しか受注しない建設業者に対する社会保険加入

に向けた県の指導状況についてお伺いします。

民間工事し○県土整備部長（東 憲之介君）

か受注しない建設業者への指導としましては、

全国的な組織である「社会保険未加入対策推進

協議会」において、業界団体を通じた取り組み

が行われているほか、県といたしましても、建

設業者研修会において指導を行うとともに、建

設業許可と更新の申請時において、加入義務の

有無と加入の状況を確認しております。その際

に、加入義務があるにもかかわらず未加入が判

明した業者につきましては、文書による指導を

行い、その指導によっても加入しない場合は、

社会保険担当部局へ通報も行っているところで

あります。今後とも、建設業者の社会保険の加

入に向けては、国や業界団体とも連携を図りな

がら、しっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。

社会保険加入は、建設産業の○横田照夫議員

人材を確保するためには絶対必要なことだと思

います。でも、このことは、発注者、元請、下

請など、建設関連産業の全てが、建設産業を守

るんだという同じ思いで取り組んでいかなけれ

ば達成できませんので、県としても、いろんな

機会を通じて啓蒙していただきたいと思いま

す。

次に、内水面漁業についてお尋ねします。

県内には40の内水面漁業協同組合がありま

す。漁協には県知事から漁業権が免許されてい

ます。漁業権は、河川や湖沼において漁業を営

む権利であり、同時に、魚などの資源を増殖さ
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せることが義務づけされています。そのことに

より、漁協は、稚魚を放流したり産卵場所を保

護したりするなどの活動もしています。しか

し、河川環境の悪化により、稚アユやシジミな

どを放流しても成長できない河川等もあるよう

です。通常、アユなどは、放流量の10倍ぐらい

の採捕量があるらしいんですけど、一ツ瀬川で

は10分の１くらいしかとれないということで

す。長期濁水により川底に泥がたまり、餌とな

る珪藻や藍藻などのコケ類がないことが理由と

言われています。長期濁水の原因は、上流の一

ツ瀬ダムと言われていますが、これまでにどう

いう濁水対策がとられてきたのか、環境森林部

長にお尋ねします。

一ツ瀬川の濁○環境森林部長（大坪篤史君）

水対策につきましては、県、流域市町村、九州

電力などで構成する「一ツ瀬川水系濁水対策評

価検討委員会」が、平成20年６月に策定しまし

た「濁水軽減対策計画」に基づき、関係者一体

となって取り組んでいるところでございます。

具体的には、県と流域市町村は、濁水の原因と

なる土砂の流出防止を図るために、山林の植栽

等の森林整備事業や、作業道、崩壊地などの重

点的な緑化作業を行っています。また、九州電

力は、濁水を長期化させないように、選択取水

設備や濁水制御膜を一ツ瀬ダムに設置するとと

もに、動植物への影響を調べるための河川モニ

タリングなどを実施しているところでございま

す。

一ツ瀬ダムで行われている選○横田照夫議員

択取水は、濁度の高い水を優先して放流して、

できるだけ速やかにダム湖の清水化を図るとい

うものですけど、結局、放流された濁水は、下

流域に流れていって、川底に堆積するんじゃな

いでしょうか。現在、杉安ダムで工事が進めら

れている底部放流設備も同じことだと思いま

す。選択取水や底部放流は、濁水対策や河川環

境の改善にはつながらないのではないかと考え

ますけど、環境森林部長、いかがでしょうか。

九州電力は、○環境森林部長（大坪篤史君）

濁水対策を行うために、昭和49年から選択取水

を実施しております。本年６月に開催された評

価検討委員会におきまして、宮崎大学の専門家

から報告された事業評価によりますと、濁水の

長期化は軽減の傾向にありますので、今後と

も、選択取水設備の適切な運用に努めるべきと

されたところでございます。また、九州電力の

杉安ダムの底部放流設備につきましては、現在

建設中でございますが、選択取水設備と同様の

濁水軽減効果が期待できるものと考えていま

す。なお、県におきましても、一ツ瀬川の水質

検査を実施しておりまして、現在のところ、特

に異常は見られませんけれども、今後とも、継

続してしっかりと監視してまいりたいと存じま

す。

ダム湖には上流より多くの有○横田照夫議員

機物が流入します。本来ならば、河口域まで流

されて次第に分解していくはずのものですけ

ど、それらが湖底に堆積し、攪拌の行われない

ことによる酸素の少ない条件下で分解すること

で、次第にヘドロになると言われています。古

いダムには多くのヘドロが堆積し、問題になっ

ているところもあるようです。一ツ瀬ダムのヘ

ドロ堆積に対する調査は行われているんでしょ

うか、環境森林部長にお尋ねします。

ヘドロ堆積に○環境森林部長（大坪篤史君）

特化した調査というわけではございませんが、

九州電力では、一ツ瀬川濁水軽減対策計画に基

づきまして、平成19年から、ダム湖内の３カ所

を含む流域で、有機成分等の分析を行う調査を
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実施しています。この調査につきましては、評

価検討委員会に報告されており、それを見ます

と、ダム湖の底の部分では、ほかの地域と比較

しまして、粘土や有機物が多い状況になってい

ます。濁水問題につきましては、今後とも、

しっかりとした監視体制や対策を継続すること

が重要ですので、地元を初め、関係機関と十分

に連携して取り組んでまいります。

ヘドロという概念は、公害問○横田照夫議員

題が起こったころにできたものだろうと思いま

すが、いわゆる濁水とヘドロは分けて考えるべ

きだと思いますし、九電もヘドロの調査をする

べきではないかと考えます。一般的には、ダム

の放流が行われる際、ダム湖内でヘドロの巻き

上げが起こってダム湖から流出し、下流の河道

内で生態被害を起こすと言われています。一ツ

瀬ダムでもヘドロのダム湖からの流出があり、

泥と合わさって川底に堆積して、魚介類や植物

の生態に悪影響を及ぼしているんじゃないで

しょうか。

私が若いころにはやった歌で「神田川」とい

う歌があります。当時の神田川は、どぶ川の代

表のような川でしたけど、その後のいろんな取

り組みによって、今では、アユも遡上するきれ

いな川によみがえったそうです。一ツ瀬川も、

県民の英知を結集して、流域漁協の皆さんが漁

業で生計を営めるような、また、流域住民が水

に親しめるような川に戻していこうではありま

せんか。県内の河川について、自然豊かで住民

が水に親しめるような川への思いを、知事、お

聞かせください。

本県は、緑豊かな山々○知事（河野俊嗣君）

を源としまして、日向灘に注ぐ多くの自然豊か

な河川に恵まれております。これら地域の特色

ある歴史や文化を育み、観光資源としても大き

な役割を果たしていると考えております。先ほ

どからの御質問にありますように、濁水の問題

解決に取り組んでおります一ツ瀬川では、昔、

杉安あたりが「日向の嵐山」と呼ばれるほどの

景勝地で、屋形船が浮かび、多くの人々でにぎ

わっていたということも聞いておるところであ

ります。

現在、一ツ瀬川を初めとする県内の河川にお

きましては、河川法のもと、治水・利水に加

え、河川環境の整備と保全のために、多自然川

づくりに取り組んでいるところであります。

川といえば、以前、家族で西米良を訪れたと

きに、私も川遊びをしまして、魚の影を追いな

がら、飛び切り冷たい水の流れに身を任せる、

これは、海やプールにはない魅力があるなとい

うふうに感じましたし、アユ釣りをする姿、ア

ユやな、これは、川の豊かな恵みを実感する眺

めであろうかと思っております。

私としましては、政策提案に掲げております

「美しい宮崎づくり」を推進するために、河川

や海岸などまで広げた県土美化条例の制定に向

けまして、現在、検討を進めているところであ

ります。この条例のもとでの取り組みを含め

て、今後とも、県民の皆様と一緒になって、自

然豊かで訪れる方々が親しめるような川づくり

に取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜひ○横田照夫議員

よろしくお願いいたします。

県には、九電、旭化成、大分県企業局、本県

企業局などから、流水占用料として13億6,000万

円余が一般財源として入っていますが、このお

金は、いわば川の水から生まれるお金であっ

て、川が県政推進に大きく寄与しているという

ことになります。川では、資源の減少やカワウ

の被害等が深刻な状況にあり、内水面漁協は、
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豊かな川を取り戻すためにさまざまな活動を

行っておりますけど、年々その負担も大きく

なっている状況にあります。これまで県におい

ても、内水面漁業の振興等に対してさまざまな

支援を行っていますが、平成26年には、「内水

面漁業の振興に関する法律」が制定されました

ので、その法に基づき、内水面漁協等の活動に

対するさらなる支援も含めて、内水面漁業振興

対策を強化する必要があるのではないかと考え

ますけど、今後の取り組みについて、農政水産

部長にお尋ねします。

内水面漁業○農政水産部長（郡司行敏君）

は、アユ、ヤマメなどの水産物の供給機能はも

とよりでありますけれども、先ほど知事からも

体験談がございましたが、体験交流の場を提供

するなどの多面的な機能を有しておるところで

あります。しかし、近年、漁獲量の減少などに

より、これらの機能の低下が懸念されていると

ころであります。このため県では、その再生に

向け、内水面漁業振興計画を本年度中に策定す

ることにしておりまして、効果的な放流や、カ

ワウ等の被害軽減などの水産資源回復への取り

組みや、水産生物が生息しやすい漁場環境づく

りの取り組みを、施策の柱として掲げることを

考えているところであります。今後、内水面漁

業の振興に当たりましては、本計画を着実に推

進するため、内水面漁協や流域の関係者と十分

な連携を図るとともに、必要な支援を行ってま

いりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○横田照夫議員

す。

次に、宮崎牛の産地維持について、農政水産

部長にお尋ねします。

和牛子牛の競り価格が非常に高くなっていま

す。８月にＪＡ宮崎中央家畜市場で開かれた子

牛競り市では、税込みの平均取引価格が約84

万5,000円で、対前年度比で17万円以上高くなり

ました。本来、高く売れるということは喜ばし

いことではありますけど、その先に横たわる大

きな不安が繁殖農家の頭をよぎっています。以

前は、子牛価格は、約７年周期のビーフサイク

ルの中で動いていました。子牛価格が低下した

ら、繁殖農家の生産意欲が下がって子牛頭数が

減少する。そうなると子牛価格が上昇するの

で、繁殖農家の増頭意欲が出て子牛頭数が増加

し、そしてまた、子牛価格が低下する。その繰

り返しだったんですけど、最近は、繁殖農家の

高齢化が進み、子牛価格が高いにもかかわらず

生産頭数が減少してきて、さらに高くなってき

ました。こういう状況の中で、本来は繁殖素牛

として県内に残るべき優良な子牛も、県外に売

られているように思います。現状をどのように

考えておられるのか、お伺いします。

全国的な農家○農政水産部長（郡司行敏君）

の高齢化や担い手不足などにより、子牛の生産

頭数が減少する中で、全国の購買者が、各地の

市場で積極的に雌子牛を購買している状況にあ

りまして、優秀な雌子牛の県内保留対策の重要

性は、今までになく高くなっているものと認識

しているところであります。

このため県では、国の肉用牛経営安定対策補

完事業の活用に加えまして、県単独事業であり

ます種畜再生対策基金事業により、県内保留対

策に取り組んできたところであります。優秀な

雌子牛の県内保留は、本県肉用牛の生産基盤の

強化とともに、すぐれた種雄牛造成につながる

大変重要な取り組みでありますので、関係機関

と連携しながら、引き続き、しっかり取り組ん

でまいりたいと考えております。

古くから中国地方は和牛の産○横田照夫議員
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地として有名で、全国からその優良な素牛を求

めてバイヤーが集まっていました。そして、そ

れぞれの地方は、中国地方から買ってきた優良

な素牛を基礎にして改良を進めてきた結果、和

牛の産地は、中国地方から九州地方へと移って

きました。しかし、今は、宮崎も含めた九州地

方の優良な繁殖素牛が、北海道などの他の地方

に多数買われています。このままではかつての

中国地方の二の舞で、宮崎の和牛の産地として

の名声もなくなってしまうのではないでしょう

か。先ほど述べた「その先に横たわる大きな不

安」とは、こういうことを言います。本県はそ

のような事態にならないように、また、本県の

畜産が日本のトップランナーへ躍進できるよう

に、宮崎県畜産新生推進プランを策定して課題

解決していこうとしておりますけど、推進プラ

ンに基づいて肉用牛振興をどのように図ってい

こうと考えておられるのか、お伺いします。

本県の重要な○農政水産部長（郡司行敏君）

基幹品目であります肉用牛生産において、その

基盤となります繁殖雌牛頭数が近年減少してい

ることから、その生産基盤の強化を図ることが

重要かつ喫緊の課題であるというふうに考えて

おります。このため県では、８月に策定いたし

ました畜産新生推進プランにおきまして、県内

９地区ごとに具体的な生産基盤対策の目標を定

めた「人・牛プラン」の着実な実行を重点取り

組み事項として位置づけ、県全体で繁殖雌牛頭

数８万頭を目標とすることとしたところであり

ます。

具体的には、ＪＡ宮崎中央等の繁殖センター

の取り組みなど、肉用牛の分業化を推進する地

域拠点施設の整備や、農家等の規模拡大に向け

た施設整備等を積極的に推進いたしますととも

に、分娩間隔の短縮等、生産性の向上にしっか

りと取り組むことといたしております。県とい

たしましては、今後とも、関係機関と一体と

なってこれらに取り組みながら、さらなる肉用

牛の振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。

和牛の改良や生産の最も大事○横田照夫議員

な礎となるのが種雄牛です。種雄牛の造成に

は、長い年月と大きな労力がかかります。口蹄

疫が発生した際、全頭処分の危機が迫っていた

家畜改良事業団のスーパー種雄牛６頭を、超法

規的な判断で東米良に避難をさせました。私個

人としては、あの判断は間違っていなかったと

考えております。残念ながら、そのうちの１頭

が感染して殺処分されましたけど、５頭が残っ

たおかげでここまで復興できましたし、全共２

連覇も達成できました。それだけ種雄牛は大事

だということです。

口蹄疫の終息以来、種雄牛の造成に力を尽く

してきた結果、「義美福」や「耕富士」、「秀

正実」など、将来有望な種雄牛が成長してきま

したし、先日、「真華盛」の現場後代検定の結

果が出て、過去最高の成績だったこともわかり

ました。しかし、検定結果はあくまでも目安で

あり、真価が問われるのは、本格的に現場で流

通し出してからです。また、県有種雄牛の数は

口蹄疫発生前に戻りましたが、実際に供用され

るのはその中のほんの一握りです。そういう意

味でも、これからもたゆみなく種雄牛の造成に

力を注いでいかなければいけないと思います

が、今後の種雄牛造成に対する県の考えをお聞

かせください。

本県では、こ○農政水産部長（郡司行敏君）

れまで長年にわたり、生産者や関係機関、県が

一体となって、本県独自の種雄牛の造成に取り

組んでおり、その結果、本県の肉用牛は、県内
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す。平成22年の口蹄疫では、議員からもお話が

ございましたけれども、非常に大きなダメージ

を受けましたが、その後、６年間の歳月を経

て、種雄牛頭数は、口蹄疫発生前と同規模の58

頭まで回復し、新たに「真華盛」などの将来の

エース候補も出てきたところであります。優秀

な種雄牛の造成は、農家経営の安定や品質の高

い宮崎牛を生産し続ける上で大変重要でありま

すので、県といたしましては、引き続き、生産

者の協力をいただきながら、ＪＡ、家畜改良事

業団等、関係機関と連携しながら、全力で取り

組んでまいりたいと考えております。

ここからは、知事も総務部長○横田照夫議員

もしっかり聞いてほしいんですけど、現在、種

雄牛候補牛は上限80万円で買い上げられていま

すが、実は、20年前と同じ価格なんです。20年

前の子牛価格は40万円前後でしたが、現在は２

倍以上になっています。つまり、20年前は、競

り市平均価格の２倍ぐらいの買い上げだったん

ですけど、今は競り価格のほうが高くなってい

るという状況です。

種雄牛候補牛は、育種組合員が持つ優良雌

牛、すなわち基礎雌牛に計画交配をして生まれ

た雄牛を買い上げますけど、本当は、高く売れ

る「美穂国」のような種をつけたいという思い

もあります。しかし、そういうリスクを負いな

がらも、種雄牛造成のために協力をしていただ

いております。自分のところで生まれた牛が種

雄牛になることは名誉なことではありますが、

名誉やロマンだけでは種雄牛はつくれないと思

います。そういう意味でも、そのときの競り価

格に相当額の上乗せをした買い上げ価格を確保

すべきだと考えます。ぜひ、そういう方向で検

討していただきたいと思います。

次に、特別支援学校のスクールバスについて

お尋ねします。

みなみのかぜ支援学校の高等部の保護者か

ら、スクールバスの件で相談を受けました。み

なみのかぜ支援学校には、平成22年４月に高等

部が開設され、現在、高等部に約60名の生徒が

通学しているそうです。みなみのかぜ支援学校

では、小学部、中学部まではスクールバスが利

用できますが、高等部になると利用できなくな

るようです。高等部がスクールバスを利用でき

ない理由は何か、教育長にお伺いします。

みなみのかぜ支援学○教育長（四本 孝君）

校につきましては、平成15年度から、小・中学

部の児童生徒を対象にスクールバスを運行して

おります。高等部生徒の登下校につきまして

は、将来の自立と社会参加の観点や卒業後の就

労や生活を見据え、教育的見地から、公共交通

機関の利用をお願いしているところでありま

す。

高等部を設置していただいた○横田照夫議員

ことには感謝しておられますし、当然、スクー

ルバスの利用ができなくなることはわかった上

での進学でもあります。しかし、在学生のうち

の80％ぐらいの保護者がスクールバスの利用を

希望しているそうです。その理由を幾つか挙げ

てみます。

将来の自立と社会参加の観点や教育的見地か

ら、公共交通機関の利用をお願いしているとい

うことですが、みなみのかぜ支援学校の生徒

は、重度や重複の子が多いので、公共バスには

乗れないということです。それで家族が自家用

車で送迎するので、逆に自立と逆行することに

なると言われます。父親は通勤の関係がありま

すので、自家用車での送迎はほとんど母親か祖

父母がしているそうですが、学校の子供の受け
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入れは、８時40分から８時50分の間しかしても

らえないそうで、もし早く着いても、重度の子

供を一人にはしておけないそうです。

みやざき中央支援学校は、高等部の生徒もス

クールバスの利用ができるそうです。自立でき

る子が多いので、バスに乗る生徒も少なく、

もったいないので、自立できる子も乗っている

そうです。

みなみのかぜ支援学校の中等部の生徒を持つ

親が、高等部に入ったらスクールバスの利用が

できなくなるので、子供と一緒にほかの特別支

援学校に見学に行ったら、なれない環境に適応

できず、子供がパニックになって、しばらく登

校拒否になったそうです。

病気になった母親が、子供の送迎のことを考

えて、入院治療をあきらめたという話も聞きま

した。どれだけ保護者が悩み困っているか、わ

かると思います。

こういう保護者の思いを何とかかなえてやっ

て、スクールバスの運行はできないものでしょ

うか。教育長の考えをお聞かせください。

みなみのかぜ支援学○教育長（四本 孝君）

校高等部生徒のうち、公共交通機関の利用が難

しい生徒につきましては、保護者による送迎が

なされている状況であります。現在、児童生徒

の登下校に関し、保護者の重篤な病気など、や

むを得ない事情により送迎ができない場合につ

いては、十分に話し合いを行いまして、所定の

審査を経て、個別の対応を図ることとしており

ます。みなみのかぜ支援学校高等部につきまし

ては、生徒の数が増加していることや、今、議

員のお話にもありましたが、障がいの重度・重

複化が進んでいることもありますので、ほかの

特別支援学校とのスクールバスの乗り合わせも

含め、今後どのような通学手段を考えていくべ

きなのか、早急に関係者間で協議を進めてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。校舎○横田照夫議員

の増設とか、ほかの学校との絡みもあって、優

先順位等の問題もあろうかとは思いますが、保

護者の声を真摯に聞いていただいて、適切な対

応をしていただきますようお願いいたします。

以上で、私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問、

人事案件の採決及び議案、請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会


