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午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

監 査 事 務 局 長 柳 田 俊 治

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は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、山下博三議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○山下博三議員

ざいます。きょうもたくさんの皆さん方が傍聴

に訪れていただいて、ありがとうございます。

それでは、早速ですが、通告に従い順次お伺

いしてまいります。

フードビジネスの取り組みについて、今まで

何回かお伺いしてまいりました。改めて、知事

に２問ほどお伺いしてまいります。

平成22年度、本県は３つの災害に見舞われま

した。口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴

火であります。これらの災害は、本県農業、畜

産業はもとより、商工観光業など、県内経済

に2,564億円もの被害を与えたところでありま

す。この年、私たち県民は、一産業分野であり

ますが、一旦、農業分野に大きな災害が発生す

ると、その影響は相互に関連し、県内経済に多

大な被害を及ぼすことがわかりました。知事

は、まず、壊滅的な影響を受けた畜産、関連産

業の立て直しを図るべく、口蹄疫復興対策基金

や口蹄疫復興財団を設立し、さまざまな経済復

興、産地再生対策に取り組んでこられました。

また、平成24年度には、本県の畜産振興に係る

全ての団体と意見交換を重ね、畜産業が将来に

わたって本県の基幹産業であり続けるための取

り組みを畜産新生プランとして取りまとめ、畜

産関係者の共通目標を設定されております。さ

らには、時期を同じくして、商工観光業や製造

業など、本県産業の振興は、農業振興が不可欠

であるという一連の被災の教訓を踏まえ、知事

みずからが、農業を基点とした本県の総合的な

振興施策と言えるフードビジネス振興構想を掲

げ、総合的な取り組みを進めておられます。構

想が公表されて本年度で４年目を迎えます。そ

の間、どのような取り組みがなされてきたの

か、また、これまでの取り組みをどのように評

価されているのか、お伺いいたします。

次に、今日までのフードビジネスの展開の中

で、本県の課題として、農業産出額に対して食

料品製造産出額が他県に比べて低いということ

で、６次産業化も強力に推進されてきました。

私も、地元都城において、農業分野のみなら

ず、商工、観光など、さまざまな分野の皆さん

と勉強会を重ねてまいりました。生産した農産

物をそのまま出荷してきた農業者と加工業者や

物流関係者の皆さんが意見交換を通じて、食に

かかわる全ての産業が連携して、食を中心に経

済全体が成長していくことがフードビジネスに

つながること、さらには、安定的に発展してい

くためには、まずは１次産業が核となって、儲

かる農業を展開することが必要であるという理

解をされております。しかしながら、１次産業

の現状は、高齢化や担い手不足に伴う家族経営

体の著しい減少等の現実があります。知事の提

唱されるフードビジネスをさらに振興していく

ための課題と、今後どのように取り組みを考え

ておられるのか、お伺いいたします。

以下、質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

平成28年９月９日(金)



- 117 -

平成28年９月９日(金)

います。お答えします。

まず、フードビジネスの取り組みの評価につ

いてであります。フードビジネスについては、

本県の豊富な農林水産物という強みを生かした

食関連産業の成長産業化を目指しまして、生産

者所得の向上や高付加価値化の推進などの観点

から取り組んでまいりました。具体的には、産

学金官で構成します全県的な推進組織を立ち上

げますとともに、フードビジネス相談ステー

ションの設置や企業への各種支援策の充実な

ど、推進基盤の整備を図り、関係機関が一体と

なって、食肉の高付加価値化や産地力の強化な

ど、10のプロジェクトを展開してまいりまし

た。

これらの取り組みにより、生産拡大や国内外

の販路の開拓、設備投資の動きなどが目に見え

るようになってきております。本県の農業産出

額は、構想策定時から比較しますと約370億円増

加し、3,326億円に。また、食料品・飲料等製造

品出荷額については、約700億円増加し、4,762

億円となるなど、数字の上でもその成果が着実

にあらわれているものと考えております。

次に、フードビジネスの課題と今後の取り組

みについてであります。フードビジネスの安定

的な発展のためには、まずは、農林水産物を生

産します第１次産業の振興が欠かせないもの

と、その基盤の充実は非常に重要だと考えてお

ります。一方で、担い手の確保や生産性の向

上、販売力の強化などの課題があることも認識

しております。このため、第１次産業が生産者

にとって魅力ある産業となるよう、関係部局が

一体となって効果的な施策を講じながら、裾野

の広い食関連産業の振興を図っていく必要があ

ると考えております。

具体的には、この３年間で一定の整備が図ら

れましたフードビジネスの推進基盤を一層強化

しながら、生産基盤の整備や機械化体系の導入

などによるさらなる生産性の向上、産地加工の

徹底による産業の高付加価値化、さらには、グ

ローバル戦略に基づく海外輸出の拡大などを進

めてまいります。今後とも、マーケットインの

視点から、食を中心とした関連産業の成長産業

化を図り、本県経済を活性化してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

次に、地方創生の取り組みの○山下博三議員

さらなる推進について、お伺いしてまいりま

す。

本年７月、県議会自民党会派の東京での中央

研修会が開催されました。その中で、総務省自

治財政局調整課の原邦彰課長から、地方財政の

諸課題について講演をいただきました。原課長

は、平成５年から本県に財政課長として勤務さ

れていた方で、大変バイタリティーもあり、宮

崎に対する気持ちも変わらず持ち続けておられ

る方であります。

講演によりますと、住民に身近な公共投資や

義務教育、さらには福祉や医療、介護など、国

民生活に密接に関連する行政は、そのほとんど

を地方自治体が担っていることの報告がありま

した。これら地方の取り組みに対して、平成26

年度の決算ベースで見ると、97兆円の支出が地

方自治体からなされており、その額は、国の決

算額の1.4倍となっております。このように、よ

り住民に身近な行政を展開するために多額の経

費を要するわけでありますが、地方の自主財源

の基本である地方税は、１人当たり税額で見る

と、東京の約19万7,000円に比べて、本県は８

万9,000円と半分以下となっており、大きく偏在

しております。人口減少社会の到来が現実化し

てきた中で、次世代に接続可能な地方財政制度
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を引き継いでいくことは、大変重要な課題であ

ること、そのためにも地方自治体が、みずから

の地域の活性化や人口減少対策に、積極的に取

り組むことが求められているということであり

ました。

国では、平成26年度、「地方創生先行型交付

金」1,700億円、また、平成27年度には、1,000

億円の「地方創生加速化交付金」と名称を変

え、さらに28年度には、「地方創生推進交付

金」と名称を変え、1,000億円措置されておりま

す。国では、地方創生をより深化させるための

支援策を断続的に打ち出しておりますが、本県

での取り組みはどうなっているのか、なかなか

具体的に見えてこないように思えます。総合政

策部長にお伺いしますが、平成26年度からの地

方創生に係る交付金について、本県ではどのよ

うな考え方のもと、どのような施策に取り組ん

できたのか、お伺いいたします。

県では、地方○総合政策部長（永山英也君）

創生の総合戦略で定めました、「しごとを「興

す」」「人を「育てる」」「まちを「磨く」」

「資源を「呼び込む」」、この４つの柱をもと

に施策をしっかりと推進するため、国の交付金

を有効に活用するという考え方で取り組んでま

いりました。まず、平成26年度の先行型交付金

では、移住・ＵＩＪターンに関するワンストッ

プ対応拠点の整備など、55の事業を実施しまし

た。また、平成27年度補正予算における加速化

交付金におきましては、若者の県内就職の促進

・定着や、観光振興のためのＤＭＯ推進な

ど、16の事業に取り組んでおります。さらに、

平成28年度当初予算におきます推進交付金で

は、産学金労官プラットフォームによる地域中

核企業の育成など、５つの事業に取り組むこと

としております。合計で約25億円となりますけ

れども、これらの交付金を活用しながら、さま

ざまな地方創生の取り組みを進めているところ

でございます。

同じく総合政策部長にお伺い○山下博三議員

しますが、地方創生に係る新型交付金について

は、地方税の偏在に苦しむ本県として、積極的

に活用していかなければならないと考えており

ます。しかしながら、本交付金は、補正予算や

当初予算などで適宜措置されるため、複数年継

続して落ちついて取り組めるような事業が実施

しにくいのではないかと思いますが、この状況

をどう考えておられるのか。また、そうであれ

ば、国に対して制度改善を要望していく考えは

ないのか、お伺いいたします。

先行型交付金○総合政策部長（永山英也君）

などは、補正による単年度措置でありました

が、今年度スタートいたしました地方創生推進

交付金は、同一事業について複数年度で取り組

むことが可能となっております。しかしなが

ら、予算額は、御指摘がありましたとおり、毎

年度の予算措置によることとされているため、

地方が腰を据えて活用していくためには、複数

年度にわたる財源確保などが課題であるという

ふうに考えております。地方創生は長期にわた

る息の長い取り組みであります。これを実現し

ていくため、国に対しましては、将来にわたり

安定的な財源の確保や、地方が継続的に活用し

やすい取り扱いについて、要望しているところ

でございます。

原課長の話によりますと、地○山下博三議員

域づくりの取り組みは、単年ごとに取り組みを

考えるのではなくて、長期的な見通し、計画性

を持って取り組むことが大事だという話であり

ました。人口減少の進む中で、継続性のある地

域づくりに向けて、どのような視点で取り組む
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べきと考えておられるのか、取り組みについて

知事にお伺いいたします。

人口減少を克服して、○知事（河野俊嗣君）

地方創生を実現するためには、地方がそれぞれ

の特徴を生かして、みずから考え、持続可能な

地域づくりを進めること、そして、住民一人一

人が、将来に希望や明るい未来像を描けること

が何よりも大事なことだと考えております。こ

のため、県の総合戦略におきましては、成長産

業の育成・強化などによります雇用の拡大や経

済活性化を図りまして、若者の流出を抑制する

とともに、子供を生み育てやすい環境づくりや

次代を担う人財の育成を進めながら、魅力にあ

ふれ、暮らしやすく愛着が持てる地域社会を築

いていくこととしております。こうした基本的

な視点を持った上で、また、市町村とも十分に

連携を図りながら、宮崎県らしい地方創生に取

り組んでまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○山下博三議員

ます。

次に、本県の人材不足の状況についてお伺い

してまいります。以前、人手不足と言えば医師

不足の代名詞でありました。しかし、今日で

は、看護師、介護士など、医療・福祉の分野は

もとより、建設、農業、食品製造、物流、サー

ビス産業など、幅広い分野において深刻な問題

となっております。これに拍車をかけているの

が、団塊の世代のリタイアが要因であると思わ

れてなりません。すなわち、昭和22年、23

年、24年生まれの私たちの世代であります

が、65歳を過ぎ、年金も満額支給され、心身の

安息、自分なりの老後のゆとりの人生設計など

で第一線を退いたことが原因だろうと思いま

す。この団塊の世代は、戦後の高度経済成長を

支えてまいりましたが、本県においては、その

大半が東京、大阪、名古屋といった県外に就職

を求め、金の卵として集団就職、県外へと流出

してまいりました。

時代は変わり、現在では、このような集団就

職といった光景を見ることはありませんが、別

な意味で人材の県外流出が続いております。先

ほども述べましたが、団塊の世代も70歳を迎え

始め、本格的リタイアの時期となる中で、特に

人材不足に陥っているのは、病院や介護施設、

食品製造業など、県民の安全・安心や利便性の

向上に365日休みなく貢献している分野でありま

す。そこでまず、特に人材不足に陥っていると

言われる医療、介護、食品製造の３分野の有効

求人倍率はどのようになっているのか、また充

足率と離職率はどのようになっているのか、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

宮崎労働○商工観光労働部長（中田哲朗君）

局によりますと、本年７月の有効求人倍率は、

医療分野が1.81倍、介護分野が1.90倍、食品製

造分野が1.68倍となっております。次に、求人

に対して就職が決まった割合であります充足率

の本年７月の状況は、県全体では23.5％となっ

ている中、医療分野が７％、介護分野が８％、

食品製造分野が16％となっております。また、

離職率につきましては、高卒者と大卒者の３年

以内の離職率が公表されており、平成24年３月

卒が直近のデータとなっておりますが、この中

で、医療と福祉が一つの分野に分類されており

まして、その数字は、高卒者が51.0％、大卒者

が43.9％となっております。なお、食品製造分

野につきましては、製造業に分類されておりま

して、公表されていないところであります。

医療、介護、食品製造３分野○山下博三議員

の有効求人倍率の高さがわかりました。この３

分野の充足率も、100名の募集をしても、医療分
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野が７名、介護分野が８名、食品製造分野で

は16名しか確保されていないということであり

ます。人材の安定的な確保は、県内の中小企業

にとって、まさしく経営上の最重要課題となっ

てまいります。確保した人材を企業に定着させ

ること、また、若者の早期離職の防止を図るた

め、県はどのような取り組みをされているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

企業にと○商工観光労働部長（中田哲朗君）

りまして、人材不足の状況の中で、せっかく確

保した若い人材を失うことは大変大きな損失で

あり、その防止を図ることは大変重要であると

考えております。離職理由といたしましては、

働いてみると仕事が合わなかったことなど、ミ

スマッチによるものが多くなっていることなど

から、県におきましては、若者が企業をしっか

り理解した上で就職できるよう、就業体験機会

の提供や企業紹介冊子の配布、個別就職相談な

どを行っているところであります。また、小規

模な企業ほど離職率が高い傾向にありますこと

から、ヤングＪＯＢサポートみやざきに支援窓

口を設置いたしまして、中小企業に対して、人

材育成や職場環境の改善などについてアドバイ

スを行っているほか、新入社員合同研修も実施

しているところでございます。

次に、企業の事業承継につい○山下博三議員

てお伺いいたします。帝国データバンク宮崎支

店が公表された資料によりますと、2015年に休

廃業した県内企業数が355件と、前年より36件増

加しており、後継者不在が大きな要因と見ら

れ、企業総数に対する休廃業した企業の割合

は、全国で愛媛県に次いで２番目に高くなって

おります。この10年間で300件以上の高水準で推

移しており、本県の経済基盤の弱体化が進んで

いることがうかがえます。また、後継者不在の

中、休廃業に追い込まれるケースは、企業倒産

件数の10.4倍に上り、全国平均の2.8倍よりはる

かに高くなっております。企業件数の減少は、

本県経済基盤の弱体化や雇用機会の減少なども

招くため、事業承継が大きな課題であります。

そこで、企業の事業承継に関してどのように取

り組んでおられるのか、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

事業承継○商工観光労働部長（中田哲朗君）

は、雇用の確保のみならず、本県経済基盤の維

持・拡大を図る上で、非常に重要であると認識

しておりまして、そういう中で、企業の休廃業

が多くなっている状況を大変深刻に受けとめて

いるところであります。このため、県といたし

ましては、平成27年度に、事業承継のための融

資制度を創設いたしますとともに、商工会等を

通じて、セミナーの開催や後継者の養成を行っ

ているほか、宮崎県事業引継ぎ支援センターや

金融機関とも連携しながら、事業承継の促進に

努めているところであります。今後とも、国の

事業も活用しながら、関係機関と連携・協力

し、円滑な事業承継を進めるための方策や、支

援体制づくりに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

私は先日、都城商業高校の就○山下博三議員

職支援コーディネーターである南園先生とお話

をする機会がありました。南園先生によります

と、子供の進学や就職を一番左右するのは保護

者の意向であり、保護者は将来の安定を求め大

企業を勧めるが、県内に大企業がないから県外

に出て行ってしまうということであります。ま

た、保護者と話をすると、「たとえ大企業でな

くても、安定して勤務できる条件であれば、県

内の中小企業でも構わない。しかし、県内にど

のような企業があるのか、賃金体系や福利厚生
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がどのようになっているのか、情報が伝わって

こない」ということでありました。

このため、都城商業高校では、保護者を対象

に地元の企業訪問を企画し、訪問した企業か

ら、充実した研修制度でさまざまな資格の取得

やキャリア形成を支援している状況や、作業の

機械化やＩＴ化により残業の削減に努め、給料

総額の確保に努めている状況が紹介されており

ました。一連の訪問を終えた保護者からは、

「都城地域にも日本に誇れる企業があったこと

を知り、目からうろこです。ぜひとも地元企業

への就職も検討したい」という反応が返ってき

たということでありました。

就職情報誌を高校を通じて配付するといった

画一的な取り組みや、一カ所に就職希望者を集

めての説明会や就職フェアも大切であります

が、保護者を対象に、地元企業の顔をしっかり

と見ながら、直接話が聞ける機会を提供するこ

とを、もっと広げていくことが必要と考えま

す。教育長の御見解をお伺いいたします。

県内就職を促進いた○教育長（四本 孝君）

しますためには、高校生や教職員だけでなく、

保護者に対しても、地元企業の魅力や県内で働

くことのすばらしさを伝えて、理解を深めてい

ただくことが重要であると考えております。現

在、県教育委員会では、宮崎労働局と連携いた

しまして、全ての県立高校の保護者に対して、

県内の求人状況に関する資料を配付しておりま

す。また、今、議員から御紹介がありました

が、都城商業高校では、保護者による企業訪問

を実施しております。また、ほかの学校では、

生徒向けの企業説明会への参加を保護者にも呼

びかける取り組みも出てきておるところでござ

います。県教育委員会といたしましては、今後

とも、企業や関係機関との連携を一層図りなが

ら、保護者に県内企業を知ってもらう取り組み

を積極的に進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、高校生の現場実習の取○山下博三議員

り組みについてお伺いいたします。都城農業高

校では、地域の農業者と連携して、自営者コー

ス２年生80名が、隔週１回、午後１時から５時

までの時間帯で農家実習を行っております。自

営者コースは農業科と畜産科がありますが、生

徒の約９割は非農家の子供たちであり、教育の

中でどのように農業への興味を持たせるかで悩

んでおられたようであります。

そこで、学校から離れ、農業経営者の現場で

実習することにより、体験研修としての成果や

学習意識の改革に、大きく成果を上げていると

いうことであります。学校の農業実習では経験

できない体験や緊張感、経営者から農業に対す

るロマンや熱い思いが直に聞ける、さらには農

業女性の輝きの発見など、実習を受ける生徒の

みならず、受け入れる農業経営者からも高く評

価を受けているということであります。

このことは、できることならば、県内全体の

農業系高校にもぜひとも取り入れてもらいたい

と思いますし、自立する心を育てる高校生の時

期、農業系に限らず、工業系や商業系にも取り

入れるべきと考えますが、教育長の見解をお伺

いいたします。

現場実習は、実践的○教育長（四本 孝君）

な職業技術を身につけることに加え、今お話に

もありましたように、経営者の経営とか技術に

ついての熱い思いに触れることができるなど、

校内での実習だけでは得ることのできない、貴

重な体験の場と考えております。現在、商業高

校においては、年間を通して地元商店街での販

売実習等を行ったり、あるいは、工業高校にお
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きましては、企業に出向いて、高度熟練工によ

る実技指導等を受けたりしているところであり

ます。今後、御質問にもありました農業高校の

すばらしい取り組みを参考にいたしながら、商

業系や工業系の高校においても、それぞれの学

校や生徒の状況を踏まえるとともに、産業界の

御理解、御協力をいただきながら、現場実習の

さらなる充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

都城農業高校がこの取り組み○山下博三議員

を進める中で、近くは自転車で通うそうであり

ますが、遠方になると、生徒を実習先の農場ま

で、レンタカーを借りて送迎を行っているそう

であります。思いのほか、手間と経費がかかる

といった課題が出てきているようであります。

農業系の高校だけでなく、商業系、工業系の高

校もこの取り組みを進めることで、実習を受け

る側、受け入れる側の双方の刺激やメリット、

また、地元企業への就職も期待できるものと思

います。実習を進めるのに必要な経費を、地元

商工会や商工会議所等が中心となり、企業者の

拠出による人材育成基金の創設など、企業側と

連携しながら今後取り組めないのか、教育長に

お伺いいたします。

長期の現場実習に取○教育長（四本 孝君）

り組むに当たりまして、学校での授業との調整

といった課題のほかに、学校から遠方にある実

習先までの交通費など、経済的な負担が生じる

といった課題もあると認識しております。今

後、長期の現場実習を広めていくためには、こ

のような経済的な課題等にも対応することが必

要でありますので、議員御指摘のことも踏まえ

まして、先進的な取り組み事例の情報収集に努

めてまいります。また、関係部局と連携を図り

ながら、本年度中にも地元企業や市町村並びに

関係機関等との意見交換を行いまして、議論を

進めてまいりたいと考えております。

関係部局との連携を図ってい○山下博三議員

くということでありますので、よろしくお願い

いたします。また、民間事業者の方からも、協

力を惜しまないというお声をいただいておりま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、フードビジネスの推進について、11問

ほどになりますが、農政水産部長にお伺いして

まいります。よろしくお願いいたします。

先月10日、私は、都城北諸県を代表する３つ

の企業を視察し、課題の共有と意見交換を行っ

てまいりました。その中で共有化できた多くの

課題についてお伺いしてまいります。

まず１点目は、焼酎製造に係る課題でありま

す。訪問した企業は、全国一の焼酎メーカーで

あります。先日の新聞報道で、焼酎売り上げ４

年連続日本一となられたとありましたが、将来

にわたってその経営基盤を安定させるため、現

在、さらに生産施設の増設に着手されておりま

す。

意見交換の中では、経営基盤の安定には、原

料の確保、生産施設の高度化、廃液処理の効率

化の３つのポイントがあるということでありま

した。

まず、原料カンショの確保についてでありま

すが、当メーカーは、原料カンショを確保する

ために、県内外の農家2,300戸と契約を行ってき

ましたが、ことしは1,900戸台と、減少している

ということであります。原料価格を引き上げ、

自社製造に必要な原料を購入することも可能で

ありますが、それでは、県内にある38の焼酎蔵

の原料価格の上昇につながり、迷惑をかけるた

め、簡単に値上げもできず、原料の安定確保に

苦慮しているとのことでありました。現在、県
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内で栽培されている焼酎用原料カンショとして

出荷されているものの面積や生産量、10アール

当たりの収量、及び県内生産自給率はどのよう

になっているのか、お伺いいたします。

県が毎年実施○農政水産部長（郡司行敏君）

しております焼酎原料用カンショの調査により

ますと、作付は近年増加傾向にありまして、平

成27年度は、面積が2,030ヘクタール、生産量が

６万6,992トンで、10アール当たりの収量は3.3

トンとなっております。また、供給状況につき

ましては、県内酒造メーカーの原料用カンショ

の利用量が12万260トンでありますので、県内産

のシェア、自給率は55.7％となっております。

焼酎メーカーと契約している○山下博三議員

農家が減少する中で、いかに安定して原料を確

保していくかが死活問題となってまいります。

原料確保のためには、契約農家をふやす、個々

の農家の栽培面積を拡大する手法と、単位面積

当たりの収量をふやすといった方法があると思

います。県として、焼酎用原料カンショの確保

並びに収量向上に向けてどのように取り組んで

いくのか、お伺いいたします。

焼酎原料用カ○農政水産部長（郡司行敏君）

ンショにつきましては、生産者が減少する中

で、酒造メーカーのニーズに対応して、品質の

よい原料を安定的に供給する産地体制を確立す

ることが大変重要であると考えております。こ

のため、県といたしましては、収量及び品質向

上を図るため、畑地かんがい用水の活用を進め

ますとともに、ＪＡや酒造メーカー等と連携し

ながら、産地におけるウイルスフリー苗の増殖

施設の整備等を支援し、優良種苗の供給拡大に

努めてまいりたいと考えております。さらに、

総合農試畑作園芸支場におきまして、植えつけ

を機械化する栽培法などの研究開発を進めなが

ら、機械化一貫体系の導入によります大規模経

営体の育成を図ってまいりたいと考えておりま

す。

今、ウイルスフリー苗供給体○山下博三議員

制のお話がありました。ウイルスフリーの苗を

供給するとすれば、栽培面積に対して5,000万本

必要なんです。バイテクセンターの供給体制

は、今、50万本なんです。１％にしか過ぎませ

ん。焼酎メーカーとバイテクセンターが今後協

力し、お互いに役割分担して、２割ぐらい収量

が上がるそうでありますから、このことに取り

組んでいただければありがたいと思っていま

す。

次に、焼酎用原料加工米についてお伺いいた

します。焼酎を製造する際には、御案内のとお

り、こうじを繁殖させるための米が必要であり

ます。原料カンショと加工米の比率は５対１で

使われます。県では、平成26年１月に、霧島酒

造と宮崎県経済連と３者で、加工米の生産と利

用に関する協定を結ばれ、県産加工米への利用

を促進する取り組みを進められました。県が協

定を結ぶ際に目標とされた数量はどれぐらい

だったのか、また現在の取り組み状況はどう

なっているのか、お伺いいたします。

県内酒造メー○農政水産部長（郡司行敏君）

カーへの県産加工用米の供給につきましては、

協定を締結した平成25年度に950トンだった生産

量を、28年度までの３年間で、約10倍の１万ト

ンにするとの目標を設定したところでありま

す。そのような中で、本年度の加工用米の作付

面積は、前年から170ヘクタール拡大し、1,300

ヘクタール程度となる見込みでありますが、今

後、順調に生育いたしますと、7,000トン程度の

生産が見込める状況にあります。協定締結時の

７倍という数字ではございますけれども、目標
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には残念ながら到達しない見込みでございま

す。県といたしましては、引き続き、生産体制

の強化に努めながら、さらなる供給拡大に努め

てまいりたいと考えております。

本県の酒造組合には38社が加○山下博三議員

盟されておりますが、霧島酒造以外の取り組み

状況はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

県内の酒造メ○農政水産部長（郡司行敏君）

ーカーのうち、県産加工用米の利用を確認して

おりますのは、霧島酒造以外では６社で、供給

量は、県産加工用米生産量全体の約５％にとど

まっているところであります。県におきまして

は、多くの酒造メーカーに県産加工用米を利用

していただけるように、専用品種である「み

系358」の試験醸造を行うとともに、県内酒造メ

ーカーに対しまして、加工用米の利用に関する

アンケート調査を実施し、メーカーが希望する

価格水準や数量、納入時期等の把握に努めてい

るところであります。また、地域ごとにメーカ

ーと生産者との意見交換会を開催してマッチン

グを図るなど、県産加工用米の利用拡大に向け

た取り組みを、引き続き進めてまいりたいと考

えております。

米政策は平成30年に見直しが○山下博三議員

行われ、米の生産調整、いわゆる転作が廃止さ

れるということであります。８月18日の日本農

業新聞においても、転作が廃止された後は、飼

料米を軸とした産地の自主的な生産調整に移行

するとされており、生産の現場では、ＷＣＳや

飼料用米など、これまで手厚く助成されていた

水準がどうなるのか、不安が拡大しておりま

す。県では、さきにも述べましたが、焼酎用加

工米の取り組みを進めておられますが、酒造メ

ーカーにおきましても、米政策が転換されるこ

とに伴い、加工用米の取り組みが大きく阻害さ

れ、予定した量が確保できなくなるのではない

かという不安を抱いておられます。平成30年対

策も含め、今後とも加工用米の安定生産、供給

を図るために、どのような取り組みを進められ

るのか、お伺いいたします。

平成30年産以○農政水産部長（郡司行敏君）

降の米政策の見直しにつきましては、行政によ

る生産数量目標の配分を行わないことと、米の

直接支払交付金、現在、10アール当たり7,500円

が交付されておりますけれども、この交付金を

廃止することが決定しているわけであります。

一方、昨年、閣議決定されました食料・農業

・農村基本計画におきましては、加工用米を含

む戦略作物への支援が明記されていることか

ら、30年産以降におきましても、加工用米への

交付金は継続されるものと考えております。加

工用米は、焼酎メーカーが多数立地する本県に

おきまして、県内で確実な需要が見込まれ、地

域経済への波及効果も期待できることから、県

といたしましては、引き続き、多収品種の導入

や栽培技術の向上、産地交付金を活用した支援

に努めますとともに、国に対し、交付金単価の

維持や複数年契約に対する支援の継続を要望す

るなど、加工用米の生産拡大に向けた取り組み

を行ってまいりたいと考えております。

次に、焼酎廃液の畜産利用に○山下博三議員

ついてお伺いいたします。廃液処理の対応につ

いては、今までの一般質問で取り上げてまいり

ました。これまでも申し上げてまいりましたよ

うに、宮崎県では、産業廃棄物の担当課から、

規制を受けるから適正に処理するようにと、指

導が徹底されてまいりました。各業者ごとに廃

液処理プラントを設置せざるを得なくなり、処

理コストがかかり、焼酎業界の経営は大変厳し
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い状況が続いているということであります。

一方、鹿児島県では、産業廃棄物の部署に相

談したところ、農政部門や企画部門で検討さ

れ、産業として育成すべきということで、いか

に経費をかけずに合法的に処理させるかが検討

され、農地への還元や家畜への給与を行うなど

により、コストのかからない方策がとられてい

るということであります。例として、養豚農家

に産業廃棄物の処理業許可を取得させ、廃液を

直接引き取り、リキッドフィーディングとして

餌に利用しているということであります。養豚

経営は、餌の90％以上を海外に依存していま

す。ＴＰＰに打ち勝つためには、１母豚当たり

の出荷頭数を高めることも大事でありますが、

海外に頼る配合飼料を国産原料に代替していく

ことが重要であると思います。

このような中で、前回の質問を受け、県で

は、焼酎廃液について、畜産農家での利用の取

り組みを進められたということでありますが、

その利用状況についてお伺いいたします。

県におきまし○農政水産部長（郡司行敏君）

ては、宮崎県畜産新生プラン等に基づき、焼酎

廃液の利用を推進しているところであります

が、宮崎県酒造組合の調査によりますと、本県

の平成26年度の焼酎廃液は、年間約31万トンで

あり、そのうち、約12万トンが肉用牛、乳用

牛、豚などの飼料、いわゆるエコフィードとし

て利用されていると推計しているところであり

ます。焼酎廃液のエコフィードの利用につきま

しては、酒造メーカーで乾燥や濃縮加工したも

のを、飼料に混合して広域的に利用する方法が

一般的に行われているわけでございますけれど

も、御質問にもありましたが、北諸地域など酒

造メーカーが立地する地域においては、酒造メ

ーカーから運搬した原液を、畜産農家がそのま

ま飼料に混合して給与するリキッドフィーディ

ングの方法も行われているところであります。

豚を飼育する上で、焼酎廃液○山下博三議員

を利用したリキッドフィーディングのメリット

と課題について、さらに県内の養豚農家での普

及拡大に向けた取り組みについて、お伺いいた

します。

飼料を液体に○農政水産部長（郡司行敏君）

して給与いたしますリキッドフィーディングに

つきましては、焼酎廃液を混合することによ

り、１頭当たりの飼料費が約10％低減されるこ

とや、嗜好性がよく、発育が向上する等のメ

リットが報告されているところであります。一

方で、焼酎廃液は保存性が低いため、酒造メー

カーにおきましては、速やかに供給する仕組み

を構築する必要があることや、養豚農家におき

ましては、新たに焼酎廃液を利用するための施

設整備が必要になることなどの課題もございま

す。県といたしましては、この技術の情報をわ

かりやすく農家に提供して理解を深めていただ

くとともに、酒造メーカーとのマッチングや施

設整備の支援等を行い、焼酎廃液を利用したリ

キッドフィーディングの普及に努めてまいりた

いと考えております。

次に、農業生産法人の経営状○山下博三議員

況についてお伺いいたします。

県では、第七次農業・農村・振興長期計画に

おいて、農業者の高齢化や担い手不足による産

地の弱体化を防ぐため、農業法人数740法人、集

落営農組織数150組織、他産業からの参入法人

数130法人という組織経営体を目指してこられま

した。しかし、地域で意見交換する中で、企業

の参入支援や法人化を進めることが目的、目標

となっているのではないかという意見をよく聞

くことがあります。法人化は目的ではなく、経
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営の安定や地域との連携、さらには、法人化を

通じて農業所得向上を図ることが目的であるべ

きと考えます。そこで、直近の農業法人数、６

次産業化に取り組んでおられる事業戸数、及び

食品加工に参入している企業数はどれほどか、

お伺いいたします。

平成27年の農○農政水産部長（郡司行敏君）

業法人実態調査では、県内の農業法人数は755法

人で、部門別では、畜産部門が347法人、野菜を

中心に耕種部門が314法人となっております。ま

た、農畜産物の加工に取り組む法人数は217法人

で、全体の約３割となっております。なお、本

県において、国の六次産業化・地産地消法に基

づく総合化事業計画の認定を受けているのは83

件で、そのうち、農業法人が51件を占めている

状況にあります。

法人設立や６次産業、加工産○山下博三議員

業への参入時には、県、農業振興公社、産業支

援機構などとの連携で、綿密な支援を行ってく

れますが、月日がたつにつれて大幅に交流の場

が減り、相談先がわからなくなり、経営者一人

で悩みを抱え込み、最悪の事態を迎えるといっ

た事例も幾つか聞いております。もちろん、順

調に経営が成り立っているところもたくさんあ

ります。順調に規模拡大が進んでいるところも

あります。今日において、それぞれの法人の取

り組みの中で、経営実態がどのようになってい

るのか、お伺いいたします。

農業法人は、○農政水産部長（郡司行敏君）

本県の農業産出額の約35％を占め、経営投資額

や雇用従事者も多い中で、価格の変動や、気象

・災害等のリスクも高いことから、その経営の

実態を把握することは極めて重要であると考え

ております。このため県では、関係機関と一体

となって、資金の借入時や税務申告指導の際、

さらには経営コンサル活動等において、その実

態把握に努めているところであります。また、

一昨年から専任職員を配置し、関係機関の協力

も得ながら、法人への個別訪問による要望・課

題等の聞き取りやカルテの作成等に取り組んで

いるところでありますが、経営内容を内部情報

として外に出したくないという法人も多く、全

ての法人の経営内容を把握するには至っていな

い状況でございます。今後とも、農業法人の健

全な経営発展に向け、経営者が孤立しないよう

に、信頼関係をしっかり築きながら、実態把握

に努めてまいりたいと考えております。

法人化して１年、２年、３年○山下博三議員

はうまくいくんです。だけど、４年、５年、６

年たつことによって、新たな課題が出てくるん

です。しっかりと人間関係をつくって、そうい

う助言を進めていただくとありがたいと思いま

す。

県として、農業・農村が衰退する中、農業生

産の法人化等への取り組みを進めることは大事

であると思いますが、法人化後に指導・助言を

行うことが、経営安定化には非常に大事である

と考えております。現在は、農業振興公社や産

業支援機構が主体となって取り組んでおられる

ようでありますが、最後までチームとしてフォ

ローアップや相談に乗る体制をつくるべきと考

えます。法人化して大規模化すると、人を雇わ

なければなりません。素人の農業者には、法人

化後の労務管理、栽培管理、資金繰り、販売戦

略など、多岐にわたる細やかな指導・援助が必

要と思われますが、指導体制の取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いいたします。

農業法人設立○農政水産部長（郡司行敏君）

時の指導は、もちろん大変重要でございますけ

れども、議員御指摘のように、それ以上に設立
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後のフォローアップが大変重要であると考えま

す。そのため県では、随時、普及センター等が

中心となって、各種事業の紹介や資金の相談、

農業技術指導などを実施しているところであり

ます。しかしながら、経営規模の拡大に伴い、

労務管理や販売戦略など、より専門性の高い相

談ニーズも高まってきていることも事実であり

ます。そこで、県では、税理士や社会保険労務

士、さらには中小企業診断士などと連携して、

現場での指導・助言を行いますとともに、各種

研修会や経営塾などの開催により、農業法人の

経営管理能力の向上にも取り組んでいるところ

であります。今後とも、法人の多岐にわたる相

談内容に的確に対応できますよう、関係機関や

専門家との連携を強化して、チームとしてワン

ストップで迅速な対応ができますよう、指導体

制の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

農政水産部長への最後の質問○山下博三議員

になります。

次に、宮崎牛の生体出荷についてお伺いいた

します。７月27日、第１回宮崎牛共励会が東京

食肉市場で開催されました。私も、前夜祭を含

め、枝肉の状況も調査させていただきました。

この日出品された牛は、ＪＡ都城、ＪＡ宮崎中

央、綾町の管内で、平成25年11月から平成27年

１月までに生産された36頭でありましたが、そ

のいずれもＡ４等級以上で、ＢＭＳの平均8.2

と、総じてレベルの高い共励会でありました。

前夜祭の席で、参加されていた東京食肉市場、

全農フーズ等の皆さんと懇談している中で、

「宮崎牛の品質の高さは、第９回、第10回の和

牛能力共進会において実証されており、市場関

係者も十分理解している。出荷頭数の増と、継

続して出荷することが大事だ」ということを話

されました。首都圏に向けて本格的な生体出荷

が始まったのは平成24年からであり、首都圏で

はまだなじみが深くないということを言われて

おりました。東京食肉市場への生体出荷は、

第10回全共で２連覇したことを受け、中央市場

での評価の獲得と、さらなる宮崎牛のブランド

力の向上を目的にスタートしております。これ

までの東京市場への生体出荷の概要と、宮崎牛

がどのように評価されているのか、お伺いいた

します。

東京食肉市場○農政水産部長（郡司行敏君）

への生体出荷は、首都圏における宮崎牛の認知

度向上を目的といたしまして、全共での２連覇

を契機に、平成24年11月から取り組んでいるも

のであります。実績を直近で申し上げますと、

平成27年度は516頭を出荷いたしまして、１キロ

当たりの平均枝肉単価は2,625円で、市場平均

の2,513円を上回るなど、全国のブランド牛が出

荷される中で良好な成績となっております。ま

た、宮崎牛の取引先は、平成24年度の14社から

約３倍の41社となり、購買者の皆様から、脂肪

の質がよく、肉質が高水準で安定しているとの

非常に高い評価をいただいているところであり

ます。生体出荷につきましては、今後とも、生

産者や関係団体の協力をいただきながら、質の

高い宮崎牛の出荷を継続してまいりたいと考え

ております。

来年度は、いよいよ第11回全○山下博三議員

共の年であります。最善を尽くしておられると

思います。また、先月、日本国中をメダルラッ

シュの興奮に包んだリオオリンピックの余韻が

残る中で、いよいよ東京オリンピックは待った

なしの状況となってまいりました。食の宝庫宮

崎でありますが、東京オリンピック開催が８月

と聞いておりますが、ちょうど本県は野菜、マ
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ンゴー等果物も端境期を迎えております。宮崎

牛に限らず、東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて、宮崎の食の首都圏での販売戦略を

どのように考えておられるのか、知事にお伺い

いたします。

県では、東京オリン○知事（河野俊嗣君）

ピック・パラリンピックの効果を、本県の活性

化や将来の県づくりにつなげていこうというこ

とで、官民が連携した「おもてなしプロジェク

ト連携会議」を設置しまして、さまざまな取り

組みを進めておるところであります。とりわけ

農産物につきましては、大会開催中のみなら

ず、事前合宿やプレ大会などを含めますと、一

年を通じて本県の農産物のすばらしさを世界に

アピールできる絶好の機会だと考えておりま

す。今回のリオデジャネイロオリンピックにお

きましても、合宿中の松田丈志選手、また、井

上康生監督率いる柔道チーム、本県産品を差し

入れして、すばらしい結果に結びついていると

ころでありまして、そのようなこともしっかり

アピールできればと思っております。

本県の県産品は、日本一の技術に支えられた

安全・安心と、ひなたの恵みを生かした栄養・

機能性、宮崎牛や完熟マンゴーなど、世界水準

のおいしさがあるわけでありまして、必ずや、

世界の人々に受け入れられるものと考えている

ところであります。昨年のミラノ万博での手応

え、さらには農畜水産物の輸出の増加、こう

いった数字にもあらわれているところでありま

す。今後とも、東京オリンピック・パラリン

ピックの開催を好機と捉え、関係団体等とも連

携しながら、本県産品の安全性や機能性、そし

ておいしさを世界に向けて発信してまいりたい

と考えております。

最後になりますが、警察本部○山下博三議員

長に２問ほどお伺いさせていただきます。

緊急通報を行うべき事案が発生した場合に、

通常の110番通報を行うことが困難であるときに

使用できる「110番自動通報装置」のことであり

ますが、今日まで、金融機関等の強盗事件や池

田小学校の殺人事件を教訓に、設置が進められ

てまいりました。県内の金融機関、学校、児童

福祉施設等への設置状況について、警察本部長

にお伺いいたします。

非常通報装置○警察本部長（野口 泰君）

は、金融機関、学校、児童福祉施設そのほかの

公共的施設等のうち、事案が発生した場合の社

会的影響等、諸般の事情を勘案して、警察が適

当と認めた施設に設置するものであります。強

盗などの緊急事態が発生した場合に、通報ボタ

ンを押すことにより、直ちに警察本部の通信指

令室につながり、通報場所や施設名を自動的

に110番通報する装置であります。警察では、非

常通報装置による通報を受理した場合、警察官

を直ちに現場へ急行させるなどして、被疑者の

早期検挙と被害の拡大防止などを図ることとし

ております。本年７月末時点で、県内1,044カ所

の施設に設置しているところであり、その内訳

は、銀行、郵便局等の金融機関が669カ所、学

校、病院等の公共的施設が348カ所、ガス会社等

重要防護対象施設等が27カ所であります。

今回の神奈川県相模原市の知○山下博三議員

的障がい者施設で起きた殺傷事件では、19名の

とうとい命が奪われ、27名が負傷し、この事件

を受け、厚生労働省は、施設の防犯対策に必要

な経費を補助することを決め、今年度第２次補

正予算案に関係経費118億円を盛り込むことを明

らかにされています。障がい者施設の非常通報

装置や防犯カメラ、フェンスの設置、修繕にか

かる費用のうち、国が２分の１を助成し、残り
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を自治体と設置者が折半し、グループホームな

どの整備などにも使われるとの報道がなされて

おります。これとは別に、厚労省は、保育所や

児童養護施設などでも同様の補助を行う方針

で、福祉施設全般で防犯対策を強化することに

なります。この通達により、本県の福祉保健部

におかれましても迅速な対応をしていただき、

既に約500カ所の障がい者福祉施設で設置希望の

調査を進められており、設置希望が多くなれ

ば、警察業務もかなり繁忙が予想されます。安

全・安心を担保する今回の取り組みになると思

いますが、警察本部長の御見解をお伺いいたし

ます。

警察では、設置○警察本部長（野口 泰君）

を希望する施設からの申請を受け、設置対象施

設としての該当性や、設置予定の機器が要件を

具備しているかなどについて、書面審査や実地

調査を行います。そして、承認した場合は、申

請者にその旨を通知し、機器の設置、回線の開

通試験を経て、運用を開始することとなりま

す。申請から設置運用までは１カ月程度を要し

ております。非常通報装置は、防犯対策上極め

て有効な機器でありますことから、警察では、

障がい者支援施設等からの設置申請があった場

合、これまでどおり適切に対応してまいりま

す。

厚労省通達の障がい者施設に○山下博三議員

限らず、今から、高齢者施設にもこの設置の普

及が図られてくるものと思っております。かな

り警察当局は繁忙になると思いますので、よろ

しくお願いいたしまして、一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、図師博規議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 質問に入り○図師博規議員

ます前に１つ報告をさせてください。先月、佐

賀県で議会対抗野球大会の全国大会が行われま

した。そこで宮崎県議会チームは、何と準優勝

を果たすことができました。議員数や財政規模

が何倍もある議会と戦って打ち負かし、準優勝

をかち取ったということは、非常に痛快、爽

快。ナイスゲーム、ナイスバッティング。以

上、報告です。

それでは、順次質問に入ります。

まず、精神障がい者への支援について伺って

まいりますが、今までの質問と重複する項目で

はありますが、別の角度から、本県の抱える課

題を取り上げてまいります。

ことし７月26日に、神奈川県相模原市にある

障がい者施設に刃物を持った男が侵入し、40人

以上を殺傷、入所者19人を惨殺するという悪夢

のような事件が発生しました。被害者はもちろ

んのこと、御家族の無念さははかり知れないも

のがあり、改めて心からお悔やみを申し上げま

す。

神奈川県や相模原市は、加害者の大量殺人を

示唆する情報を把握しながら、それでも事件を

未然に防ぐことはできず、入院をさせた医療機

関も、強制的入院である措置入院対応はしたも

のの、退院後の支援体制がないまま２週間余り

で退院させたことが、今回の痛ましい事件へと

つながったと指摘されております。措置入院が

解除になった後は、家族が同意して入院を継続

させる医療保護入院という手だてがあったり、

任意で入院を継続するということも選択肢であ

るにもかかわらず、今回の神奈川県のケースで

は、即退院になっていることに、私も医療現場

で精神障がい者の社会復帰の支援に携わってき

ましたが、こんな対応があるのかと強い憤りを

感じております。また、何より悲しいことは、

このような精神障がい者がかかわる凶悪犯罪が
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発生すると、あたかも健常者よりも精神障がい

者のほうが凶暴である、凶悪であるかのような

報道がされることにより、地道に社会復帰に取

り組んでいる障がい者が、その社会復帰の道ま

でも閉ざされてしまうということがあるんで

す。それこそが悲劇であり、あってはならない

ことであると考えます。ゆえに、退院後も、精

神疾患の患者が地域に出て安心して暮らせるよ

うな仕組みづくりが重要なのです。そこでま

ず、知事にお伺いしますが、現在、本県の精神

障がい者を地域で支える支援体制が十分なのか

十分でないのか、知事がどのような見解をお持

ちかお聞かせください。

以下の質問は、質問者席で行います。(拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

精神障がい者の地域での支援体制についてで

あります。精神障がいのある方が、住みなれた

地域において安心して生活するためには、医療

機関との連携はもとより、住まいや就労の確保

など、関係機関が一体となって支援していくこ

とが重要であると考えております。このため県

では、当事者や家族会を初め、市町村、精神科

病院、障害福祉サービス事業所、住宅提供者等

の方々が参画します地域移行支援協議会を保健

所に設置し、地域ごとのネットワークづくり

や、精神障がいに対する理解促進に取り組んで

いるところであります。また、地域における支

援機関である地域活動支援センターにおいて、

精神障がい者が、みずからの体験をもとにアド

バイス等を行いますピアサポート活動事業を実

施するなど、精神障がい者の地域での自立生活

の支援に取り組んでいるところであります。今

後とも、「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」を目指し、精神障がい

に対する正しい理解を深めるとともに、精神障

がいのある方が、地域で安心して住み続けられ

るよう、支援体制の充実に取り組んでまいりた

いと考えております。

なお、議員野球の準優勝、まことにおめでと

うございます。心より敬意を表し、スポーツラ

ンドみやざきここにありというものを全国に発

信することができたのではないか。高校野球、

さらには、さまざまな種目に波及することを期

待しておるところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

ただいま知事の御答弁の中に○図師博規議員

もありましたが、現在、県内では、精神障がい

者を地域で支えるための地域移行支援協議会や

地域活動支援センターという組織が活動してお

り、また、その活動の中に、知事も取り上げら

れましたが、ピアサポート活動というものがあ

ります。これは、精神障がい者が精神障がい者

の相談に乗ったり、生活のしづらさに対しての

アドバイスをする、また、これらの活動は、ア

ルコール依存や薬物依存の方々の社会復帰プロ

グラムに導入されている、いわゆる自助活動に

類するものであります。当事者の気持ちには当

事者が最も寄り添うことができることから、行

政サービスでは行き届かないインフォーマルな

サービスとして、今後の展開が期待されており

ます。現在、このピアサポート体制がどのよう

な形で運営されているのか、また今後の事業展

開について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

精神障がいの○福祉保健部長（日隈俊郎君）

当事者でありますピアサポーターの方が、みず

からの病気や病状、地域生活を送る上での悩み

や楽しみなどの体験を語ったり、交流を行うピ
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アサポート活動は、入院中の方にとっては、地

域での自立した生活について考えるよい機会で

あり、また、既に地域生活を行っておられる方

には、仲間同士の支えの場になっていると考え

ております。県では、県内８カ所の地域活動支

援センターにピアサポート活動事業を委託して

おりまして、平成27年度末でのピアサポーター

の数は26人、年間活動回数は85回となっており

まして、年々増加傾向にあります。今後とも、

精神障がい者の地域での自立した生活を促進す

るため、関係機関と連携しながら、ピアサポー

ターを積極的に活用してまいりたいと考えてお

ります。

さらなる活動の拡充を期待し○図師博規議員

ております。

続きまして、精神障がい者を地域で受け入れ

ていただく大きな役割を担っていただいている

のは、やはり家族です。しかし、家族の方々

も、自分の子供や家族が精神障がいを患った、

また、それを抱えながら生きていかなくてはい

けないこと、ともに暮らしていくこと、そし

て、見守り続けなくてはいけないこと、それら

のことに対して大変な御苦労が伴っておりま

す。その家族の方々の苦労を、同じような当事

者を抱える家族の方々がいたわり合い、また、

地域の中で必要な情報交換をし、時にはレクリ

エーションをしながらストレスの解消を図る、

そのような場が、精神障がい者家族会の存在で

あります。しかし、現在、精神障がい者家族会

の活動がどんどん低下しているという現状もあ

ります。県として、精神障がい者家族会の現状

が今どうなっているのか、そのあたりをどう把

握されているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

精神障がい者○福祉保健部長（日隈俊郎君）

やその家族で構成される地域の家族会の連合体

であります宮崎県精神福祉連合会の会員数は、

平成16年度で約440名、これが27年度で159名、

また、家族会の数は18団体と伺っているところ

であります。また、活動の内容としましては、

県連合会では、スポーツレクリエーション大会

や家族のピアサポート研修会の開催を初め、広

報誌の発行や意見交換会等が実施されており、

また、地域の家族会では、それぞれの家族会の

状況に応じまして、交流会や勉強会等が行われ

ておるところであります。

今、部長の答弁は、平成16年○図師博規議員

の数から拾っていただいておりますが、そんな

ものじゃないんです。昭和のころからの家族会

の活動というのは、もちろんこれは全国組織で

ありますし、各県持ち回りで、九州で家族会の

大会があれば、何千人という方々が各県からそ

れぞれの県に集まっては、いろんな情報交換や

国への政策提言を行ってきております。ところ

が、今、27年度は、県全体で159人しか構成員が

いらっしゃらない。

実は、私も、高鍋町のもくせい会という精神

障がい者家族会に賛助会員として所属し、活動

させていただいております。このもくせい会、

現在、正会員５名、賛助会員４名の計９名で

す。正会員の方々は高齢化されており、既に会

の存続が危ぶまれている状態が続いています。

どの自治体にも、精神障害者保健福祉手帳とい

う精神障がい者が持つ身分証明書を持たれてい

る方はたくさんいらっしゃるんです。その家族

もたくさんいらっしゃるはずなんです。ところ

が、地域の家族会に参加される方々はどんどん

減っているという現状があります。当事者のい

ろんな悩み、家族の悩みを、生活のしづらさを

軽減するためにも、家族会の活動というのはと
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うとい活動ですし、きょう、傍聴に来られてお

ります精神障害者家族会連合会の役員の方々

も、「もう私たちの力ではどうにもこの減少傾

向をとめることができない。県の方にも再度て

こ入れをしてほしい、助けてほしい」というこ

とを切に言われております。県として、家族会

支援に今度どのように取り組んでいかれるの

か、再度、福祉保健部長にお伺いします。

家族会は、精○福祉保健部長（日隈俊郎君）

神障がいのある本人と家族の方々が、地域で安

心して生活を送っていくに当たって、会員同士

の交流、情報共有を行う場としての役割を担っ

ているものと認識しております。このため県で

は、市町村や病院等関係機関から成ります地域

精神保健福祉連絡協議会を各保健所に設置しま

して、地域の家族会の方々にも参画いただくな

ど、連携を図っているところであります。今後

とも、家族会総会への出席等を通じて意見交換

を行いますとともに、家族会の役割等を広く周

知するなど、県としての支援に努めてまいりた

いと考えております。

現在、精神保健行政の最前線○図師博規議員

は市町村へと移管されているんです。ただ、各

保健所がさらに市町村と連携をとって、家族会

の再建に取り組んでいただきたいし、それをす

ることが、最初に言いました地域の受け皿を拡

充していくことにつながりますので、その努力

を切にお願いいたしまして、次の質問に移りま

す。

西都児湯地域において、精神障がい者の活動

拠点となっています、新富町の「こころの駅

ハッピーパーク」についてお伺いします。ここ

は、県立富養園跡地を県がＮＰＯ法人に貸し出

し、事業運営をされている施設です。富養園閉

鎖後、精神障がい者を受け入れ、デイサービス

や就労支援事業などを展開され、また、今は地

域活動支援センターも開設され、近隣市町村か

らの利用者が多数集われる地域のよりどころと

なっています。

しかし、県はハッピーパークに対して、今年

度いっぱいで立ち退きを迫っています。そもそ

も県は、富養園閉鎖をする際に、富養園利用者

の行き場所をなくさないためにもと公募して活

動継続をお願いし、その団体を選定したという

経緯があります。県央地区の精神障がい者のよ

りどころを守るためにも、当然、次の代替施設

を確保した上でハッピーバークに立ち退きを求

めるというのが筋だと私は思いますが、今年度

いっぱいの立ち退きに至った経緯と見解につき

まして、病院局長にお伺いいたします。

元県立富養園の管○病院局長（土持正弘君）

理棟につきましては、平成23年度から25年度ま

での３年間、公募により選定いたしましたＮＰ

Ｏ法人と協働して、精神障がい者の支援を行う

事業を実施してきたところであります。協働事

業終了後の平成26年度以降は、ＮＰＯ法人の意

向や財産管理の観点等を考慮して、話し合いを

重ねながら、土地建物を無償でお貸しするとと

もに、貸付期間を１年ずつ延長するなどいたし

まして、移転先を見つけていただくための対応

を可能な限り行ってきたと考えております。病

院局といたしましては、施設の老朽化が進み、

これ以上施設を維持することが難しいことか

ら、ＮＰＯ法人にも御理解をいただいた上で、

今年度限りで貸し付けを終了する旨の契約を締

結したところであります。

次の移転先が決まっているん○図師博規議員

でしょうかね。決まっていないのに立ち退けと

いうような行政指導が果たして正しいのか。立

ち退き決定というのが前提にあるように聞こえ
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ますが、現在の利用者の行き場所を奪わないた

めにも、県は、新富町とさらに協議を深め、移

転先の確保について最善の努力をするべきだと

考えますが、この件に関して、福祉保健部長の

見解をお伺いします。

元県立富養園○福祉保健部長（日隈俊郎君）

に入居しておられます障害福祉サービス事業所

では、今ありましたとおり、来年３月の移転期

限に向け、移転先を検討されており、地元の新

富町では、町有施設の利用を提案しているとも

聞いておりますが、現在、他の民間施設も含め

て、広く移転先を検討されているようでありま

す。県といたしましては、障がい者の日中活動

の場の確保に向けまして、新富町とも連携を図

りながら、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

つまり、まだ決まっていない○図師博規議員

んですね、移転先は。今年度が終わるまであと

半年余りになってまいりました。この期間に決

まっていないということは、利用者の不安もす

ごく高まっていると思います。ぜひぜひ、年度

内と言わず、ことしじゅうには答えが見出せま

すように、県のほうも積極的に働きかけをして

いただきたいと思います。

続きまして、精神障がいに関して最も大きな

課題は、やはり偏見をなくしていくということ

です。一度すり込まれてしまった印象は、なか

なか払拭できるものではなく、そのためにも、

精神的な病について、小学校、中学校、高校で

の精神保健教育の役割は極めて重要でありま

す。先日、世界各国の精神障がいに関する教育

の部分を取り上げた教科書を比較している資料

を見ましたが、残念ながら、日本の教科書に、

精神障がい教育という言葉は一言も出てきてお

りませんし、非常に閉鎖的な状況での教育現場

になっていることも浮き彫りになりました。生

徒たちが病気や障がいを理解するということ

は、その前に、教職員が障がいを理解すること

が必要になりますし、ひいては保護者が理解す

る、そして、地域の偏見がなくなっていく、ハ

ードルが下がっていくことにもつながります。

本県において、精神障がいに関する教育の実態

がどうなっているのか、また、今後、どのよう

な展望を持たれているのか、教育長にお伺いい

たします。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

平成17年４月に「宮崎県人権教育基本方針」を

策定いたしまして、その中で、障がいの有無に

かかわらず、ともに生きる社会の実現を目指し

て、人権教育の充実に努めております。議員御

指摘の精神障がいへの理解・啓発につきまして

は、障がいのある方や関係団体等に御協力をい

ただき、高校生を対象に、共生社会等をテーマ

とした授業を行っております。また、本年２

月、教職員を対象とした人権教育研修会の中

で、専門家による講義や、精神障がいの回復期

の方から直接お話を伺うなど、精神障がいへの

理解を深める取り組みを実施いたしました。今

後も、精神障がいを初め、あらゆる障がいに対

する正しい理解と認識を深め、偏見や差別意識

をなくすために、関係諸機関等との連携をさら

に強化し、障がいのある人が差別されることが

ない社会の実現に努めてまいりたいと考えてお

ります。

まさにそのとおりです。障が○図師博規議員

いがあってもなくても、社会の一員として普通

の暮らし、ノーマルな暮らしが実現できる、い

わゆるノーマライゼーションの理念、これこ

そ、教育の現場から醸成していくものと考えま

すので、今後の教育計画への織り込み等、期待
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をしております。

それでは、次の質問項目に移ります。

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）被害及

び経済困窮母子世帯への支援について伺ってま

いります。まず、県内におけるＤＶ被害の状

況、推移について、福祉保健部長に伺います。

女性相談所に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

おけるＤＶ被害等に関する相談件数といたしま

しては、過去５年間の推移を見ますと、平成23

年度からですが、566件、以降、464件、461

件、314件、そして平成27年度が476件と、増減

はあるものの、ほぼ横ばいの状況となっており

ます。このほか、市町村や警察、男女共同参画

センター等も相談の窓口となっておりまして、

その体制を整備しておりますが、これらの窓口

にも多くの相談が寄せられているところであり

ます。

女性相談所の件数は、増減は○図師博規議員

ありつつ横ばい、しかし、相談を受ける機関を

さらに拡充していることによって、受けている

件数は大幅に伸びているだろうという見解でご

ざいました。

続きまして、経済的困窮世帯の数が最近どう

なっているのか、また、そのうち母子世帯がど

の程度含まれているのか、あわせて福祉保健部

長にお伺いします。

経済的に困窮○福祉保健部長（日隈俊郎君）

している世帯についてのお尋ねでございます

が、平成27年度に、第２のセーフティーネット

として、生活困窮者自立相談支援事業が開始さ

れております。この事業は、県及び各市の福祉

事務所に専門の相談支援員を配置しまして、生

活困窮者の自立に向けた支援を行うものであり

まして、平成27年度は、県全体で1,833件の相談

を受けております。また、県内の生活保護世帯

数で申し上げますと、リーマンショックの発生

した平成27年度が１万75世帯、平成27年度が１
※

万4, 1 9 7世帯となっておりまして、７年間

で4,122世帯の増加となっております。このうち

母子世帯数につきましては、平成20年度が537世

帯、27年度が650世帯となっており、113世帯の

増加となっております。

ＤＶ被害に関しても、また貧○図師博規議員

困世帯に関して、特に母子世帯に関しても、増

加傾向であるということです。その増加によ

り、児童養護施設に乳児のうちから子供を預け

る母親もふえているという現実があります。し

かし、やはり子供の成長を考えるときに、最低

でも母子関係が維持されることが重要であり、

乳幼児期に母親からの愛情が十分に注がれず

育った子供は、青年期、成人期になるにつれて

情緒不安定になりやすいということは、発達心

理学的にも明らかになっております。その観点

からも、母子をともに保護し、自立を支援する

一時避難施設である母子生活支援施設、以前、

母子寮と呼ばれていた施設がありますが、県も

この母子生活支援施設について、宮崎県家庭的

養護推進計画及び子どもの貧困対策推進計画に

おいて、拠点施設として位置づけております。

改めて、この母子生活支援施設に関して、福祉

保健部長はどのような認識をお持ちか、お教え

ください。

母子生活支援○福祉保健部長（日隈俊郎君）

施設の位置づけについてでありますが、お話に

ありました、まず、宮崎県家庭的養護推進計画

では、ＤＶ被害者等の専門的・継続的な支援を

必要とする母親と子供の双方に対し、保護と自

立支援の機能を担う施設として、また、宮崎県

子どもの貧困対策推進計画では、貧困の状況に

ある母子家庭が、安定した生活を確保できるよ

※ 135ページに訂正発言あり

平成28年９月９日(金)
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う、福祉事務所等との連携を図りながら、母親

に対し、生活支援の機能を担う施設として、そ

れぞれ位置づけておりますが、いずれの計画に

おきましても、母子世帯に対して重要な支援を

行う施設と位置づけているところであります。

県は重要な支援を行う施設と○図師博規議員

位置づけているということです。宮崎市小戸に

母子生活支援施設があります。運営主体は宮崎

市でありますが、このたび、この施設を今年度

いっぱいで廃止するための廃止条例案が市議会

に提案されております。廃止理由としては、老

朽化、耐震基準を満たしていないなどが挙げら

れています。今のところ、宮崎市の見解は、民

間施設を借用する形で母子福祉事業を継続して

いきたいということでありますが、それであれ

ば、わざわざ関係条例を廃止する必要はなく、

このような動きを受けて、県の児童福祉施設協

議会からは、施設自体の存続を求める要望書が

市のほうに提出されております。母子の支援は

重要であると位置づけをしつつも、この時代に

逆行するかのような廃止という状況に対して、

福祉保健部長はどのような考えを持たれている

のか、お伺いいたします。

また、厚生労働省は、乳児の虐待死を防ぐた

めに、母子生活支援施設に児童福祉司などのコ

ーディネーターを配置し、モデル自治体には人

件費や活動費を全額助成する方針を打ち出して

います。宮崎市内には難しいと思いますが、地

域性を考慮して、厚労省の事業を利用し、県が

主体となって母子生活支援施設を運営または委

託管理することも、今後の県内の母子福祉事業

には必要な視点だと私は考えますが、今後の対

策もあわせて、福祉保健部長の見解をお伺いし

ます。

回答いたしま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

す前に、先ほど私、発言を間違えましたので、

訂正させていただきます。生活保護世帯のとこ

ろで、「リーマンショックの発生した平成27年

度」と発言いたしましたが、平成20年度の誤り

でございます。おわびして訂正させていただき

ます。

お尋ねの母子生活支援施設の関係でございま

すが、お話にありました宮崎市の母子生活支援

施設に関しましては、現在設置されている宮崎

市小戸母子生活支援施設は、廃止という方向が

示されているものの、その代替施設として、公

営住宅等を活用することなどにより、入所を必

要とする母子世帯への支援体制は継続する予定

であると伺っているところであります。ただ、

その取り扱いについては、宮崎市議会のほうで

議論もありますし、今後のこととなっていよう

かと思います。県といたしましては、今後の宮

崎市の動向を見きわめた上で、適切な対応に努

めてまいりたいと考えております。

また、お話にありました今後の対応等につい

てでありますが、既存の２つの施設もございま

す。この２カ所の母子生活支援施設に対しまし

ても、宮崎市の分も含めて必要な支援を行うこ

とで、県内で保護等を必要とする母子に、効果

的なサービスの提供を図ってまいりたいと考え

ております。

くれぐれも宮崎市を初め市町○図師博規議員

村と連携を密にして、これ以上、母子を取り巻

く行政サービスが低下しないように取り組んで

いただくことを強く申し述べまして、次の質問

に移ってまいります。

平成24年に施行されました「社会福祉士及び

介護福祉士法の一部改正」に基づき、介護業務

に従事する者が、認定特定行為業務ができるよ

うになりました。わかりやすくいいますと、今
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までは、医師、看護師、そして家族しかできな

かった、口、鼻、気管切開された喉からのたん

の吸引や、胃瘻や鼻からの経管栄養を管理する

行為が、一定の条件下で介護職もできるように

なっております。その従事者を養成するための

研修及びその従事者を指導するための指導看護

師講習の実施主体が県であるわけですが、この

研修会、講習会に申し込むけれども、受けられ

ない、なかなか受講できないという声が多数寄

せられています。そこでまず、喀たん吸引研修

の募集がどのような状況になっているのか、受

講者選定はどのようにされているのか、応募状

況の推移を踏まえ、お答えいただきたいと思い

ます。福祉保健部長。

喀たん吸引等○福祉保健部長（日隈俊郎君）

研修には、お話にありました喀たん吸引と経管

栄養の２種類の医療行為に係る研修があります

けれども、喀たん吸引は、口腔内、鼻腔内、そ

して気管カニューレ内部の３つの行為に分かれ

ます。また、経管栄養は、胃瘻または腸瘻、そ

して経鼻経管の２つの行為に区分されます。こ

れら全ての行為について研修を修了した者は、

第１号研修修了者として、そのいずれか一部の

行為について修了した者は、第２号研修修了者

として、喀たん吸引等を実施できることとなっ

ております。

この研修は、県及び県が登録した３つの民間

機関で実施しておりますけれども、県が実施し

た24年度以降の研修の申し込み状況を申し上げ

ますと、定員160名に対し、平成24年度が190

名、25年度が286名、26年度が308名、27年度

は343名となっております。毎年度、定員を超え

る申し込みがありますので、これまでの各事業

所の受講状況を勘案しながら、少なくとも１事

業所から１名は受講できるよう調整してきたと

ころであります。

募集定員160人に対して倍以上○図師博規議員

の方が申し込まれているし、年々それは増加し

ているという状況であります。県が行う基礎研

修は、座学が50時間、あと、シミュレーターと

言いまして、人体とよく似た人形を使った実習

を26回以上、そして、最後に筆記試験を受けな

ければならず、最短でも９週間かかるんです。

その研修会場は宮崎市内に１カ所しかなく、

今、民間に委託されているという話もありまし

たが、民間に申し込むと、県の受講料の３倍以

上お金がかかるんです。ですから、民間に申し

込む人は余りいないんです。１カ所しかない研

修所に平日通われてくる研修生は 遠方から―

も来るんです。県北、県南から来られますが

時間的にも身体的にも負担を強いられてい―

ます。この際、募集定員の倍以上の申し込みが

あるわけですから、さらに募集定員をふやすと

か、地域性を考えて、研修会場を県北、県南ど

ちらかに１カ所新たに設けるなどの配慮が必要

かと思いますが、福祉保健部長、お考えはいか

がでしょうか。

まず、定員に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

つきましては、お話にありますように、毎年大

幅に上回る申し込みがあっております。平成27

年度までの160人の定員に対しまして、今年度は

新たに40人の研修を追加して実施することとい

たしまして、現在、その準備を進めているとこ

ろであります。したがいまして、160に加えて追

加40の研修を今から別にということで計画して

いるところであります。

次に、県央地区以外での開催についてであり

ますが、研修では、50時間に及ぶ講義や演習が

組まれております。受講生は、延べ10日程度、

会場に通うことになります。遠隔地からの受講
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者の利便性を考えますと、県央地区以外でも開

催することが望ましいと存じますが、講師や会

場の確保、そして、必要な機械器具の調達等、

研修の実施体制について整理すべき課題もあり

ますので、当面は、県央地区で開催せざるを得

ないものと考えております。

「当面は」という言葉の先に○図師博規議員

あるものに期待をいたしております。

続きまして、実際に研修を受けて喀たん吸引

を現場で行うためには、県が行う基礎研修の次

の段階の実地研修というものを受けなくてはな

りません。この実地研修では、90回以上の実技

ができた者が、晴れて県から修了証をもらうこ

とができるんですが、自分の職場で喀たん吸引

を行うためには、実地研修をクリアする条件の

ハードルが高いんです。まず、同じ職場に指導

看護師がいて、さらに、施設利用者の中に喀た

ん吸引などをする必要がある対象者、利用者が

いないと、施設で実地研修ができないんです。

その条件がそろわないと、県の基礎研修が終

わっても、いつまでたっても修了証がもらえな

いという状況に陥ります。

今回の質問をつくるに当たりまして、複数の

施設から情報収集いたしました。幾つかの意見

として、「幾つか施設を経営している大きな法

人であれば、指導者も対象者も多いので実地研

修をやりやすいだろうが、単独施設やグループ

ホームなどの小規模施設では、指導者も利用者

もいないがゆえに実地研修できない。だから、

ぜひ、実地研修できる施設を県のほうでコー

ディネートしてほしい」などの意見が寄せられ

ました。

そこで、県のほうで実地研修できる施設を地

域別に選定する、もしくは協力体制をとっても

らえるように、県内の施設経営者に対し、実地

研修の受け入れを促すような働きかけをすべき

と思われますが、福祉保健部長、お考えはいか

がでしょうか。

喀たん吸引等○福祉保健部長（日隈俊郎君）

制度が開始され５年目を迎えておりますが、い

まだに、お話にありましたように、喀たん吸引

等が必要な対象者を抱えながらも、その行為が

できる介護職員が不足している事業所がまだ多

く存在している状況にございます。このため、

県としましては、まずは、このように緊急性が

高く、かつ、適切な指導や研修の評価を行う看

護師、そして、実地研修の対象となる入所者、

いわゆる対象者が確保できる事業所から受講し

ていただいているところであります。また、実

地研修の実施に当たっては、研修に協力いただ

く対象者やその家族の同意が必要であり、ま

た、研修受講者との信頼関係も重要となります

ので、諸々課題もありますが、今後、研修に協

力していただける事業所の確保や連携のあり方

等について、関係機関等との協議に努めてまい

りたいと考えております。

前向きな御答弁、期待してお○図師博規議員

ります。

この質問の核心は、高齢者施設に入所希望の

方が来られたとき、喀たん吸引が必要であった

り、胃瘻造設をしている方の場合、それに対応

できる職員がいないと入所を断らざるを得ない

ということ、さらには、地域にある施設に入居

できず、遠方の施設に入らざるを得ない入居

者、家族がいたり、いつまでも病院で入院を続

けなくては、その体制がとれないということで

退院できないという方々が多数出てきていると

いうことです。このような状況を改善するため

にも、速やかに実地研修体制を見直す必要があ

るということを再度申し述べて、次の質問に移
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ります。

続きまして、水源地域保全条例制定後の状況

についてお伺いしていきます。

この条例は、県土の約76％を占める森林に蓄

えられた水資源を守り、県民の生活や経済活動

に安定して水を供給していくために、平成26年

３月、議会提案により制定されたものです。こ

の条例は、森林の売買等の取引を行おうとする

ときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目

的などを、契約締結予定日の６週間前までに届

けることを義務化しました。他県において、外

資系の企業などが水源を含む森林を買収すると

いった事案が連続する中、この条例は、土地の

利用者に対し立入調査をする権限などを条項に

織り込み、県民財産を守る防衛手段としての機

能を有しており、厳格な運用が求められており

ます。そこでまず、この条例の内容を県民及び

関係機関へ周知するため、どのような取り組み

を行ったのか、環境森林部長にお伺いします。

条例の内容に○環境森林部長（大坪篤史君）

つきましては、県の広報紙やホームページによ

り、制度の概要を広く県民に周知するととも

に、林業関係団体や宅地建物取引業協会、行政

書士会などの関係機関に対しまして、説明会等

を実施してまいりました。また、水源地域の保

全は、市町村にとっても大変重要ですので、市

町村でも広報紙やホームページに掲載するとと

もに、林業関係者の会議で説明するなど、さま

ざまな機会を通じて制度の周知に努めてきたと

ころです。

先日、県の行政書士会・司法○図師博規議員

書士会の方々と意見交換をする場がありまし

た。そのとき、この条例の内容に関して理解を

している会員はほとんどいませんという指摘が

ありました。契約書の作成や登記がえをする専

門家ですら条例の内容を理解していないという

現状があれば、一般県民が熟知しているとはと

ても言いがたい状況だと思われます。現在、県

内では、木質バイオマス発電所の燃料材確保や

太陽光発電の開発のため、森林伐採による山林

売買が、条例制定以前に比べ格段に増加してい

ます。その中でこの条例内容が周知されていな

いということは、ゆゆしき状態であります。

それでは、条例制定後、条例内容に沿った６

週間前の届け出が何件あったか、また、事後の

届け出となってしまった件数がどれくらいあっ

たのか、環境森林部長にお伺いします。

初年度となる○環境森林部長（大坪篤史君）

平成26年度の届け出総件数は191件、このうち期

限までに提出されたものが70件、期限後に提出

されたものが121件でした。翌27年度は総件数

が345件で、このうち、期限までに提出されたも

のが208件、期限後に提出されたものが137件で

した。この２年分を通算しますと、届け出件数

のうち、期限までに提出されなかった割合は約

５割になりますが、２年目の27年度は、前年度

に比べて６割から４割に減少しておりますの

で、徐々にですけれども、理解が進んでいるも

のと考えております。

ここ２年を洗ってもらったん○図師博規議員

ですが、条例の内容にあります６週間前の届け

出は半分と。これが６割から４割ほどに減って

きていると言いつつも、そんな甘い数字でこの

条例が適切に運用されているとは言いがたい状

況だと思われます。

さらに、最も危惧されることは、条例の存在

を知ってか知らずか、登記がえはするものの、

農林振興局に届け出をしない、いわゆる届け出

漏れ、言いかえれば届け出逃れ、その数がどれ

くらいあるかというのが問題です。ここに、先
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ほど言った外資系の買収等が隠れていたら、取

り返しのつかないことになります。当局は、こ

の届け出漏れについて、どれほど把握されてい

るのかお教えください。環境森林部長。

届け出が行わ○環境森林部長（大坪篤史君）

れていない件数を把握することは、この条例の

制度上は困難でございます。しかしながら、水

源地域の森林の売買につきましては、森林法や

国土利用計画法に基づいて事後の報告をしなけ

ればならないことになっておりますので、こう

いったものと照合することで、ある程度把握す

ることは可能でございます。これまでも、事前

の届け出が行われていない事例を確認している

ところであります。

ある程度の把握はできるもの○図師博規議員

の、明確な届け出逃れは把握できない、わから

ないということでありましたが、私に情報提供

いただいた司法書士の方によると、農林振興局

に届けられた数と、法務局を通じ各市町村の税

務課に届けが来た、いわゆる森林売買による登

記がえをされた数を整合すれば、届け出漏れの

数がわかるというアドバイスをいただきまし

た。確かにそのとおりなんですが、ただ、それ

を１筆ずつ、また、それが山林なのかどうなの

かを確認する作業というのは、膨大な労力を要

することになります。それよりも、条例内容を

県民及び関係機関にしっかりと周知し、届け出

の徹底を図ることが大切ですし、より言うなら

ば、厳格な運用をするということであれば、届

け出を怠った者に対し罰則規定を設けるなどの

条例改正の必要もあろうかと考えますが、部長

のお考えはいかがでしょうか。

この制度は、○環境森林部長（大坪篤史君）

水源地域が持つ水源涵養機能の維持を図るた

め、所有者に対する助言などによりまして、適

正な土地利用を確保することを目的としており

まして、議員おっしゃいましたとおり、まずは

この制度の内容を周知することが大変重要でご

ざいます。このため県では、引き続き、森林所

有者や不動産関係者、行政書士等に対して、制

度の内容等について周知してまいりたいと存じ

ます。

また、罰則の必要性につきましては、条例の

制定時に十分議論されました結果、本県では、

届け出をせずに勧告を受けた者がそれに従わな

い場合には、その氏名などを公表する制度を設

けたところでございます。したがって、当面は

制度の周知を図りますとともに、特に悪質なケ

ースにつきましては、氏名を公表するなどによ

りまして、条例の趣旨、目的の達成に努めてま

いります。

冒頭申しましたが、これは議○図師博規議員

会提案による条例であります。ですから、我々

議員も、この運用が的確・厳格に行われている

か、常に注視していく必要があろうと考えます

ので、今後とも共同作業をよろしくお願いいた

します。

続きまして、消防・防災力維持向上に関する

政策について伺ってまいります。

私の前回の質問、ことし２月の質問に関する

追跡質問になります。平成27年４月１日より、

現在28歳以下の消防団員は、水槽つきタンク自

動車など、総重量５トン以上の車両を運転する

際には、普通自動車免許に加え、中型免許を取

得しなくてはならなくなりました。さらに、来

年６月からは、3.5トン以上の消防車両を運転す

る際には、準中型免許を取得しなければならな

くなり、水槽つきタンク自動車に加え、ポンプ

自動車もその対象となります。現在、県内の全

消防車両のうち、対象となる車両は約２割もあ
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ります。既に若い消防団員の中には、団員であ

りながら、中型免許を取得する義務があるけれ

ども取得していないから、実際、消防車両を運

転できないという団員もいます。団員同士で、

俺は運転できる、お前は運転できるのか、そう

いうやりとりの中で有事に対応しなくてはいけ

ないというのは、混乱を招く一つでもありま

す。ただでさえ消防団員の確保が難しい昨今、

自己負担をして１カ月教習所等に通い、新たな

免許を取得してまでも、消防団員になろうとい

う志を持ってくれている若者が果たしてどれほ

どいるでしょうか。このような状況を改善する

ために、知事は前回の答弁の中で、総務省消防

庁へ働きかけ、国の財政支援などについて要望

していくと申されました。それでは、現在どの

ような成果を得られているのでしょうか、知事

にお伺いします。

御指摘がありました道○知事（河野俊嗣君）

路交通法の改正に伴う運転免許区分の変更によ

りまして、普通免許で消防車両を運転できない

消防団員が今後増加するため、消防団活動に対

する影響が懸念されているところであります。

このため、本年５月に私が消防庁に参りまし

て、こうした状況を説明しますとともに、運転

免許取得費用に対する助成制度などの財政支援

措置を創設するよう、要望したところでありま

す。

見通しはどうだったんでしょ○図師博規議員

うか。来年度からの措置を確約されるほどの手

応えがあったのか。実は、国の対応、県の対応

を待てず、県内市町村では、単独で団員の免許

取得の際の費用負担のための予算措置をしてい

るところが複数あります。県内においても、既

に消防力の地域間格差が生まれているというこ

とです。来年度からの国の財政支援が行われな

い場合、県単独で県下全域への消防団免許取得

への財政支援が必要だと私は考えますが、知事

のお考えはいかがでしょうか。

消防団員の運転免許取○知事（河野俊嗣君）

得につきまして、本年６月に各市町村の対応状

況を調査しましたところ、３つの町が、団員が

中型または大型の運転免許を取得する際の免許

取得費用の助成を行っております。また、４市

町が、免許制度改正の影響を受けない小型ポン

プ積載車などに順次変更しているほか、５市町

が対応を検討中であると伺っております。今後

とも、国への要望を続けますとともに、市町村

の対応状況、また現場の実態等を注視しつつ、

県としてどのような対応が必要かということを

よく考えてまいりたいと考えております。

小型積載車にかえれば済むと○図師博規議員

いう問題ではないんです。火災現場の多様性か

ら、ポンプ車やタンク車が絶対必要であるとい

う現場があります。必要な装備です。この免許

取得支援については、億単位の予算が必要なも

のではなく、例えば年間50人の免許取得支援を

したとしても、1,000万程度の予算措置で済みま

すし、これも国から支援があるということであ

れば、期間限定的な予算措置で済みます。来年

度の予算がそろそろ組み上がっていく時期にな

りますが、来年度の知事枠の中に、消防団員が

より活動しやすい、また、新たな消防団員が獲

得しやすい予算措置がされることを期待いたし

まして、私の質問を終わります。（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49分休憩

午後１時０分開議
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休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、満行潤一議員。

〔登壇〕（拍手） 北朝鮮が核○満行潤一議員

実験を強行したと報道されております。大変遺

憾であります。被爆国日本が平和的外交を主導

的に担って、この問題、解決していただきたい

と思っております。

さて、ことしも９月１日が来ました。二百十

日、関東大震災、防災の日、そして私と、とあ

る部長の58回目の誕生日でもあります。昨日

は、河野知事の52回目の誕生日でもありまし

た。御家族水入らずで誕生祝いができたかと考

えておるところであります。

それでは、質問に入らせていただきます。ま

ず、陸海空交通網の整備についてであります。

山之口スマートインターチェンジ開通につい

てお尋ねいたします。知事の提案説明の報告冒

頭にも触れていただきました。めでたく開通の

運びとなりました。県、関係機関の御尽力に感

謝を申し上げます。国富、門川と同時認可なが

ら、山之口スマートインターチェンジが最初に

開通できました。平成22年11月定例会の一般質

問で、今は都城市副市長になっておられる、時

の県土整備部長に、「山之口インターチェンジ

にスマートインターチェンジを設置することは

多面的には有効だ」とただしましたが、「都城

市の検討や意向を踏まえながら必要な対応を行

う」と、つれない、淡々とした答弁でありまし

た。それでも開通できました。開通により期待

される効果について、知事に伺います。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

山之口スマートインターチェンジの開通効果

についてであります。スマートインターチェン

ジにつきましては、平成25年度から県内３カ所

で整備を進めているところでありますが、今

月24日に、県内で最初に都城市の山之口スマー

トインターチェンジが開通する運びとなりまし

た。これにより、高速道路とのアクセス性が向

上することで、都城インター工業団地等への新

たな企業誘致や、霧島ジオパークなどの地域の

資源を生かした観光振興、また、県立宮崎病院

などの第３次救急医療施設への搬送時間の短

縮、さらに、南海トラフ地震等の大規模災害発

生時における後方支援機能の強化など、さまざ

まな効果が考えられ、都城圏域の発展が期待さ

れるところであります。スマートインターチェ

ンジの開通は、地域の持つポテンシャルを引き

出す効果がありますことから、国富町、門川町

で現在整備中の２カ所につきましても、一日も

早く開通するよう、全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

続きまして、地域路線バスの○満行潤一議員

維持・存続についてお尋ねいたします。このこ

とは、都城市・三股町行政懇話会知事提言項目

の一つであります。国・県の補助で維持されて

いる地域間を結ぶ地域間幹線系統、県・市が補

助する広域的バス路線、市町村で運営されるコ

ミュニティバスや乗り合いタクシー、さまざま

な形で地域の交通網が維持されています。本年

４月から宮崎交通が運行する複数路線の区間廃

止がなされ、代替手段として市町村はコミュニ

ティバスや乗り合いタクシーなどを実施してい

ますが、国・県の支援なしでは、今後、財政負

担が重く、存続できなくなる路線も想定されま

す。生活物資の確保、通院・通学など、地域住

民の足である地域路線バスの維持・存続に対す
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る県の積極的な支援が必要だと思います。知

事、いかがでしょうか。

県内の路線バスは、少○知事（河野俊嗣君）

子化等の影響によりまして、利用者数の減少な

ど大変厳しい状況にありますが、通勤や通学、

通院など地域住民の移動手段として大変重要な

役割を果たしておりまして、路線の維持も重要

な課題であると認識しております。このため県

では、これまでも市町村の地域公共交通会議等

におきまして、将来のバス路線のあり方や活性

化に向けた協議を行いますとともに、路線の運

行費等の支援を行ってきているところでありま

す。また、国の制度を活用して、本年度は、都

城市や日南市、小林市におきまして、住民代表

の方々を交えて地域のニーズに即した路線の見

直しを行います「地域公共交通網形成計画」の

策定に取り組んでいるところであります。県と

しては、今後とも、市町村や交通事業者等と連

携しまして、地域の実情に応じた路線の見直し

や利用促進に努めますとともに、国に対し、補

助制度の充実等を要望しながら、路線の維持に

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ、県・国の支援、今後と○満行潤一議員

もよろしくお願い申し上げたいと思います。

続きまして、日豊本線のワンマンカー運行に

ついてお尋ねいたします。熊本地震のときに、

被災地では鉄道無線がつながりにくくなり、個

人所有の携帯電話も不通になったと聞いていま

す。大震災のとき、日豊本線のワンマンカーの

安全運行が担保されるのか。経費節減のための

１人乗車だろうとは思いますが、朝夕の通勤通

学時間帯や夜間に大地震が襲ったら、乗客の安

全確保はできるのか心配になります。県の見解

をお尋ねいたします。

ＪＲ九州で○総合政策部長（永山英也君）

は、ワンマンの列車を含めまして、地震や津波

など、列車運行時に遭遇するさまざまな異常時

を想定したマニュアルや津波ハザードマップの

作成、加えまして、列車からの降車避難が困難

な場所等での避難経路の整備などにも取り組ん

でおります。昨年11月には、宮崎県警と合同

で、走行中に訓練用車両を緊急停止させての避

難誘導、情報伝達訓練が実施されたところであ

ります。また、今回の熊本地震を機に、駅構内

等での定期訓練や、屋外での大規模地震を想定

した訓練についても、より徹底して行っていく

ということでございます。県といたしまして

は、今後ともＪＲ九州に対しまして、災害発生

時における利用者の安全対策が十分に図られる

よう、要望してまいりたいと考えております。

ワンマン運行は、発災時だけ○満行潤一議員

でなくて、障がいを持つ乗客への対応、犯罪や

急病人発生時の対応など、問題点を幾つも惹起

させます。十分過ぎるほどの安全対策をとり運

行いただくよう、ＪＲに今後とも働きかけてい

ただきたいと思います。

続きまして、ＬＣＣ成田線誘致についてであ

ります。宮崎日日新聞で、県が格安航空会社

（ＬＣＣ）の新路線として宮崎―成田線の誘致

活動を始めたと報道されました。国内最大の国

際空港の成田空港は、ＬＣＣ国内線の乗り継ぎ

拠点としても急成長しており、県は、2020年の

東京五輪の合宿誘致や国内外の観光客の誘客を

見据えて、路線拡充を目指すとなっています。

九州の主要空港でＬＣＣ成田線が就航していな

いのは宮崎、長崎のみだと、この報道で知りま

した。ＬＣＣ成田線誘致に向けた意気込みをお

伺いいたします。

大都市から遠○総合政策部長（永山英也君）

隔地にあります本県にとりまして、国内航空
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ネットワークは重要な交通基盤であり、その維

持・充実に努めているところであります。中で

もＬＣＣにつきましては、県民の利便性の向上

だけではなく、国内外から本県への誘客による

交流人口の拡大が期待できるところでありま

す。これまでもその誘致活動を進めてきたとこ

ろでございます。

このような中、昨年８月に関西線への就航が

実現し、新たな需要の取り込み等によりまし

て、高い搭乗率を維持しているところでござい

ます。今後、海外からの誘客も視野に入れた、

より一層の交流拡大を図るために、成田とのＬ

ＣＣ就航が極めて重要であると考えておりま

す。県といたしましては、早期の就航実現に向

けまして、航空会社や関係機関を訪問するな

ど、引き続き積極的に取り組んでまいります。

楽しみにしておきたいと思い○満行潤一議員

ます。

次に、エネルギーの地産地消についてお尋ね

いたします。

再生可能エネルギー等導入推進基金事業が、

ことしで最終年を迎えます。この事業は、公共

施設等への再生可能エネルギーの導入を図り、

低炭素社会実現、大規模災害等に備えた災害に

強い地域づくりを促進する目的となっていま

す。国の補助事業を活用し、基金取り崩し型の

事業補助率10分の10、平成24年から今年度まで

の５年間となっておりますが、この５年間の公

共施設への導入実績をお尋ねいたします。

県では、防災○環境森林部長（大坪篤史君）

拠点等に再生可能エネルギー等を導入して、災

害に強く低炭素社会にふさわしい地域づくりを

推進するため、平成24年度に国の補助金を活用

して９億円の基金を設置いたしました。この基

金を活用しまして、平成24年度から27年度、昨

年度までの４年間の実績で申しますと、避難所

となる市町村の庁舎や小中学校、県立高校など

に、太陽光発電パネルや蓄電池、街路灯を合計

で28件導入し、執行額は８億1,800万円余となっ

ています。この事業によりまして、全国有数の

日照環境を生かした再生可能エネルギー等の導

入が促進されるとともに、避難所の防災拠点と

しての機能向上に寄与したものと考えていると

ころです。

４年間で28件、ことしを入れ○満行潤一議員

たら30件超えるんだろうと思いますが、しか

し、まだまだ整備が必要かなと。ぜひ来年以降

も、防災拠点になる施設へのこの事業の継続を

切にお願い申し上げたいと思います。

次に、電力の自由化の対応についての質問を

企業局にいたします。これまで、家庭や商店向

けの電気は、各地域の電力会社、九州電力とか

関西電力とかだけが販売しており、家庭や商店

では、電気をどの会社から買うか選ぶことはで

きませんでした。ことし４月１日以降は、電気

の小売業への参入が全面自由化されたことによ

り、家庭や商店を含む全ての消費者が、電力会

社や新電力会社から料金メニューを自由に選択

できるようになりました。また、太陽光、風

力、水力、地熱などの再生可能エネルギーを中

心に、電気を供給する事業者から電気を買うこ

とも可能となります。さらに、現在住んでいる

エリア外で発電された電気の購入も可能となり

ます。例えば、都会に住んでいても、ふるさと

で発電した電気を選べる可能性が生まれます。

企業局は、県内の水力のみの発電を行ってお

り、環境に優しい電気を生み出しています。新

電力事業者になれば、電気の地産地消も可能と

なります。企業局の電力自由化の対応について

お尋ねいたします。
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電力システム改革○企業局長（図師雄一君）

によりまして、議員御指摘のとおり、電力の小

売全面自由化などが進められ、各種規制が撤廃

されたことから、企業局では、発電事業者とし

て売電の方法を整理し直す必要があり、また、

電力の計量設備や発電所の監視制御システムの

改良なども必要となります。このうち、当面の

売電につきましては、九州電力と平成37年度ま

での基本契約に基づきまして、今年度から２年

間は、いわゆる総括原価方式に準じた料金での

電力受給契約を結んだところであります。その

後の売電方法につきましては、渇水や災害のリ

スクを考慮しますとともに、将来の設備投資へ

の備えなど、長期的視点に立って慎重に検討し

ていく必要があります。企業局といたしまして

は、電力システム改革は今後の事業展開に大き

な影響を及ぼすことから、引き続き健全経営を

維持できるよう、国や他の公営電気事業者、電

力市場などの動向を注視し、的確に対応してま

いりたいと考えております。

今、企業局は、長期的な九州○満行潤一議員

電力との契約によって、総括原価方式で安定的

に有利に電力は売れているということでありま

すが、この総括原価方式も、当然、企業局も見

直しを図らないといけない状況になるというこ

とであります。要は、県民に一番利益が還元で

きる方式は何なのか、ぜひ今後とも検討を重ね

ていただきたいと思います。

要望としては、豊富な経験を有する技術屋集

団である企業局が、治山ダムへの小規模発電所

の設置とか、市町村が行う小水力発電所の技術

支援とか、積極的に今後とも対応をお願いした

いと思っております。

新電力事業会社の設立について、提案を申し

上げます。全国で幾つもの新電力事業所が、自

治体の出資によって設立されております。その

一つである株式会社やまがた新電力は、山形県

出資33.4％、それに県内外の企業18社で会社が

できています。都道府県レベルでは全国初の新

電力会社として、平成27年９月30日に発足し、

平成28年４月１日より事業開始となりました。

その目的は、再エネの地産地消を通した地域貢

献を目指し、エネルギーの地産地消と供給基地

化、東日本大震災での大規模停電の教訓を踏ま

えた災害対応力の向上、地域資源を活用した地

域経済の活性化と産業の振興となっています。

やまがた新電力が発電事業者から直接調達する

電力は、全て山形県内の再エネ発電施設で発電

されたものです。一定程度の非再エネ電力も扱

う。当初計画では３割ほどであるそうですが、

火力等を主とするほかの電力会社と比べれば、

再エネの比率はかなり高いものになっていま

す。本県も山形県のような新電力会社を設立す

る考えはないか、お尋ねいたします。

株式会社やま○総合政策部長（永山英也君）

がた新電力は、お話にありましたように、地元

企業を中心とした18社と山形県が出資して昨年

９月に設立され、県内で発電された再生可能エ

ネルギー由来の電力を買い取り、それを県内の

公共施設に売電していると伺っております。本

県におきましても、太陽光やバイオマス、小水

力など、豊かな自然環境や地域資源を生かした

再生可能エネルギーの拡大に努めております。

山形県の事例は、エネルギーの地産地消に加

え、地域経済循環に資する取り組みでもありま

すので、県内企業や市町村の動向や意向等を十

分に踏まえて研究し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○満行潤一議員

す。
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次に、災害に強い安心・安全なまちづくりに

ついてお尋ねしてまいります。

まず、災害拠点給油所についてであります。

大規模な災害が発生するたびに、ガソリンスタ

ンド（給油所）は重要なインフラだと認識され

るようになりました。宮崎日日新聞で、「経産

省が、大規模災害で停電しても自家用車の給油

ができるよう、全国8,000カ所の給油所を指定し

て自家発電設備に全額補助」との報道がありま

した。県内では給油所過疎地がふえつつありま

す。けさの宮崎日日新聞にも書いてありました

が、経営が厳しく閉店が相次ぐ中山間地の給油

所の支援にもなればと思います。災害拠点給油

所の整備には、当然、経営側の協力など多くの

課題がありますが、災害時には大いに有効活用

できると思います。具体的な事業内容をお尋ね

いたします。

御質問の国○危機管理統括監（畑山栄介君）

の災害拠点給油所の整備事業でございますが、

これは、災害時に停電した際にも自家用自動車

への円滑な給油を行うため、地域住民の災害拠

点となるガソリンスタンドによる自家発電機の

導入費用を全額支援するものでございます。こ

の事業は、国から石油商業組合などの民間団体

等を通じて補助が行われ、今後４年間で、全国

で8,000カ所の整備を進めることが目標とされて

おります。給油所への支援を行うに当たって

は、災害時の燃料供給体制を確保するため、災

害が起きても営業を継続することを条件とし、

給油所の場所は、事前にインターネット等で公

表される予定であると伺っております。

問題は、手を挙げていただく○満行潤一議員

ところもいいんですけれども、県内にバランス

よく、ばらつきがないように設置をしてほし

い。海岸線、10号線にずっとあっても、南海ト

ラフ地震があったら、これまた使えない可能性

もあるわけで、ぜひ内陸部と主要都市のバラン

スをとっていただくようにお願いしておきたい

と思います。

次に、公衆Ｗｉ－Ｆｉサービスの災害時利用

についてであります。熊本県の地震のときに、

観光客の利便性向上のために整備した公衆Ｗｉ

－Ｆｉサービス「くまもとフリーＷｉ－Ｆ

ｉ」。県内448のアクセスポイントがあるんだそ

うですが、「非常に重要であったことを再認識

した」と、熊本県の担当者が語っておられま

す。外国人を含む観光客の誘致に活用されてき

た「くまもとフリーＷｉ－Ｆｉ」ですが、2016

年４月の熊本地震では、被災者が利用するだけ

でなく、震災後の応援や支援に駆けつけた災害

ボランティアスタッフが、情報収集手段として

非常に役に立ったといいます。今後、熊本県で

は、観光客誘致という視点だけでなく、災害時

の通信インフラ確保のためにも公衆Ｗｉ－Ｆｉ

を拡大し、安心・安全なまちづくりを目指して

いこうとしています。まず、本県の整備状況に

ついてお尋ねいたします。

Ｗｉ－Ｆ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ｉ環境の整備は、特に外国人観光客を受け入れ

る上で不可欠でありますので、県では昨年度、

利用者にとって利便性の高い、県内統一認証シ

ステムの基盤を構築いたしますとともに、県内

９カ所の観光案内板等にアクセスポイントを設

置したところでございます。このシステムは、

市町村や民間との共同利用を前提に開設してお

りまして、既に５市町が導入しておりますが、

今年度末までには12市町に拡大し、観光地等を

中心にアクセスポイントの設置が進むことと

なっております。また、100を超える飲食店等で

も利用が可能となる予定になっております。今
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後とも、順次、アクセスポイントの拡大促進に

努めてまいりたいと考えております。

なお、４月の熊本地震に際しましては、発生

後約１カ月間でございますけれども、認証手続

なしで利用できる災害モードに切りかえまし

て、観光客等が震災情報を容易に入手できるよ

う努めたところでございます。

今までの本県の対応は、イン○満行潤一議員

バウンド、観光客を対象に整備してきたという

ことは理解できます。防災対策を主な目的とし

た公衆Ｗｉ－Ｆｉサービスを公共施設、避難所

等に整備する考えはないか、お尋ねいたしま

す。

今回の熊本○危機管理統括監（畑山栄介君）

地震におきましては、多くの避難所において、

通信事業者により無料のＷｉ－Ｆｉ環境が臨時

的に整備されたと伺っております。このことか

らも、避難所において、スマートフォンなどか

らインターネットに接続できる環境を整備する

ことは、被災者が災害情報の入手や安否確認な

どを行う上で大変重要であると、改めて認識し

たところであります。このため本県におきまし

ても、南海トラフ地震等の大規模災害の発生に

備え、国の補助制度を活用して、平常時から避

難所においてＷｉ－Ｆｉ環境を確保していくこ

とや、災害時に、通信事業者と連携して迅速に

Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備する仕組みを構築するこ

となど、避難所に応じたＷｉ－Ｆｉ環境の整備

のあり方について、市町村とともに研究してま

いりたいと考えております。

ぜひ、災害時の通信インフラ○満行潤一議員

として非常に有効だと思いますので、御検討を

急いでいただきたいと思っています。

次に、防災・救急医療について、何点か触れ

ていきたいと思います。まさに、危機管理局や

消防機関など防災担当部局は常在戦場となって

きました。地域が被災すればその対応が求めら

れ、遠隔地で災害が発生すれば応援体制を求め

られる、そういう時代になりました。

まず、消防職員の増員についてであります。

国は、常備消防力向上のために交付税をふや

し、人員増を求めているとしていますが、現場

には人（戦力）の増員といった実感は乏しい現

実があります。県内の常備消防の現状と課題に

ついて、知事にお伺いします。

県内常備消防の現状に○知事（河野俊嗣君）

ついてでありますが、本年４月１日現在で、県

内10の消防本部におきまして、1,180名の消防職

員が消火、救急、救助、予防、通信指令等の業

務を行っているところであります。課題につき

ましては、消防本部ごとにさまざまであります

が、庁舎の老朽化、高額な設備や車両等の財政

負担、また、技術の進展や社会情勢に対応する

ための高度な専門知識や技術を持った職員の育

成などのほか、人員が不足している消防本部も

あると伺っております。県としましても、これ

らの実態を踏まえ、各消防本部の体制の充実が

図られるよう、国や関係市町村等に働きかけて

まいりたいと考えております。

大分、県内でも消防の充足率○満行潤一議員

の格差というのが広がってきていますので、ぜ

ひ、さらなる市町村に対する助言をいただきた

いと思っています。

次に、救急隊の隊増設についてであります。

救急搬送が大きく伸びています。増加している

原因の一つが、病院間の転院搬送がふえている

ということであるそうです。救急隊の増隊など

対応を急ぐべきではないかと思いますが、御見

解をお尋ねします。

本県では、○危機管理統括監（畑山栄介君）
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高齢化に伴う救急需要の高まりなどによりまし

て、平成27年中の救急出動件数は過去最多の４

万4,089件となっております。このうち転院搬送

が6,586件と15.6％を占めており、全国平均の８

％台と比較して、転院搬送の占める割合が高く

なっているところでございます。このような状

況に対応するため、県としましては、医療機関

に対する転院搬送抑制の申し入れや、利用者に

対する救急車の適正利用の呼びかけなどの取り

組みを行っているところであります。また、消

防機関においては、出動件数の増加に対応する

ため、救急隊の増隊や消防署等の適正な配置を

検討していると伺っております。今後とも、救

急搬送を真に必要としている県民が適正に利用

できるよう、消防機関や医療機関に対する働き

かけや、県民に対する広報等を行ってまいりま

す。

今ありましたように、相当数○満行潤一議員

伸びていますし、そのうち病院間の転送が多

い。現場としては要請があったら断れないわけ

です。当然運ばないといけない。医療機関から

「患者を運んでくれ」と言われたら、むげに断

れない、そういう実態もあります。それも、ぜ

ひ県の指導によって適正な運用をお願いしたい

し、それ以外の搬送も物すごい勢いでふえてい

ます。ぜひ増隊に向けて御努力をいただきたい

と思っています。

次に、県防災救急航空センター職員の増員・

体制の充実についてお尋ねします。防災救急航

空センターに配置された県職員１名のみです。

ヘリ運航は常に危険を伴う業務であり、航空隊

の安全管理には留意していただきたい。増員・

体制の充実が急務だと思います。せめて県職員

の複数配置を検討いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

航空センタ○危機管理統括監（畑山栄介君）

ーに配置している職員につきましては、現在、

ヘリコプターの運航管理の総括とともに、県内

９消防本部からの派遣である隊員８名の服務や

予算執行業務などの一般的な事務を行っている

ところであります。今後とも、新たな業務の追

加や業務量の増加などの状況変化を十分に勘案

しまして、必要な体制について検討を行いなが

ら、効率的な業務執行を推進し、センターの円

滑な運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。

航空隊の基地である宮崎空港○満行潤一議員

と県庁を、毎日、署長は行き来をしないといけ

ないし、今おっしゃったような本当に多くの業

務がある。ぜひ県庁プロパー職員の増員を早急

に検討いただきたいと思っています。

もう一つ、増員についてですが、県消防学校

専任教官であります。この消防学校の教官、県

職員プロパー教官が２名、各消防本部から派遣

している出向教官が２名、そして非常勤職員を

１名、合計５名となっています。国の基準、い

ろいろあるようですけれども、とりあえず国の

基準８名に達していないと私は認識をしていま

す。教育水準の向上、研修受講者の安全確保な

どの観点からも、県職員として採用する専任教

官を増員すべきではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

議員御指摘○危機管理統括監（畑山栄介君）

のとおり、消防学校は今、専任教官２名、県内

消防本部からの派遣教官２名、非常勤職員１名

の計５名で、消防職員や消防団員に対し、消防

に関する知識・技能の習得並びに向上のために

教育訓練を行っているところでございます。ま

た、専門的な知識や資格が必要とされる一部の

教育訓練については、各消防本部からの臨時的
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な講師派遣により対応しているところでありま

す。より実践的な訓練を行うためには、専任の

教官だけではなくて、常日ごろから現場対応を

行っている消防本部からの教官派遣も必要であ

ると考えております。いずれにしましても、教

官体制のあり方につきましては、教育訓練の計

画や実施時期などを見直し、効率化を図りなが

ら、検討してまいりたいと考えております。

県の職員として採用すると○満行潤一議員

なると、現場の経験が乏しい。だから、各消防

本部からも現場の経験者をというのもわかりま

すけれども、もともと足りないと思うんです。

国の基準８名ですから。県の職員もふやす、そ

して、もちろん各消防本部からもお願いをして

来てもらう。県の職員として採用しても、市町

村の消防本部、消防局に研修に出せば、またス

キルを上げて教官として指導ができると思いま

すので、ぜひ専任教官の増員、お願い申し上げ

たいと思います。

次に、あすを担う子供たちの環境整備という

ことで、幾つか質問させていただきます。

まずは、特別支援学校のトイレについてであ

ります。知事、教育長には毎年、県立学校、特

別支援学校の学校関係者や保護者の皆さんと意

見交換の時間をとっていただいています。改め

てお礼を申し上げたいと思います。

さて、ことしの保護者の要望として、学校の

トイレ改善の声が強く上がりました。支援学校

でいけば、日向ひまわり、都城きりしま小林

校、みやざき中央支援、児湯るぴなす、そうい

うところが要望を強くされておりました。校舎

の耐震化率では、全国最下位レベルから全国

トップレベルになるところまで御努力をいただ

きました。既存のトイレを改修し、以前より改

善されてきたところですが、障がい種別が変

わって車椅子の生徒がふえたりして、学校では

不自由を余儀なくされているようであります。

１カ所しかないトイレを多くの児童生徒が利用

していると、他の児童生徒が利用していると使

えず、お漏らしをしてしまう生徒が出てくる。

失敗すると外に出たがらなくなり、社会復帰の

障害ともなるとお聞きしました。本来の多目的

トイレではないので、学校現場は対応に苦慮さ

れているようです。公共施設、民間施設にも多

目的トイレが整備されてきました。本来必要な

学校が整備されていない。財政的な問題はあり

ますが、児童生徒用のトイレ改善に向け早急な

対応をお願いします。教育長、いかがでしょう

か。

特別支援学校の児童○教育長（四本 孝君）

生徒が使用するトイレにつきましては、障がい

の種類を考慮しまして、学校開設時に、洋式便

器あるいは手すりなど必要な整備を行っている

ところでございます。しかしながら、受け入れ

る児童生徒が多様化しており、トイレの改善が

必要となった場合につきましては、介助用ベッ

ドあるいは洗浄シャワーの設置など、計画的に

整備を進めているところでございます。今後と

も、子供たちによりよい教育環境を提供できる

ように、施設整備の充実に努めてまいりたいと

考えております。

スペースが限られているとい○満行潤一議員

うことで、なかなか整備も難しいんだろうとは

思いますが、ぜひ急いでいただきたいと思って

います。

要望ですけど、門川高校の一酸化炭素中毒の

原因は換気扇故障による換気不十分ではないか

と、警察が捜査しているという旨の報道もあり

ました。学校現場は、実習室の複数の換気扇が

故障していたり ほかの原因も考えられます―
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けれども、オーブンが故障していたり そう―

いうことを知らなかったのか、知りながら予算

要求できなかったのか。いずれにしても、あっ

てはならない事故であります。しっかり、真に

必要な予算は要求する。教育長、学校の設備改

善、よろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、奨学金制度の充実についてでありま

す。学費が高騰し、世帯収入が下がり続ける中

で、家庭の教育費負担がかつてなく重くなって

います。既に大学生の５割超、大学院生の６割

超が、何らかの奨学金を受給しなくては学業を

続けられないのが実態と言われています。我が

国の公的な奨学金制度の中心である日本学生支

援機構による奨学金は、貸与型の奨学金制度で

あり、その７割超が年３％を上限とする利息つ

きの奨学金（第二種奨学金）となっています。

その返済の負担は大きいものがあります。日本

学生支援機構によると、返済滞納者は約17万

人。給付型奨学金の要望は大きく、国もその検

討に入っていると報道されています。ＯＥＣＤ

加盟34カ国の中で、国の制度として給付型奨学

金がないのは、日本とアイスランドのみだそう

です。ただし、アイスランドは学費が無料とい

うことであります。

貧困の連鎖を防ぎ、家庭経済状況の格差が教

育の格差につながらないよう、高等教育におけ

る給付型奨学金、無利子奨学金の導入が急がれ

ます。県内の就職率全国最低。また、東京オリ

ンピックによってさらなる一極集中の可能性が

あります。そこで提案です。県内就職・定着し

たら、一定期間、返還免除や利息補給などイン

センティブが与えられないか。移住、ＵＩＪタ

ーンより確実に成果が期待できます。また、全

国の自治体にも広がりつつあります。高卒者、

大卒者について、それぞれ教育長、総合政策部

長にお尋ねいたします。

現在、高校生等に対○教育長（四本 孝君）

する奨学金として、宮崎県育英資金事業を実施

しております。これは、将来有能な人材を育成

することを目的として、向学心に富み、すぐれ

た素質を有しながらも、経済的理由により修学

が困難な者に対し、育英資金を貸与するもので

あります。この事業におきましては、全ての利

用者に対し、無利子で奨学金を貸与していると

ころでございます。また、県内に就職・定着し

た者に対する返還の免除ということにつきまし

ては、この事業は、進学のための資金を必要と

する子供たちが、諦めることなく学び続けられ

るようにするためのものであり、返還金を次の

貸与者への原資としておりますことから、その

実施は難しいものと考えております。

大学などの高○総合政策部長（永山英也君）

等教育機関を卒業した若者に対する奨学金の返

還支援についてであります。地方創生に取り組

む中、大学生等の県内への就職・定着を促進す

ることは、地域経済の維持・活性化を図る上で

大きな課題であり、そのためには、奨学金の返

還について一定の支援を行うことは有効な方策

の一つであると認識をしております。国におき

ましても、地元への就職を希望する学生を対象

に無利子奨学金の貸与枠が拡充され、また、地

元産業界とともに地方公共団体が奨学金返還の

支援に取り組む際には、必要な財政措置も講じ

られることとなっております。このような考え

方のもと、本県におきまして本年４月に設立を

いたしました、産学金労官が連携して本県産業

人財の育成を進めますプラットフォーム等の場

において、産業界などと意見交換を行いなが

ら、奨学金返還支援制度のあり方について検討

を行っているところでございます。
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少し希望が見えてきました。○満行潤一議員

ぜひお願いしたいと思います。

高校生、大学生の県内就職率と定着率の向上

についてであります。本県の雇用や労働面の課

題解決に向けた意見交換をする県雇用政策懇談

会が、８月24日、行政・経済・労働団体からの

代表ら12人が出席して開催され、２年連続で全

国最下位となった高校生の県内就職率などを取

り上げ、若者の県内就職・定着促進策を探った

ようであります。この会議で議論された内容

と、それを受けた本県の今後の取り組みについ

てお伺いいたします。

先日の雇○商工観光労働部長（中田哲朗君）

用政策懇談会におきましては、産学労官の代表

者の方々に御出席いただきまして、現在非常に

重要な課題となっております、高校生を初めと

する若者の県内就職・定着促進について、意見

交換を行ったところであります。この中で、県

内企業の魅力を直接、生徒や保護者、教師へＰ

Ｒすることの必要性や、キャリア教育などを通

して、県内で働き生活する機運を高めることの

重要性など、県内就職促進に関するさまざまな

御意見をいただいたところでございます。県と

いたしましては、いただいた御意見等も踏まえ

ながら、今後とも関係機関と連携し、県内企業

と高校の接点づくりに努めますとともに、企業

説明会やインターンシップなどを通して、生徒

や教師のみならず保護者の方々にも、県内企業

の魅力を知っていただく機会をふやしていくな

ど、県内就職の促進に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

高校への就職コーディネータ○満行潤一議員

ー配置についてであります。大学や高専と違っ

て、高校の就職相談体制は弱いのではないかと

感じます。例えば、みやざきＣＯＣ＋事業は、

宮崎県内の５大学・高専が地方公共団体や企業

等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の

創出をする、地域が求める人材を養成する教育

カリキュラムを実施することで、地方創生の中

心となる人の地方への集積を目的としていま

す。平成20年ごろ、地域の雇用失業状況が厳し

い中、離職した失業者等の雇用機会を創出する

ために、各都道府県に基金を造成し、雇用創出

緊急対策事業を実施したときには、各高校でコ

ーディネーターを置いていたと思います。現在

は、県立高校就職支援エリアコーディネーター

が配置されていますが、県西部で言えば、北

諸、西諸６校を担当１人と聞いています。本県

の状況をお尋ねいたします。

就職支援エリアコー○教育長（四本 孝君）

ディネーターにつきましては、本年度、県立高

校に６名を配置して、地域単位で学校と地元企

業との結びつきを強化する役割を担っていると

ころでございます。具体的には、各地域におけ

る就職促進や早期離職防止を目指し、進路指導

担当者と地域の産業関係団体代表者による会議

を開催しております。また、地元企業における

インターンシップの受け入れや、卒業生の就業

状況等の情報を学校に提供しております。

なお、私立高校につきましては、商工観光労

働部が就職支援員を５名配置しており、互いに

情報を共有しながら、高校生の県内就職に向け

た支援を行っているところであります。

数でいけば、県立６人、私立○満行潤一議員

５人、計11人ですよね。大変少ないのではない

かと思います。Ｕターン希望者は学校を頼って

きます。Ｕターン対策にも有効です。全ての高

校に配置するなどコーディネーターをふやす考

えはないか、再度お尋ねいたします。

リーマンショック等○教育長（四本 孝君）
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の影響を受けて高校生の就職が難しかった平

成21～25年度にかけまして、県教育委員会で

は、国の緊急雇用創出交付金を受け、県内外の

求人開拓を行う就職支援員を配置しておりまし

た。現在、経済情勢が回復基調にあり、求人状

況が好転している中で、県内就職の促進が強く

求められておりますことから、学校と地元企業

をつなぎ、地域のネットワークを構築する就職

支援エリアコーディネーターを配置していると

ころでございます。このエリアコーディネータ

ーは、今年度初めて配置をしたものでございま

すので、今後、人数や配置のあり方、業務内容

等をまた検証してまいりたいと考えておりま

す。

県立６人、少ないと思います○満行潤一議員

ので、ぜひ増員をお願いしたいと思います。

前回の質問で、北陸の富山・石川が県内就職

率が高いと紹介いたしました。宮崎と富山・石

川とは、人口、高校卒業者数、事業者数ともほ

とんど同じです。ただ、宮崎の就職者数が3,100

人に対し、富山・石川は2,100人、2,200人で

す。宮崎県の県外就職者数1,400人に対し、富山

は103人、石川164人です。まさに桁違いです。

県内就職率のトップは愛知県です。人口700万を

超える愛知県での就職者は１万2,192人と多いわ

けですが、県外就職者はわずか432人です。地元

企業の意識改革、賃金・労働条件の向上が重要

だと感じます。県内の求人票を見ますと、今ど

き、「皆勤手当5,000円」と明記し自慢する経営

者がいたり、「定期昇給2,000円」と明記されて

いたり、「ボーナス１カ月分」となっていた

り、これでは若者に支持される会社とは思えま

せん。都城市が市内企業に行ったアンケート

で、「人材確保のために高校等に行っているこ

と」に対し、「求人案内の送付」が23％、「イ

ンターンシップ」22％となっていますが、一番

多かった答えは、「特に何もしていない」34％

です。同じアンケートで、実業系高校に卒業後

の市内・市外の就職希望を聞くと、「どちらで

もよい」が24％もあります。行政が幾ら努力し

ても、若者が魅力と感じられる会社をふやさな

いと、県内就職率は向上しません。商工観光労

働部長の認識をお尋ねします。

県におき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ましては、本年３月に「みやざき産業振興戦

略」を策定しておりますけれども、産学金労官

が連携して、成長産業の振興や中核企業の育成

などに取り組んでいるところであります。県と

しては、これらの取り組みを進めることにより

まして、若者が働きたいと思えるような魅力あ

る企業をふやしていくことが重要であると考え

ております。また、ワークライフバランスが求

められておりますので、「仕事と家庭の両立応

援宣言」企業の拡大に努めますとともに、社会

保険労務士を企業に派遣し、有給休暇取得促進

や時間外労働削減等のアドバイスを行うなど、

働きやすい職場環境整備に取り組む企業を支援

しているところであります。今後とも、宮崎労

働局や産業団体等の関係機関と連携して、若者

にとって魅力ある企業をふやし、県内就職の促

進に努めてまいりたいと考えております。

県内就職率54.8％、この数値○満行潤一議員

は学校基本調査から出ているわけですが、「実

態を反映していない」との指摘もあります。本

社所在地でカウントされるために、旭化成延岡

に就職しても県外、旭有機材だったら県内にカ

ウントされると聞きますが、事実でしょうか。

担当部長の見解をお尋ねします。

学校基本調査○総合政策部長（永山英也君）

におきます高等学校卒業者の就職の状況につき
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ましては、毎年５月１日を基準日として、就職

先等の把握を行っております。この就職先につ

きましては、実際に配属された都道府県への就

職者としてカウントされることとなっておりま

して、県外に本社を置く県内の主な企業に確認

をしましたところ、５月１日時点においては、

おおむね配属先が決定しているとのことでござ

いました。したがいまして、高等学校卒業生の

県内就職率は、実際に県内の事業所に配属され

た就職者の状況をあらわしていると考えており

ます。

はい、わかりました。○満行潤一議員

都城市・三股町行政懇話会知事提言項目に

なっている、県西地区医療圏についてお尋ねし

ます。県西部、西諸・都北の２医療圏で、こど

も医療圏、周産期医療圏が１つとされていま

す。都城市、三股町と地元医師会の努力で、24

時間、365日の初期救急・２次救急体制が維持で

きています。これらの事業に対し、医師確保を

初めとした人的・財政的支援について提言・要

望を行い、当日は稲用副知事に対応いただき、

回答もいただきましたが、再度知事にお尋ねい

たします。

都城市郡医師会病院及○知事（河野俊嗣君）

び国立病院機構都城医療センターにおかれまし

ては、救急・小児医療及び周産期医療の拠点と

しての機能を担っていただきますとともに、圏

域の中核病院として、地域医療の充実に多大な

貢献をいただいているところであります。こど

も医療圏及び周産期医療圏の維持を図るために

は、何よりも小児科医の確保が重要であります

ことから、県としましても、医師の派遣元であ

ります県外大学を直接訪問し、継続的な派遣を

要望するとともに、県医師会や宮崎大学とも連

携して、さまざまな施策を展開するなど、医師

の育成・確保に取り組んでいるところでありま

す。また、都城市郡医師会病院の移転整備費や

都城医療センターの周産期母子医療センターの

施設改修費など、充実強化に向けた支援も行っ

ているところであります。今後とも、地元市町

村と十分な連携を図りながら、県西地区の小児

医療及び周産期医療の充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、出資法人への貸付金の○満行潤一議員

会計操作についてお尋ねいたします。

８月22日の朝日新聞に出ていました、全国各

地の自治体で、経営難に陥った公社や第三セク

ターなどの出資法人への貸付金が回収できてい

ないのに、翌年度の予算で穴埋めをして、返済

されているように見せる会計操作が横行してい

るという記事です。いわゆるオーバーナイトや

単コロといった不適切な会計操作が85自治体で

行われていると、この新聞は指摘をしていま

す。オーバーナイトとは、出資法人などが金融

機関から年度末、３月31日に資金を借り、全額

を自治体に一旦返済。翌年度、要するに翌日、

４月１日に自治体が再び法人に資金を貸し、そ

れをもとに銀行に返済をする、一夜貸しと言わ

れるものです。単コロは、決算作業のために年

度をまたいで資金の調整ができる出納整理期間

（４月から５月）を利用し、翌年度の貸付金財

源を前年度の返済に充てて、年度末に返済が

あったように処理する、単年度転がしと言われ

ます。本県、市町村とも指摘するような不適切

な会計処理はないと思いますが、現状はどう

なっているのか確認いたします。お願いしま

す。

県が行っておりま○総務部長（桑山秀彦君）

す公社及び第三セクター等に対する短期貸付金

のうち、毎年度、反復かつ継続的に貸し付けが
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行われ、その返済が出納整理期間に行われるこ

とが常態化している、いわゆる単コロと呼ばれ

る貸し付けはありませんけれども、返済が年度

末までに行われている、いわゆるオーバーナイ

トにつきましては、３法人に対して４件の貸し

付けがございます。また、県内市町村におきま

しても、いわゆる単コロによる貸し付けはあり

ませんけれども、オーバーナイトにつきまして

は、５法人に対して17市町村で24件の貸し付け

がございます。総務省は、このオーバーナイト

につきましては、「一概に不適切な財政運営で

あるとは言えないが、実態に即した財政運営が

行われるよう改善すべきである」という見解を

示しております。県としては、これまでも計画

的な解消に努めてまいりましたが、今後も引き

続き、解消に向けて取り組んでまいりますとと

もに、市町村に対しても、必要な助言等を行っ

てまいりたいと考えております。

最後になりましたが、戻りま○満行潤一議員

すけれども、権利登記、不動産所有権登記につ

いてであります。権利放棄（相続未登記など）

により所有権移転登記していない土地がふえ、

所有者の確定に手間取り、防災対策など大きな

支障を来すことが懸念されています。東日本大

震災の津波で被害を受けた宅地を自治体が買い

取る事業において、買い取り希望があった登記

上の土地約４万4,725カ所のうち、相続人の全員

と連絡がとれないことなどの理由で、今でも買

い取りが進んでいない宅地が全体の17％に上る

という報告もあります。また、固定資産税の徴

収が困難になっている不動産が年々増加をして

います。個人の財産であると同時に公共的性格

をあわせ持つはずの土地（国土）が放置され、

所有者不明になる。幾つもの部署に関係がある

と思いますが、代表して県土整備部長に現状を

お尋ねいたします。

防災対策あ○県土整備部長（東 憲之介君）

るいは災害復旧工事など、公共事業にかかわる

ところの必要な用地の取得でございますけれど

も、相続登記がなされていない土地がある場合

については、相続人全員の承諾を得た上で売買

契約を締結して、所有権移転登記を行う必要が

ございます。このため、特に何代にもわたり相

続登記がなされずに相続人が多数となっている

場合には、その中に死亡や行方不明の方がいる

ことから、必要書類の収集や用地交渉に多大な

労力と時間を要して、工事着工に支障が生じる

こともあります。県といたしましては、このよ

うな場合には、法的に用地取得を可能とする不

在者財産管理人制度や土地収用制度などを活用

して、公共事業の円滑な推進に努めているとこ

ろでございます。

要望ですけれども、今後ます○満行潤一議員

ます、権利放棄による所有権移転登記をしてい

ない土地がふえることは容易に予想されます。

不動産登記（権利登記）は任意であり、登記後

に所有者が転居した場合も、住所変更の通知義

務はありません。法制度の不備と指摘せざるを

得ません。国に対し、権利登記の厳格化の取り

組みを要請いただきたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、清山知憲議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○清山知憲議員

の清山知憲です。

きょうは最初に、新幹線の質問をしたいと思

いますけれども、九州新幹線は整備が決まって

から40年時間がかかりました。果たして40年

後、ここの議場におられる皆さんもどれぐらい

健在でおられるのか 御健在でおられること―
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を祈念申し上げておりますけれども。知事はき

のう52歳になりましたが、ぎりぎりかなと思っ

ております。当事者は次の世代の方々かなと思

うので、我々、だからこそ無責任に考えられな

いし、また真剣に考えていく必要があるのかな

と思っております。

つい先月、九州経済連合会の月報に、福岡大

学教授で元佐賀市長を務めた木下敏之さんの寄

稿が掲載されていました。そのタイトルは、

「小倉駅―北九州空港―大分駅間に新幹線を走

らせよう」というもので、いかに小倉と大分駅

の間に新幹線を先行開業することの効果が高い

か、そして、大分より南は非常に採算が厳しい

ので、鹿児島から宮崎までの部分整備、部分開

業など現実的な選択を模索すべきだなどと、私

見が述べられております。さらに、次の新幹線

を見据えて、福岡、大分の経済界は動き出すべ

きだとも呼びかけております。

大分県ではこの４月以降、実に県主導で６回

も県内各地で説明会が開催されており、その説

明会の中でも、「小倉から大分まで先行開業さ

せたほうがいいんじゃないか」というような質

問が相次いでおり、また、先日の８月30日には

大分県の経済５団体、そして９月２日には大分

県の青年経済４団体が、大分県知事に対して新

幹線整備を求める要望書を提出しており、大分

県内の機運は徐々に高まりつつあるのかなと感

じております。

また一方、東洋経済オンライン７月12日の記

事は、「「次の新幹線」が実現するのはどの地

域か？」というタイトルですが、そこでは、官

民一体で攻める四国に対して、及び腰の東九州

ということで、河野知事のコメントが、「（県

内で）議論がそれほど盛り上がっていると感じ

ていない」というふうに紹介されております。

この３月に野村総研へ依頼して調査報告書がで

き上がったわけですけれども、その後の県内自

治体との意見交換の状況、また、県内の機運に

ついて知事がどう感じておられるのかお伺い

し、以下、質問者席よりお伺いします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

今回、東九州新幹線鉄道建設促進期成会で実

施しました調査の結果につきましては、県内市

町村への説明会を開催し、東九州新幹線の効果

や課題について説明を行いますとともに、今後

の要望活動等について理解を得たところであり

ます。説明会の中では、「日豊本線の利便性の

向上にもしっかりと取り組んでほしい」といっ

た意見もいただいております。

県内の機運につきましては、現時点では機運

の高まりといった段階にはないと考えておりま

すが、これまでは毎年の要望項目の１項目だけ

にとどまっていたものが、しっかりと将来を見

据えた課題として議論すべきものだという位置

づけになりつつあるのではないかと受けとめて

おります。今後、日豊本線の高速化などの、今

回の結果と比較できるデータをそろえ、改めて

東九州新幹線整備のメリットや課題等につきま

して情報共有を図りながら、県議会での議論を

いただいた上で、県民との意見交換等を行って

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

宮崎県では、５月に一度だけ○清山知憲議員

県内自治体と意見交換、説明をされたというこ

とですけれども、県内の機運の高まりがないと

いうのは、私なりに考えるに、この調査報告書

で示された新幹線の姿というのが、いまいち県

民にとって心躍るものじゃないんじゃないかな
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と。また一方で、現実味のないように感じられ

ているんじゃないかなとも感じているわけで

す。一方で、この報告書の予測というものをそ

のままうのみにしてもいいのかという疑問も、

私の中で湧いてきましたので、以下質問してま

いります。

報告書の最初に、対象地域のゾーニングを

行っていて、鹿児島と大隅地域を大きく１つの

ゾーニングとしておりますが、それが妥当なの

か。また、そのルートの上には鹿児島県内で第

２の人口を誇る霧島市があって、その霧島市内

の国分駅がありますけれども、新幹線停車駅と

して国分駅は想定されているのか、総合政策部

長へお伺いします。

今回の調査○総合政策部長（永山英也君）

は、一定の前提条件のもとに実施したシミュレ

ーションであり、その前提条件の一つとなる発

着ゾーンにつきましては、需要予測等の検討を

行うため、国土交通省の「全国幹線旅客純流動

調査」において使用されている生活圏ゾーンを

活用して設定し、各ゾーンの地理的中心を駅と

みなすことにしております。今回の調査では、

そのルートの想定におきまして、基本計画で示

されております起点、終点、経由地を最短で接

続するというような設定をしておりますことか

ら、鹿児島・大隅地域については一体とした地

域とみなし、同一ゾーンとしたところでありま

す。また、国分駅があります霧島市は、先ほど

申し上げました「全国幹線旅客純流動調査」で

鹿児島生活圏に含まれていることから、ゾーン

の地理的中心であります鹿児島中央駅でのみ効

果算定を行ったところでございます。

都城と鹿児島のほぼ中間に位○清山知憲議員

置して、鹿児島県内第２の自治体である霧島市

に新幹線停車駅を想定しないのはどうなのかな

と、ちょっと疑問にも思ったところでした。

また、宮崎と鹿児島の間の交通量予測につい

てお伺いしたいと思います。この交通量予測と

いうのは、それらの地域の間を走る自家用車、

バス、鉄道などが、それぞれどれぐらいの割合

で利用されるかという分担率を割り出して、そ

れが新幹線開業後にどう変化するのかというの

を見るんですが、現状では宮崎―鹿児島間は鉄

道分担率が4.9％と、非常に低いんですけれど

も、これが新幹線開業後は6.5％という予測をし

ていて、それが1.6％だけ上がると。都城―鹿児

島間に至っては、開業後はたった１％、残り90

％以上が自家用車を使うと。そうした分担率に

基づく2040年の両区間の断面交通量というの

は2,840人、これはほとんど在来特急線からの転

移の数なんですけれども、それに対して北九州

―大分間は２万1,300人ということで、こちらの

ほうは約８倍になりますが、そうした鉄道利用

率、今、特急で２時間かかっているものが、新

幹線開業で最短で29分になる。だけれど、鉄道

を使う人は1.6％しかふえない。これは定性的に

考えても随分悲観的な予測だと思うんですが、

きちんとした前提条件や計算に基づいた妥当な

予測と感じるのか、部長へ引き続きお伺いしま

す。

今回の調査に○総合政策部長（永山英也君）

おきましては、より客観的な費用対効果（Ｂバ

イＣ）を算出するため、新幹線開業によります

誘発需要、新しい需要を見込むことなく、現状

の旅客需要をベースに推計をしております。宮

崎―鹿児島区間の現状においては、車の利用が

極めて多いことから、１日当たり鉄道旅客数667

人に対して、全交通機関の旅客数は１万3,682人

で、先ほどありましたように鉄道分担率は4.9％

と、かなり低くなっております。この区間は車
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での移動がかなり定着していることや、開業後

の運賃など移動コストの面等から、新幹線にシ

フトする量を限定的に予測しておりまして、開

業後の推計は6.5％となっております。このた

め、この区間の乗車人数を示す断面交通量につ

いても、この鉄道分担率をベースに推計を行っ

ていますことから、かための予測となっている

ところでございます。

「かための予測」とおっしゃ○清山知憲議員

いましたけれども、これがかためかどうか全然

わからないですよね。なぜなら、前提条件、例

えば運賃とか、自動車を使った場合のコストと

か所要時間とか、そうした前提条件を教えてく

れと言っても、野村総研側が全然教えてくれな

いのでですね。だから、そうしたものが明らか

にならないと、そして中間計算をどういうふう

にしているのかわからないと、妥当かどうか議

論もできないんですけれども、今後、きちんと

推計の根拠となっている前提条件とか中間の計

算とかを求めていくことができるでしょうか、

部長へお伺いします。

今回の鉄道分○総合政策部長（永山英也君）

担率の予測については、前提条件として、まず

時間の面ですけれども、整備後の新幹線の所要

時間は29分でありますが、現行の特急が129分、

自家用車が133分、高速バスが166分。コストの

面としては、九州新幹線の水準をもとに新幹線

の料金を5,480円として、現行特急が4,220円、

高速道路の料金が3,780円、高速バスが2,780

円、こういうデータのもとで分担率の推計を

行っております。今回の調査は、先ほど申し上

げましたけれども、客観的なＢバイＣを出すこ

とを目的としたものでありまして、宮崎―鹿児

島区間につきましては、自家用車の利用が全体

の92％と極めて高く、自家用車は複数での利用

が可能なことから、この区間について新幹線へ

の転換は多くないという考え方をベースに、調

査機関の知見やノウハウを用いて推計をした結

果、開業後の鉄道分担率は6.5％となったという

ふうな報告を受けております。

今の部長の答弁で、担当との○清山知憲議員

やりとりで出てこなかった数字が新しく出てき

たものがあるんです。難しく犠牲量モデルとか

いろいろ計算しているんですが、もう一点

ちょっと確認させてもらいますけれども、そう

した前提条件で、どういうふうな経路、途中計

算をたどってこの数字が出ているのか、もっと

詳しい情報を後で教えていただけるように求め

ることができますか。

かなり難しい○総合政策部長（永山英也君）

計算をしているようですので、私自身も全てを

理解しているわけではありませんけれども、今

回の鉄道分担率については、基本的には車から

の分担の変更はなく、高速バスの利用者が転換

するというふうなことがベースに推計をされて

いるようでございます。どこまで議員に御説明

できるか、また検討してみたいと思っておりま

す。

たしか自家用車からの転換需○清山知憲議員

要が160台とか書いている数字があったと思うん

ですけれども、この後も総合交通課を通して、

ぜひさまざまな情報をいただきたいと思うんで

すが。

この報告書を見ると、北九州から大分までが

実際に客観的にも有利であるということは間違

いないんですけれども、この新幹線を大分だけ

ではなく宮崎にもということで動くのであれ

ば、この調査、本当にこれでいいのか、しっか

り妥当性を考えていきたいと思いますし、ま

た、鹿児島から宮崎まで独自に 全体の東九―
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州全線の整備を目指すという方針は持ったま

ま、鹿児島から宮崎まで先行開業したときのシ

ミュレーションも行わないと、なかなか県内で

もリアリティーを持って議論が進まないんじゃ

ないかという気もします。

仮の話ですけれども、鹿児島―宮崎ルートが

でき上がっている状態では、旅客の動向もまる

で変わってきます。福岡へアクセスするにして

も、南から鹿児島を経由して行きますし、また

整備費用でも、現状では、全線開通した場合

は、宮崎県内区間の整備費用は全体の約４割を

占めて１兆430億円というふうに想定されており

ますけれども、宮崎―鹿児島までの区間に限る

と、県内の整備費用は単純に割ったら2,900億円

と減少していて、県の負担額も、全線開通の場

合で毎年38～57億円が、単純計算で11～16億

と、こういうのは思考実験にすぎませんけれど

も。

昨年度の総務政策委員会でもいろんな意見が

出ましたが、鹿児島から宮崎まで先行開業した

場合のコストや効果についてもシミュレーショ

ンするべきではないか、知事にお伺いします。

東九州新幹線の整備と○知事（河野俊嗣君）

いうものは、九州全体の高速交通ネットワーク

を形成する重要な基盤でもあります。また、大

規模事業となるものでありますので、本県単独

で推進できるものでなく、期成会の４県１市で

十分に連携をし、将来につなぐ息の長い取り組

みとして、まずは国に対し整備計画への格上げ

をアピールし続けていくことが重要であると考

えております。将来的に、整備計画に決定され

た後には、工事実施計画を検討する中で、工事

の区間や工事方法などの詳細が決まってまいり

ますが、県としましては、県内区間ができるだ

け早く着工され、本県にとって早期にメリット

が出るように、どのように国にアピールをして

いくのか。御指摘のようなシミュレーション等

もいろんな選択肢の中であろうかと思っており

ますが、現時点から長期的な課題として認識を

していく必要があると考えております。

否定もされていないのかなと○清山知憲議員

も思いますけれども、私自身も正直、30年、40

年後の宮崎に新幹線が本当に必要かどうかとい

うのは確信が持てないです。この調査報告書を

見てもですね。しかし、東九州の全線開通のほ

かにどんなシチュエーションがあり得るのかと

いうことも、議論のために理解しておきたい気

もしますので。いずれにせよ、県民の機運とい

うものが必要なプロジェクトですから、今後何

をすべきなのか、また、何が本当に県民にとっ

てベストなのかを検討していただきたいと思い

ます。

再質問したので時間がなくなってきて、早足

で行きますけれども。次の財政の話題に移りた

いんですが、近年、県債残高は順調に減り続け

ていて、また、財政調整２基金はこの数年、年

度末には400億円台後半という水準に毎年戻して

おりますけれども、今後、毎年の借金返済額に

当たる公債費の水準というものはどれぐらいが

適正と考えるのか。また、財政調整２基金はど

ういった水準が適正と考えるのか、総務部長へ

お伺いします。

まず、公債費につ○総務部長（桑山秀彦君）

いてでありますけれども、地方財政の健全化を

判断する指標の一つとして、財政規模に対する

公債費の割合を示します「実質公債費比率」と

いうものがございます。本県においては、平

成26年度決算で16.7％でありますが、この比率

が18％以上になりますと、毎年度の県債発行に

つきまして、国の許可が必要となってまいりま



- 158 -

平成28年９月９日(金)

す。これまでの本県の公債費と実質公債費比率

の推移から勘案しますと、公債費が900億円を超

過する状況が続きますと、実質公債費比率が17

％台になっておりますことから、公債費がおお

むね900億円を超えないことが一つの目安であろ

うと考えております。

次に、財政関係２基金についてでありますけ

れども、当初予算編成時に毎年度200億円程度を

取り崩しておりますこと、それからまた、災害

時などの緊急的な支出の備えとして、おおむ

ね200億円程度は確保しておく必要があることか

ら考えますと、現在とほぼ同規模のおおむね400

億円から450億円程度は維持していく必要がある

と考えております。

公債費は900億を超えない程度○清山知憲議員

に、財政関係２基金は今の水準をキープすると

いうことで、今後の財政需要に対応していくの

かなと思いますが。

県は近年、毎年、政策的な基金を造成してい

て、平成25年度は成長産業育成加速化基金、26

年は人財づくり、27年は大規模災害、そして今

年度は県営電気事業みやざき創生というふうに

たくさんできてきているわけですけれども、県

民にとって、どんな基金が今あって、残高がど

れぐらいなのか、非常にわかりにくい状況です

が、そうした県独自の基金が幾つあって、残高

が幾らに上るのか、総務部長にお伺いします。

県独自で設置しま○総務部長（桑山秀彦君）

した基金の数及び残高につきましては、平成27

年度末時点で、19の基金、残高は857億2,900万

円余となっております。

今年度加わった県営電気事業○清山知憲議員

関係の基金を加えると、その数は20となってい

て、財政関係２基金を差し引くと360億程度、そ

のうち193億円を県有施設整備基金が占めている

状況かなと思いますが、基金の数が20というの

はやや多く感じますし、また、その中には役割

がだんだん曖昧になってきているものもあるよ

うに見受けられるので、もう少し整理してはど

うかなと感じたところです。

次の質問に移りますけれども、宮崎県住宅供

給公社と県の道路公社は解散時期が迫ってまい

りましたが、その２つの公社が解散するに当た

り、県に入ってくる出資金の返還額や譲渡され

る資産についてはどのような状況か、県土整備

部長へお伺いします。

県住宅供給○県土整備部長（東 憲之介君）

公社につきましては、出資金の返還額は1,020万

円となっております。また、資産譲渡の見込み

額につきましては、不動産の売却などの処分が

終了しないとわかりませんが、平成28年３月末

時点で保有する資産は、現金預金、有価証券な

どが約50億円、土地及び建物の不動産などが

約20億円となっております。

次に、県道路公社につきましては、出資金の

返還額は29億8,700万円となっております。ま

た、譲渡する資産はありませんが、保有する一

ツ葉有料道路は、解散後、県に帰属することと

なります。

その２つを合わせると、少な○清山知憲議員

くとも80億円、多くて100億円程度の金額が４～

５年以内に県に入ってくるのかなと思いますけ

れども、これはきちんと将来に備えて基金に積

み立てておかなければいけないお金じゃないか

なと思います。私もちょうど３年前の平成25年

９月議会に、当時、公共施設マネジメント白書

という言葉で作成を求めてきたものが、この議

会で公共施設等総合管理計画として示されてお

りますけれども、それを見てみると、行政庁

舎、県営住宅、県立学校、警察施設、そして病
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院施設など、非常に多くの施設に老朽化対策と

維持にお金がかかり、また、大ざっぱに、今

後40年間で6,700億円という試算もあります。今

後の個別計画の策定をまたなければ正確な額は

わからないということですけれども、今後、国

体に向けた施設整備、それから防災拠点庁舎の

整備、さらに膨大に上る県有施設の維持・管

理、そうしたものの経費に備えてどうやりくり

をしていくのか、知事にお考えを伺います。

今後想定されます施設○知事（河野俊嗣君）

整備のうち、防災拠点庁舎については、現段階

で120億円程度の整備費を見込んでいるところで

あります。現在検討中であります国体開催に伴

う施設整備や公共施設の老朽化対策に係る経費

等につきましては、現時点でその財源を見込む

ことはできませんが、極めて多額の財源が必要

になるのではないかと想定されます。通常、施

設整備を行う場合、国などの補助金・交付金を

除いた県負担分について、その一定割合を県債

発行で賄い、残りに一般財源を充てることにな

りますので、整備に当たりましては、できるだ

け財政運営上有利な補助金・交付金や起債など

を活用し、県としての一般財源をできるだけ少

なく充てる、そのような工夫をしているところ

でありますが、それでも相当な額が必要になっ

てくるものと見込まれます。現段階で県有施設

維持整備基金の残高は190億円程度しかなく、長

期的には不足することが予想されますので、さ

らなる積み増しを行っていく必要があるものと

考えております。

数年後には臨時のお金が入っ○清山知憲議員

てくるといっても、近い将来の財政需要に備え

なくてはならないということがわかりました。

財政課はよく、財政圧迫の原因として、毎年

の社会保障関係経費が、ことしだと一般財源ベ

ースで841億円、これは一般財源の21％を占めて

いるわけですけれども そういう説明をされ―

るんですが、これは具体的には、県内の医療や

子ども・子育て、障がい者福祉など、あらゆる

社会保障関係経費の県負担額が含まれているわ

けですけれども、特にその中で大きな額を占め

る医療費について、県内における後期高齢者医

療費と市町村国保の医療費はそれぞれ幾らに上

るのか、福祉保健部長へお伺いします。

確認できます○福祉保健部長（日隈俊郎君）

直近の平成26年度の医療費で申し上げますと、

後期高齢者医療が約1,534億円、市町村国保が

約1,148億円となっております。

なお、本県の平成26年度概算医療費は約3,860

億円となっております。

次に、それらの後期高齢者と○清山知憲議員

市町村国保の医療費に対して支出される、本県

負担額及び医療費に対する割合をお伺いしま

す。

平成26年度の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

県負担額でございますが、後期高齢者医療が

約150億円、市町村国保が約124億円となってお

ります。また、それぞれの医療費に対する県負

担の割合でございますが、後期高齢者医療が

約10％、市町村国保が約11％となります。

今まで財政課は、社会保障関○清山知憲議員

係費の上昇というところは説明されてきたんで

すけれども、具体的に、県内の医療費がどのよ

うに県の負担につながっているかというところ

については、余り説明されることがなかったよ

うに思います。それぞれ10％、11％ということ

ですが、これの中には、高額療養費制度といっ

て、医療費が高額に上ったときに患者さんの負

担を一定額に抑えるための制度、それに対する

県の拠出も含まれてはいるものの、我々の日々
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の医療費の約１割に近い数字が県の一般財源か

ら負担されていると。そうした数字はもっと意

識してもいいと思いますし、また、そういうと

ころに対する政策も必要なんじゃないかなと感

じるところでございます。

国内では、医療の質を落とすことなく医療費

の上昇を抑えることに成功した手法として、広

島県呉市の手法が注目されており、「呉市モデ

ル」と呼ばれたりもするわけですが、これは知

事の出身地、地元でもございますけれども、県

として呉市モデルの手法についてどのように考

えるのか、部長へお伺いします。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した広島県呉市の取り組みについてでございま

すが、県としても大変注目しているところであ

ります。昨年度、国民健康保険団体連合会が主

催したトップセミナーに、県内17の市町村長等

が参加しておられまして、調査を行っていると

ころであります。また、本県では、全ての市町

村がデータヘルス計画というのを策定している

んですけれども、呉市同様、レセプトや健診デ

ータを活用した重症化予防に取り組んでいると

ころであります。県としましても、効果的な事

業の実施に向けて、助言等の支援を行っている

ところでございます。今後とも、呉市を初め、

効果的な先進事例の情報収集に努めながら、新

たな透析患者を減少させる市町村の取り組みに

対する支援を行うなど、本県の医療費適正化に

向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

平成30年には国保が県単位へ○清山知憲議員

広域化されますし、国としては医療費適正化へ

の取り組みに応じた自治体への財政支援も用意

されているということで、今後、実効性のある

取り組みを期待したいと思います。

次に、薬剤師会は医薬品の適正使用の周知徹

底などに取り組んでおり、私も現場にいて、医

薬品に関する知識が、患者さんや一般の方々に

はまだまだ足りないなと実感することがよくあ

るんですけれども、非常に重要なこの取り組み

を、地域でも積極的に推進していくおつもりは

ないか、福祉保健部長へお伺いします。

医薬品の正し○福祉保健部長（日隈俊郎君）

い使い方などを地域で普及啓発する活動は、医

薬品の多剤・重複の防止や残薬解消などが図ら

れ、薬物療法の安全性・有効性が向上するほ

か、医療費の適正化にもつながるものと考えて

おります。このため県では、薬剤師会が地域で

実施している出前講座等に資料提供を行うな

ど、連携を図っているところであります。ま

た、毎年10月に「薬と健康の週間」というのが

あるんですが、ここにおきまして、医薬品に関

する正しい知識などについて広く普及を図るこ

ととしており、薬剤師会等と協力して各地域で

イベント等を実施しているところであります。

さらに、市町村におきましても、薬剤師会等と

連携しながら、医薬品の多剤・重複服用者に対

する訪問指導を実施しているところであります

が、県としましても、国の交付金を活用しなが

ら、市町村の取り組みを積極的に支援してまい

りたいと考えております。

国の交付金がなくとも、ぜひ○清山知憲議員

県としても取り組んでいただきたいなと思うと

ころでございます。

続いて、がんサロンについてお伺いします。

限られた資源である医療を適正に使うために

は、患者さんが正しい知識を持つ必要があっ

て、それは、我々が作成した地域医療を守り育

てる条例やがん対策推進条例などでもうたった

ところでございます。そこで、がん患者やその
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家族の学習の場として、がんサロンは非常に重

要な役割を果たしていて、私も実際にその様子

を見に行ったわけでございますが、そこでは、

患者さん同士や、時には医療者も交えて、さま

ざまな不安を打ち明けたり相談をしたり、不安

軽減や正しい知識の習得につながっているわけ

ですけれども、そうした取り組みは、ひいては

過剰な検査やドクターショッピングを防ぐとい

う意味でも効果があるものと感じております。

しかし、宮崎県内では、鹿児島や熊本の広がり

に比べてややおくれをとっているように感じる

んですけれども、県として、がんサロンの広報

の強化や開催機会の拡充、また関係機関との連

携強化に努めていくおつもりはないか、部長へ

お伺いします。

お話がありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したがんサロンは、がんの患者団体や医療機関

などが運営主体となっておられまして、交流や

情報交換をする場でございます。これにより、

参加者は不安や孤独感を軽減することなどがで

きるものと思います。その中には、医療関係者

ががんに関する知識や情報を提供しているもの

もありまして、このような活動は大変有意義な

ものであると考えております。県としまして

は、がんに関する治療や療養生活全般、医療機

関に関する情報などの相談対応については、が

ん診療連携拠点病院等に設置されております、

がん相談支援センターを中心に体制整備を進め

ているところでありますが、今後とも、このセ

ンターとがんサロンで相互に情報共有を図って

いただくとともに、テレビによる啓発やリーフ

レットの作成・配布等により、広報の充実に努

めてまいりたいと考えております。

この質問を担当とやりとり等○清山知憲議員

する中で、いろんな課題が浮き彫りになって、

非常に有意義な時間だったと思っております。

何をがんサロンとみなすかとか、拠点病院の相

談支援センターとのかかわり、また県職員との

かかわり。例えば、熊本県なんかでは県の職員

が積極的にがんサロンに出向いて、お互いコミ

ュニケーションをとっておりますし、今後そう

したかかわりのあり方なんかについても頑張っ

ていただきたいなと思っております。

続いて、医師不足、特に小児科医の不足につ

いて取り上げますが、宮崎市は、ありがたいこ

とに年間365日、お正月もお盆も夜の７時から翌

朝７時まで、内科、外科、小児科、全部いつで

もかかることができる夜間急病センターが整備

されております。こうした体制は、県内だと宮

崎市と都城市だけであります。また、都道府県

レベルで見ても、必ずしもこれが当たり前じゃ

なくて、九州では佐賀市や大分市などは、全く

こうした体制にはなく、小児科で言うと午後10

時までの診療で、午後10時を過ぎると患者さん

たちで探してくださいというような体制になっ

ています。なので、こうした体制はいつまでも

当たり前のものではなくて、いつなくなっても

おかしくないものではありますが。

近年、小児科医の高齢化に伴い、今から３年

後には、宮崎市内でも午後11時以降の深夜帯に

勤務する小児科の60歳未満の医師が６～７人程

度まで激減することが予想されています。そう

なると、まず深夜帯の診療を中止するというこ

とが現実的なものとなってきます。そこでま

ず、県内の小児科医の年代構成と全体の数の推

移、それから他県の医学部からの派遣状況につ

いてお伺いします。

まず、県内小○福祉保健部長（日隈俊郎君）

児科医の年代構成についてでありますが、厚生

労働省の調査により、現在、比較検討可能な平
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成24年と26年を比較しますと、30代から50代ま

でがそれぞれ30名前後で推移しておりまし

て、60代以上が32名から35名と若干増加してお

ります。また、本県の小児科医の数ですけれど

も、新医師臨床研修制度が実施されました平

成16年の129名から、平成26年は132名と若干増

加しております。

次に、他県大学から常勤で派遣されている小

児科医の数でございますが、平成28年４月現在

で、福岡大学から都城市郡医師会病院に２名、

熊本大学から都城医療センター及び県立延岡病

院に、それぞれ５名となっております。なお、

国立病院機構宮崎病院には、大分大学から平

成26年度は３名、27年度は１名派遣されており

ましたが、28年度は、大分大学からの派遣にか

わり宮崎大学から２名派遣となっております。

県内全体の小児科医の数、ま○清山知憲議員

た年代別の数も、それほど減ってはいなさそう

です。しかし、川南の病院は、今あったように

大分大学が引き揚げてしまい、宮大がカバーす

るようになりました。また、都城は福岡大学、

熊本大学からの派遣に大きく依存しており、特

に熊本大学は、都城と延岡それぞれに常勤の小

児科医を５人ずつ、合わせて10人も派遣してく

ださっていて、これは大変ありがたいんですけ

れども、リスクでもあると認識しなければいけ

ないと思います。こうした他県医学部への依存

や急病センター当直医師の高齢化、そして、従

来あるように県立こども療育センターの常勤小

児科医の確保など、小児科をめぐる県内の状況

は大変厳しいんですけれども、県の認識と今後

の取り組みについてお伺いします。

子育て支援な○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ど少子化対策に取り組んでいる中、お話にあり

ました夜間急病センターの当直医師の確保を初

め、小児科医を含めた医師の確保は、県全域に

わたる大変重要な課題であると認識しておりま

す。このため、宮崎大学医学部への地域枠、地

域特別枠の設置や、医学生への医師修学資金の

貸与、地域医療・総合診療医学講座の設置を初

め、特に小児科医の確保を図るために、小児科

専門医を目指す後期研修医に対し研修資金の貸

与を行っているところであります。今後とも、

宮崎大学医学部等と連携を図りながら、小児科

医の育成・確保に取り組んでまいりたいと考え

ております。

この小児科の問題は、一体何○清山知憲議員

が本当に効果のある施策か考えながら、ぜひ真

剣に取り組んでいただきたいと思います。

次に、病院局長へお伺いします。県立病院

は、我が県にとって死活的に重要な若手医師の

養成機関、また受け皿として、宮崎大学に並ぶ

非常に重要な位置を占めるんですけれども、こ

の直近５年間で県立宮崎病院を基幹型研修病院

として初期研修を終えたドクターのうち、県外

へ転出した数、そして県立宮崎病院へ残った

数、宮崎大学医局へ入局した数について、それ

ぞれお伺いいたします。

県立宮崎病院を基○病院局長（土持正弘君）

幹型病院として初期臨床研修を修了した医師で

ございますが、平成23年度以降の５年間で計33

人であります。そのうち県外病院への転出者

は18人、県立宮崎病院に残った医師は５人、宮

崎大学医学部医局に入局した医師は10人となっ

ております。

過去５年で33人のうち18人が○清山知憲議員

県外へ、半数以上が転出しているという数字で

す。これは率直に考えて、基幹的な県立病院と

しては大きな課題であると認識する必要がある

と思います。今後の新専門医制度を見据える
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と、ますます宮崎大学の県内における役割は大

きくなり、また、宮崎大学医局に入局するとい

う進路も重要になってくると思いますけれど

も、今後、県立宮崎病院として研修医の県内定

着を図るためどう取り組んでいかれるおつもり

か、病院局長へお伺いします。

議員御指摘のとお○病院局長（土持正弘君）

り、県立病院において初期臨床研修修了後のい

わゆる後期研修医をふやしますことは、医療体

制の充実を図る上で大変重要であるとともに、

数多くの医師を県立病院に派遣していただいて

いる宮崎大学医局の入局者をふやしますこと

も、また重要であると考えております。このよ

うなことから、平成25年度から後期研修医研修

資金貸与事業を実施しておりますが、この事業

は、宮崎大学において後期研修を行う医師を対

象としていることから、宮崎大学各医局と連携

して、その活用を図りますとともに、平成30年

度から予定されております新たな専門医研修制

度における、専門医を養成するための研修プロ

グラムにおいても、宮崎大学や県内医療機関と

も連携しながら、魅力ある研修プログラムの策

定に努めているところであります。今後とも、

宮崎大学や関係機関としっかりと連携を図りな

がら、後期研修医の県内定着に努めてまいりた

いと考えております。

研修医は、初期研修２年間の○清山知憲議員

中でさまざまな指導医や先輩医師と出会って、

その中で進路を定めていきますけれども、県立

宮崎病院の研修医は、圧倒的に宮大医学部との

接点が少ないと思います。今後、何かしら取り

組みをぜひ考えていただきたいとお願い申し上

げます。

次に、看護師不足に移りますけれども、県内

の多くの医療機関・施設において、看護師不足

が非常に深刻になっておりますが、県内で就業

している看護職員の数と現在離職中の看護職員

の数、そして県ナースセンターへの届け出数に

ついて、部長へお伺いします。

県内で就業し○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ている看護職員につきましては、国の調査によ

りますと、平成26年12月31日現在で２万554人と

なっております。また、県内の潜在看護職員に

ついてでございますが、正確に把握することは

困難でありますけれども、厚生労働省の2010年

の推計では、全国では約71万人と言われている

ところであります。離職した看護職員の県内の

届け出数は、制度のスタートした昨年10月から

ことし７月までに151人となっております。

潜在看護職員、離職中の看護○清山知憲議員

職員が全国で70万というと、宮崎県内に直すと

約8,000人と推計することもできるようです。そ

うすると、ナースセンターへの登録というの

は151人ということで、ほとんどカバーできてい

ないと。これだとなかなか潜在看護師の実態も

把握することができないし、求人情報も的確に

届けることもできないということで、昨年10月

より努力義務となったナースセンターへの届け

出制度の周知、そして広報について、県として

より一層取り組んでいくおつもりはないか、部

長へお伺いします。

この看護職員○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の届け出制度でございますけれども、これま

で、関係団体の協力を得ながら、県内医療機関

等への情報提供を行うとともに、県政テレビ番

組あるいは新聞広告等を活用し、制度の周知を

図ってきたところであります。しかしながら、

制度がスタートして間もないことから、全国的

にもまだ認知度が低いというような状況もござ

いまして、届け出件数も少ない状況にありま
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す。この制度は、看護職員の潜在化の防止や復

職促進に役立つものと考えておりますので、県

としましては、引き続き制度の周知に努めると

ともに、加えまして、関係団体と連携し、医療

機関等に対して在職中の看護職員への働きかけ

も要請するなど、さまざまな機会を捉えて、届

け出の促進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ぜひお願いしたいと思いま○清山知憲議員

す。

次に、質問を変えて、県土整備部長へ、県内

より要望を受けた件についてお伺いします。ま

ず、公共事業については、その発注や施工時期

の平準化は、建設業の経営基盤の安定や人材確

保のためにも非常に重要ですが、ことし、宮崎

県はゼロ県債の設定に10数年ぶりに取り組み、

発注時期の前倒しや早期の予算執行に取り組ん

だところでございます。さらに、交付金の活用

を見込んだゼロ県債の設定まで行うことができ

ますよということで、ことしの２月に総務省と

国土交通省から通知があったところでございま

す。この交付金の活用を見込んだゼロ県債の設

定について、今後取り組むおつもりはないかお

伺いをいたします。

ただいま御○県土整備部長（東 憲之介君）

質問にありましたように、ゼロ県債につきまし

ては、工事発注が少ない端境期の事業量の確保

や、年間を通じた施工時期の平準化につながり

ますことから、県土整備部の県単公共事業にお

いて、お話がありましたように、本年２月議会

で約10億円の設定について議決をいただきまし

て、３月末までに発注したところであります。

御質問のありました、今回、国の交付金事業に

おいてもゼロ県債の活用が可能とされましたこ

とから、一層の効果が得られるよう、県単公共

事業に係るゼロ県債とあわせまして積極的に取

り組むこととし、現在、11月議会への提案に向

けて、前倒しして発注できる事業やその規模な

どについて、国の補正予算の動向も踏まえなが

ら検討を行っているところでございます。

交付金活用を見込めると、相○清山知憲議員

当金額の大きな事業まで発注の前倒しが期待で

きるということで、よろしくお願いいたしま

す。

次に、県は、ことし１月に総合評価落札方式

の実施要領について見直しを行い、「地産地

消」という項目を評価項目として設定しまし

た。そこでは、県産資材の活用という視点で評

価されておりますが、しかし、他県の原材料を

使用して本県で製造された資材についても、地

産のものとして扱っております。例えば、木材

なんかも県外の木材や、コンクリートなんかも

県外の骨材を使っても、県内で製造・加工され

ていればそれで評価するということですが、こ

れを県内産の木材や骨材といった原材料を用い

た場合はさらに評価するというやり方につい

て、県としての考えをお伺いします。

御質問の県○県土整備部長（東 憲之介君）

内産の原材料を用いた場合をより評価すること

につきましては、原材料を県内から全て調達で

きない場合もあることから、対象とする品目や

その使用割合の設定、県内産の原材料であるこ

との明確な確認方法、さらには、これまでの取

引の関係など、さまざまな課題があると考えて

おりまして、他県においても事例がない状況で

ございます。公共事業における地産地消は、県

内産業振興の観点から大変重要であると認識し

ており、県内産原材料の利用促進につきまして

も、毎年、建設資材の製造関係団体に協力要請

などを行っているところであります。今後と
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も、幅広く関係団体の意見を伺いながら、公共

工事の地産地消にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

県内企業の影響も慎重に考慮○清山知憲議員

しなければいけないということですが、骨材、

木材含めた県産材活用のために今後どうしたこ

とができるのか、当局としても考えていただき

たいと思います。

次が最後の質問になりますけれども、先月、

総合政策部が主催した「データの力を地域に活

かす」というテーマの講演会、ここでは講師と

して、「統計学が最強の学問である」の著者で

あり、私の大学の同級生にも当たる西内啓さん

が呼ばれて話をされましたが、その内容を受

け、どのような知見が得られ、今後の政策にど

のように生かしていきたいと考えておられるの

か、総合政策部長へお伺いします。

今回の講演○総合政策部長（永山英也君）

は、データの魅力と威力を実感していただくこ

とで、データを積極的に活用する地域の人材を

養成する目的で開催をいたしました。講演会で

は、携帯電話の位置情報や決済機能で把握した

人の移動や消費動向を観光振興に活用する事例

の紹介や、施策展開における統計データを用い

た現状分析、効果検証の重要性などについて講

演をいただきました。参加者からは、「ビッグ

データを活用した先進的な取り組みや、客観的

なデータに基づく判断の必要性が理解できた」

などの声がございました。

厳しい財政状況の中、効果的な施策を講ずる

ためには、データに基づいて、可能な限りでは

ありますけれども、現状と施策、その成果目標

の因果関係を分析すること、また、その成果に

ついて、データに基づいて適正な評価を行うこ

とが重要であろうと認識しております。県とい

たしましては、これまで以上に幅広いデータの

収集に努めますとともに、データを的確に分析

できる人材育成と、組織横断的に活用する環境

づくりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。特○清山知憲議員

に、データをただ見て判断するというだけじゃ

なくて、データにだまされない、その背後にあ

る真の因果関係に注目するという点が非常に重

要だと思います。

ただ、データに基づいて判断しているつもり

でも、大きく間違えることはよくある話で、例

えば、朝御飯を食べている子と学力に相関関係

がある。だから朝御飯を食べると学力が高くな

る。これは間違いです。その背後には、家庭の

経済力とか子供の育て方といったような交絡因

子が潜んでいるわけで、いわゆる疑似相関と言

われるデータになります。もしくは、イソジン

でうがいをすれば風邪予防になるかということ

も、これは単純に、消毒薬でのどのばい菌を駆

除すれば風邪予防になるだろうという机上の論

理、理屈で考えているわけで。これは実際

に2005年に論文になりましたけれども、日本人

が大規模な臨床試験をやった結果、ただの水道

水でうがいをしたほうが風邪の予防になったと

いうエビデンスが出てきております。これが風

邪予防のうがいに関する唯一のエビデンスで

す。結局、複雑な人間なんて理屈どおりにはう

まく扱えないというのが、非常に大きな教訓な

んですけれども……。

もう質問はしないんですが、最後に少しそう

したことを述べさせていただきたいと思うんで

すけれども。郷土の偉人に、高木兼寛という、

医師でもあり政治家、実業家がいますけれど

も、彼ほどその功績を誤解されている人間はい
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ないと感じております。「ビタミンの父」と言

われるんですが、彼はビタミンを発見したわけ

でも、ビタミンがかっけの原因だと主張したわ

けでも決してなくて、彼の歴史的な意味は、一

言で言うと「日本における疫学の祖」とでも言

うべき人物で、日本で初めて大規模な臨床試験

をして、日本で初のエビデンスをつくり出した

人物でございます。疫学というのは、広い意味

で言うと、病気だけでなくて人間集団というも

のを統計学的に扱って、そこからさまざまな洞

察を得られるという学問であり この説明を―

宮大の医学部の授業なんかですると、ほとんど

の医学生が驚いて、「全然そんなこと知らな

かった。高木なんて全然知らんかった」という

ことで、非常に残念なんですけれども。

この高木兼寛という人は、疫学の発祥地であ

るイギリスに日本人として初めて臨床留学をし

て、帰国してから彼がやったことというのは、

当時、原因不明だったかっけにかかる患者の集

団とかからない集団を真摯に科学的に観察し

て、その集団の違いに着目したところ、食事と

いう仮説を立てて、じゃ食事を変えてみようと

いうことで、軍艦「筑波」を使った大規模な臨

床試験を行って、それを実証することに成功し

て、かっけの予防法を確立したんです。しか

し、当時は、病気の原因は感染症であって、ま

さか食事に病気の原因があるなんて誰も考えも

つかないような時代です。もちろんビタミンな

んて顕微鏡で見えないですから。微生物は顕微

鏡で見えていた時代ですけれども。ですから、

高木は、かっけの原因というのはビタミンじゃ

なくてたんぱく質だとずっと思っていて、それ

は結果的に間違っていたんですけれども、そう

したことはもうどうでもいいわけです。エビデ

ンスが重要なわけで、理屈は後からついてくる

ということです。こういう発想は、「論より証

拠」と言われていて、言いかえると「論よりエ

ビデンス」とでも言うべきものかもしれません

けれども。このエビデンスという言葉自体も、

いまだにこの現代でも、高木の時代からなかな

か理解が進まなくて誤解をされているんです

が、単なる生データとか客観的な事実ではなく

て、今の時代の概念で言うと、何らかの因果関

係を示唆する統計学的なデータ、事実をエビデ

ンスと呼んでいるわけです。

こうしたエビデンスを実際のプラクティスに

生かす手法というのは、1980年代の医療に始

まって、そこから教育、社会科学の分野に広

がっていって、実際にイギリスとアメリカでは

先進的に政策に取り込むような手法があって、

エビデンスベースドイニシアチブとかポリシー

メーキングとか。オバマ政権でも非常に強力に

推進されてきたんですけれども、具体的に何か

というと、実際にやり方を比較してみて、10代

での妊娠を減らした性教育プログラムとか、貧

困家庭に対する看護師の派遣プログラム、もし

くは失業率を実際に減らしたような雇用プログ

ラム、そうしたものが実際にエビデンスが確認

され、実行されていっております。

政治・行政という分野では、私もよくそのわ

なにはまるんですけれども、特にこの日本では

演繹的な発想が好まれます。先に原理原則論が

あって、そこから個別の事象を推論したり論述

する。しかし、そうじゃなくて、実際に今の政

治・行政の分野でもエビデンスが明らかな政策

というのは一部ありますし、また、エビデンス

の蓄積がない分野も幅広く物すごくあるんです

けれども、そうしたところで、仮説に基づい

て、論に基づいて何かの政策を実施するにして

も、それは後で正しかったかどうか検証可能な
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形でデザインをして、後で検証することなくし

ては、それが実際に事後的に正しかったかどう

かというのはなかなかわからない話で、全部政

策がやりっ放しに終わってしまうという話でご

ざいます。

いろいろ長々申し上げましたけれども、私た

ちが見ている世界は非常に複雑で、世の中、正

解の政策がわからない課題ばかりです。例えば

宮崎県では、高い自殺率とか、肥満率が高いと

か、県内就職率が高校生は低いとか、県民所得

が低い。その背後にある因果関係がわかってい

ないものがあって、仮説に基づく政策をやらざ

るを得ないことが多いかもしれませんけれど

も、郷土の偉人である高木兼寛の教訓に倣っ

て、そうした背後にある因果関係というものを

しっかり見通しながら、政策形成の現場では考

えていくことが大事であると最後に申し上げ

て、私からの質問といたします。

ありがとうございました。（拍手）

ここで休憩いたします。○宮原義久副議長

午後２時50分休憩

午後３時９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、中野一則議員。

〔登壇〕（拍手） 学校で言っ○中野一則議員

たら課外なのに、みんな残っていただいてあり

がとうございます。

世界の人口は爆発的にふえております。なの

に日本の人口はいよいよ減少が続いておりま

す。まだまだこれが進む。宮崎県の人口も減少

いたしております。私のふるさとえびのの人口

は、昨年の１月から２万以下になりました。こ

れには市民みんなショックでありました。けれ

ども、市長を先頭に、それこそ官民一体となっ

て何とかえびの市を活性化しようということで

頑張っているところでございます。

そういうえびのが頑張っている姿とか、えび

のというところは本当は交通の便もよくて、地

理的にも大変すばらしいところなんです。住ん

でよし、生活してよし、そういうえびのを紹介

するのも私の務めだと、こう思っております。

機会あるごとにそういうことも交えながら話を

していきたい、こう思っております。

ところで、私のうちの宗教は浄土真宗であり

ます。この前、お寺に久しぶりに行きました。

時間もありましたので、お御堂でずっといろい

ろ見ておりましたら、そこに浄土真宗の教義と

か宗風というものが書いてあって、その宗風の

一番最後にこんなことが書いてありました。現

世の祈禱やまじないは行わない、迷信に頼らな

い、それが浄土真宗だと、こういうことです。

これを見て、苦しいときの神頼みではありませ

んが、いつも神仏に祈願する私としては、不真

面目な信徒だったなと、つくづく反省をしたと

ころであります。

えびのというところは、祈願する場所がたく

さんありますから、それを２つ、３つ紹介して

おきます。

まずは、皆さんが御存じの金松法然、ほとん

ど毎日のように誰か彼かが祈願に来ていただき

ます。特に受験シーズン前には、県内はもちろ

ん、県外からもかなりの方が来られます。そう

いうところで、もう御存じだと思うんですが、

ここは２つの決まりがあるんですね。まず、地

元の焼酎「明月」を備えないかん、これが１

つ。もう１つは、よこしまというか、余計に２

つも３つも一緒に祈願したらだめなんです。一

事だけ祈願する。だから、地元ではこれを「一
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事さあ」とも言うんです。金松さんのことを一

事さあとも言うんです。これは本当によく効い

て、みんなお礼もまた一生懸命来られます。ぜ

ひ、皆さん方の子供さんやお孫さん、受験シー

ズンになったら来ていただきたい、こう思って

おります。

それから、えびのは「田の神さあ」のまちで

ありますが、その中でも、えびの高原に行く途

中に末永という地区がありますが、そこの田の

神さあは、本当に豊作の田の神さあなんです。

これを粗末にしたら必ず不作になる。米はとれ

ません。これを大切にして、いつもみんなが

守っていけば、祈願していけば、豊作は間違い

ありません。米もたくさんとれます。現にＪＡ

えびの市の米の商標は、ここの田の神さあが商

標になっているんです。だから、特Ａ米も末永

の田の神さあのおかげかなと、こう思っている

ところなんです。

この田の神さあは、実はもう一つ言うことを

聞いてくれるんです。これは子宝の田の神さあ

なんです。特に夫婦でここの田の神さあに行っ

て、頭をきれいになでると懐妊間違いなし。必

ず子供が生まれる。これは有名な話なんです。

試される方は行ってなでてみてください。お願

いいたします。

それから、あと一つ紹介しておきたいと思う

んですが、えびのにはあちこち、いろんな「ほ

しゃどん」という方がいらっしゃいます。ほ

しゃどんというのは祈禱師のことです。今で言

えば星占い師。私の家の近くにも、女性の方

で、もう故人なんですが、ほしゃどんがおられ

ました。この方は非常に効く方で、当たらんこ

とがない。全て当たる。千里眼があるというん

ですか、隣の地区にちょっとけちなおじさんが

おりまして、その方を例えばＡさんとしておき

ますが、そのＡさんがどうしても自分の財布が

見つからぬ。しかも、その財布はへそくりの財

布だったものだから、奥さんを初め家族に聞く

わけにはいかぬ。それで、これは困ったという

ところで、「そうだ。あのほしゃどんに頼めば

いい」ということで、ほしゃどんのところに行

くことになったんです。

行きよったら、やはりお願いするのにただで

はいけませんから、何か持っていかないかんと

いうことで、途中、酒屋さんに寄って、焼酎を

１本買った。そして、行く途中で日ごろのけち

な部分が出てきて、その入り口になったら、も

し当たらんかったときは損だなという気がし

て、ほしゃどんの門口の垣根にこっそり焼酎を

隠して、何も持たずに行った。行って、実はこ

うこうして財布が見つからないとお願いした

ら、ほしゃどんが祈禱を始めて、しばらくした

ら、「Ａさん、あなたの財布はわかりました

よ。あなたの家の中にあります。しかも、あな

たのあそこの棚の中にちゃんとしまってありま

すよ」と。そうしたら、そのＡさんも「ああ、

じゃった。あそこに置いたんじゃった」と思い

出された。そして、お礼を言って、「本当にあ

りがとうございました。助かりました」と言っ

て、ほしゃどんのうちを出て行く。出て行った

ときに「Ａさん」と、またほしゃどんから声を

かけられたんです。振り向いたら、ほしゃどん

が、「あなたは帰るときには門口の垣根の焼酎

は忘れないで帰ってくださいね」と、こう言わ

れて、恥をかきながら赤面で帰られた。そのく

らい当たるほしゃどんでありました。

そういうことで、長々とこういうことを言い

ましたが、えびのには祈禱する場所がいろいろ

ありますから、知事を初め、お困りのときに

は、また我々は選挙をせないかん身ですから、
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まずはえびのに来て、金松さんやら、田の神さ

あなどに祈願してもらうとありがたいがなと、

そして帰りには白鳥温泉やえびのの温泉、京町

の温泉につかって帰ってもらえば、えびのの活

性化になる、こう思っているところでありま

す。今回は、えびのの紹介はそれぐらいにして

おいて、今から質問に入りたいと思います。

先月の23日に、ことしの最低賃金の改定額が

決まりました。宮崎の労働基準局が主宰するわ

けですけれども、最低賃金審議会で、昨年より

も21円プラスで714円になりました。ところが、

全部を照会してみたら、これまた昨年に引き続

いて全国最下位でありました。何とかならん

かったかなという気もいたしますが、この状況

を知事はどのように評価されるのかということ

をお尋ねして、後の質問は質問者席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

最低賃金についてであります。本県の最低賃

金は、最低賃金法に基づき、厚生労働省の中央

最低賃金審議会が示した各県ごとの引き上げ額

の目安を参考にしまして、宮崎地方最低賃金審

議会において議論され、その答申を受けて、宮

崎労働局長が決定することになっております。

このたび、平成28年度の本県の最低賃金が決

定され、昨年度より21円アップし、714円と、初

めて700円台になったわけでありますが、昨年度

に引き続き、全国最下位となりました。宮崎に

おける審議会の審議過程においては、本県の産

業構造や物価水準などさまざまな要因をもと

に、ぎりぎりの議論がなされ、この答申がなさ

れたものと考えているところであります。以上

であります。〔降壇〕

最下位、ことしは宮崎と沖縄○中野一則議員

県でありました。昨年までは、これに鳥取県、

高知県があったわけですけれども、鳥取県、高

知県においては、先ほど言われた目安、これに

１円増しで決定して、最下位は沖縄県と宮崎県

だけになってしまった、こういう状況なんです

ね。みんなから見れば、給料の一番安いところ

は沖縄県と宮崎県だと、４県が２県になりまし

たから、いよいよ残されたという感じで、これ

はどういうことかということになると思うんで

す。審議会が決めるわけですから、これを行政

の長が云々というわけにはいかない。そうする

と、審議会の形骸化ということにつながります

から、できないとは思うんですけれども、高知

県のことが新聞に載っておりましたが、高知県

は、人手不足を何とかしたい、若者の流出を何

とかとめたい、そういう機運があって、恐らく

目安を１円上げたんだろうと、そういう記事で

ありました。

だから、知事は、そういう機運づくりとかを

されておけば、宮崎県も高知県みたいになった

んじゃなかろうか、こう思うんです。来年はそ

ういうところがもっとふえるんじゃなかろう

か。この目安よりもプラスされた県が全部で６

県ありましたから、来年、沖縄もそうするかも

しれない。いよいよ残る。だから、今から来年

に向けて、知事はそういう機運づくりをして、

宮崎県が一人最下位だったということにはなら

ないようにしてほしい。そういう機運づくりを

される意欲があるかないかを、知事にお尋ねし

たいと思います。

この最低賃金の決定の○知事（河野俊嗣君）

され方は、先ほど答弁したとおり、中央の審議

会が示した引き上げ額の目安を参考としまし

て、地方の審議会において議論され、決定され

るものであります。御指摘のとおり、若者の県
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内就職も大変重要な課題となっている状況の中

で、今回のような全国最低となったということ

が、どういう形のメッセージとして伝わってい

くのか、それについては重く受けとめておると

ころでございます。しっかり関係者が議論して

いくことというのも非常に重要ではないかと受

けとめておるところであります。

きょうの議会でも、高校生の○中野一則議員

県内就職率は全国最下位、２年連続というのが

何回か出たし、報道もされました。先ほどは、

知事もそれに触れられました。若い世代の労働

力が流出している。えびのでも、ちょっとした

お店でも人手不足なんです。なかなか人を雇え

ないというのが現実です。「中野さん、何とか

してほしい」と、そういう声をよく聞くんで

す。そのぐらい人がどんどんいなくなってい

る。そういう状況でありますから、そこへ全国

で一番給料が安いところというイメージが定着

したら、いよいよ若い人がいなくなる状況にな

ると、私は非常に懸念いたします。ここはひと

つ、知事が指導力を発揮して、そういう機運づ

くりをやって、来年は１県残されることがない

ように取り組んでほしい、このように思いま

す。再度、決意のほどを知事にお伺いしたいと

思います。

直接この最低賃金の決○知事（河野俊嗣君）

定過程について知事が意見をということは、な

かなか難しい状況でありますが、先ほど申し上

げましたように、本県の置かれた状況、若者の

就職率の向上というものが非常に重要な課題と

なっている中で、どのようなことが考えられる

のか、しっかり産業界も含めて議論を深めてい

くことが大変重要であろうかと考えておりま

す。

次に、台湾との交流について○中野一則議員

お尋ねしていきたいと思います。

この質問をするきっかけは、10月31日から

チャイナエアライン、宮崎１便運休というニュ

ースが飛び込みました。それで、もっと台湾と

の交流を平素からすべきではないか、そういう

思いがあって質問に選んだところであります。

今、言ったとおり、10月31日から１便、宮崎

―台北間が運休になります。調べてみたら、九

州・沖縄間で週38便、チャイナエアラインの便

があるんです。そのうち宮崎県の１便だけが運

休になる。これを発表してから10月31日までに

は３カ月あるわけですから、何とか回避できな

かったものかなと。要は、乗客数がふえればい

いんですから、60％が基準とか、何とかいうこ

とを聞きました。それが50数％になっていると

いうことから運休となったわけですから、私

は、それこそ知事のリーダーシップでいろんな

ところに呼びかければ、すぐ翌日から乗客がふ

えたんだと思いますよ。やりようがあったと思

うんです。そこら辺のリーダーシップぶりを発

揮していただきたかったとつくづく思ったわけ

ですが、その１便運休についてどのような所感

をお持ちか、知事にお伺いいたします。

台北線につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、本県のグローバル戦略を進める上で大変重

要な路線と認識しているところであります。熊

本地震の後、インバウンドの搭乗率の低下とい

うことで、大変危機感を持って、海外でのプロ

モーション等に取り組んできたところでありま

すが、今回、減便というような検討をされてい

る情報を入手した時点で、直ちに担当次長を

チャイナエアライン本社に派遣しまして、私か

らの親書をお渡しするとともに、利用促進策に

ついても協議をさせたところであります。

重ねて８月には稲用副知事を本社に派遣し
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て、路線の維持、便の回復について要望を行っ

たところであります。その際、私への伝言とし

まして、「熊本地震の影響で利用が落ち込み運

休せざるを得ない状況となったが、便の回復に

向けて、県と協力して利用促進に取り組んでい

きたい」、そのような会社の方針でございまし

た。このことから、今回、緊急対策として御審

議をお願いしております、利用促進の強化に係

る事業を初め、搭乗率の向上に全力で取り組み

ますとともに、私自身も、できるだけ早い時期

にチャイナエアライン本社を訪問し、便の回復

について要請してまいりたいと考えておりま

す。

知事も行かれるという話であ○中野一則議員

りましたが、遅きに失したということがないよ

うに速やかにやっていただきたい、こう思って

おります。

60％を割ったという数字は、宮崎の国際路線

は香港とソウルがありますね。台北よりも向こ

うのほうが搭乗率は低いですね。それなのに台

北航路が運休ということになっているわけで

す。だから、他の路線も含めて、安閑としてお

れない状況だとはわかりますが、やはりリーダ

ーシップを発揮していただきたかった。次長に

は親書を、副知事には伝言という話でありまし

たが、台北に行かれた稲用副知事は、運休回避

は何とか説得されたと思うんですが、その辺の

ことや、再開のめどとか、そういう感触はいか

がだったでしょうか、お聞きしたいと思いま

す。

知事の指示がありま○副知事（稲用博美君）

して、私は、チャイナエアライン本社を訪れま

して、副社長と直接話し、要望いたしました。

熊本地震の影響が非常に大きくて、すぐすぐに

は搭乗率が回復しないので、やむを得ず次のダ

イヤで１便減便するということでありました。

ただ、これは恒久的な措置ではないということ

は、はっきり向こうのほうからお聞きしました

し、できるだけ早くもとの便に戻したいという

ふうなお話もいただきました。ただ、そのため

には搭乗率がアップしてこないといけないとい

うことで、チャイナエアラインの副社長から

も、県と一緒になって利用率向上に取り組んで

いきましょうというようなお言葉をいただきま

した。今回、補正予算でお願いをしております

ので、この予算等も活用して、何とか利用率を

上げて、早い時期にもとに戻すように頑張りた

いと思います。

再開の可能性はあるというこ○中野一則議員

とですから、一安心はしているわけですけれど

も、しかし、搭乗率が向上しない限りはどうに

もならんわけですから、いかにして搭乗率を上

げるかということの対策だと思います。

そういうことを含めて、これは３航路を含め

ての事業でありますが、今回、議会に提案され

ている国際定期路線維持に向けた緊急対策事

業、ほかもありますが、台北路線に特化してお

答え願いたいと思うんですけれども、宮崎―台

湾間、平成27年に台湾から日本に何人来たかと

いうデータ、27年は368万人、これを台湾の総人

口で割ってみましたら、実に台湾の15.7％が日

本に来ている。大きな数字なんです。それでも

毎年どんどん右肩上がりで上がっている。熊本

地震と言われるけれども、台湾から日本に、こ

としも10％ぐらいずつふえているんですね。そ

の中でのこの運休路線です。片や、日本から台

湾に行く人、173万人、約半分ですね。そして、

これを日本の総人口で割ってみたら、わずか1.4

％なんです。宮崎県のデータがないということ

でしたから、日本ということでしましたが、台
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湾から来るほうは15.7％なのに、行くほうはわ

ずか1.4％なんです。だから、これをもっともっ

とふやしていかなければならんなと、こう思う

んです。総合政策部長には、宮崎から台湾に行

く対策の取り組みをお尋ねしたいと思います。

県では従来か○総合政策部長（永山英也君）

ら、国際定期便の利用促進事業に取り組んでい

るところでありますけれども、先ほど知事、副

知事の答弁にありましたように、台湾線の便の

回復のためには、より一層の利用促進を図る必

要がございます。今回の補正予算でお願いして

おります「国際定期路線維持に向けた緊急対策

事業」におきましては、モニターツアーの実

施、県内からのグループ旅行への補助、あるい

は旅行商品の割引への支援、県内におけるテレ

ビ等を活用したＰＲ等々を行いまして、まず県

内からの送客、アウトバウンドをふやし、ある

いはインバウンドについてもしっかりふやしな

がら、取り組んでいきたいと思っております。

具体的な事業の実施に当たりましては、航空会

社と十分連携し、話をしながら進めていくこと

としておりまして、これらの取り組みにより搭

乗率を上げる、安定的に60％、できれば60％台

の後半を目指してしっかり取り組みまして、早

期の便の回復に努めていきたいと考えておりま

す。

さっきから言うとおり、何人○中野一則議員

乗ってくれるかという問題です。日本から行っ

た人はまた帰ってもらうわけですから、この事

業がなくても、いろんな関係機関やいろんな

トップの人たちに、知事を先頭に皆さん方がお

願いすれば、これはにわかにふえると思うんで

す。そこも含めてこの事業に取り組んでほし

い。よろしくお願いしておきます。

次に、商工観光労働部長にお尋ねしますが、

さっきから言うように、台湾から日本にはたく

さん来るわけです。日本に来るんだけれども、

宮崎の空港に来ないというのが課題、問題なん

ですから、これを来るようにするためには、い

ろいろな政策をせないかん、誘致運動をせない

かん、こう思うんですが、具体的取り組み等を

含めて、商工観光労働部長に御答弁を願いま

す。

台湾から○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の誘客の取り組みといたしましては、まず、熊

本地震の後、速やかに台湾を訪問し、チャイナ

エアラインや旅行会社に対し、本県の観光地の

状況を説明いたしましたほか、新たなルートで

周遊する旅行商品の造成等を要請したところで

ございます。また、台湾の消費者に対しまして

は、テレビ番組の放送やメディア等を招聘し、

それらを通じまして、本県の観光地の魅力をア

ピールするとともに、国の交付金を活用した旅

行商品の割引によって、本県への誘客促進に努

めているところでございます。今後は、大分県

や金融機関と連携したモニターツアーの実施や

旅行博覧会への出展など、さまざまな誘客対策

を行い、台湾からの観光客数の回復を図ってま

いりたいと考えております。

宮崎からは、月、水、土だっ○中野一則議員

たのが、月曜日が運休になれば、いろんな旅行

のローテーションが狂いますから、水、土も搭

乗率がどんどん下がる可能性もありますので、

うまく具体的に進めてほしい、このように思っ

ております。どうか頑張っていただきたい、こ

う思います。

それから、台湾との貿易振興策について商工

観光労働部長にお尋ねしたいと思います。宮崎

から台湾への輸出が現状で100億円ということで

ありますが、こういう取引も盛んになることで
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交流が深まるわけですけれども、具体的な取り

組み、あるいは将来の可能性、どのくらいまで

輸出がふえるものか、部長にお尋ねします。

県が実施○商工観光労働部長（中田哲朗君）

しております「貿易企業実態調査」によると、

ただいま議員がおっしゃったとおり、平成26年

の本県から台湾への輸出実績は、約100億6,700

万円と、国・地域別では５番目であり、本県に

とりまして重要な輸出先ということになってお

ります。

このため県では、これまでも輸出促進に積極

的に取り組んできたところでございますけれど

も、本年３月に策定いたしました「みやざきグ

ローバル戦略」におきましても、主要なター

ゲットの一つに位置づけ、引き続き重点的な取

り組みを進めることとしておるところでござい

ます。今後は、この戦略に基づき、関係部局は

もとより、ジェトロを初めとする関係機関とも

十分に連携しながら、見本市への出展や市場ニ

ーズに合致した輸出品目の掘り起こしなど、各

種施策の推進に努め、さらなる輸出拡大に取り

組んでまいりたいと考えております。

ぜひ、輸出がふえるように再○中野一則議員

度の御努力をよろしくお願いいたしたいと思い

ます。

逆に、輸入は半分の50億円なんです。だか

ら、これではやはり貿易の不均衡ということに

なりますから、輸入もふやしていかないかん。

やはり輸入するいろんなあれがあるんでしょう

から、その辺、もっと将来ふえていくような手

だても必要だなと。また、台湾企業の誘致、大

陸のほうにかなり集中しておりますが、今の新

しい総統は親日派だと言われておりますから、

その辺もお願いして、宮崎のフリーウェイ工業

団地もたくさんあいていますし、えびのはまだ

工業団地をつくろうとしておりますので、そう

いうところも含めて企業誘致を進めてほしい。

その辺の取り組みを商工観光労働部長にお尋ね

します。

先ほど申○商工観光労働部長（中田哲朗君）

し上げましたけれども、本年３月に策定いたし

ました「みやざきグローバル戦略」におきまし

て、海外からの投資の促進を含めて、しっかり

取り組んでいくということにしておりますの

で、関係市町村等とも連携しながら、本県の経

済の発展のためにしっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

輸出の100億円の中の農産物は○中野一則議員

わずか１億1,600万円なんです。私は、もっと農

産物が台湾に行っているかなと思ったら、今

言った金額でありました。それが現状でありま

す。これも将来を見越して、うんと輸出をふや

さないかん、ふやすべきだ、こう思っておりま

すが、農政水産部長のお考えをお聞かせくださ

い。

議員御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、台湾は日本から比較的近いこと、また

日本食等の浸透度合いが高い親日の国であるこ

とから、有望な輸出先である、そのように考え

ておりますが、牛肉については、ＢＳＥが発生

いたしました2001年９月から輸入が停止されて

おりますこと、また、農産物についても、独自

の残留農薬基準が適用されており、輸出品目が

限られていることなどの課題があります。

このため、県といたしましては、これらの規

制緩和に向けた政府間の交渉を進めるように、

引き続き国に強く要望してまいりたいと思って

おりますし、また、現場では、台湾の残留農薬

基準に合った産地づくりを進め、宮崎の農畜水

産物の輸出拡大に努めてまいりたいと考えてお
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ります。

次に、台湾との姉妹都市の締○中野一則議員

結についてお尋ねしていきたいと思うんです

が、これは全て知事にお聞きしたいと思うんで

す。現在、宮崎県と台湾とは、県はもちろんで

すが、市町村、どこも姉妹都市の締結をしてお

りません。ですから、ここは知事が指導力を発

揮して、県もそうですが、市町村への指導をし

て姉妹都市締結を促進すべきじゃないか、こう

思いますが、知事のお考えをお聞かせくださ

い。

交流の仕方はさまざま○知事（河野俊嗣君）

な方法があろうかと思います。台湾は、本県と

も地理的に近く、大変親日的であるということ

で、民間においてもこれまで、コーラスの交

流、スポーツの交流 先日も若い世代のソフ―

トボールのチームを招いて交流戦が、これは３

年続けてこれから行われるというものもござい

ます。また、本県出身の俳優永瀬正敏さんが台

湾映画「ＫＡＮＯ」、嘉義農林高校が甲子園に

出場したという映画の主演をされたということ

もあって、永瀬さんの台湾の写真展が行われた

り、いろんな接点があるところであります。

県におきましても、台中市における物産フェ

アの開催 これは私も現地に行きまして、ス―

ーパーでプロモーションを行ったり 、新北―

市の博物館との学術交流、高雄市の農業関係者

の交流など、さまざまな地域との多様な交流に

取り組んでおるところでございます。大事なこ

とは、こういう交流を深めていって、スポーツ

や文化、経済、そういう形での連携を深めてい

くことではないかと思っておるところでござい

ます。また、民放のテレビ局によりまして、本

県出身の大谷主水さんというタレントさんが現

地で活躍をしておられますので、その方に宮崎

の観光情報を提供するというようなテレビ番組

を今つくっていただいておるところでありま

す。そんな形で、いろんな形で交流を深めてい

きたいと考えております。

人とのつながりで不思議なつ○中野一則議員

ながりもあり、ちょっとしたきっかけで姉妹都

市なども結んでおられるようであります。私の

調査では、17ないし20市町村が姉妹都市を締結

している。残念ながら、都道府県は全く今のと

ころないんです。その先鞭で宮崎県が都道府県

の先頭を切って姉妹都市を結んでいただきた

い。今、聞いたら、いろんな締結するような材

料があるようですから、取り組んでほしいと思

うんですが、いかがですか。

海外との姉妹都市交流○知事（河野俊嗣君）

につきましては、本県としては幅広くいろんな

地域と、また、さまざまな分野について交流を

深めていきたい、そのような方針で姉妹都市に

ついては締結していないところでありまして、

引き続き、民間ベースも含めたいろんな交流の

蓄積をふやしていくこと、その結果、いろんな

連携協定というものがあり得るのではないかと

思っております。また、市町村においても、台

湾との、もし姉妹都市も含めた交流の締結とい

うことであれば、県としても支援に努めてまい

りたい、そういう基本的な考え方です。

私がいろいろ調べたら、今、○中野一則議員

連携協定と言われましたが、そういう協定と

か、あるいは覚書とか、観光何とか、交流何と

か、そういうレベルの締結もあるようですか

ら、そういうところからでも入っていただきた

い。九州では大分県がそういうことをやられて

おりますから、それ等もモデルにして何かやっ

てくださいよ。

私が言いたいのは、こういう台湾との交流を
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いろんな形で深めることで運休を減らせる。交

流ですから、飛行機で行ったり来たりせないけ

ませんから、週３便が週４便に、何便にとふえ

るんです。毎日運航ということになりますか

ら、ぜひそういうことも取り組んでいただきた

いという思いで質問させていただきました。

次に、畜産行政について質問していきたいと

思います。

来年、また全共があります。和牛オリンピッ

ク、３連覇を目指すわけですが、既に２連覇し

て、宮崎の牛肉は日本一おいしい、日本一だと

いうことを我々は自信を持っていろんな機会に

宣伝というか、言うわけですけれども、本当に

それが浸透しているのかなという気がしてなり

ません。

ことしの夏、実は２つの経験をしました。あ

る沖縄の人を介して中国地方の市長と会いまし

た。この市長は非常に牛肉が好きで、石垣でし

たが、石垣牛はおいしいということで、２人で

そこに行ったんです。昼間でしたけれども、こ

んなにおいしい牛肉はないと一生懸命食べてい

る。まあ、それなりにおいしかったですよ。や

おら食べた後に、しかし、宮崎牛はこんなもの

ではないと思って、その市長に「実は宮崎のは

日本一おいしいんですよ」と。「宮崎も牛肉が

あるの」「ありますよ。日本一なんですから。

和牛のオリンピックというのがあって、２連覇

をしているんですよ。来年は３連覇を目指して

頑張っている。そんなおいしい牛肉があるんで

すよ」と。中国地方で都市型の市長といえども

知らないのです。それが一点。

それから、もう一点は、私は県外の知人に牛

肉を送ろうと思って、県内のある有名な牛肉販

売所に行って、送る手続をしました。高いです

から、１人当たりがすぐ１万円を超えますよ。

送るときに、やっぱり宮崎牛を宣伝せないかん

と思って、パンフレットでもいいから、あるい

は和牛オリンピックで優勝したのでもいいか

ら、そういうパンフレットか何かそういうもの

も添えて送ってくださいと。そうしたら、そん

なものありませんでしたよ。ありません。一生

懸命、県や我々も取り組んでいるつもりだった

けれども、そういうものはないんですよ。その

ことをことしの夏、たまたま２件、経験しまし

た。だから、部長、日本一、日本一と言うけれ

ども、本当に全国にこういうのが浸透している

のかなと思います。部長の御認識をお聞かせく

ださい。

厳しいお話を○農政水産部長（郡司行敏君）

お伺いしたところでありますけれども、平成18

年度から実施しております「みやざきブランド

認知度調査」というのがございます。その結果

によりますと、大都市圏における宮崎牛の認知

度は、調査を開始いたしました平成18年度が34

％であったものが、平成27年度は67％というふ

うになってございます。この結果、いろいろ見

方があると思うんですけれども、上がったとい

う見方もありますが、逆に見れば、残り３分の

１の消費者は認知していない、３人に１人は知

らないという見方もできるんだろうと思いま

す。今、お話をお伺いしまして、やはりさらな

る認知度向上にしっかり努力をしていく必要が

あるなと感じたところであります。

真面目な答弁で、３人に１人○中野一則議員

は知らない、不知だという話でしたが、本当は

もっと厳しいんじゃないかなと、こう思ってお

ります。

販売力強化事業というのが３件あって、2,141

万4,000円の予算で取り組まれております。しか

し、もっと強化して、予算も増額せないかん、
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創意工夫もせないかん、マンネリ化した事業も

この中にあるんじゃないか、こう思うんです。

宮崎牛は日本一、そういう名声とともに消費も

拡大する、そういう事業に取り組むためには、

今言ったようなことに取り組む必要があると思

うんですが、再度、部長の所感をお聞かせくだ

さい。

宮崎牛の消費○農政水産部長（郡司行敏君）

拡大あるいは認知度向上のためには、やはりさ

まざまな対策に取り組む必要があると思いま

す。これまで消費拡大につきましては、毎月29

日を「ニクの日」ということで、その日に合わ

せて消費拡大フェアであるとか、広告媒体を

使ったＰＲなどを行っておりますし、また、記

念日に宮崎牛を食べていただきたいということ

で、「ハレの日には宮崎牛」キャンペーン、こ

んなものもやっているところであります。

また、県外におきましても、メディアを通じ

た消費者への認知度向上であるとか、あるい

は、御質問にもありましたけれども、東京への

生体出荷等を通じた卸売業者に対する認知度向

上対策にも取り組んでおりますし、また、最近

では、高級ホテルのシェフであるとか大手百貨

店のバイヤー等を対象にした商談なんかもやっ

ているところであります。しかし、御指摘のと

おり、まだまだ不足しているところもあると思

いますので、いろいろ知恵を出しながら、新し

い試みにチャレンジする時期であろう、そんな

ふうに考えているところであります。

次に、県産牛肉の輸出対策に○中野一則議員

ついてお尋ねしますが、一生懸命頑張っていた

だいて、27年度の実績が県全体で208トン、ＥＵ

に対して22トンということで、ミラノの万博効

果もあるんじゃないか、こう思っております。

しかし、鹿児島県と比べたら、鹿児島は全体

が657トンですから３分の１弱、ＥＵに対して

も84トン輸出しているから、４分の１という数

字なんです。これも、もっともっと努力せん

と、なかなかふえないんじゃないかと思うんで

すが、そのためのお考えを農政水産部長にお尋

ねします。

今、御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、私どもの県の牛肉の輸出につきまして

は、27年度で過去最高の208トンということに

なっておりますけれども、まだまだ頑張ってい

かなければならないと思っておるところであり

ます。主な輸出先としましては、アメリカ、香

港、シンガポール、この３国で全体の約80％を

占める状況となっております。このような状況

を踏まえますと、県としましては、多くの富裕

層を抱えるアメリカであるとか、東アジア地域

を中心に、官民一体となって、宮崎牛の認知度

向上であるとか販路拡大に、今後ともしっかり

取り組んでいく必要があると考えております。

また、ＥＵ等の輸出先の新しい販路の拡大、ま

た、ヒレ、ロース等の高級部位以外の多様な部

位の販売促進を総合的に実施しながら、さらな

る輸出量の拡大を図っていきたい、そのように

考えております。

ＥＵとの関係を言われました○中野一則議員

が、ＥＵとは屠畜場の問題がいろいろありまし

たね。宮崎牛の処理ができないとか、その処理

のことは前からいろんな人が質問しています

が、今どういう過程になっているんですか。将

来性を含めて、部長にお尋ねします。

現在は、ＥＵ○農政水産部長（郡司行敏君）

向けの輸出認定工場が県内にはないという状況

にありまして、鹿児島県内の工場を経由しての

輸出となっておりまして、今後、ＥＵ認定に向

けた施設の機能整備などにつきましては、しっ
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かりと関係団体と協議しながら進めていく必要

があると考えております。

次に、和牛肥育農家への支援○中野一則議員

強化対策についてお尋ねしたいと思います。県

内肥育仕向けへの頭数の増加対策をということ

なんですが、子牛出荷頭数に対して県内農家の

肥育牛の導入というのが、まだ69.5％なんで

す。あとの30.5％は県外から導入しているとい

うのが実態であります。そのあたりをどのよう

に考えていらっしゃるか、また部長にお尋ねし

ます。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、本県の肥育経営につきましては、宮崎牛そ

のものが、宮崎生まれの牛を宮崎で育てるとい

うふうなコンセプトでやっておりますけれど

も、県外からの素牛の導入もあるという状況で

ございます。ブランドを確立するには、やはり

繁殖産地としての特徴を生かすという意味にお

きましては、宮崎で生まれた子牛をできるだけ

県内で保留して、それを肥育牛として出してい

く、宮崎牛として売っていくというのが非常に

大切なことだろうと思っています。そのような

意味において、しっかり保留対策を打ち、県内

で生まれた牛を県内で肥育していくという体制

を、今以上にしっかりと取り組んでいきたいと

考えております。

ぜひ、そういう体制を早目に○中野一則議員

取り組んでいただきたいと思います。

次に、この和牛の肥育飼養戸数の激減という

のを今回知りました。本当かなと思っているん

ですが、平成25年に戸数が887戸あったのが、28

年の調査で469戸、わずか４年間で47％の減に

なっているんです。頭数のほうも9.5％、8,400

頭、減になっています。この状況をどのように

お考えか、部長にお尋ねします。

今、御紹介が○農政水産部長（郡司行敏君）

あったとおりでございます。畜産統計における

平成28年２月時点の県内の肥育農家戸数は469戸

ということでございます。前年の27年同期と比

較しましても、201戸減少しているというセンセ

ーショナルな数字がございます。また、肥育頭

数は７万9,800頭で、同様に8,700頭減少してい

るという統計数字でございます。

詳細に見てみますと、肥育農家戸数の減少に

つきましては、飼養頭数が10頭未満の比較的少

頭数飼いの農家が182戸減少という状況でござい

まして、減少戸数のおよそ９割を占める一方

で、１戸当たりの平均飼養頭数は27年の132頭か

ら28年は170頭に増加しているという状況でござ

います。また、肥育牛頭数の減少につきまして

は、昨今の子牛相場の高値を背景といたしまし

て、肥育農家が計画どおり子牛を導入できてい

ないことが主な要因、そのように考えておりま

す。

戸当たりの肥育頭数はふえて○中野一則議員

も、頭数も総体は減っていますから、その辺が

問題だと思います。

それから、和牛肥育農家への施設整備の支

援、肥育牛専用の事業をどうしてもつくってい

ただきたい。ことしつくってもらった「宮崎の

畜産体制強化事業」、県単事業ですが、これは

繁殖優先で、肥育は非常に使い勝手が悪いです

から、ぜひこういう制度を来年度はつくってい

ただきたいと思いますので、その決意を含めて

部長にお尋ねします。

まず、肥育農○農政水産部長（郡司行敏君）

家の生産基盤対策といたしましては、畜舎等の

施設整備を行う場合に、国の畜産クラスター事

業や、これは御紹介がありましたけれども、本

年度から実施しております県単独事業の「宮崎
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の畜産体制強化事業」の活用を現在推進してい

るところであります。また、「「宮崎牛」肥育

素牛確保対策事業」により、家畜導入を後押し

するなどの規模拡大を志向する農家の支援も、

現在行っているところであります。また、肥育

経営におきましては、素牛の導入に多額の資金

が必要となりますことから、ＪＡ等の融資機関

と連携しながら、制度資金の活用を推進してい

るところであります。さらに、経営安定対策と

いたしましては、収益がコストを下回った場合

に差額の８割を補塡いたします「牛マル緊事

業」について、県では生産者積立金の一部を助

成しているところであります。

これらの対策を総合的に講じることで、肥育

農家の生産基盤強化や経営安定を図っていきた

いと考えておりますが、今、御指摘のありまし

た肥育向けの事業についても、今後、素牛価格

が非常に高くなっている中での肥育経営がどう

あるべきか、しっかりと検討していきたいと

思っております。

次に、国県道の整備について○中野一則議員

ですが、国道447号の整備についてであります。

非常にローカルな国道の話になりますが、え

びのと鹿児島県出水を結ぶ国道なんです。しか

し、これは南九州の大変重要な道路になりま

す。10号線と３号線を結ぶ大きな効果のある道

路の件であります。これが久しく休んでいたの

が、本年度から真幸バイパスの工区が再開され

た。知事も６月に現場に行かれた。また、部長

も行かれて、いろいろと、こういうことになっ

たんだと感謝しているところでありますが、そ

のほとんどが宮崎県側の工事ですので、これを

順調に進めてほしいと思うんですが、残念なが

ら、その工区の事業期間が11年、平成39年まで

かかるということなんです。これはどうしたも

のかということで、この前、鹿児島県と組んで

東京に行って、何とかしてほしいと。また、近

く部長や知事のところにもお願いに行くことに

しておりますが、これを何とか短縮してほし

い。本来ならば、この真幸バイパスは平成14年

にスタートして23年までの工区で、遅くとも24

年か25年には完成せないかんかったものが、い

まだに完成していないということですから、早

期実現を図っていただきたい、短縮をしていた

だきたい、このお願いであります。よろしくお

願いします。部長、御答弁を。

今お話があ○県土整備部長（東 憲之介君）

りましたように、真幸バイパスにつきまして

は、トンネル付近に重金属が確認されたという

ことで、その調査関係で時間がかかり、ようや

く事業開始になったということでございます。

ことしの５月にその計画について地元説明会を

開催したところでありまして、順次、道路の詳

細設計とか、用地測量、用地取得を行うことと

しております。

ただ、今後の工事の進め方なんですが、現地

の地形等の条件がありますので、まずは、トン

ネル工事に着手するために必要となる現道の迂

回路とか残土の搬出路を確保するため、トンネ

ルに至るまでの約400メートルの区間の道路改良
※

工事を施工していく必要があります。したがい

まして、一日でも早いトンネル工事の着手に向

けまして、用地取得の状況によりますが、今年

度、一部で工事にも着手したいと考えておりま

す。県といたしましては、地域間交流であると

か、南九州の観光振興ということで非常に重要

な道路と考えておりますので、早期整備を図る

ため、予算の確保についても国へ強く働きかけ

てまいりたいと考えております。

逆に、国は県が予算をつけれ○中野一則議員

※ 179ページに訂正発言あり

平成28年９月９日(金)
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ば幾らでも出しますという話でしたので、県の

実質負担が28％ですから、県が予算をつければ

国はするということですので、この短縮をぜひ

お願いしたい、こう思っております。

なお、この道路は非常に重要な道路ですか

ら、天草、島原を通れば長崎まで いわゆる―

川崎との関係ではありませんが 先々いい道―

路になりますから、国の直轄道路にしてほし

い、こう思います。２桁道路も59号から99号は

欠番、１桁道路も０号が欠番ですから、直轄道

路への昇格も国に働きかけをしてほしいと思い

ます。その決意もよろしくお願いします。

済みませ○県土整備部長（東 憲之介君）

ん。決意の前に、先ほど答弁した中で、トンネ

ルに至るまでの距離を約400メートルとお話しし

ましたが、約700メートルでございます。おわび

して訂正させていただきます。

先ほどからお話ししていますように、非常に

重要な道路ということで考えていますので、県

のほうでもしっかり、今後、予算の確保にも努

めながら、早期整備を図ってまいりたいと思い

ます。

よろしくお願いいたしまし○中野一則議員

て、質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

次の本会議は、12日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時１分散会

平成28年９月９日(金)


