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平 成 2 8 年 1 2 月 ５ 日 （ 月 曜 日 ）
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、田

口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○田口雄二議員

はようございます。一般質問４日目、２日前

に58歳になりました、県民連合の田口雄二でご

ざいます。

本日は、朝一番の質問であるにもかかわら

ず、早起きして延岡より若い世代の方々が傍聴

に来ていただいております。本日はまことにあ

りがとうございます。議会傍聴は初めての方ば

かりですので、県政に関心が高まるような質問

ができればと思っております。なお、研修も兼

ねて終日の傍聴です。本日のあと３人の登壇者

には、さすが県議会議員というような質問をし

ていただきたいのですが、くれぐれも私がかす

んでしまわないような配慮もよろしくお願いい

たします。知事を初め執行部の皆さんの明快な

答弁をよろしくお願いいたします。

本年もあとわずかとなりましたが、この夏の

リオオリンピックで、私の東海中学校の後輩、

松田丈志選手が３大会連続の４つ目のメダル

を、日本の水泳界の最年長で獲得し、また、柔

道の大野選手の金メダルを初め３つのメダルを

獲得し、大いに県民を喜ばせてくれました。ま

た、おととしの９月議会の一般質問で大相撲の

琴恵光関のことを紹介させていただきました。

十両と幕下を何度か上りおりしましたが、その

後安定的な力をつけてきており、十両で十分戦

えるようになり、先場所は十両の準優勝でし

た。残念ながら、九州場所では十両２枚目で６

勝９敗と負け越してしまいましたが、来年中に

は幕内に上がってくれるものと期待しておりま

す。松田選手はもう引退を表明しましたが、柔

道の３選手は東京オリンピックでもメダルが期

待されています。琴恵光関とともにしっかりと

精進して、さらに上を目指してほしいもので

す。

では、知事の政治姿勢について、まずお伺い

しますが、その前に知事にお礼を申し上げま

す。去る11月17日、延岡市民大学60周年記念公

開講座に、河野知事が講師として、「躍動する

みやざき新時代～「新しいゆたかさ」の実現を

目指して～」と題して講演いただきました。現

職の知事が講師となるのは初めてで、知事か

ら、「このような生涯教育が60年も前から行わ

れていることに驚きました。すごいですね」の

お言葉もいただきました。予約者のみとはい

え、会場はあふれんばかりの入場者で、すごい

熱気となりました。知事も上着を脱いで、わか

りやすく丁寧に県政の課題や展望を話していた

だきました。知人も多く来ていましたが、知事

の気さくな人柄に触れられて、皆さん大変喜ん

でいました。高速道路がつながったことで延岡

も近くなったとはいえ、よく足を運んでいただ

いておりますことに、心から感謝いたします。

本当にありがとうございました。

では、質問に入ります。全国知事会では、一

昨年12月の「まち・ひと・しごと創生法」の成

立を受け、地方創生こそが一億総活躍社会実現

のためのメーンエンジンであると、大きな期待

を抱いていました。しかし、華々しく打ち上げ

られたにもかかわらず、最近はトーンダウンし

ており、不満を持った知事会は、「地方創生の

本格実現のための特別決議」を提出していま

す。少子化対策及び子どもの貧困対策の抜本強

平成28年12月５日(月)
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化、地方への人の流れを生み出す取組の促進、

国家戦略としての政府関係機関の移転の推進、

地域の将来を支える人材育成の強化等々、８項

目にわたって要望しています。全国知事会会長

の山田京都府知事は、闘う知事会として、困難

な問題に真っ正面から向き合うとしての特別決

議をしました。人口減少や高齢化が進み、地域

間の格差の是正を求めて、知事会からの切実な

要望であったものと思います。知事会の構成員

の一人である河野知事は、地方創生の現状をど

のように捉えているのか、お伺いをいたしま

す。

次に、アメリカ次期大統領のトランプ氏に関

連して伺います。ドナルド・トランプ氏が、大

方の予想に反して、クリントン候補に大逆転で

アメリカ次期大統領に内定しました。ＴＰＰに

加盟しないことを既に選挙戦のときから訴えて

いました。選挙中から日本をたびたび例に出し

ながら、間違った事実をアメリカ国民に訴えて

いました。日本は防衛に関してはアメリカにお

んぶにだっこみたいなことを言っていました。

しかし、実態は、在日米軍の駐留経費に加え、

米軍再編成関係費なども負担しており、防衛省

の内部試算によると、負担総額は年間7,600億円

に上り、日本を除く同盟国の総額よりはるかに

多く、逆に「払い過ぎではないか」との声が出

るほど、日本が圧倒的な負担をしています。も

ちろん、沖縄県が大きな負担を負っていただい

ておりますことは十分理解していますが、東ア

ジアでは、尖閣列島や東シナ海、南シナ海での

中国の傍若無人な挑発的な振る舞いや、北朝鮮

の相次ぐ核実験やミサイルの発射等々、緊張が

さらに増している状況です。そんなときにトラ

ンプ氏の出現です。宮崎県の防衛協会の会長で

もある河野知事は、トランプ次期大統領就任に

伴う日本の安全保障についてどうお考えか、お

伺いをいたします。

次に、防災対策についてお伺いします。９

月20日、宮崎に上陸した台風16号は、本県、特

に県北に大きな爪跡を残していきました。延岡

では、20日の朝までの24時間雨量は観測史上最

大を記録し、１時間の雨量も、９月としては観

測史上最大の81.5ミリの激しい雨量に見舞われ

ました。延岡市北川町では老人保健施設、郵便

局等が浸水し、その映像は全国ニュースとなっ

て何度も放映されました。知事は、この台風の

被害状況の実態を把握するため、９月25日、日

向、門川、延岡の県北地区に入っていただきま

した。一番被害が大きかった北川町の北川を視

察して、知事はどのような感想を持たれたか伺

います。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、地方創生についてであります。地方創

生は、東京一極集中を是正し、さらに、地方が

成長する活力を取り戻すことにより、人口減少

を克服することを目的に、国・地方を挙げて取

り組んでいるところであります。地方におきま

しては、全ての団体が総合戦略を策定し、交付

金等を活用しながら、地域の実情に応じた事業

を展開しております。本県も、産業振興による

雇用の創出や移住・ＵＩＪターンの促進などに

よる社会減対策、あるいは結婚・出産・子育て

支援などによる自然減対策に取り組んでいると

ころであります。しかしながら、国勢調査の結

果を見てみますと、東京一極集中はむしろ加速

をしており、この流れを転換するためには、長

期間にわたる継続的な取り組みが必要であると
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考えております。このため、地方は地方でそれ

ぞれ努力を重ねることは大変重要であると考え

ておりますが、国に対しては、地方の実情に応

じた支援策を継続的に講ずるとともに、政府関

係機関や大学の地方移転など、東京一極集中を

是正するための対策を講じていただくよう、全

国知事会などさまざまなチャンネルを通じて求

めてまいりたいと考えております。

次に、安全保障についてであります。御指摘

のとおり、アメリカの次期大統領就任に伴いま

す、日本の安全保障面における影響というもの

は、大変不透明な状況であります。選挙戦での

発言はともかく、巨大な権限と責任を伴う大統

領の椅子に座られるときに、今後どのような方

針を示されるのか、大変興味を持って注視して

いるところであります。国際的なテロの発生

や、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射な

ど、我が国を初め世界を取り巻く安全保障環境

が厳しさを増している中で、日米関係は大変重

要なものであると考えております。私としまし

ては、引き続き、日本とアメリカの強固な信頼

関係のもと、日本の安全がしっかりと保たれる

ことを望んでいるところであります。

最後に、北川の浸水被害視察の感想について

であります。台風16号で被害の大きかった県北

を視察いたしました。地元の皆様から当時の状

況を伺うとともに、道路や河川、農作物などの

被害を目の当たりにし、災害の傷跡の深さを実

感したところであります。一方で、北川では、

まず家田地区を視察しましたが、過去の教訓を

生かした霞堤による整備の効果や、宅地かさ上

げなどにより、家屋の浸水など被害の拡大を防

いだことも確認をしたところであります。ま

た、次に視察をした曽立地区では、介護老人保

健施設の１階が浸水をしておりましたが、過去

の経験から居室を２階以上に設けていたため、

入居者が難を逃れております。住民の皆様一人

一人が常に危機意識を持つこと、また過去の経

験に学ぶことの重要性を再認識したところであ

ります。今回の視察を経て、まずは被災した箇

所の早期復旧を急ぐとともに、これまでの整備

により一定の効果が出ているものの、引き続

き、防災・減災対策につきまして、国や市町村

と連携を図りながら、しっかり取り組んでいく

必要があると感じたところであります。以上で

あります。〔降壇〕

全国知事会の特別決議、東京○田口雄二議員

一極集中はさらに加速し、地域間格差が増大す

ると、知事会は非常に心配していることと思い

ます。そのような中、今、東京オリンピックの

施設整備が連日報道されています。１つの施設

に500億、600億と、とんでもない建設費用が言

われております。これから10年後の２巡目の宮

崎国体に向けての施設整備を考えると、とても

考えられないような金額で、桁が１つ違いま

す。ちなみに600億円は、私が住んでいる延岡市

の１年間の予算です。地方創生に政府はもっと

真剣に取り組んでもらいたいものだと思ってお

ります。

次に、県土整備部長に伺います。今回の台風

の水害の地域に関しては、平成９年の北川を

襲った大水害で、国と県で合わせて210億円、ま

た平成17年にも、大水害に見舞われた五ヶ瀬川

水系の、同じく210億円をかけて激甚災害対策特

別緊急事業が実施されましたが、改めてその事

業内容についてお伺いいたします。

平成９年台○県土整備部長（東 憲之介君）

風19号における北川の河川激甚災害対策特別緊

急事業、いわゆる激特事業の内容であります

が、五ヶ瀬川との合流点から川島橋までの区間
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においては、国が河道掘削や堤防の整備等を行

い、その事業費は約119億円であります。川島橋

から北川大橋までの区間においては、県が実施

し、河道掘削や、今回報道されました霞堤方式

等による堤防の整備を行い、事業費は約91億円

であります。また、平成17年台風14号における

五ヶ瀬川水系の激特事業の内容としましては、

国において、五ヶ瀬川や支川の北川、祝子川な

どで河道掘削、堤防の整備、安賀多橋のかけか

え、排水ポンプ場の設置等を行い、その事業費

は約200億円であります。県においては、家屋等

の浸水被害の軽減を図るため、祝子川支川の蛇

谷川に排水ポンプ場の設置を行い、その事業費

は約10億円であります。

北川、五ヶ瀬川水系ともに、○田口雄二議員

国と県を合わせて210億円の事業費、合計420億

円をかけての防災対策事業でしたが、両事業の

県管理区間での激特事業の効果はどうであった

のか、県土整備部長に再度伺います。

北川におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、激特事業の完了後に、さらなる家屋

の浸水被害の軽減を図るため、平成16年度から

国の補助事業により、宅地のかさ上げを実施し

ているところであります。この結果、平成９年

洪水時には648戸が浸水しましたが、今回の台

風16号では、24戸と大幅に減少したところであ

ります。なお、宅地のかさ上げが完了した132戸

につきましては、浸水の被害もなく、激特事業

とあわせた整備効果があらわれたものと考えて

おります。

また、蛇谷川におきましては、激特事業で設

置した排水ポンプが機能したことにより、平

成17年洪水時には484戸だった家屋等の浸水被害

が、今回は発生しておらず、その整備効果があ

らわれたものと考えております。

平成17年の台風被害のときに○田口雄二議員

は、桜ヶ丘・祝子地区で祝子川の支流の蛇谷川

の内水があふれ、484戸の住宅が床上・床下浸水

しました。当時、私はそこに住んでおりまし

て、我が家は床上70センチまで水が上がってき

ました。平屋であったため荷物を上げるところ

が少なく、また急速に水位が上昇したため、貴

重な写真や子供たちが描いた絵などの避難が間

に合わず、大事な思い出深いものをたくさん失

いました。しかし、この大被害を受け、激特事

業により毎秒５立方メートルを排出する排水ポ

ンプが設置され、地区住民の長年の要望が実現

し、安全性への大きな期待が寄せられていたと

ころであります。今回の台風16号の襲来した当

日は、この排水ポンプが10時間と８分、フル稼

働で内水を18万2,400立方メートル排出したこと

により、本当にぎりぎりのところで、１軒の住

宅の被害もなく切り抜けることができました。

私は現在、その排水ポンプの目の前に住んでお

り、その設置効果の大きさは実感できました。

設置に対して心から感謝をしたいと思っており

ます。

今回の２つの激特事業により人的な被害もな

く、以前に比べると被害も大きく軽減されまし

た。しかし、北川地区は間もなく激特事業から

既に20年を迎えようとしており、河川内に土砂

がまた堆積しており、「手を打たないと被害が

出る」との心配の声が上がっております。激特

事業後のこれまでの取り組みと今後の取り組み

を、県土整備部長にお伺いいたします。

北川におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、洪水時に霞堤下流の開口部から川の

水が流入することから、激特事業で河道掘削を

行い、霞堤内部の水位の低減を図っておりま

す。その水位は土砂の堆積に大きく影響を受け
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ることから、整備した河道を維持していくこと

は非常に重要であります。このため、事業完了

後におきましても、その変化を把握するための

河川の横断測量や定点観測などによるモニタリ

ングを実施してきたところであり、平成16

年、17年の洪水において顕著な土砂の堆積が確

認されたことから、これまでに約８万立方メー

トルの除去を行ってきたところであります。今

回の台風でも土砂の堆積が確認されていること

から、現在、河川の横断測量を行っているとこ

ろであり、その結果により、計画的な除去を実

施いたします。今後とも継続してモニタリング

を行い、適切な河川の維持管理を行ってまいり

たいと考えております。

最近の雨の降り方は以前とか○田口雄二議員

なり違ってきており、「観測史上最高」という

形容詞がいつもつく状況です。ふだんからの被

害予防策をぜひともよろしくお願いいたしま

す。

次に、平成９年時には、北川上流にある大分

県企業局のダムの放流が被害を大きくしたので

はないかと、損害賠償の訴訟問題まで起きてし

まいました。今回の北川ダムの放流に関する状

況を、県土整備部長に伺います。

北川ダムを○県土整備部長（東 憲之介君）

管理している大分県が公表した資料によります

と、９月の台風16号では、19日午後10時18分か

ら翌朝の午前７時30分まで、洪水調節を行って

おります。今回ダムに流れ込んだ流量は、最大

で毎秒1,240立方メートルに達しており、このと

きダムでは、洪水の一部を貯留することによ

り、下流に流す水の量を毎秒約950立方メートル

に減らすことで、下流河川の水位を低減させて

おります。今回の台風では、延岡市熊田橋地点

の河川水位を約60センチメートル低下させたと

試算されております。

ありがとうございます。大分○田口雄二議員

県内の降雨量がそれほどでもなく、流れ込んだ

洪水の一部をため、放水量も控え目にしていた

だいたことで、逆に水位が下がったという、大

変ありがたいことでありました。

次に、今回被害が一番大きかった北川町曽立

地区、ここは内水対策がうまくできておらず、

これまでも何度も福祉施設等が浸水しており、

今回も一帯が海のようになってしまいました。

私たち県北の９人の県議は、９月23日に知事と

県土整備部長に、今回の被害が出たところの早

急な浸水対策を要望させていただきましたが、

この北川町曽立地区の浸水対策を県土整備部長

に伺います。

曽立地区に○県土整備部長（東 憲之介君）

おいては、堤防の整備が完了しているところで

ありますが、今回の台風では、北川の水位が上

昇したため、北川へ流れ込む曽立谷川の水が排

出できずにあふれる、いわゆる内水により、福

祉施設等の浸水被害が発生したところでありま

す。内水対策につきましては、河川や水路の管

理者が、それぞれの役割のもとで対応している

ところであり、曽立地区の対策につきまして

は、原則として、曽立谷川の管理者である延岡

市が検討されるものでありますが、北川本川の

管理者である県としましても、延岡市とともに

今回の浸水被害を検証し、どのような対策がで

きるのかを一緒に考えてまいりたいと存じま

す。

延岡市としっかり協議をしな○田口雄二議員

がら、浸水対策を進めていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

さて、今回の台風では、切れ目のある堤防か

ら田畑に水を逃がして被害を最小限にとどめる
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霞堤が、大きくクローズアップされました。全

国にまだ残っているようです。地域の皆さんに

は全く被害がないわけではありませんが、小さ

な被害で大きな被害を防ぐ、すごい先人の知恵

に感心させられました。しかし、霞堤のある川

坂地区では、北川本流が増水時に、堤防の下の

川砂利層を水が通り抜け、田畑から噴き出した

パイピング現象が起きたようで、大小の穴が多

数見つかっております。昨年の鬼怒川の堤防決

壊の要因の一つでもあると言われております

が、この北川川坂地区における堤防の崩壊にも

つながるパイピング現象の対策について、県土

整備部長に伺います。

川坂地区に○県土整備部長（東 憲之介君）

おきましては、議員のお話にもありましたよう

に、今回の台風による河川の水位上昇により、

川の水が堤防の地下を通り、田畑の表面に土砂

とともに噴き出すパイピング現象が確認されて

おり、再び河川の水位が上昇しパイピングが進

行しますと、堤防の基礎部の土砂が失われ、沈

下や崩壊の原因となります。この対策としまし

ては、川の水が堤防の地下を通りにくくするた

めに、鋼製の矢板を堤防沿いに連続して打ち込

む計画であり、今月中には国の災害査定を受け

ることとなっております。査定決定後は、来年

の出水に向けて速やかに対策を実施してまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。この○田口雄二議員

パイピング現象は、北川に限ったことではな

く、河川の増水時にはどこでも起こると言って

も過言ではありません。住宅等が多いところの

堤防には、既に矢板が打ち込まれているところ

もありますが、各堤防のチェックもよろしくお

願いいたします。以上で、防災対策に関連する

質問を終了いたします。

次に、人口減少対策について質問します。

今春卒業した高校生の県内就職率が、昨年よ

りは0.8％上がり54.8％になりましたが、残念な

がら２年連続全国最下位になりました。3,093人

就職していますが、そのうち1,398人が県外に流

出しています。大学進学で県外へ進学した生徒

も入れると、相当な数になると思われます。冒

頭に申しましたように、知事会も危機感を持っ

ているように、東京の一極集中が加速し、東京

の人材の吸引力はさらに力を増しており、流出

を総力を挙げてとめなければなりません。ま

ず、県内の人口が減少している要因は何なの

か、総合政策部長に伺います。

本県の人口の○総合政策部長（永山英也君）

推移を各年10月１日現在で見ますと、平成８年

の117万7,407人をピークに減少し、平成28年に

は109万5,863人と、110万人を割り込んでおりま

す。人口の増減には、県内への転入と県外への

転出による「社会増減」、出生と死亡による

「自然増減」がございます。本県の近年の状況

を見ますと、おおむね人口が増加していた平成

８年までは、自然増が社会減を上回っておりま

した。平成９年以降は、自然増が縮小し社会減

を補うことができず、人口減少の局面となりま

した。さらに平成15年以降は、自然増減も減少

に転じ、社会減との同時進行により、人口減少

が加速している状況にございます。人口減少の

主な要因としましては、社会減については、大

学進学や就職などによる若年層の県外流出、自

然減については、少子化による出生数の減少や

高齢化による死亡数の増加によるものと考えて

おります。

平成15年以降は、社会的な減○田口雄二議員

少ではなく、自然の増減も既に減少に転じてい

ます。若者を県内にとどめるだけではなく、産
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み育てやすい環境を整え、出生率をさらに上げ

なければなりません。県内自治体が移住促進の

ＰＲ動画をつくっており、話題になっていると

ころもあります。話題だけで終わることなく、

実績につながる市町村との連携をお願いいたし

ます。

次に、中高生の県内就職への取り組み、職場

体験、インターンシップの状況を、教育長に伺

います。

現在、県内全ての公○教育長（四本 孝君）

立中学校では、２日から３日間の職場体験を、

県立高校では、職業系の学科を中心に３日から

４日程度のインターンシップに取り組んでおり

まして、将来の進路を考える中学・高校生に

とって、勤労観・職業観の醸成に加え、地元企

業を知る貴重な機会となっております。この取

り組みをさらに充実させるためには、生徒がさ

まざまな職種や業種の中から選択できるよう、

受け入れ企業をこれまで以上にふやすことが重

要であると考えております。このため県教育委

員会では、今年度、商工会議所等を通じて多く

の県内企業に協力を依頼するとともに、受け入

れ企業を開拓するための就職支援エリアコー

ディネーターを配置したところであります。今

後とも、関係機関と連携し、職場体験やイン

ターンシップの充実に向けて、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

県内の全ての公立中学校で職○田口雄二議員

場体験、県立高校の職業系の学科で全て実施し

ており、積極的に取り組んでいると理解いたし

ました。

ただ、相当前から取り組んでいるにもかかわ

らず、県内にとどまる生徒がなぜ少ないのか。

まだ創意工夫が必要ではないかと思う次第で

す。生徒たちに就職のアドバイスや企業情報を

一番身近で提供できるのは教員です。そこで、

県内就職の促進のためには、教員が地元企業を

知ることが大切であると考えますが、その取り

組みを教育長に伺います。

県内就職を促進する○教育長（四本 孝君）

ためには、生徒だけでなく教員が、地元企業の

持つ魅力やすぐれた技術力等をしっかりと理解

することが重要であると考えております。その

ため、県教育委員会では昨年度より、教員によ

る地元企業の視察研修の機会をふやすととも

に、熟練工を学校に招いて、教員に技術指導を

行ってもらうなど、教員と企業との交流の場を

積極的に設けているところであります。今後と

も関係部局等との連携を図りながら、教員が地

元企業を理解する取り組みを、一層推進してま

いりたいと考えております。

先日テレビで、都城商業高校○田口雄二議員

の父兄が、バスで都城市内の企業訪問をするニ

ュースが流れていました。インタビューに答え

る母親が、「こんなにいい会社が地元にあるこ

とを知らなかった。子供ともう一度じっくり話

し合いたい」というようなコメントをしていま

した。本県は中小企業が多く、技術等が高いも

のを持っていながら、うまくＰＲできていない

ところが多くあります。高校生と父兄、学校関

係者と企業との出会いを、これからも積極的に

つくっていただきたいと存じます。

高校生の県内就職を促進するために、県はど

のように取り組んでいるのか、商工観光労働部

長に伺います。

高校生の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

県内就職を促進するためには、県内企業の魅力

を高校生にしっかり伝えられるよう、これまで

以上に県内企業と高校の接点をふやしていく必

要があると考えております。このため県では、
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地元企業と高校をつなぐ県内就職支援員を配置

し、高校への企業情報の提供や、企業と高校の

担当者によりますワークショップの開催などに

取り組んでおります。また、高校生が企業の魅

力に直接触れる機会を提供するため、宮崎労働

局との共催で、６月に３年生を対象とした県内

企業説明会を開催いたしましたが、さらに、２

年生を対象とした企業ガイダンスや、１年生を

対象とした県内企業・進学先体験フェアを開催

する予定としております。今後とも、教育委員

会等と連携し、高校生の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。

今回、大手の精密機器メー○田口雄二議員

カーの日機装が宮崎市内に進出していただくと

いうビッグニュースがありました。社長のコメ

ントに、「若者の県内就職が極めて低いこと

が、逆に優秀な人材を確保しやすいのではと判

断」、県内から新規に400名ほど採用するとも報

道されています。ただ、宮崎に進出するのは、

やはり甲斐社長が宮崎市出身ということが一番

大きなポイントでしょう。西都市出身の全日空

の伊東会長のふるさとへのありがたい配慮も感

じます。本年、延岡市出身の真栄田雅也氏がキ

ヤノンの社長に就任しています。ちなみに、真

栄田社長は、太田清海県議の延岡高校テニス部

の２年後輩です。太田ルートの活用も十分考え

ながら、県内出身の社長への知事のトップセー

ルスも含めて、雇用拡大に向けてアプローチす

べきです。また、教育現場では生徒たちに、高

い給料等ばかりにとらわれず、３年連続の日本

一物価の安い本県、過ごしやすさも含め、手元

に残るのはそう変わらないことなども、ぜひと

も伝えていただきたいと思っております。

次の質問に移ります。これまで何度かお話を

させていただきましたが、延岡の県議５人は年

一度、延岡地区建設業協会と建設関連団体の

計10団体と意見交換をしています。入札制度や

最低制限価格の見直しを求める声も多く寄せら

れ、人材不足等々厳しい状況に対する要望を、

各団体の皆さんから伺いました。人材確保で質

問すると、意外にも高校生のインターンシップ

を受け入れている企業が多く、それだけ人材確

保に危機感があっての取り組みだと思います。

その後、懇親会になって、「県内では、倒産で

はなく休廃業や解散をする企業が2015年に355社

もあり、ここ10年、300社以上で推移している。

企業総数に対する比率は全国ワースト２位であ

る」、この対策について、６月議会時に私が質

問したことを話すと、驚いたことに、周りの各

団体代表の多くから、「うちも息子には継がせ

ない。息子も継ぐ気はない」との声が次々に寄

せられました。業界の疲弊ぶりと、将来を悲観

していることを改めて実感させられました。建

設産業は、防災対応等を担い、地域の経済と雇

用を支える重要な産業です。厳しい経営環境に

あるが、その育成にはどのような取り組みをし

ているのか、県土整備部長に伺います。

建設産業の○県土整備部長（東 憲之介君）

育成を図るためには、将来を見通すことができ

る経営環境の整備へ向けた取り組みが重要であ

ると考えております。このため県では、厳しい

財政事情の中で安定的な事業量を確保するた

め、まずは国の公共事業予算の確保に向けて、

知事を先頭に全力で取り組んでいるところであ

ります。また、予算の執行に当たりましては、

県内業者への優先発注はもとより、総合評価落

札方式における地域企業育成型の実施や災害対

応力強化の観点から、指名競争入札を制度化す

るなど、地域の建設業者が受注しやすい環境づ

くりに努めております。さらには、改正品確法
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の趣旨等も踏まえ、適正な予定価格の設定や、

ゼロ県債の活用などによる発注の平準化に取り

組んでいるほか、今年度からは、週休２日モデ

ル工事の試行なども実施しております。今後と

も、建設産業の育成にしっかり取り組んでまい

ります。

少し余裕をいただければ、従○田口雄二議員

業員にもっといい環境を提供できます。多くの

若者が優良な納税者として宮崎県に残っていた

だければ、県にとっても地域経済にとってもあ

りがたいことです。週休２日モデル工事など、

初めて聞く取り組みもありました。国の大きな

公共事業を中心とした補正予算が県に参りまし

たので、業界も一息つくのではないかと思いま

すが、先ほど申しましたように、建設産業は、

防災対応等を担い、地域の経済と雇用を支える

重要な産業です。たとえ後継者がいなくても、

優秀な社員が後を継ぐ、あるいは高い技術を人

材とともに他社で引き継いでいただくとか、事

業継承の御尽力もあわせて、商工観光労働部長

にお願いをしておきます。

次に、延岡南道路の質問に入ります。平成24

年３月、宮崎県議会でも「延岡南道路無料化を

求める意見書」を提出しました。延岡南道路

は、平成２年、国道10号土々呂地区の渋滞解消

のためのバイパスとしてつくられましたが、高

い料金設定のため思うように車が流れず、国

道10号の渋滞解消の効果が出ていません。延岡

南道路の料金は、ＮＥＸＣＯ西日本のホーム

ページを見てみますと、区間距離3.7キロメート

ルで、普通車が260円、大型車が410円、特大車

で930円。ちなみにここには、よそにはあります

軽自動車の料金はございません。まず初めに、

この延岡南道路の料金設定の根拠について、県

土整備部長にお伺いします。

延岡南道路○県土整備部長（東 憲之介君）

は、国道10号のバイパスとして、当時の日本道

路公団が、一般有料道路として事業の許可を受

け、平成２年に完成し供用しております。延岡

南道路の料金設定につきましては、一般有料道

路として整備された経緯から、高速自動車国道

のような、全国で共通化された料金体系とは異

なり、道路の建設や維持管理などに要する費用

を、延岡南道路単独の料金収入で返済する、個

別採算制による料金設定がなされたものと伺っ

ております。

全国の一般有料道路の普通車○田口雄二議員

の料金と１キロメートル当たりの単価を、延岡

市議会議員の吉本靖さんがつぶさに調査してい

ます。彼のデータを見ますと、延岡南道路の普

通車の１キロメートル当たりの料金は、海をま

たぐ連絡橋などの特別な区間を除いて、全国一

高い１キロメートル当たり70.3円です。全国平

均33円の約２倍以上です。しかし、ＮＥＸＣＯ

がホームページで示している延岡南道路の区間

距離は、国道10号までの延岡と門川の取りつけ

道路までもが入った距離の3.7キロメートルで

す。本線上の延岡南、門川の両インターチェン

ジ間の距離は、実際には2.6キロメートルしかあ

りません。この距離で１キロメートル当たりの

単価を出してみますと、100円となります。さら

に圧倒的な日本一高い道路になります。ちなみ

に２番目に高い一般有料道路は、東富士五湖道

路で１キロメートル当たりが58.9円ですから、

２番目の道路と比較しても２倍近い料金となり

ます。全国平均と比較すると３倍になります。

しかし、問題は大型車、特大車のほうです。そ

れは他の一般道路と比較にならないほど。特大

車は本線上のわずか2.6キロメートルで930円と

いう異常に高額な料金になります。値下げが必
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要になります。

内田副知事は、宮崎県初の国土交通省からお

いでいただきました。スマートインターチェン

ジが九州内で５カ所設置されることが決まりま

したが、そのうち３カ所が本県です。宮崎自動

車道の山之口サービスエリア内は既に完成し、

今年度中に門川南スマートインターチェンジが

開通予定です。大変ありがたく、地元の皆さん

は開通を待ち望んでいます。ただ危惧するの

は、この南道路の余りの交通料金を敬遠する特

大車が、南道路手前で高速をおり、国道10号に

向かう区間が、県北で最大の一ヶ岡団地を通行

することです。道路事情を著しく悪化させ、地

元住民からは、交通安全対策、また騒音、路面

の痛み等々、改善の要望が出されています。今

後、門川南スマートインターチェンジが開通す

れば、ますます延岡南道路を回避しやすくなる

と懸念いたしますが、内田副知事のお考えを伺

います。

延岡南道路は、本県○副知事（内田欽也君）

の東九州自動車道の有料区間のうち最も多く利

用されている区間でありますが、さらなる利用

促進を図る観点からも、割高となっている料金

体系を見直すことが課題の一つであると認識し

ておりますので、引き続き国に働きかけてまい

りたいと思います。

また、門川南スマートインターチェンジの開

通による延岡南道路への影響につきましては、

計画段階で推計した将来交通量の結果からは少

ないものと想定をしておりますが、開通後は、

周辺道路の利用状況も含めた効果や影響につい

て、国や沿線市町との連携を図りながら、引き

続き注視をしていく必要があるものと考えてお

ります。

おりる車は少ないと想定した○田口雄二議員

のは門川町だそうですが、その想定はにわかに

は信じがたいものです。高速道路はインター

チェンジが中心部ではなく郊外にあり、距離的

には遠くなります。よって、県北から来る車

は、宮崎西インターではなくて西都インターで

高速をおりる車が実に多いです。料金の関係も

あり、私もそのルートで県議会に来ることが多

いです。今度は延岡に向かう車が同じ行動をと

ることは目に見えております。特に高額な特大

車は敬遠すると思います。無料化実験の際は、

当初の国道10号の渋滞解消は余りにも劇的で、

南道路が逆に渋滞するほどでした。無料とまで

は言いませんが、値下げは必要です。提案です

が。

この南道路の料金設定は、日本道路公団が平

成２年、償還期限30年の独立採算制の一般道路

として開通しました。本来であれば平成32年に

は無料になる予定でした。しかし、平成17年の

公団の民営化で、高い料金はそのままで、料金

プール制の高速道に編入されてしまいました。

平成32年に無料化されるはずが、金額はそのま

まで、償還期限が平成72年に延長されていま

す。30年で無料になると信じて高額な料金を払

い続けてきたのに、それが70年間に延びてしま

いました。余りにも理不尽です。値下げを訴え

る権利があると思います。延岡南道路は日本一

料金が高いと認識しておりますが、この状況を

河野知事はどうお考えか伺います。

お尋ねのありました、○知事（河野俊嗣君）

割高となっております延岡南道路の料金につき

ましては、現在、料金体系の見直しについて、

国に検討をお願いしておるところであります。

延岡南道路に関するさまざまな課題への対応に

当たりましては、沿線の地域全体を広域的に捉

えた上で、料金体系の見直しとあわせて、さら
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に２つの課題に取り組む必要があると考えてお

ります。１点目は、周辺の生活道路への大型車

の流入について、２点目は、生活道路における

交通事故の発生であります。県といたしまして

は、引き続き、国や延岡市との連携を密に図り

ながら、延岡南道路とその周辺地域が抱える、

これら３つの課題の解決に向けまして、全力で

取り組んでまいりたいと考えております。

執行部と県議会議員、そして○田口雄二議員

県民の皆さんに、交通インフラが特に脆弱な本

県において、圧倒的に日本一高い高速道路があ

ることをぜひとも御理解いただくために、今回

はこの質問を取り上げました。これは県北の問

題だけではなく、本県の経済、企業立地、観光

の面においても非常に大きな支障になります。

重点港湾に指定された細島港を、九州の京浜・

関西地区への玄関としても利便性の高いものに

するためにも、無料化か値下げが絶対必要にな

ります。

国は値下げをなかなか了解してくれません

が、本年５月の神奈川新聞にこんな記事が載り

ました。「横浜横須賀道路 来年４月から490円

値下げ」。内容は、「横浜横須賀道路は首都圏

の高速料金の中で際立って高く、県や地元が値

下げを求めていたが、2016年度に予定する高速

料金体系の見直しに合わせて引き下げる。菅官

房長官が、料金引き下げの要望に訪れた黒岩神

奈川県知事と自民党県連幹事長の竹内県議、そ

して小泉進次郎衆議院議員に、政府として950円

に下げると述べた」と書かれています。総延

長32.7キロメートルで、1,440円から490円下げ

て950円にするようです。異常に高いと言ってい

る1,440円は、１キロメートル当たり44円、延岡

南道路の半額以下です。950円になると１キロ

メートル当たり29円になります。南道路の３分

の１以下です。菅官房長官は横浜市選出、小泉

衆議院議員は横須賀市選出です。政治力の違い

か。延岡南道路があるところを選挙区にしてい

る国会議員は一体何をしているのか。自分の選

挙区に断トツで日本一高い高速道路があること

を知っているのか。道路事情が脆弱な地元の状

況をもっと真剣に考えていただき、精力的に値

下げに取り組んでいただきたいと存じます。

次に、商工行政について伺います。先ほども

お話ししましたように、宮崎ハイテク工業団地

に日機装の航空機部品の新工場建設の大きなニ

ュースがありました。県内の自治体は、東九州

自動車道の宮崎―北九州間の全線開通等、交通

インフラの向上や地方創生の動きを踏まえ、製

造業や情報サービス業など、県内への企業立地

が進んでいます。企業立地を推進するために

は、企業情報の収集を初め、受け皿となる工業

団地の整備や優遇措置の充実などが求められて

います。そこで、工業団地整備のための市町村

への支援等について、商工観光労働部長に伺い

ます。

製造業を○商工観光労働部長（中田哲朗君）

初めとします企業立地を推進する上で、企業

ニーズに対応できる工業用地をあらかじめ確保

しておくことは、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、市町村が

実施する、おおむね20ヘクタール以上の工業団

地の造成に係る調査事業や、基盤施設の整備に

対して補助を行っております。

なお、調査事業につきましては、中山間地域

の市町村が行う場合、補助対象を５ヘクタール

以上としているところであります。今後とも、

立地環境のさらなる向上を図るため、新たな工

業団地の整備を促進してまいりたいと考えてお

ります。
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工業団地整備の補助対象が、○田口雄二議員

市町村が実施するおおむね20ヘクタール以上、

中山間地域は５ヘクタール以上ということです

が、県内には、大きな工業団地を整備したにも

かかわらず、多くが売れ残っている工業団地も

あります。市町村にとっては大きな投資となる

し、20ヘクタールとは、かなりハードルが高い

のではないかと思います。市町村からの要望も

あるのではないかと思いますが、県において補

助対象になる工業団地の面積要件を見直す考え

はないのか、商工観光労働部長に伺います。

県といた○商工観光労働部長（中田哲朗君）

しましては、地域経済への広域的な波及効果の

観点から、一定規模の工業団地の整備を促進す

るため、おおむね20ヘクタール以上の面積要件

を設けているところでございます。しかしなが

ら、まとまった土地の確保が困難であるといっ

た市町村からの要望を踏まえ、昨年度からは一

部要件を見直し、中山間地域の調査事業の対象

を、20ヘクタール以上から５ヘクタール以上に

面積要件を引き下げたところであります。今後

とも、経済波及効果の高い工業団地を整備する

ため、地域の実情を踏まえ、本事業がより活用

されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

市町村と連携を密にして、企○田口雄二議員

業が進出したくなるような下地づくりをよろし

くお願いいたします。

次に、県内企業間の連携について伺います。

先日、宮日新聞にうれしい記事を見つけまし

た。延岡の地ビールメーカーの宮崎ひでじビー

ルが、醸造タンクを、これまでオーダーしたこ

とのない延岡鉄工団地内にある池上鉄工所に依

頼をした。池上鉄工所は、アメリカのＮＡＳＡ

からオーダーを受けたこともある高い技術を持

つ、延岡鉄工団地の老舗企業です。この地元企

業への製造依頼と納入した記事を見た地元の水

産関連会社から、漁で使う網の洗浄機の注文が

あったという内容です。これまで全く取引のな

かった企業間の新たな受注で、地元にもっと需

要が眠っているのではないか。製造業は、高い

技術を持ちながら、営業や情報発信が苦手なと

ころが、えてして多いものです。今回の経緯を

きっかけに、延岡鉄工団地協同組合内に異業種

の若手経営者等が情報を共有し、集団としての

営業に新たに取り組んでいます。行政には、ど

の企業がどんな技術を持っているかの情報を蓄

積したスペシャリストを育ててほしいとのリク

エストも出ています。そこで、県内企業間の連

携促進の取り組みについて、商工観光労働部長

に伺います。

県内企業○商工観光労働部長（中田哲朗君）

間の連携促進につきましては、産業振興機構や

工業技術センター等の支援機関が実施しており

ます企業訪問、相談業務などの各種支援活動の

中で行っておりまして、個別具体的な相談に応

じ、必要な技術、製品などを有する県内企業の

紹介、あっせんなどにより、企業間の連携・

マッチングに取り組んでいるところでありま

す。これらの取り組みによりまして、食品加工

業者が県内企業と連携し、独自の技術を生かし

た乾燥装置を開発・製造した事例や、製造業者

が金型の発注先を県内企業に切りかえた事例な

ど、多くの事例が出てきております。このよう

な企業間連携は、既存技術を応用した新たな分

野などでの取引拡大や、経済の地域内循環、さ

らには県際収支の改善にもつながりますことか

ら、県といたしましては、各関係機関が有する

コーディネート機能の強化を図りながら、企業

間の連携に、より一層取り組んでまいりたいと
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考えております。

今回の発端をつくった宮崎ひ○田口雄二議員

でじビールは、2011年に新会社としてスタート

しています。永野社長は、地域に貢献できる事

業体でありたいと思い、宮崎の農業を応援する

「農援プロジェクト」を積極的に推進していま

す。県内でのホップ栽培にも着手しており、成

功すれば100％県産の地ビールができ上がりま

す。中小企業庁が2016年の「はばたく中小企業

・小規模事業者300社」に選定しています。今回

のことでさらに地元企業間の連携が深まり、地

域の活性化につながってほしいものです。コー

ディネート機能の強化をよろしくお願いいたし

ます。

最後になりますが、本県のアンテナショップ

「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」について伺いま

す。久しぶりに行ってみた新宿のＫＯＮＮＥ

は、場所を間違えたのかと思うほど周りががら

りと変わっていました。隣の広島県のショップ

は移転しており、ＫＯＮＮＥだけになってしま

いましたが、目の前に巨大な高速バスターミナ

ル「バスタ新宿」がこの４月に完成しており、

人の流れもがらりと変わりました。バスタ新宿

のオープンによる大きな環境変化がありました

が、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥの現状につい

て、また新宿みやざき館ＫＯＮＮＥの見直しの

検討状況について、商工観光労働部長に伺いま

す。

新宿みや○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ざき館ＫＯＮＮＥにつきましては、ＫＯＮＮＥ

がある新宿駅南口におきまして、ただいまお話

がありましたとおり、ことし４月に、一日約３

万人が利用する高速バスターミナル「バスタ新

宿」や、30、40代の女性をターゲットとする商

業施設等がオープンしたところであります。こ

れらのオープンによりまして、ＫＯＮＮＥ周辺

におきましても、４月以降、売り上げと客数が

伸び、その後、台風等の天候の影響もあり、や

や落ちた時期もございますけれども、総じて好

影響を受けているところでございます。

県としましては、このような状況を踏まえま

して、現在、ＫＯＮＮＥの状況について検討を

行っているところでございます。東京オリン

ピック・パラリンピックの開催を控え、ますま

す高まる首都圏の活力を活用していくため、検

討しているところでございます。具体的には、

県産品の展示・ＰＲや本県の食の提供、交流・

イベントの実施といった情報発信拠点に求めら

れる機能について、現施設のリニューアルとほ

かの地域への移転のどちらが効果的に発揮でき

るのか、検討を進めているところでございま

す。先ほど申し上げましたとおり、バスタ新宿

等のオープンによりまして、新宿駅南口周辺の

集客力や情報発信力が高まっておりますことな

どから、現施設のリニューアルを中心に、市町

村や関係団体等の御意見も伺いながら、さらな

る検討を進めてまいりたいと考えております。

時間が参りましたので、以上○田口雄二議員

で終了いたします。どうもありがとうございま

した。（拍手）

次は、有岡浩一議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡です。先月、うれしいニュースが飛び込

んできました。先ほど田口議員からも紹介がご

ざいました、精密機器メーカーの日機装株式会

社が宮崎市高岡町に大規模な新工場を建設する

というニュースで、先月29日、知事立ち会いの

もと立地調印式が行われました。工場建設場所

は、宮崎市高岡町高浜の宮崎ハイテク工業団地

であり、400人以上の雇用が見込まれるなど、本
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県にとっても大いに期待される企業の進出であ

ります。関係者の御尽力に深く感謝するととも

に、これから地元としても協力してまいりたい

と考えております。

さて、この機会に、地元高岡を幾つか御紹介

させていただきたいと思います。今回のハイテ

ク工業団地の東側には、国の指定史跡、穆佐城

があります。穆佐城には、島津家９代当主の島

津忠国の誕生杉があり、高岡ゆかりの島津久

豊、忠国は、今上天皇の直系祖先に当たりま

す。また、近くには、高木兼寛先生の生誕の

地、穆園広場があります。さらに、母なる川、

大淀川を上流へ行きますと、昭和10年に国の天

然記念物に指定された月知梅や、さらに上流へ

行きますと、樹齢800年以上の去川の大イチョウ

がございます。

また、町の中心部には、桜の名所である天ケ

城公園があり、武家屋敷や錬士館など、文武両

道の町として現在に至っております。特に、文

教の町として多くの人物が育っています。明

治23年、本田親美氏は、遠い北海道旭川町（今

の旭川市）の初代戸長として、旭川地方の開拓

に尽力され、現在、旭川市の公園内に本田親美

顕彰碑が残されています。

また、大正13年、宮崎市の初代市長の大迫元

繁氏も高岡町本町の出身です。さらに、昭和30

年に公選３代の二見甚郷知事が誕生しておりま

す。ちなみに、このときの副知事は黒木博氏で

ありました。その４年後、二見甚郷氏は参議院

議員となり、現在では松下参議院議員が活躍さ

れるなど、多くの人材を輩出しております。今

でも薩摩の郷中教育の影響を受けた町として、

「宮崎市高岡町教育の日」として、地元小学生

・中学生が集まり、合同学習を行っています。

また、30年ほど前、私が高岡町教育委員会で

社会教育に携わったときも、婦人会活動が盛ん

で、藤原てい先生を婦人大会に招き、講演をい

ただきました。バレーコート３面がとれる天ケ

城体育館いっぱいに婦人会の皆さんが集まる

中、鷹の目・蟻の目のお話はわかりやすく、記

憶に残るものでありました。まちづくりには、

女性の得意とする蟻の目、男性の得意な鷹の

目、両方が大切であるというお話は、先月15日

に他界された先生の激励の言葉となりました。

大変地元の紹介が長くなりましたが、今回通

告の11項目の質問におきまして、宮崎県の経営

者である知事を初め、執行部の皆さんに、鳥の

目、虫の目、魚の目という３つの視点から、通

告に従い質問してまいりますので、明快なる答

弁をお願いいたします。

まず、知事の政治姿勢について御所見をお伺

いいたします。

全国知事会議において河野知事は、スポーツ

・文化・観光プロジェクトチームリーダーとし

て、本年８月と10月に、関係省庁に対し、ス

ポーツ・文化・観光振興施策について提言を要

請されております。そこで、今回の提言を通

し、本県におけるスポーツ・文化・観光の連携

強化と地方創生の実現へどのようにつなげよう

とされているのか、知事の考えをお伺いいたし

ます。

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。

スポーツや文化は、人々に夢や感動・活力を

与えるとともに、地域への誇りを高め、愛着を

深めるものであります。また、これらを観光な

どの産業に結びつけることで、地域経済にも大

きな効果が期待できると考えております。こと
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しのリオデジャネイロオリンピック、先ほど延

岡出身の選手の活躍の話がありましたが、地域

の誇りということもあります。また、ブラジル

では、さまざまな効果もあったかと考えており

ます。

このような中、東京2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会の開催効果を全国に波及さ

せるべく、現在、国・地方を挙げたさまざまな

動きが出ているところであります。全国知事会

におけるプロジェクトチームについて御紹介い

ただいたところでありますが、地方での取り組

みというものを国も強力に後押ししてほしいと

いうことで、強く求めているところでありま

す。スポーツランドみやざきを掲げる本県とし

ましても、現在、「おもてなしプロジェクト」

を、各部局や官民の連携のもと、強力に推進し

ております。

本県では、国民文化祭や２巡目国体なども予

定されておりますので、御指摘のように、ス

ポーツ・文化・観光、その他さまざまな分野の

連携を強化し、スポーツランドみやざき、世界

ブランドを生かした地域づくりなどの取り組み

のさらなる充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。東京オリンピックの話題においても、国民

の関心事として、大会後のレガシーが話題と

なっております。国民文化祭や国民体育大会な

どを成功させることはもちろんでありますが、

大会後のレガシーが県民にとって大きな意味を

なしております。そこで、将来の財産として、

国民文化祭や国民体育大会を通して、県民に何

を残そうとされているのか、知事の御所見をお

伺いいたします。

国民文化祭や国体など○知事（河野俊嗣君）

の大会は、本県が持つさまざまな魅力、宝とい

うものを全国に発信する絶好の機会であると考

えております。その開催を通じて、本県のイ

メージアップや観光・交流の拡大につなげます

とともに、多くの県民が地域の魅力を再発見

し、郷土への自信や誇りを深める契機としたい

と考えております。

また、開催に向けまして、本県の将来の芸術

文化やスポーツを担う人材の育成を図りますと

ともに、障がいの有無にかかわらず、ひたむき

に活動に取り組む姿に直接触れることで、将来

を担う子供たちにとっても、大きな力となるの

ではないかと期待しているところであります。

そして、大会の開催を通じて得られた有形・

無形の財産 オリンピックに関してはレガ―

シーというような表現で言われておりますが

を生かして、県民・企業・関連団体が生き―

生きと躍動し、県内各地に、文化・スポーツは

もとより、観光を初めとする産業振興にもつな

がっていく、そのような大きな動きをつくり出

してまいりたいと考えております。

ただいま郷土への自信や誇り○有岡浩一議員

を高める機会ということで、大変期待したいと

思っておりますし、全国知事会の提言にありま

すように、文化活動・スポーツを「する」だけ

にとどまらず、「見る」「支える」という、誰

もが参加できるステージへと成長させていくこ

とが必要であります。本県の産業振興につなが

る流れを期待しております。

次に、もう一問、知事に質問させていただき

ますが、衆院内閣委員会で、今月２日にＩＲを

推進するための法案が可決されました。その報

道を受け、新聞紙上では、知事は「地方の活性

化という観点から関心を持って前向きに検討し

ている」とあります。２年前の知事選挙のとき
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にも、「カジノを含む統合型リゾートについて

は、国において健全性など制度設計がなされる

ことを前提に前向きに検討したい」と答えてお

られます。

和歌山県は平成16年８月、地方自治体カジノ

協議会発足以降も、県のホームページ上で取り

組みを紹介しています。また、ことし10月、Ｉ

Ｒ議連総会において、各地での積極的な取り組

みが紹介されております。本県においても、今

後の課題である県民にわかりやすく説明するこ

とが大切であり、議論の場が必要と考えます。

そこで、ＩＲについてどのように取り組んでい

かれるのか、知事の御所見をお伺いいたしま

す。

統合型リゾート、いわ○知事（河野俊嗣君）

ゆるＩＲにつきましては、経済の活性化や観光

浮揚なども期待されますことから、私も大変関

心を持っておるところであります。今、にわか

に今国会での議論というものが高まっておると

ころで、その動きを注視しているところであり

ます。

ＩＲに関しましては、ギャンブル依存症や青

少年の健全育成対策のほか、地方での実現可能

性など、さまざまな課題が指摘されているとこ

ろでありまして、今後、ＩＲ推進法が成立した

場合、施行後１年以内に制定されますＩＲ実施

法案の検討過程において、それらの対応策が明

らかにされるというようなことを伺っていると

ころであります。

私としましては、これらの課題に対する制度

上の措置が十分になされるのか、また、規模や

経済効果が本県の実態に即したものになるのか

といった点について、情報収集に努め、検証を

行うなど、しっかりと県民の間での議論も高

め、前向きに検討してまいりたいと考えており

ます。

知事の政治姿勢について、３○有岡浩一議員

問お伺いいたしました。ここで、10年ほど前の

話になりますが、先月の青森市長選挙で見事当

選された小野寺晃彦氏が宮崎市財務部長当時、

私は宮崎市議会にお世話になっておりました。

そのとき、小野寺氏が一言、「県庁に来られて

いる河野氏はすばらしい先輩です」と紹介され

たことを思い出しました。確かに、人格、頭

脳、キャリア、すばらしい知事でありますが、

これからの知事の政治姿勢に期待をし、一人の

政治家を紹介したいと思います。

それは、シンガポールの独立の父と言われる

リー・クアンユー首相であります。直接お会い

したことはありませんが、21世紀のための友情

計画（ＡＳＥＡＮ青年招聘事業）を約30年前、

高岡町で受け入れたとき、担当者としてシンガ

ポールの青年との交流を行いました。そのとき

の印象は、シンガポールの独立を誇りとし、

リー首相を尊敬し、日本に追いつくために、ど

んどん伸びようとするエネルギーを同世代の若

者から感じたものです。そのころ、リー首相

は、「日本を見習え」を基本方針としていて、

政治家としての信条は「自分の評価は30年後で

いい」と言われていたそうです。

ＡＳＥＡＮ青年招聘事業を受け入れてから30

年後のシンガポールを訪れると、経済・観光・

文化において、常に成長し続ける姿がありまし

た。その一つが今回のＩＲです。2004年８月、

首相に就任した３代目のリー・シェンロン首相

によってＩＲ導入の検討が発表され、国民にＩ

Ｒ導入後のイメージを持たせ、理解を求

め、2010年に２つのＩＲをオープンさせており

ます。ちなみに、現在の宮交ボタニックガーデ

ン青島が1965年10月15日にシンガポール植物園
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と姉妹植物園となったのは、51年前の黒木知事

のときであります。

ぜひ、政治家・河野知事のカラーとして、

「自分の評価は30年後でいい」、そういう思い

で、鷹の目・蟻の目、さらにトレンド・時代の

流れを見きわめる力で、大胆に県政運営に挑戦

していただくことを願っております。

次に、日本版ＤＭＯについて、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

観光庁が規定した日本版ＤＭＯは、「地域の

「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと

愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った

観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係

者と協同しながら、明確なコンセプトに基づい

た観光地域づくりを実現するための戦略を策定

するとともに、戦略を着実に実施するための調

整機能を備えた法人」となっておりますが、本

県における日本版ＤＭＯの取り組みの現状につ

いてお伺いいたします。

日本版Ｄ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ＭＯは、地域での観光消費額を伸ばすことによ

り、「持続可能な観光地域づくり」を実現する

ため、その推進組織として、国が登録制度を創

設したものでありまして、本県では、みやざき

観光コンベンション協会が、本年５月に「地域

連携ＤＭＯ」の候補法人として登録されており

ます。このため、同協会では、ＤＭＯの構築に

向け、地域の多様な関係者との合意形成を図る

ため、農林水産業関係者などを新たに役員に加

えるとともに、関係団体や市町村等との意見交

換会を各地区で実施しているところでありま

す。

また、県としましても、同協会と連携して、

マーケティング機能強化に向けた調査事業や、

地域の観光の担い手を育成するための「観光み

やざき創生塾」などを実施しているところであ

ります。今後とも、同協会と一体となってＤＭ

Ｏの構築に取り組み、「持続可能な観光地域づ

くり」を実現してまいりたいと考えておりま

す。

ただいま、現在の取り組みに○有岡浩一議員

ついて御紹介がありましたが、日本版ＤＭＯの

推進には、各地域で活躍する観光人財が必要で

あります。そこで、人財育成の取り組みが急務

であり、調整機能のポイントとなりますが、人

財育成に対する県の取り組み状況を再度お伺い

いたします。

議員御指○商工観光労働部長（中田哲朗君）

摘のとおり、ＤＭＯの構築のためには、観光地

域づくりを牽引するリーダーの育成が何より重

要でありますので、今年度から、「観光みやざ

き創生塾」開講したところでございます。創生

塾は、県内外で活躍する講師陣からの講義に加

え、フィールドワークを含めた２泊３日の特別

研修を実施するなど、実践的なカリキュラムと

なっておりまして、公募により県内各地から集

まった意欲ある54名の観光関係事業者等が受講

しているところでございます。

今後も、市町村、民間事業者等と連携し、カ

リキュラムの充実に努めますとともに、塾生の

フォローアップやネットワークの強化を図るな

ど、本県における観光人財の育成に中長期的に

取り組んでまいりたいと考えております。

どうもありがとうございまし○有岡浩一議員

た。日本の観光の中で、日本人が資源だという

ことを言われる場合があります。人を生かすこ

と、そして人を求めて、日本人というものを理

解しに、海外からも多くの方が見えられる。そ

ういった意味では、人財育成というものは大き

な力になると考えますので、どうぞ積極的に進
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めていただくことをお願い申し上げます。

次に、公共施設管理事業について、総務部長

にお伺いいたします。

本年８月に示された宮崎県公共施設等総合管

理計画において、建物系施設を846施設保有し、

老朽化の進行が明確となっております。そこ

で、全庁的な体制として、公有財産調整委員会

の組織と機能における積極的な取り組みが必要

であります。公共施設等の維持管理についてど

う認識されているのか、総務部長にお伺いいた

します。

公共施設等総合管○総務部長（桑山秀彦君）

理計画の策定に当たりましては、建物系施設の

現状と将来予測につきまして、さまざまな角度

から分析を行ったところであります。20年後に

は、大半の施設が建設後30年を経過することに

なります。現在保有する全ての施設について、

一定の周期で改修や更新を行うことを前提とし

て試算いたしますと、今後40年間で約6,725億円

の経費が必要と試算されます。このため今後

は、建物系施設の適正配置や適切な維持管理に

より経費の圧縮に努め、財政負担の低減化・平

準化を図っていくことが大変重要であると考え

ております。

40年間で6,725億という試算が○有岡浩一議員

出ているようです。建物系施設において財政負

担の低減化や平準化を図るという答弁がござい

ましたが、大変重要であります。ファシリティ

マネジメント推進の取り組みをどのように進め

ていく計画かを、再度、総務部長にお伺いいた

します。

建物系施設の保有○総務部長（桑山秀彦君）

の最適化につきましては、施設ごとに利用実態

等を分析し、地域の実情に配慮しながら、建て

かえや他用途への転用などを行いますととも

に、地域ごとに国や市町村との間で情報を共有

して、相互の施設を有効に活用するエリアマネ

ジメントに取り組んでまいります。

また、個別の施設につきましては、庁舎や県

立学校施設などの施設類型ごとに個別施設計画

を策定しまして、定期的な点検や的確な修繕な

どの予防的保全を実施することにより、長寿命

化を図りますとともに、より効率的かつ効果的

な改修や更新を行ってまいります。このような

取り組みによりまして、財政負担の低減化・平

準化を図ってまいりたいと考えております。

ファシリティマネジメントに○有岡浩一議員

おきまして、特に未利用財産の有効活用など、

スピード感を持って取り組むことが必要だと考

えております。また、先日、西村議員から宮崎

県東京ビルについての提案がありましたが、民

間の感覚を取り入れながら、有効な管理を公有

財産調整委員会において検討し、決断・実行す

ることを期待しております。

次に、施設整備に要する資金調達について、

再度、総務部長にお伺いいたします。市場公募

債について、一般財団法人地方債協会を訪問し

調査しましたが、導入していない県は、九州で

は沖縄県と本県のみです。国は、地方債の市場

化を推進する観点から、活用を検討するよう通

知されているようですが、県債発行について、

市場公募債を導入する考えはないのか、総務部

長にお伺いいたします。

市場公募債は、地○総務部長（桑山秀彦君）

方債の資金調達の手法の一つでありまして、国

債や社債などと同様、広く市場から購入を募る

ものでありますが、本県では、現在導入してい

ないところであります。

市場公募債による資金調達の場合、各種手数

料の負担など、銀行等引受債と比較して、必ず
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しも有利な条件で資金調達できるとは限りませ

んが、今後、施設整備等に伴いまして、県債発

行が増加することを想定した場合、調達手段の

多様化により、安定的な資金調達が可能になる

などのメリットもあると考えられますことか

ら、市場公募債の発行団体が東京で開催してい

る投資家向けの説明会への参加や、直近の導入

団体の調査を行うなど、検討を行っているとこ

ろでございます。

今後、金利の変動におきまし○有岡浩一議員

ては、市場公募地方債など、資金調達の多様化

が求められると思いますので、ぜひ研究を進め

ていただきたいと思っております。

次に、アダプト制度について、県土整備部長

にお伺いいたします。

県内企業の社会貢献の一つとして、アダプト

制度を活用し、企業のＰＲや地域住民と社員の

交流など、さまざまな取り組みが可能であり、

地域力向上の視点からも推進すべきと考えます

が、公共施設における企業参加型のアダプト制

度の取り組みについてお伺いいたします。

現在、県が○県土整備部長（東 憲之介君）

管理する道路や河川、海岸におきましては、

「クリーンロードみやざき推進事業」や「川や

海の応援団制度」による取り組みにおいて、清

掃や植栽、草刈りなどの活動を行う団体や企業

と協定を締結し、環境保全や愛護意識の向上を

図るとともに、維持管理費の低減にもつなが

る、いわゆるアダプト制度を導入しているとこ

ろであります。

また、現在策定中の「（仮称）美しい宮崎づ

くり推進条例」では、市町村や県民、事業者の

皆様との協働により、県土を美しくする取り組

みを推進することとしており、企業との連携は

大変重要であると考えております。このため、

さまざまな公共施設において、企業参加型のア

ダプト制度の活用について検討してまいりたい

と考えております。

今、アダプト制度の現状また○有岡浩一議員

は取り組みについて御紹介がありましたが、例

えば、幾つもの企業が合同で参加することによ

りまして、若手職員の社会参加の場となった

り、交流の輪が広がるなど、意識改革にもつな

がることを期待しております。

次に、河川管理について、再度、県土整備部

長にお伺いします。

本県が管理する河川において、河川堆積土砂

の除去や河道掘削など要望が多く寄せられてお

りますが、現在の県の取り組み状況についてお

伺いいたします。

堆積土砂の○県土整備部長（東 憲之介君）

除去につきましては、地域からの要望が非常に

多い状況にありますが、通常、県単独事業で対

応していることから、家屋浸水のおそれがある

箇所など、緊急性の高い箇所から優先的に除去

しているところであります。

このようなことから、要望に少しでも多く応

えられるよう、公募した砂利採取業者に堆積土

砂を搬出させることにより、より多くの堆積土

砂の除去を行う取り組みや、昨年度からは、翌

年度の予算を前倒しして早期に発注することを

可能とするゼロ県債の活用により、次期台風期

までに堆積土砂を除去する取り組みを行ってい

るところであります。今後とも、これらの制度

も活用しながら、適正な河川の維持管理に努め

てまいりたいと考えております。

ただいまの答弁で、緊急性の○有岡浩一議員

高い箇所から優先的に除去し、ゼロ県債によ

り、第１四半期の発注をふやし、効率的に実施

していることは理解できますが、近年の集中豪
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雨による浸水が増している現在、行政だけでな

く、現場の業者の知恵も交えながら、今後の対

策を検討していただくことを要望しておきま

す。

次に、県内の空き家対策について再度お尋ね

いたします。

特定空家に指定される前に、行政の助言・指

導・勧告が行われますが、この場合、所有者に

とって相談できる場が必要であります。現在の

相談体制の状況をお伺いいたします。

空き家に関○県土整備部長（東 憲之介君）

する相談につきましては、住民に最も身近な市

町村において対応することが重要でありますこ

とから、本年４月には、県内の全ての市町村

に、さまざまな空き家に関する相談に対応する

ため、「空き家相談窓口」が設置されたところ

であります。

また、空き家の管理・賃貸・売買などの専門

的な相談に対応するため、昨年12月に一般社団

法人宮崎県宅地建物取引業協会において、無料

で相談を受け付ける「みやざき空き家等相談窓

口」が設置されたところであります。

県といたしましては、これらの相談窓口につ

いて、現在、県庁ホームページ等で県民の皆様

に広く周知を図っているところであり、今後と

も、市町村や関係団体と連携して、空き家に関

する相談体制の充実に努めてまいりたいと考え

ております。

ただいま御紹介がありました○有岡浩一議員

ように、「みやざき空き家等相談窓口」が昨

年12月に一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協

会に設置されたということで、私どもは余り知

識としてなかったんですが、ぜひ、そういう相

談があったときには、市町村の窓口、さらには

県の相談窓口があるということで、そういった

情報提供をしていただきたいと思います。ま

た、平成28年度に税制改正が行われ、平成31

年12月31日までの間に空き家を譲渡した場合、

譲渡所得から3,000万円の特別控除が適用される

制度や、今年度の国土交通省住宅局のモデル事

業の事例など、情報収集と情報提供を行うとと

もに、関係者や市町村担当者への相談支援体制

を強く要望しておきます。

続きまして、農政水産部長に、高病原性鳥イ

ンフルエンザ対策についてお伺いいたします。

国内では、鹿児島、青森、新潟などで鳥イン

フルエンザが発生しておりますが、県内の発生

防止にどのように取り組んでおられるのか、お

尋ねいたします。

） 鳥インフルエ○農政水産部長（郡司行敏君

ンザにつきましては、韓国に続いて国内でも、

鹿児島県出水市等の野鳥で、病原性の高いＨ５

Ｎ６亜型のウイルスが相次いで検出される中、

先週、青森、新潟の家禽農場でも発生が確認さ

れたところであります。

県では、海外の発生状況から、今シーズンは

発生リスクが高いと考え、防疫メール等による

情報発信や、養鶏農家全戸992農場への立入点検

を実施してまいりました。これらに加え、11月

からは、過去に発生のあった地域の農場への再

巡回や、全ての農場への電話啓発など、例年以

上に対策を強化してまいりました。

このような中、国内の家禽農場での発生を受

けまして、直ちに養鶏関係者を集めた緊急防疫

会議を開催し、野生動物の侵入防止や鶏舎周辺

への石灰散布など、防疫の再徹底を呼びかけて

いるところであります。また、愛玩鶏飼養者に

つきましても、市町村の広報、防災無線による

呼びかけ等を実施しており、さらに、餌の販売

店舗等にチラシやポスターなどを掲示するな
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ど、さまざまな機会を捉えて、日常の管理の徹

底を啓発しております。

養鶏農家の皆様は、今、懸命に防疫作業に従

事されております。県といたしましても、県内

での発生防止のため、最大限の警戒のもと、関

係団体と連携し、全力で取り組んでまいる所存

でございます。

鳥インフルエンザに関しまし○有岡浩一議員

ては、私ども高岡でも毎回のように被害が出て

おりまして、養鶏農家の対策は当然でありま

しょうが、県民の皆さんの防疫に対する理解と

協力、こういったものを強くお願いしておきた

いと思っております。

続きまして、有機農産物について、再度、農

政水産部長にお伺いいたします。

農林水産省生産局の新規事業では、持続可能

で環境に優しい食料の生産を目指して、オーガ

ニック・エコ農産物安定供給体制の構築を進め

ております。海外における有機食品の市場の急

速な拡大や、新規就農者の有機農業への高い関

心などがあるようです。そこで、本県における

有機農業への取り組み状況と推進の考え方を、

お伺いいたします。

） 本県における○農政水産部長（郡司行敏君

有機農業の取り組みにつきましては、綾町の

「自然生態系農業推進条例」に基づく地域一体

となった取り組みを初め、西諸県地域等におけ

る露地野菜や水稲、さらには、輸出を視野に入

れました有機栽培茶研究会の取り組みなど、有

機ＪＡＳ認証を取得し、有利販売につなげるな

どの取り組みが見られるところであります。

このような中、県におきましては、「環境保

全型農業推進プラン」に基づき、健全な作物づ

くりに天敵の利用等を組み合わせた宮崎方式Ｉ

ＣＭを普及するなど、農薬や化学肥料の使用を

低減する取り組みを推進しているところでござ

いますけれども、本県の温暖多雨な気象のもと

での有機農業は、品目によっては、病害虫対策

の問題等で、安定生産の観点から普及が難しい

面もございます。

しかしながら、議員御指摘のとおり、有機や

エコ農産物への関心の高まりが見られますこと

から、県といたしましては、今後とも、環境に

優しい農産物の生産を推進しますとともに、意

欲ある実践者の取り組みをしっかり支援してま

いりたいと考えております。

ただいま部長から答弁いただ○有岡浩一議員

きましたが、例えば綾町におきましては、有機

農業の町というイメージを長い時間をかけてつ

くり上げております。そういった意味では、宮

崎県の農産物は、おいしさとともに、安全・安

心にこだわり続けていくべきだと思っています

し、宮崎の変わらないブランドアイデンティ

ティーとなることを期待しております。宮崎の

農産物は安全でおいしい、こういったことが常

に全国に、世界に発信できるような取り組みと

して、これからも有機農業に取り組んでいただ

ければありがたいと、そのように考えておりま

す。

それでは次に、環境森林部長に、食品ロス削

減についてお尋ねいたします。

食べ物を大切にすることは命を大切にするこ

とと教わってきた我々としては、食品ロスは減

らすべきであり、一人一人が努力すべきと考え

ますが、食品ロス削減に向けた県の取り組みを

お伺いいたします。

食品ロスを削○環境森林部長（大坪篤史君）

減することは、廃棄物の発生抑制や減量化はも

とより、大きく食料問題などの観点からも重要

な課題であると認識しております。
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そのため本県では、今年度から「みやざき食

べきり宣言プロジェクト」を始動させたところ

でございます。具体的には、８月から、食品ロ

スの削減に取り組んでいただける食品スーパー

や飲食店などを「食べきり協力店」として登録

する制度をスタートさせましたほか、12月から

は、幅広く県民にアピールするために、テレビ

スポットＣＭの放送や、県内各地で「食べきり

キャラバン」「食品ロス削減パネル展」などを

順次実施してきているところでございます。

今後は、消費者団体や業界団体などで構成さ

れます４Ｒ推進協議会とも十分連携しながら、

さらなる取り組みの強化を図り、食品ロス削減

を県民運動として、広く浸透させてまいりたい

と考えております。

本県は食料の生産基地だとい○有岡浩一議員

う自負がありますが、つくったものを全て有効

に使っていただく、そういう思いで、「いただ

きます」の精神で、これからも取り組んでいく

必要があると思っています。環境森林部長の答

弁がありましたように、県民みんなでこの取り

組みを進めながら、食品に対する感謝の気持ち

で食品ロス削減に取り組んでいただくことを強

く要望して、次の質問に入りたいと思います。

続きまして、「健康長寿日本一」について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

宮崎県では、「健康長寿男女とも日本一」を

目指し、誰もがいつまでも健康で、生きがいを

持って暮らすことができる健康長寿社会づくり

を推進しておりますが、平成25年の本県の健康

寿命全国順位は、男性71.75歳で８位、女性

は75.37歳で４位となっております。ちなみに、

１位は男女とも山梨県でありました。健康はみ

んなの願いであります。平成42年、「健康長寿

日本一」を達成するために、どのような取り組

みを行っているのか、特に他県にない宮崎なら

ではの取り組みについてお伺いいたします。

県では、「健○福祉保健部長（日隈俊郎君）

康長寿日本一」の達成に向け、昨年度から「健

康づくり」「いきがいづくり」「県民一人ひと

りの参加」の３つを柱として、野菜摂取量の増

加を図る事業や運動の習慣化を図る事業、高齢

者の生きがいづくりを促進する事業など、健康

長寿社会づくりのための各種事業を実施してい

るところであります。

特に宮崎ならではの取り組みとしましては、

本県が日本有数の野菜生産地であるという特色

を生かし、外食や中食で野菜を多く使ったメニ

ューを提供する店を登録し紹介する事業や、家

庭で野菜料理をつくっていただくきっかけとす

るため、野菜料理コンクールを実施するなど、

野菜を積極的に食べる活動 これを略して―

「ベジ活」と言っておりますけれども 「ベ―

ジ活」を推進する事業等、取り組んでいるとこ

ろであります。

また、宮崎大学医学部と連携して、骨、関

節、筋肉などの障がいのために移動機能の低下

を来すロコモティブシンドロームを予防するた

めの事業なども実施しているところでありま

す。

さまざまな取り組みを行って○有岡浩一議員

いただいておりますが、生活の質を高めるとい

うことで、クオリティー・オブ・ライフという

表現がありますけれども、健康で自分らしい生

活を送れることが、心身の健康、良好な人間関

係など、宮崎県が目指す日本一住みやすい宮崎

県をつくるという、その実現に一歩近づくので

はないかと思っておりますので、「健康長寿日

本一」は、私どもが敬老会に行ったときも常に

申し上げています。「健康で長生きしていただ
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き、ぜひ東京オリンピックをみんなで見ましょ

う」という御挨拶をさせていただくことが多々

あります。そういった意味で、この取り組み

は、結果的には医療費の抑制にもつながる大き

な取り組みであります。

そこで、一つ御紹介させていただきますが、

先日、総合型地域スポーツクラブの可能性につ

いて勉強会があり、参加させていただきまし

た。俗に言う1130運動、そういったものを実施

している割合の高い岩手県は、１人当たりの医

療費が全国平均よりも低くなっております。逆

に宮崎県は、平均値よりも約３万5,000円ほど高

くなっているという資料がございました。運動

継続者１人当たりの年間医療費の推移を総医療

費（外来費プラス入院費）で比較したとき、全

国平均値に抑えることができたならば、年間

約400億円の医療費抑制となるという資料でござ

いました。「健康長寿日本一」の取り組みや、

健康づくり、スポーツの実施率を上げること

が、医療費抑制に大いに期待できるという勉強

会でございました。

医療費を抑えるということが、これからも国

民健康保険税を管理する中でも必要になってま

いりますので、ぜひ連携しながら、1130運動の

担当課、「健康長寿日本一」の取り組みの担当

課、それぞれが県民の幸せのために努力するこ

とをお願いしたいと思っております。

ただ、そのためには、どのような取り組みが

必要かと申しますと、関係機関との連携という

テーマがございます。日本一を目指すというこ

とで、年齢差では0.8歳とか0.4歳、大変少ない

数字のようですが、これは全高齢者みんながそ

の年齢まで長生きしていかなきゃいけないとい

うことですから、大変大きな課題であります。

平成42年に「健康長寿日本一」という目標を達

成するためには、関係機関との連携が必要と考

えますが、どのような取り組みをされようとす

るのか、再度、御答弁いただきたいと思いま

す。

お話にもあり○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ましたが、「健康長寿日本一」という目標達成

のためには、県だけではなく、市町村や各種団

体・企業、いろんな関係団体が協力して、県民

一人一人が健康長寿社会づくりに取り組んでい

くことが大変重要であります。このため、県で

は昨年度、市町村やさまざまな関係団体を構成

員とし、知事が会長を務めます「宮崎県健康長

寿社会づくり推進会議」を設置いたしまして、

基本的な推進方針を定め、県を挙げて取り組ん

でいるところであります。

さらに今年度は、市町村、関係団体との共通

認識を高め、積極的に取り組んでいくために、

市町村を訪問し、意見交換を行うほか、関係団

体には、それぞれが行う健康づくりに係る取り

組みについて、例えば、「健康診断の受診率100

％を目指します」などといった「健康宣言」を

行っていただくこととしているところでありま

す。今後とも、市町村や関係団体の皆様ととも

に、各種事業の積極的な展開を進めまして、

「健康長寿日本一」を目指してまいりたいと考

えております。

関係する各企業との連携とい○有岡浩一議員

う答弁をいただきました。一つの例で、健康診

断受診率100％を目指すという、これは宮崎県の

大きな課題でありまして、受診率の低さという

ものが大きな課題になっております。そういっ

た意味では、先進的に企業が率先して、こうい

う目標を掲げて取り組んでいただくこと、これ

は新しいモデルであり、模範になると思ってお

りますので、このような企業の協力、そして、
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それが県民の皆さん方に広がっていくことを強

く願っております。

続きまして、最後の社会教育の充実につい

て、教育長にお伺いいたします。

最初に、社会教育に携わっていたというお話

をさせていただきましたが、生涯教育という観

点もありますが、私は、社会教育というものが

地域の活性化には必要だというふうな観点で質

問させていただきます。

ホームページ上で、宮崎県社会教育委員会議

の資料を見せていただきました。コミュニ

ティーの形成やネットワーク、プラットフォー

ム構想など、地域で子供たちを育てることが検

討されておりました。地域力向上のために、社

会教育の取り組みが大変重要だと考えておりま

すが、教育長の御所見をお伺いいたします。

「地域の子供は、地○教育長（四本 孝君）

域で育てる」ということがよく言われるわけで

ありますが、子供を健やかに育てるためには、

地域の教育力を高めることが必要であり、その

観点から、社会教育は大変重要であると考えて

おります。

このことから、県教育委員会では、子供と地

域住民や地域住民同士の結びつきを強めるため

に、子ども会や公民館等の社会教育関係団体の

支援や、地域と学校が連携・協働して取り組む

活動を支援するなど、社会教育の充実を図って

いるところであります。

また、かねてから県民の要望もありまして、

本年度、県教育研修センターのリニューアルに

あわせて、地域社会を支える人材づくりを推進

するために、担当する部署を新設し、社会教育

主事を２名配置するなど、社会教育支援体制の

強化を図ったところであります。

社会教育支援体制をつくって○有岡浩一議員

いただいているということで、各地域での公民

館単位での活動、コーディネーターの方たちの

存在が大変大きいと思っております。特に学校

を退職された先生方、そういった方たちを活用

しながら地域の子供たちの支援をしていただく

ことは、大きな取り組みだと思っております。

その中で、教育長から答弁がありました、県

教育研修センターに２名の社会教育主事を配置

したということで、私どもは、教育研修セン

ターにこういう社会教育主事がおられるという

ことは大変心強いですし、また、社会教育の充

実というものを行政の中でも位置づけていただ

いたということで、大変感謝しております。そ

こで、教育研修センターでは、社会教育主事２

名体制ではございますが、どのような取り組み

を行っているのか、再度、教育長にお尋ねいた

します。

県教育研修センター○教育長（四本 孝君）

では、社会教育にかかわる県や市町村の教育行

政職員の資質向上研修や、地域づくりの核とな

る社会教育関係団体等の人材養成研修、さら

に、広く県民の皆様にも参加していただけるよ

うな魅力ある公開講座など、社会教育に関する

各種研修や講座を開催しております。

また、センター内の施設を開放して、社会教

育関係団体に活動の場を提供したり、あわせ

て、社会教育に関する資料や書籍等をそろえ、

県民の皆様に情報提供を行ったりしておりま

す。今後とも、地域の教育力向上を目指し、県

民のニーズに応じた研修等をさらに充実してい

きたいと考えております。

今答弁いただきましたよう○有岡浩一議員

に、社会教育の充実にこれからも取り組んでい

ただくこと、そして、宮崎のすばらしさを次の

世代に引き継ぐことは、大人の大きな責任だと
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思っております。

通告しました質問は全て終わりましたが、先

ほどＩＲの話もしましたし、県民の理解や財源

の問題もあります。こういった問題にどう取り

組むのか。「なせば成る」という精神で、これ

からやっていただきたいと思っておりますし、

自然豊かな宮崎だからこそ取り組める、宮崎ら

しいＩＲの取り組みもあるんじゃないかと思っ

ております。持続可能な取り組みを期待いたし

まして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） 午前中に引○髙橋 透議員

き続き、延岡市から傍聴に参加してくださる田

口雄二議員の応援の方々に感謝申し上げます。

ありがとうございます。私の地元日南からもお

見えになっていますので、仲よくしていただき

たいと思います。さすが県会議員だなという質

問は、私の後の井本議員にお任せをして、早速

質問したいと思います。

まず、人口減少対策についてであります。来

年度の当初予算編成方針が出されました。重点

施策の柱が３つあります。その中の１つに、人

口減少対策と中山間地域対策の強化があり、そ

の１番目に「若者の県外流出の抑制とＵＩＪ

ターンのさらなる促進」とあります。昨年は、

高校卒の県内就職率が54.7％と全国最下位が話

題となり、今年度は、雇用対策に力を入れたさ

まざまな施策が展開されているところでありま

す。そこで、平成22年に策定された総合計画

「未来みやざき創造プラン」の長期ビジョンに

は、人口減少を最小限に抑制するための施策を

展開し、20年後の人口・経済状況等、2030年の

宮崎県の姿が描かれています。長期ビジョンが

策定されて６年経過しました。過日、平成27年

国勢調査の確定値が報告され、本県人口は110万

人を割り込みました。知事はどのように分析さ

れているのか、お尋ねをいたします。

以下の質問は質問者席から行います。(拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

国勢調査の結果、本県の平成27年10月１日現

在の人口は110万4,069人、前回の平成22年に比

べ３万1,164人の減少となっております。これ

は、平成25年に国立社会保障・人口問題研究所

が行った本県の推計人口を3,253人下回る結果と

なっております。この推計人口との乖離を年齢

階層ごとに見ますと、14歳以下の人口は2,271人

推計を上回っております。とりわけ０歳から４

歳の層では1,317人上回っており、この階層にお

いては減少のスピードに改善が見られるわけで

ありますが、一方で、15歳から24歳の層で

は、5,567人下回る厳しい状況となっておりま

す。進学や就職の時点で、推計以上に県外流出

があったものと考えております。このため、若

者にとりまして、魅力ある就学環境の創出や良

質な雇用の場の確保など、若年層の流出抑制に

向けまして、さらなる対策を講じていく必要が

あるものと考えております。以上であります。

〔降壇〕

今、答弁がありましたが、15○髙橋 透議員
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歳から24歳未満が5,500人ぐらい下振れをしてい

るということでありました。新卒者の県内就職

率を高めるためにさまざまな事業を展開されて

いると思うんですが、結果が出るのはこれから

だというふうに思います。特に大学院、大学、

短大、高専の県内就職率は、全就職者2,313人の

うち989人の42.8％なんです。それを考えると、

非常に就職率は低いなと思うんです。県内企業

の地元採用枠はあると思うんですが、さらに県

内就職率を高めるために、主要企業に知事が直

接訪問して、地元採用枠を設けてもらうように

働きかけを行ってはどうか、知事に伺います。

大学生の県内就職を促○知事（河野俊嗣君）

進するためには、県内に若者の雇用の場をしっ

かりと確保することが重要であると考えており

ます。このため県では、宮崎労働局と教育委員

会と合同で、主要経済団体を通じて、県内企業

に対して、新規学校卒業予定者の求人枠の拡大

などについて要請活動を行っておるところであ

ります。また、８月に開催しました産学労官の

代表による雇用政策懇談会 私も出席をいた―

しましたが におきましては、若者の県内就―

職・定着促進をテーマに意見交換を行ったとこ

ろであります。産業界からも、県内企業が地元

の若者を安定的かつ継続的に雇用していく重要

性について意見が出されたところであります。

今後とも、大学生を初め若者の県内就職を促進

するために、さまざまな機会を捉えて、県内企

業の経営者等に対し、求人枠の拡大を積極的に

働きかけてまいりたいと考えております。

午前中の質問でも言われまし○髙橋 透議員

たけれども、東証１部上場企業が県内に立地す

るということで、地元採用枠も400人ということ

ですから、大変うれしいニュースだったんです

が、雇用確保におけるこういった対策の一方

で、いろんな課題、問題があるんです。実

は、10月に私どもの会派で、都城高専に事務局

がある霧島工業クラブに調査に行きました。そ

こで伺ったのが、県内大手企業で、売り上げも

右肩上がりで伸びている企業に呼びかけても、

就職説明会にも来てくれない、もちろん地元採

用枠もないということなんです。都城高専の県

内就職率はわずか１割です。せっかく県内にも

魅力ある就職先があるのに、地元に残れない歯

がゆさを工業クラブの方がおっしゃっておりま

した。あと、インターンシップ、中には旅費支

給をしたり、昼食を出したり、そういう企業も

あるわけなんです。行政で交通費の一部を助成

するとか、そういうことがあると、インターン

シップもさらに活性化するのではないかという

ことでありました。本県もいろいろ工夫されて

いますが、大学生の県内就職を促進するため

に、インターンシップをさらに活性化させる必

要があります。県はどのように取り組んでい

らっしゃるのか、商工観光労働部長にお尋ねし

ます。

インター○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ンシップは、大学生等が就職先を検討するに当

たりまして、企業理解を深める重要な活動、取

り組みの一つであるというふうに考えておりま

す。このようなことから、県では県内就職を促

進するため、インターンシップの受け入れ企業

の開拓と学生とのマッチングに取り組んでおり

まして、今年度は132名の学生が県内企業でイン

ターンシップを行っております。また、現在、

さらなる参加促進を目指して、インターネット

上にインターンシップの情報を集約し、マッチ

ングを行うシステムの構築に取り組んでいると

ころでありまして、今後のシステムの利用促進

を図るため、企業や学生を対象に、啓発冊子の
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作成やセミナーを実施することといたしており

ます。今後とも、インターンシップの活性化を

図るために、経済団体や大学等と連携しなが

ら、企業や学生に働きかけてまいりたいと考え

ております。

５月の連休前後、このあたり○髙橋 透議員

に９割方決まっているということでありますか

ら、早い時期にインターンシップで企業を知っ

てもらうことが大事だということであります。

よろしくお願いいたします。

次に移りますが、宮崎海上保安部巡視船再配

置の対策であります。宮崎海上保安部所属の巡

視船「たかちほ」が、10月１日付で種子島へ配

置がえとなりました。近隣諸国の海洋進出が活

発化していることなどから、種子島海上保安署

が新設されたことに伴い、油津にある宮崎海上

保安部があおりを食ったんじゃないかと思って

おります。そこで、宮崎海上保安部巡視船配置

がえに伴い、日向灘沖での海難救助や密漁取り

締まりに影響はないのか、それぞれの関係部長

にお尋ねいたします。

まず、海難○危機管理統括監（畑山栄介君）

救助の関係でございます。議員御指摘のとお

り、宮崎海上保安部では、種子島海上保安署の

新設に伴い、ことし10月に巡視船「たかちほ」

が、より小型の巡視艇の「しろかぜ」に配置が

えされ、現在、巡視艇２隻で海難救助等に当

たっておられます。宮崎海上保安部によります

と、平成27年は、船舶の衝突など海難事故が５

件、磯釣り中の事故などによる人身事故が14件

あり、これらのうち、同保安部が救助した事案

が１件、ほかの機関等が救助した事案は６件、

自力救助の事案は３件あったと伺っておりま

す。こうした状況にありますが、巡視艇は、浅

瀬に近づけるなど機動力がある一方で、外洋で

の活動に制限があるといった特徴があります。

今回の配置がえが及ぼす影響については、今後

の巡視艇の運用状況などを注視していく必要が

あるものと考えております。

次に、漁業取○農政水産部長（郡司行敏君）

り締まりについてであります。今回配置されま

した巡視艇「しろかぜ」は、これまでの巡視船

よりも小型になりますけれども、漁船が操業で

きる波浪での機動性や速度は、これまでの巡視

船と同程度と伺っております。このため、漁業

取り締まりに関しましては、これまでと同水準

の取り締まりが可能であると考えております。

県におきましても、「たかちほ」「みやざき

丸」の２隻の漁業取締船を保有しており、新た

に配備されました巡視艇としっかり連携をと

り、漁業取り締まりを行ってまいりたいと考え

ております。

私は、海難救助のほうをすご○髙橋 透議員

く心配しているんです。お話にもありましたよ

うに、小型で外洋のほうに行けないということ

でありました。御存じのように、26トンの巡視

艇が２隻残るわけですけど、26トンの巡視艇

は20海里制限、いわゆる37キロメートル以上沖

に行けないという制約があるんです。そういう

意味では、何らかの有事があったときに油津か

らは行けない。細島に同クラスの巡視船がある

らしいですけど、南のほうまでは厳しいという

話も聞きました。

そして、実はもう一つ問題があるんですけれ

ども、12名の職員削減なんです。海上保安部の

方々は家族で転勤していらっしゃいます。ざっ

くり30名が日南市から出ていったわけなんで

す。当然そのことによって日南は購買力が落ち

ます。私は、この人口減少時代に30名の転出と

いうのは非常に大きく、日南市にとってマイナ
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スになるというふうに思っています。そこで、

巡視船「たかちほ」の再配置を海上保安部に要

望していくべきじゃないかということを、知事

にお願いいたします。

海上保安庁の任務は、○知事（河野俊嗣君）

四方を海に囲まれた我が国にとりまして、海上

の安全及び治安の確保を図るため、大変重要な

ものであると認識しております。今回の宮崎海

上保安部の巡視船の配置がえは、九州南西海域

におきます外国漁船の監視体制の強化等を行う

ため、種子島海上保安署が新設されたことに伴

うものであります。宮崎海上保安部からは、本

県海域におきまして、海難救助等に支障のない

よう、第十管区海上保安部全体で総合的な船舶

の運用・調整を行うと伺っているところであり

ます。その状況を見きわめた上で、御指摘の内

容等を踏まえて対応してまいりたいと考えてお

ります。

保安庁の方針で全体、総員を○髙橋 透議員

ふやさないとか、新たな装備を配置しないとい

うのがあるかもしれませんが、ぜひ日南市と連

携して、再配置の要望を保安庁に働きかけてい

ただきたいと思います。

次に、2018年大河ドラマ「西郷（せご）ど

ん」へのアプローチについてお尋ねしてまいり

ます。2018年大河ドラマが「西郷どん」に決ま

りました。原作は林真理子さん、脚本は「花子

とアン」を執筆された中園ミホさんです。西郷

隆盛を演じるのは、「花子とアン」に出演され

た俳優の鈴木亮平さんです。西郷隆盛といえ

ば、最後は西南戦争で自害をするわけですが、

本県は西南戦争における薩摩軍敗走の地、延岡

市の北川町が最後の決戦の地であります。飫肥

西郷と言われた小村寿太郎の師、小倉処平が戦

死しています。2018年大河ドラマに決定した

「西郷どん」について、本県もドラマの舞台と

なるよう、積極的に働きかけるべきと思います

が、知事の考えを伺います。

大河ドラマの制作、本○知事（河野俊嗣君）

県におきましても、ゆかりのある偉人や神話な

どを取り上げていただきたいということで、Ｎ

ＨＫに対して機会あるごとに要望を行ってきた

ところでありますが、今回、明治維新から150年

目に当たる2018年の大河ドラマが「西郷どん」

に決定したということであります。西南戦争で

は、和田越えの決戦などの激戦地や宿陣跡のほ

か、日南隊の隊長でありました小倉処平が戦い

の中で命を落とすなど、さまざまな史跡や史実

が本県にも存在していると。ドラマ化に当たっ

ては、ぜひそういった内容についても取り上げ

ていただきたいと考えております。小説は現在

も連載中であります。今後のアプローチによっ

ては、西郷隆盛公にかかわるさまざまなエピ

ソードが描かれるチャンスもあると思いますの

で、ドラマの中でも本県が舞台となるよう、関

係市町村とともに、ＮＨＫへの要望など、働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

小倉処平、中には御存じない○髙橋 透議員

方もいらっしゃるかもしれませんが、飫肥藩中

級藩士の次男で、２年間英国で学んだ俊才で

あったと言われております。安井息軒の門下生

として三計塾で学んで、同じ門下生であった陸

奥宗光や谷干城らと交流を得ています。当時は

雄藩出身で独占されていた大学南校に、小藩出

身の人材にもひとしく勉学の機会を与えるべき

と「貢進生制度」を政府に建議して、小村寿太

郎を大学南校に進学させた人物であります。

林真理子さんは、原作を今、連載中なんです

が、昨年、延岡市で開催されました「エンジ

ン01（ゼロワン）」の副実行委員長として延岡
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に三度おいでになっているようです。そのとき

に、西郷隆盛宿陣跡資料館と御陵墓参考地を訪

ねられています。このことは、11月18日付夕刊

デイリーの記者手帳で紹介されていますが、林

真理子さんはそこで、小倉処平のこともしっか

りごらんになったというふうに思います。西南

戦争最後の激戦地の延岡、そして、飫肥藩出身

の小倉処平が大河ドラマに登場するのではない

かと、わくわくしておる次第であります。

午前中は、内田副知事の出番がありました。

そこで、稲用副知事、まだ出番がありませんの

で、ぜひ 延岡出身ということでありますか―

ら、西南戦争、小倉処平にも少なからず思い入

れがあられると思います。そこで、大河ドラマ

は「西郷どん」で57作目になりますが、これま

での大河ドラマで印象に残る作品ベスト３を挙

げていただきたいと思います。

たくさんいい作品が○副知事（稲用博美君）

あったんですけど、至って個人的にということ

で、まず、「篤姫」、宮崎あおいさんと本県出

身の堺雅人さんの名演技があったと思います

が、それ以上に、小松帯刀の生涯というものに

大変引かれました。あと２つ挙げないといけな

いんですが、司馬遼太郎さんが好きなものです

から、１つは大村益次郎をモデルにしました

「花神」、そしてもう１つは、今の一連の御質

問の流れで、西南戦争和田越えの戦い、小倉処

平というふうに流れるように行くためには、

「翔ぶが如く」ということでお答えしないとい

けないのかなと思いました。この２つの作品は

いずれも、近代日本の建設の苦しみ、痛みとい

うことと同時に、そのときの人々の矜持という

ものが表現されたすばらしい作品であったとい

うふうに思っております。

ありがとうございます。どち○髙橋 透議員

らかというと江戸後期、幕末物をベスト３に挙

げられましたが、昨年が「花燃ゆ」でした。こ

れは史上最低の視聴率だったらしくて、幕末物

は当たらないというジンクスがあるらしいで

す。ぜひそうならないように「西郷どん」は応

援をしていこうと思います。よろしくお願いし

ます。

日南市の学芸員に話を聞く機会があったんで

すが、西南戦争が始まったときに小倉処平は東

京にいて、そのときには一番隊、二番隊は出て

いるんです。小倉処平は三番隊の隊長で駆けつ

けているらしいです。そして、薩摩軍が劣勢に

なったときに軍の再編をして、そのときには飫

肥隊の隊長から離れて、小倉処平は西郷隆盛の

周りにいたという話を聞きましたので、ひょっ

としたら西郷隆盛と話を交わしたこともあった

んじゃないかと推察します。小倉処平の存在な

くして小村寿太郎の存在はあり得ません。ぜ

ひ、「西郷どん」で宮崎県が舞台となって小倉

処平が登場することを祈りながら、いつの日か

小村寿太郎の生涯が大河ドラマに採用されるよ

う、これまで以上に顕彰と、そして大河ドラマ

誘致の県民運動を展開していただきたいと思い

ます。

次に移ります。医療・介護について伺ってま

いります。

本県では、2025年に、後期高齢者が16万9,000

人が20万4,000人になるそうです。認知症は５万

人から７万人、独居老人が６万2,000世帯から７

万2,000世帯になるようであります。これまで

は、高齢化のスピード、進展にどう対応するか

ということが問われていましたが、これから

は、人数の多さにどう対応していくかというこ

とらしいです。そういう意味で地域医療構想が

策定されたと思いますが、あくまで推計であっ
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て、病床数の削減を意味するものではないと答

弁をされてきました。さらに、構想区域ごとに

各地域の調整会議で議論して、地域の実情に応

じた医療体制の構築に向け自主的な議論を行う

となっています。ただ、自主的な議論だけで

は、国が考えている方向にはなかなか向かわな

いのではないかと考えます。地域医療構想で

は、療養病床を可能な限り在宅医療へ移行させ

るのが狙いだと考えられるからであります。そ

こで、2018年に診療報酬が改定されることに

なっていますが、在宅医療へ誘導する改定にな

るのではないかと思われます。どう考えます

か、福祉保健部長に答弁をお願いします。

本年度の診療○福祉保健部長（日隈俊郎君）

報酬改定における基本的な視点の一つに、「地

域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・

強化、連携に関する視点」という項目がござい

まして、この中で、療養病棟につきましては、

より医療の必要度が高い患者を受け入れるため

の基準の厳格化、あるいは「退院支援加算」の

新設、「在宅復帰機能強化加算」の見直しな

ど、患者の在宅復帰をより促進するための改定

が行われております。また、在宅医療につきま

しては、緊急往診やみとりの十分な実績を有す

る医療機関の評価の充実や、新たに、在宅医療

を専門に行う医療機関の開設が認められるな

ど、質の高い在宅医療の確保に向けた改定内容

となっております。さらに、本年度の診療報酬

改定における附帯意見を見ますと、「質が高く

効率的な在宅医療の推進について引き続き検討

すること」とありますので、御質問の2018年の

診療報酬改定につきましては、これらを踏まえ

たものになるのではないかと考えております。

厚生労働省が出した推計で衝○髙橋 透議員

撃的な数字があります。今後、死亡者が急増し

て、2030年には、約47万人が「死に場所難民」

になる可能性があるという数字であります。現

在は約75％の人が病院で亡くなっているわけで

すが、そのベッドが圧倒的に不足するというこ

とであります。今後、自宅や介護施設などでの

みとりを大きくふやさなければならないと思い

ます。住まい、医療、介護、予防、生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムを早

急に確立しなければならないゆえんでありま

す。そこで、地域包括ケアシステムの構築を進

めるために、日南市などがモデル事業に取り組

んでいますが、その成果について福祉保健部長

に伺います。

地域包括ケア○福祉保健部長（日隈俊郎君）

システムは、市町村が主体となりまして、医療

と介護の連携や、介護予防、生活支援などの体

制づくりを行うものでありますが、県では、そ

の支援のため、意欲のある市町村を対象にモデ

ル事業を実施しているところであります。昨年

度は、日南・串間地域を対象に、医療機関退院

後の高齢者に適切な医療・介護サービスを提供

するための退院調整ルールづくりのモデル事業

を実施しまして、病院看護師やケアマネジャー

から、「お互いに顔の見える関係ができ、調整

がスムーズになった」との声が聞かれるなど、

期待された成果が出ているところであります。

このため、今年度は、新たに４つの地域で本事

業を実施しておりますが、このほか、平成26年

度からの住民主体の介護予防のモデル事業には

延べ12市町村が参加しており、また、今年度か

らの自立支援のためのケアプラン作成のモデル

事業には、５つの市町村が参加しているところ

であります。こうした県内での先行事例の成果

を他の市町村へ波及させながら、地域包括シス

テムの構築を促進していきたいと考えておりま
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す。

ありがとうございます。少し○髙橋 透議員

ずつですけれども、広がりを示す方向性が出て

いると思いますが、地域包括ケアシステムで最

も必要なことは何か、福祉保健部長にお尋ねい

たします。

2025年に向け○福祉保健部長（日隈俊郎君）

て、医療や介護を必要とする高齢者の増加に対

応していくためには、在宅医療や訪問看護、居

宅介護サービスなど、在宅生活を支える医療・

介護基盤の充実や、それに必要となる人材の確

保・育成、認知症対策、医療と介護の連携な

ど、重要な課題と考えているところでありま

す。また、社会保障給付費が増大していく中

で、高齢者が住みなれた地域で暮らし続けられ

るようにするためには、住民みずからの生活習

慣病の予防や介護予防の取り組みを初め、生活

支援、見守り体制づくりなど、多様な主体によ

る地域の支え合いも重要であります。地域包括

ケアシステムの構築は、市町村が主体となっ

て、これらの取り組みを一体的に進めていく必

要がありますので、県といたしましては、積極

的な支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

在宅ケアの中核を担うのは、○髙橋 透議員

医療にも介護にも顔がきく訪問看護だと言われ

ています。まだまだ数が足りません。というよ

り、県民の間に訪問看護が余り知られていない

なと思います。だから利用者も少ないという現

状があると思いますが、県民が訪問看護の必要

性を感じる施策をしっかり取り組むことが大事

だと思っています。地域によっては、交通費な

どの利用者負担の問題とかあるし、人材不足の

問題、乗り越えなければならない課題がいっぱ

いあります。市町村としっかり連携して、地域

包括ケアシステムの確立に御尽力いただきたい

と思います。

次に移ります。観光振興について。

先月22日に、南九州観光振興会議が鹿児島市

で開催されました。パネルディスカッションの

パネリスト、ＮＰＯ法人「かごしまバリアフ

リーツアーセンター」の理事長から、高齢者や

障がい者に限らず、安心して外出、旅行ができ

るようバリアフリーを推進・情報発信し、地域

への啓発にかかわる事業とバリアフリー観光相

談・情報発信等の事業を行っているお話を聞き

ました。障がい者が観光や買い物などで積極的

に外出できるように環境整備をしていく必要が

あります。現在の取り組み状況について、福祉

保健部長に伺います。

県では、平○福祉保健部長（日隈俊郎君）

成12年に制定いたしました「人にやさしい福祉

のまちづくり条例」に基づき、宿泊施設、道

路、公園等、多くの方が利用する施設につい

て、段差の解消や道路幅の確保、障がい者用ト

イレの設置等、障がいのある方や高齢者等の利

用に配慮した整備基準を策定いたしまして、バ

リアフリーの施設づくりの促進に努めてきたと

ころであります。また、こうした施設を活用し

ていただけるよう、「みやざきバリアフリー情

報マップ」として、ホームページ上で、障がい

の状況や施設の種類、所在地などの条件によ

り、障がい者対応の施設の整備状況を検索でき

るようにしているほか、車椅子で行ける宮崎の

お薦め観光地の紹介などの情報提供を行ってい

るところであります。

これまでは、旅行業者が商品○髙橋 透議員

をつくって販売する、いわゆる発地型観光と

いったものが主流であったんですが、受け入れ

側が主体となった着地型観光に観光産業の環境
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が変化しているとのことであります。高齢者や

障がい者が旅行するとなると、着地、行き先で

の移動とか入浴、食事介助などのため、出発地

から介助者、看護師を同行させるのが一般的だ

と言われています。その分、交通費とか宿泊費

とか人件費の経費がかかってくるわけでありま

すが、旅先、着地場所で必要なサポートを必要

な場所と時間につなぐことで、旅行コストは低

減できます。そして、家族などの同伴者も自由

な時間を楽しむことができます。県内の観光地

あるいはホテル・旅館組合において、ハード面

の整備は非常に厳しいものがありますが、問題

や課題の共有あるいは研修などを重ねること

で、バリアフリー観光は可能になってくると思

います。今後、障がい者や高齢者等の観光客が

ふえていくと思われますが、バリアフリー観光

の推進について、県の考えを商工観光労働部長

に伺います。

バリアフ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

リー観光の取り組みにつきましては、全国で

は、ただいま議員のお話がありましたとおり、

「かごしまバリアフリーツアーセンター」のよ

うに、31の地域において、ＮＰＯ法人等が主体

となったバリアフリー旅行相談窓口が設置され

ておりまして、観光施設等の実態調査や宿泊施

設等へのバリアフリー化の指導・助言、旅行者

からの相談への対応などを行っているところで

あります。一方、県内での取り組みにつきまし

ては、観光関連団体等での個別相談対応などが

中心となっている状況にございます。バリアフ

リー観光への対応は、交流人口の拡大を進める

上で、ますます重要になってくるものと考えて

おりますので、先進地域での取り組みも参考に

し、関係部局や市町村等の意見も伺いながら、

今後の取り組みについて検討してまいりたいと

考えております。

宮崎はどちらかというとまだ○髙橋 透議員

おくれているのかなという感じがしますから、

なお一層の努力をお願いしたいと思います。

話は変わりますけど、プロ野球のことしの観

客動員数、１位は巨人で300万人、阪神が291万

人、ソフトバンク250万人、そして広島が216万

人の順番であります。ただ、それぞれの本拠地

周辺の人口を考えると、広島の216万人は私はす

ごいと思っています。御案内のように、黒田投

手とか新井選手が復活したということもありま

すが、もう一つ大きな観客動員数の増の要因

は、マツダスタジアムの機能性だというふうに

私は思っています。砂かぶり席があったり、寝

そべって見られる席があったり、あるいはバー

ベキューを楽しみながら観戦できる席もあると

いうことであります。そして、もっとすごいの

は、何よりも障がい者や高齢者に配慮した設備

です。車椅子観戦スペース席140席、車椅子貸し

出し20台、多目的トイレは24カ所、そのうちオ

ストメイト対応が12カ所あります。障がい者や

高齢者を誘導案内するホスピタリティスタッフ

がそろっています。ちなみに東京ドームの車椅

子席はわずか12席であります。これはメジャー

リーグの球場をお手本にして設計されたそうで

ありますが、宮崎にもサンマリンスタジアムが

あります。改修されるときにはぜひ、マツダス

タジアムを参考に、ユニバーサルデザインの理

念をよろしくお願いしたいと思います。

いろんなところで配慮することによって、自

然と観光もひっくるめてふえてくる。そういう

ことをしっかりと取り組んでいただきたいと思

います。

次に、農水産業の振興について。

まず、農産物の海外輸出策について伺ってま
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いります。今議会に提案されています「産地パ

ワーアップ計画支援事業」で、輸出拡大に取り

組むということになっておりますが、どのよう

な品目が対象となるのか。また、その支援内容

について農政水産部長に伺います。

本県における○農政水産部長（郡司行敏君）

農産物の輸出につきましては、カンショやお

茶、花卉などの品目で取り組まれております

が、今議会にお願いしております「産地パワー

アップ計画支援事業」の輸出対策では、カン

ショを対象に事業を行うこととしております。

具体的には、串間市の農業法人が、カンショの

品質低下を防ぐ既存のキュアリング施設と連動

した貯蔵庫と選果ラインの一体的な整備を計画

しているところであります。県といたしまして

は、本事業により貯蔵庫等の整備を進め、香

港、台湾等への輸出拡大を目指した取り組みを

支援してまいりたいと考えております。

カンショについては、聞きま○髙橋 透議員

すと、これまで輸送時に腐敗なんかが生じてい

たらしくて、今お話がありましたように、集出

荷貯蔵施設の整備ができれば解消できるという

ことで、大変ありがたいことであります。

県南にはほかに、キンカンとかスイート

ピー、こういったものが現時点で輸出されてい

るわけですけれども、その取り組み状況と今後

の展開について、農政水産部長にお尋ねしま

す。

まず、キンカ○農政水産部長（郡司行敏君）

ンについては、東アジアにおいて、縁起のよい

色や名前、そしてその甘さから高い評価を得て

おり、非常に有望な品目であると考えておりま

す。しかしながら、海外量販店や日本食レスト

ランでのフェア等において、「より酸味の少な

いキンカンが欲しい」との声もあることから、

現在、その栽培実証に取り組んでいるところで

あります。

次に、スイートピーについてでありますけれ

ども、国内の花市場との連携のもと、ニュー

ヨークを中心にプロモーションを実施し、取引

の定番化を実現しております。今後は、新たな

販路開拓に向け、アメリカ西海岸の花卉バイ

ヤーを招聘するとともに、ロサンゼルスでプロ

モーションを実施することとしております。

県といたしましては、引き続き、産地や輸出

事業者等と連携しながら、海外のマーケット

ニーズに対応した産地づくり、取引づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。

スイートピーについては、北○髙橋 透議員

米に輸出しているのは、大阪の「なにわ花いち

ば」に一旦持っていっているわけです。香港へ

は延岡の市場が約４万本ですか、北米は35万本

というふうに聞いておりますが、今そういう実

績があるわけで、特別委員会のこの前の海外調

査で香港の総領事館で話を伺ったときに、香港

というのはもともと英国領ですから、花を贈る

文化が根づいているということであります。そ

ういう意味では、今のところ４万本ですので、

伸び代はあるなと思ったところであります。

それと、物流のコストの関係で、先ほど言い

ましたように、一旦大阪とか、そういう商社と

か物流会社にお願いして輸出している今の現状

なんです。ロットが小さいから、宮崎県単独で

やっても成り立たないということがあると思う

んです。ただ、観光関係では、九州をまとめて

今売り出そうとしているじゃないですか。だか

ら、九州の農水産物を集めて輸出する方法があ

ると思うんです。そういう意味では、羽田正治

さんが代表者になっています九州農水産物直販

の役割は大きいんですけれども、参加者を見て
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みますと、ＪＡ経済連は本県だけなんですね。

九州各県の経済連が協力して農水産物を集める

ということがなかなかできていないというふう

に私は思ったりしています。観光誘客について

も、先ほど言いましたように、九州レベルで売

り込む機運も高まっているわけですから、農水

産物についても、オール九州で輸出促進に向け

たことは取り組めないか、その状況について知

事に伺います。

オール九州での輸出の○知事（河野俊嗣君）

取り組みは、これまで九州地方知事会において

も、たび重なる議論を重ねてきたところであり

ますし、九州地方知事会と九州経済連合会等で

構成します九州地域戦略会議におきまして、具

体化に向けた検討を行ってきたところでありま

す。御指摘のとおり、理念はみんな賛同するわ

けでありますが、実際に行うとなると、さまざ

まな課題に直面してきておるわけであります。

本年７月に、香港において九州・山口が連携し

たフェアを開催しておりますが、本県からも完

熟マンゴーやカンショなどを出品し、大変好評

を得たというふうに伺っているところでありま

す。アジアでのプロモーションなどを行ってお

りますと、宮崎はいいとして、次から次へ各県

がいろんなものを持ってくると。さっき御指摘

がありましたように、ロットが小さい、発信力

の問題、いろいろあるわけであります。オール

九州での輸出の取り組みをすることによって、

発信力を高め、各県の特産物のリレーによる周

年での安定した取引の実現や、物流コストの低

減が図られるなど、連携には大きなメリットが

あります。本県としても、今後しっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○髙橋 透議員

６月議会で、みやざき地頭鶏の輸出について

質問しました。輸出にはさまざまな課題があっ

て、関係機関等との検討を進めるとのことであ

りました。その後の取り組み状況について、農

政水産部長に答弁を求めます。

みやざき地頭○農政水産部長（郡司行敏君）

鶏のさらなる消費拡大を図る上で、海外への輸

出は大変重要であると考えており、本年度は、

輸出に向けた調査を行っているところでありま

す。具体的には、ジェトロの現地アドバイザー

の協力を得て、10月に香港とベトナムでニーズ

調査を行い、みやざき地頭鶏はこれらの国の消

費者に十分受け入れられるとの調査結果を得た

ところであります。この結果を受け、年明けに

は、現地でより詳細なマーケット調査を実施す

るとともに、対象国の衛生基準を満たす施設を

選定するなど、生産者や関係機関と一体となっ

て、輸出に向けた取り組みをさらに進めてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。前に○髙橋 透議員

進んでいるようであります。特別委員会で海外

調査に行ったわけですけれども、香港のスー

パーに行きました。徳島県産地鶏「阿波尾鶏」

を見ました。総領事の方に伺うと、「熊本の

「天草大王」もあるよ」とおっしゃっていまし

た。そして、私たち委員で、みやざき大使に委

嘱されております、日本産食品取り扱いが香港

でトップクラスの食品輸入商社のデニス社長と

懇談したわけですが、この方が、鶏肉の輸入を

検討しているとおっしゃっていました。私は、

他県におくれてはならんなと思っていまして、

売り込みは早い者勝ちだと思うんです。あと、

大きな課題がありましたよね、食鳥検査場。こ

こも、しっかりと前に転がしていただきたいと

思います。

次に、福岡のイベントにおいて、鶏肉の生食
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で食中毒が発生しました。厚労省が鶏肉の生食

を規制するのではないかという臆測が報道され

ましたが、鶏肉に対して国が生食の禁止をする

動きがあるのかどうか、福祉保健部長にお伺い

します。

鶏肉につきま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

しては、現在、国において、カンピロバクター

による食中毒を低減するため、新たな殺菌剤の

使用などの有効な手法について、具体的に検討

がされているところであります。いわば生で食

べる上での安全対策について検討されていると

ころでありまして、今のところ、生で食べるこ

とについて禁止するという動きは聞いておりま

せん。

安心しました。ありがとうご○髙橋 透議員

ざいます。地頭鶏の売りの一つが、刺身で食べ

る生食。ここが一つの大きな魅力でありますか

ら、安心しました。ありがとうございます。

次に、目井津どれマアジのブランド化につい

てお尋ねしてまいります。南郷町目井津港では

多種多様な水産物が水揚げをされて、港の駅

「めいつ」には、新鮮でおいしい魚を求めて県

内外から多くの買い物客が訪れています。毎年

３月から６月にかけて、脂の乗った小型のマア

ジが水揚げされています。そのマアジにさらな

る付加価値をつけてブランド化する取り組みが

行われています。取り組み状況と波及効果につ

いて、農政水産部長にお伺いします。

目井津港で水○農政水産部長（郡司行敏君）

揚げされる定置網で漁獲されたマアジにつきま

しては、鮮度や脂の乗りなどの品質が高く、小

型で料理にも使いやすいことなどから、地元の

飲食店や県内外の市場関係者からは高い評価を

得ているところでございますけれども、一般の

消費者までには十分に認知されていないという

状況にあると考えております。このため県で

は、漁業関係者や日南市等と連携して組織され

ました「めいつの魚ブランド化推進協議会」に

おいて、目井津の魚の認知度と付加価値の向上

を目指し、核となるマアジにつきまして、来年

３月の地域ブランドの立ち上げに向け、準備を

進めているところであります。こうした地域ブ

ランドの取り組みにより、水産物の販売促進や

消費拡大が図られ、観光などの地域の活性化に

も効果が波及するものと考えておりまして、今

後とも、日南市や関係者と一体となって取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。３月○髙橋 透議員

から６月の期間限定のブランドになるのかなと

思っております。脂の乗りは、あの北浦灘アジ

に劣らないぐらいの脂の乗りだそうですから、

大変楽しみなんですが、定置網どれで鮮度がい

いんです。地元のスーパーとか飲食店はもちろ

んのこと、東京築地の市場からも高い評価を受

けていると聞きます。そこで、ブランドが確立

されるためには、鮮度管理を徹底するための施

設整備やＰＲ力も求められていきます。県とし

ての支援も必要です。今後、財政面も含めてど

のような支援をされていくのか、農政水産部長

に伺います。

目井津どれア○農政水産部長（郡司行敏君）

ジのブランド化につきましては、漁業者の所得

向上や地域活性化につながるものと考えており

ますので、県といたしましても、大きな期待を

寄せているところであります。ブランド化を進

めるに当たっては、機器等の整備が必要になる

場合もあると考えますので、県といたしまして

は、関係者の声を十分お聞きしながら、支援を

行ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○髙橋 透議員
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しくお願いいたします。昭和55年の旧南郷町時

代には３万1,963トン、162億7,000万円の水揚げ

高がありました。現在では、１万4,723トン、57

億3,000万円の水揚げです。量で半分以下、額面

で３分の１まで激減しています。このブランド

化の取り組みは本当に大事なんです。マアジが

ブランドとして認証されることによって、県内

外に水産業の町・南郷目井津がさらに認知をさ

れて、交流人口の増につながります。地方創生

の成功例として、かつての魚の町・南郷の復活

が期待されると思います。よろしくお願いいた

します。

教育問題に移ります。

特別支援教育支援員の増員についてお伺いし

てまいります。11月13日に日南市において、発

達障害児親の会「ＨＡＧＵ（ハグ）」の主催

で、「発達に凸凹のある子どもの自立に向け

て、理解と支援のネットワークを考える」と題

した講演会がありました。講師の藤堂栄子さん

は、東京都港区で通常の学級における発達障が

いの児童生徒をナチュラルサポートする支援員

を養成する講座を立ち上げ、全国に広げられて

います。本県では、宮崎市の親の団体が養成講

座に取り組んでいます。そこでわかったこと

は、大規模校になると、１人の支援員が10人の

子供を見ている実態があり、とてもではないが

一人一人に十分な支援ができていない実態があ

るとのことです。このことは、宮崎市の親の団

体が行っている養成講座に参加された現役のス

クールサポーターがアンケートに答えられてい

るそうです。特別支援教育支援員の増員対策に

ついて、教育長に伺います。

特別支援教育支援員○教育長（四本 孝君）

は、障がいのある幼児、児童生徒に対して、学

習活動上のサポート等を行っており、全ての公

立幼稚園、小中学校において配置できるよう

に、市町村に対する地方財政措置が講じられて

いるところであります。その措置額も年々増加

しておりまして、特別支援教育支援員の数は着

実に増加している状況にあります。しかしなが

ら、議員の御質問にありましたとおり、学校に

よっては十分な数を確保できていないという状

況も伺っているところであります。県教育委員

会といたしましては、特別な配慮の必要な幼

児、児童生徒が増加している現状を国へ報告

し、特別支援教育の充実のための予算の拡充に

ついて、継続して要望してまいりたいと考えて

おります。

子供１人に支援員１人がベス○髙橋 透議員

トですけれども、まずは、せめて４～５人に１

人の支援員を配置すべきだと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、支援員への研修の必要性についてお尋

ねをしてまいります。発達障がいは、生まれつ

きであったり、見た目ではわからなかったり、

発達にでこぼこがあります。早期の対応が必要

でありまして、子供が何に困っているのか、そ

の原因は何か、どのような手助けをすればいい

のかの知識と体験が必要と言われます。港区の

講師の方の話では、支援によっては、小学２年

生・３年生で支援が外れるとのことでありま

す。そこで、特別支援教育支援員の研修はどの

ように取り組まれているのか、研修の現状につ

いて教育長に伺います。

特別支援教育支援員○教育長（四本 孝君）

の研修につきましては、現在、支援員を配置し

ている24市町村のうち、15の市町村で実施され

ているところであります。研修の実施回数とし

ましては、13市町村では年１～２回の実施と

なっており、２つの市においては年４回実施さ
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れております。

次に、その研修内容につきましては、支援員

の役割や障がいの特性理解及び子供への適切な

対応の仕方などとなっておりまして、市町村の

担当指導主事やエリアコーディネーター、保健

師等が講師となって講義を行っております。こ

のほか、事例研修やグループ研修などを通し

て、支援員の資質向上が図られているところで

あります。

今の答弁を聞きますと、全て○髙橋 透議員

の学校で研修は行われていないし、年に１～２

回ということであります。先ほど紹介しました

けれども、宮崎の親の会が行っている養成講座

は、40時間ぐらいの研修をしているんです。そ

ういう意味では、さまざまな研修に取り組まれ

ていると思いますけれども、例えば研修セン

ターがありますね、あそこを活用した支援員養

成の研修などできないものか。指導者をしっか

り養成する取り組みなどは実施されていないの

か、教育長にお尋ねいたします。

支援員は、教職員の○教育長（四本 孝君）

指示に基づいて、特別な配慮の必要な幼児、児

童生徒の支援を行っているところであります。

このため、県教育委員会といたしましては、ま

ず、支援員への指示を行う教職員の専門性を向

上させることが、幼児、児童生徒のより適切な

支援につながるという観点に立ち、教職員の研

修を実施しているところであります。御質問の

特別支援教育支援員の研修につきましては、特

別支援教育の充実を図る上で大変重要なものと

考えますので、今後、市町村と意見交換等をし

ながら検討してまいりたいと考えております。

要は研修の中身なんですよ○髙橋 透議員

ね。親の会との連携もこれまで以上に取り組ん

でほしいし、行政でやれないこともあると思う

んです。親の会などの運営面とか、特に財政面

で支援する方法だってあると思うんです。障が

いを抱えていても、大人になったときに生きる

力とか、社会参加する上で必要な力を養う支援

を丁寧にやっていただきたい。お金がかかるか

もしれませんが、長い目で見れば社会的コスト

を下げることにもなります。

最後に、発達障がいの子供を持つお母さんの

お話をします。小学校３年生の子供が、クラス

メートの発達障がいの子供からおなかを蹴られ

たとのことで、学校から連絡があって保健室に

行かれました。蹴られた我が子はベッドで横に

なっていたそうで、加害者のクラスメートは、

両脇を校長先生、教頭先生、支援員に挟まれて

凝り固まっていたそうです。そのお母さんが加

害者の子供に話されました。「話し合いで解決

できなかったの」と問いかけられましたら、加

害者の子供は目からぽろぽろ涙をこぼしたそう

なんです。お母さんの話では、「その子は何か

あると周りから叱られてばかりいたのでしょ

う」とのことでした。子供が問題行動を起こす

背景には、必ず理由があります。そのお母さん

は、発達障がいに対する知識と体験をお持ちで

した。だから、「話し合いで解決できなかった

の」という声かけができたのだろうと思いま

す。その後、加害者の子供は蹴られた子供と仲

よく遊ぶようになったそうです。丁寧な研修、

啓発は必要です。当事者だけではなく社会全体

で発達障がいに対する理解が深まれば、もっと

優しい社会になると思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

次は、井本英雄議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） きょう最後○井本英雄議員

の質問になりました。先ほどは髙橋議員からプ

レッシャーをかけられまして、傍聴者も多分
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がっかりすると思います。どうぞ今のうちに

帰ったほうがいいかもしれません。それでは、

質問に入りましょう。

失われた20年という言葉があります。バブル

がはじけて以来、日本の経済が余りうまくいっ

ていないと私たちも思うんですけれども、しか

し、なぜか円が買われております。つまり、日

本よりもヨーロッパ、アメリカのほうが調子が

悪いということであります。これは、リーマン

ショックの後片づけがうまくいっていないとい

うことであります。つまり、日本の失われた20

年が今、ヨーロッパで始まったということらし

いです。後に続いていたＢＲＩＣｓの調子もよ

くありませんし、中国もバブルがはじけて、高

度成長の時代はもう終わったんじゃないかと言

う人もおります。ＩＴバブルも終わり、金融バ

ブルも終わりました。しかし、バブルがはじけ

るたびに格差が広がっております。次は、ＡＩ

（人工知能）、ＩｏＴだと言って、何とか経済

を発展させようとする経済人たちは躍起であり

ます。ＡＩやＩｏＴによって人の仕事は奪わ

れ、最終的には１割の仕事しか残らないという

話もあります。そうすると、単純に考えれば、

格差はますます広がるんじゃないのかなと心配

するわけであります。

私は、学生時代に、レーニンの「帝国主義

論」という本を読んだことがあります。この本

は70年前ぐらいに書かれた本なんです。ちょっ

と読んでみます。

資本主義経済が高度に発展し資本および生

産の集中、集積が強まると、経済は自由競争

段階から独占段階へ移行する。

そこでは銀行資本と産業資本が融合して金

融資本となり、国内市場を牛耳って労働者を

搾取する一方、有力な資本の投下先が国内か

ら減ったことを受けて海外へと進出するよう

になる。

このように金融資本がさらなる利潤を求め

て海外進出することを帝国主義と呼び、資本

主義が最高レベルにまで発展した段階であ

る。

帝国主義段階での海外進出において、商品

輸出に劣らず、むしろそれ以上に重要なのが

資本輸出である。

輸出された資本は後発国に投下され、現地

の労働者の労働を搾取し、そうして得られた

利益が投資国に還流する。

かくして先進国の金融資本は世界中から搾

取し、その一部を国内の労働者層に分配し、

彼らを手なずけようとしている。

こういった傾向は世界全体での資本主義ひ

いては生産力の発展を激しく促進するが、行

き着く先は帝国主義国同士での勢力圏分割戦

争であり、最終的には万国の労働者が団結し

て世界革命を起こすことで、社会主義への道

を開かねばならない。

まさかこんなことにならないだろうと思うん

でありますが、状況はよく似ているなという気

がするわけであります。

こういうときに、アメリカでトランプさんが

次期大統領ということになりました。世界に大

きな衝撃を与えました。私もびっくりしまし

た。皆さんもそうだと思います。その前はイギ

リスがＥＵから離脱し、また、フィリピンの大

統領は驚くような人が大統領になったというこ

とが起きました。この現象を単にポピュリズム

だと片づけるのは簡単であります。しかし、私

は、この現象の根底には、貧富の格差、そして

中間層の没落があるというふうに思うのであり

ます。大衆の不平・不満に火をつけたと言える
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んじゃないかと思うんです。私が心配なのは、

あのヒトラーナチスがあらわれたときでありま

す。第１次世界大戦後の莫大な賠償と大恐慌に

よって国民が不満を持っていた。その不満に火

をつけたのがナチスでありました。民主主義の

中から全体主義が生まれたということは教訓に

しなければならぬと言われております。トラン

プ政権が果たしてそんなふうにならなければい

いがなと。甘く考えるとそういう時代が来るん

じゃないか。私は本当に心配しているわけであ

ります。日本においても格差が大きくなりつつ

あります。知事はこのような現象をどのように

お考えなのか、お聞かせ願えたらと思います。

壇上での質問はこれで終わります。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

さきのイギリスのＥＵからの離脱や今回のア

メリカ大統領選挙の結果につきましては、さま

ざまな背景や事情があるという指摘、またいろ

んな分析がなされているところでありますが、

御指摘のように、一つには移民政策への反発や

格差への不満や怒りがあると報じられていると

ころであります。格差の固定化や拡大というも

のは、社会全体に閉塞感や停滞感を生み出すも

のであり、それは大変危険な展開の種をまくこ

とになりかねないのではないかと心配するとこ

ろでありまして、そうならないようにしっかり

と対処することが、政治の責務であると考えて

おります。私としましては、全ての人々が生き

がいを持って働き、活躍できる社会、また、全

ての子供たちが、生まれ育った環境に左右され

ることなく、生き生きと学び、夢の実現に向

かってチャレンジできる、まさにひなたのよう

な温かい社会であってほしいと考えております

し、そのために努力を重ねてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○井本英雄議員

地方創生と人口減少についてお聞きいたしま

す。

地方創生の目的は一体何であるか。人口減少

対策ということであろうと思います。人口減少

対策は大きく２つあると思います。１つは一極

集中対策です。もう１つは少子化対策です。し

かし、どちらにしても、これは今までの国策の

結果であり、地方が引き取る課題ではないん

じゃないかと私は思うのであります。中央政府

は、自分たちの政策の失敗を地方に押しつけよ

うとしているとしか、私には思えません。平成

の合併もそうでありました。三位一体改革もそ

うでありました。道州制が持ち出されたときも

そうでありました。中央政府の負担を軽くせん

がための政策にすぎないと私は思っておりま

す。勝手な押しつけであります。あげくの果て

は、いいアイデアを持ってきなさい、いいアイ

デアを持ってきたら予算をつけてあげましょう

と。本当に地方をなめているとしか言えない。

恐らく皆さんもそう思っているでしょう。私が

かわりに言いますが。

地方自治体は、地方創生とか何とか言われる

前から同じことをやってきたんですよ、はっき

り言って。頑張ってきたんです。殊さらこんな

ことを言われる必要もないと私は思っているん

だけど。そんなことを言ってもニンジンが前に

ぶら下がっておりますから、国の政策に応じな

きゃしようがないだろうと思っておられると思

うんですが、どのようにお考えか、総合政策部

長のお考えをお聞かせください。

地方創生は、○総合政策部長（永山英也君）

東京一極集中を是正し、都市に向かっている人
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やお金の流れを変えること、さらに、地方が成

長する活力を取り戻すことによって、人口減少

を克服することを目的として、国・地方を挙げ

て取り組んでいるものであると理解しておりま

す。当然、長期にわたる息の長い取り組みが必

要でありますので、国に対しては、地方の実情

に応じた支援策を継続的に講じること、そし

て、政府関係機関や大学の地方移転など、東京

一極集中を是正するための対策を講じていただ

くよう求めてまいりたいと考えております。

一方、地方におきましては、これまでのさま

ざまな地域振興策と異なり、日本全体で人口が

減少していく厳しい状況の中で、難しい課題に

挑戦していかなければなりません。このため、

本県といたしましては、特に若者が学びたい、

働きたい、そして、結婚して子供を生み育てた

いと思える、そのような県づくりを目指しまし

て、戦略性を持った施策に、市町村とも十分連

携しながら、しっかり取り組んでいかなければ

ならないと考えているところでございます。

言いたいことは言えないで○井本英雄議員

しょう。承知しております。

世界のＧＤＰの10％が観光産業であります

が、日本の場合はまだ５％らしいですね。あと

倍ぐらい伸び代があるということでありますの

で、観光産業に力を入れるのはそう悪くないこ

とじゃないかなと思います。

ここに「観光立国の正体」という本がありま

すが、この本の著者である山田桂一郎さんを私

はかねがね注目していたんです。というのは、

彼の観光に対する考え方が私とよく似ていたと

いうことでありまして、私は、ともかく昔か

ら、観光というのはまちおこしの延長ですよ

と。そして、そこに住んでいる住民が本当に幸

せにならなきゃ、本当に住みよいまちだなと思

わなければ、観光は絶対できませんよというこ

とを10年ぐらい前から言ってきましたが、覚え

ていますか。それがこの本にも書いてあるんで

す。こう書いてある。読んでみます。

講演などで地方を訪れた際、まず最初に私

がお話しするのは、「そもそも観光だけでは

まちおこしはできない」ということです。自

治体の担当者から、「何か派手な観光イベン

トを仕掛けて地域活性化の目玉にしたい」と

いうような依頼をいただくことがあるのです

が、実際はむしろ逆で、本当の意味で地域が

良くならない限りは観光地としての再生はあ

りえません。何度でも訪れたくなる「強い観

光地」の基礎となるのは、そこで暮らす人た

ちの豊かなライフスタイルです。そこにリア

リティを持たすためには地元ならではの生活

文化や伝統風習、自然環境や景観の良さ、地

場産業が提供する本質的な価値に裏打ちされ

たきめ細やかな商品や製品、サービスの提供

が大切になります。

そのためにはまず、その地域が持ってい

る「本来の魅力、本当の宝」をしっかり洗い

出す必要があり、地元が持つ哲学や思想、美

学も継承しなくてはなりません。だからこ

そ、観光関連事業者だけでなく、農林漁業や

商工業に関わる事業者の方々やＮＰＯ、市民

団体から一般住民まで、幅広い層の人々が主

体的に参加しているかどうかが重要になりま

す。そして、地域経営という視点から地域全

体を最適化するようなドラスティックな発想

転換が不可欠です。

というふうに書いてあります。

この山田桂一郎さんが宮崎県の相談役になっ

ているということで、私もびっくりしたんで

す。恐らくどなたかが担当者で行ってこられた
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んでしょうが、基本的な考え方が一致していれ

ばこそ、山田桂一郎さんを相談役に選んだので

はないかなと思うんですが、商工観光労働部長

にお聞きします。

山田桂一○商工観光労働部長（中田哲朗君）

郎氏は、観光立国スイスで観光業に従事する傍

ら、日本においても、地域振興のコンサルタン

トとして、多くの地域で実績を上げていること

から、昨年度から、本県観光事業のコーディ

ネーターに就任いただくとともに、今年度から

スタートいたしました「観光みやざき創生塾」

の主任教授も務めていただいているところでご

ざいます。

山田氏の観光に対する基本的な考え方は、

今、議員のお話にもございましたけれども、

「住民が幸せになり、まちが豊かになることが

重要であり、そのためには、その地域ならでは

の食、文化など、豊かなライフスタイルを観光

地域づくりの基礎として外貨を稼ぎ、得た収入

を域内で回すことが必要である」というもの

で、まさに本県の地方創生の理念に合致するも

のであるというふうに考えております。県とい

たしましては、この理念のもと、観光みやざき

創生塾などを通して、県内各地の観光地域づく

りを牽引するリーダーを育成しながら、持続可

能な観光地域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。この○井本英雄議員

本の中で、それこそ河野知事を持ち上げており

ます。もう読まれたんじゃないかと思います

が、ちょっと読んでみましょうか。

「今の宮崎県知事の河野俊嗣氏は若くてビジ

ネス感覚があります。河野さんは総務省出身の

元官僚です。総務省は中での個人差が大きい省

庁で、センスのいい人はすごくセンスがいい。

そういう人が自治体のトップにいると話は早く

なる」と、えらく持ち上げておりますが、どう

いう部分かというと、顧客データベース化での

先進的な取り組みをしているということで褒め

ているんですね。顧客データベース化がどのよ

うに重要で、どのように将来の観光に結びつく

のか、知事のわかりやすい御説明をお願いした

いと思います。

持続可能な観光地域づ○知事（河野俊嗣君）

くり、これは地方創生にとっても一つの鍵にな

るのではないか、大変重要な分野であろうかと

思っておりますし、そのためには、観光客の動

向や嗜好などを把握して、ニーズにしっかりと

対応を行う取り組みが大変重要になってまいり

ます。そのためのマーケティングという発想が

非常に重要であろうと思います。このようなこ

とから、まずは、リピーターを獲得するため

に、ポイントカード発行による会員情報のデー

タベース化に試行的に取り組むこととしたとこ

ろであります。さらに、新たな顧客を開拓する

ために、Ｗｉ－Ｆｉ利用者の動向の把握であり

ますとか、旅行社のビッグデータを活用した商

品造成など、さまざまなマーケティング手法を

駆使した取り組みにも着手したところでありま

す。これらの取り組みは、本県が目指すＤＭＯ

の構築にとりましても、非常に重要と考えてお

ります。観光コンベンション協会と連携して、

専門人材の育成・確保に努めますとともに、

マーケティングを活用した戦略的な誘客を図る

ことで、持続可能な観光地域づくりを実現して

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。先○井本英雄議員

日、博報堂の鷹觜さんという方のお話を聞く機

会がありました。東北大震災の後、「浜のミサ

ンガ」という、手に巻くものですね、網でつ
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くったもの、それで有名になった方だと聞いて

おります。田舎館村は、浮世絵などの田んぼ

アートで有名になった町です。有名になってた

くさんお客さんが来るんだけど、すばらしかっ

たと言って感動して帰るだけで、実際の目的は

米を売ることが目的だったらしいんですが、誰

も米を買って帰らないというので、博報堂の鷹

觜さんのところに相談が来たというわけです。

鷹觜さんはいろいろ考えたんですが、あの絵は

横から見たらあんな絵に見えないらしいです

ね。役場のてっぺんに立ってあそこを見ると、

浮世絵の絵が出てくるわけです。そのときが一

番感動していると。そして、十人が十人、写真

を撮る。そこに目をつけた。写真をパチャンと

撮ったときに注文票が出るというんですが、私

もよくわからんのだけど、そういうシステムを

開発したと。それがＩｏＴということだという

んです。それで結局米が売れるようになった

と。これは日本マーケティング大賞奨励賞を

取ったということであります。

鷹觜さんが言われるのは、観光なり村おこし

の目玉となる対象物、これを入り口と言ってお

りましたが、これがまず人の注目を浴びるもの

でなければならない。この場合は田んぼアート

です。それと同時に大切なのは、それを拡散す

る力が必要だと言っている。ここではスマート

フォンによるＩｏＴということになるんでしょ

うか。

ピコ太郎のアッポーペンというのは非常に個

性的で強烈なんですね。しかし、あのまま置い

ていたら誰も注目しなかった。ある有名な歌手

が、あれはすごいと言ったためにざあっと広

がったということであります。だから、入り口

と出口、対象物とそれを拡散する力というのが

必要なんだということを盛んに言っておりまし

た。

インターネットが生まれる前と後では、情報

量は7,500倍になっているということだそうであ

ります。インターネットというのは口コミなん

ですね、簡単に言えば。テレビとか何とかで宣

伝するんじゃなくて、口コミでそれこそ広げて

いく。これが今、重要だということを盛んに

言っておりました。

まちおこし、あるいは観光おこしにもＩＴは

欠かせない存在になっております。県当事者に

はそのような意識はあるのか、商工観光労働部

長にお聞きします。

国内外の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

旅行市場で主流となりつつあります個人旅行者

の誘致を図るためには、ＳＮＳを初めとするＩ

Ｔを活用した情報発信や取り組みが不可欠であ

るというふうに考えております。このため県で

は、従来からのホームページや動画共有サイト

等での情報発信に加え、有名ブロガーの招請等

による情報発信や、オンライン宿泊予約サイト

での誘客プロモーションなどを実施していると

ころでございます。また、国内外から本県を訪

れる観光客に対し、観光施設や路線バス等の情

報が携帯端末により簡単に確認できる仕組みを

多言語で提供しているほか、県内の観光施設や

スポーツキャンプ等の周遊を促進するためのア

プリの開発を行うこととしております。今後と

も、日々進歩するＩＴを積極的に取り入れなが

ら、より効果的、効率的な観光誘致に努めてま

いりたいと考えております。

私が言いたいのは、ＩＴの技○井本英雄議員

術じゃないんですね。わかっていると思います

けど、口コミなんです。これが今、強烈に広が

る能力を持っておるということなんです。わ

かっていただかないといかんですね。
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次に、公務員のあり方についてお聞きいたし

ます。

私も県議会議員になって20年になりますけれ

ども、県職員たちといろいろつき合っておりま

すが、難しい仕事を持っていくと、余り積極的

な態度じゃないというか、どちらかというと否

定的に、難しいですねというのが先に来る。そ

の難しいものを何とか解決して、県民を喜ばせ

ようじゃないかというものを感じることができ

ない。公務員の性質でそうならざるを得んのか

なと思うこともあるんですけれども、しかし、

人間はやりがいというものがないと生きていけ

ないと思うんです。公務員になろうと思ったと

きの志は、もちろん、安定した職業だというこ

ともあるかもしれんけど、やはり県民のために

お役に立ちたい、喜んでもらいたいという動機

が基本的にあったんじゃないかと。それが何年

か勤めているうちに公務員らしくなっていくと

いうか、ガラスの天井じゃなくて、やる気の天

井が公務員にはあるんじゃないかと思うんであ

ります。

そんなときに、スーパー公務員というのが、

ＮＨＫの「プロフェッショナル仕事の流儀」で

取り上げられました。いわゆる公務員らしから

ぬ公務員、型破りの公務員ということでありま

しょう。地域住民をリードし、まちおこしに積

極的にかかわっていく。受身ではなくて非常に

能動的である。彼らはみんなやりがいを感じて

おります。私は、このようなスーパー公務員が

生まれる環境、土壌に関心があるんです。みん

ながみんなスーパー公務員になれるわけじゃな

い。恐らくスーパー公務員になった方の性格、

性質もあるだろうと思いますけれども、しか

し、スーパー公務員が育つ土壌、環境が、次の

スーパー公務員を生み出すことはあるだろう

し、新しい公務員の姿を模索することができる

のではないかと私は思うのであります。なぜこ

のようなスーパー公務員が生まれるようになっ

たのか、そして、そのような環境をつくってい

くつもりはあるのか、総務部長、御見解をお願

いします。

地方創生への取り○総務部長（桑山秀彦君）

組みが加速化する中で、自治体職員には、従来

の事務処理能力に加えまして、地域の課題に応

じて政策をみずから立案し、実現に導いていく

能力が、より一層求められていると認識してお

ります。御質問にありましたスーパー公務員の

活躍ぶりが取り上げられる背景には、こうした

時代の要請があるものと思っております。本県

におきましても、そのようなやる気に満ちあふ

れた職員を育成するためには、本人の努力に加

えまして、所属長あるいは上司といったもの

も、職員が意欲を持って一層活躍できる環境づ

くりに努めていく必要があると思っておりま

す。また、今年度から導入しました人事評価制

度におきましても、成果だけではなくて、本人

が失敗を恐れずにチャレンジする、そういった

姿勢や取り組みについても、積極的に評価して

いく必要があるというふうに思っております。

今後とも、職員が伸び伸びと働き、自由闊達に

意見が言い合えるような風通しのよい職場づく

りに取り組みながら、地域や県民の皆様を積極

的にリードできるような、そうした意欲あふれ

る職員の育成に努めていきたいと思っておりま

す。

ありがとうございました。一○井本英雄議員

番上に立つ知事の度量が試されるところでもあ

ります。スーパー公務員を歓迎されるのか、そ

ういう環境をつくるつもりはあるのか、知事の

御見解をお聞かせください。

平成28年12月５日(月)
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本県の職員は、総じて○知事（河野俊嗣君）

真面目な職員が多く、そのこと自体は、全体の

奉仕者たる公務員として備えるべき大切な要素

であるというふうに考えておりますが、一方

で、真面目さはもちろん大事なんですが、きら

りと光る個性のようなものを持った職員、スー

パー公務員もいいでしょうし、いろんな職員が

いて、多様な職場であるべきであろうと考えて

おります。こうした私の思いは、例えば、新規

採用職員に毎年研修を行っておりますが、その

ときに、先ほど議員からも、長年公務員で生活

をしているとだんだん公務員らしくなってとい

う話がありましたけれども、金平糖に例えて、

とがったところをいろいろ持っている、役所に

入って、これはおかしいんじゃないかと疑問に

思う、そういうとがったところを大事にしてほ

しいという話もしたりしております。また、全

職員向けのメッセージなどでも思いを伝えて、

科学の用語で確率共鳴という言葉があるようで

ありますが、組織全体で右向け右とやるより

は、多少不規則な、想定外の行動をするような

個体があったほうが、組織全体としては目的を

達成する。そのようなこともお伝えしておりま

すし、ことしからは、若手の職員とざっくばら

んに、だれやみトークということで、一杯やり

ながら思いを伝える機会も設けたところであり

ますが、今後とも、前例や限界を突き破ろうと

する、多彩な人材を育成していく、そのような

組織風土の醸成に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、教育問題についてお聞きいたします。

学習指導要領についてであります。生徒たち

には、自分で考え、自分で切り開いていく生き

る力、これが本当の学力であるということで

今、教育をしていると思います。しかし、当の

教える先生方が、学習指導要領を見ながら生徒

たちを教育している。自分で考え、自分で切り

開いていく、そういう教育をしなきゃならんの

に、自分はそういうあんちょこを見ながら教育

している。果たしてそれで大丈夫なんだろうか

と、そういう思いなんですが、教育長、お聞か

せください。

学習指導要領は、全○教育長（四本 孝君）

国どこでも一定の教育水準を担保することを目

的として、学校における教育活動の大筋の基準

を示したものでありまして、時代の要請に応じ

て、ほぼ10年置きに改訂がなされているところ

であります。学校現場では、この学習指導要領

に基づき、教育活動が展開されておりますけれ

ども、どのような教材等を用いてどう教える

か、個々の教師の創意工夫に委ねられていると

ころであります。グローバル化が進み、価値観

が多様化する中で、学校においては、未来を切

り拓くたくましさを備えた個性豊かな子供たち

の育成が求められております。そのため教師

は、単に知識や技能を教えるだけの画一的な指

導方法に陥ることなく、目の前の子供の実態に

応じて、豊かな発想のもと、創造的で魅力ある

教育を行うことが何よりも重要であると考えて

おります。

私も中学校の学習指導要領を○井本英雄議員

取り寄せてみました。何々について教えるこ

と、それがずっと書いてあります。これについ

て教えること、これについて教えること。後、

教え方は自分で工夫しなさいと、こういうこと

でしょう。教えることも細々書いてあるんだけ

ど、私は、本当の創造的な教育というのは、何

を教えなきゃならんのかということを考えるの

も、先生の大きな役目じゃないのかなと。何を
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教えなきゃならんのかということは全部向こう

に置いておいて、教え方だけ工夫しなさい、こ

ういう感じですね、指導要領は。これで本当に

創造的な先生が生まれるのかなと心配するんで

す。ここに書いてあることは絶対守らなきゃい

かんのですか、お聞かせください。

学習指導要領という○教育長（四本 孝君）

のは、学校教育法等に基づいて定められており

まして、守らなければいけないものでありま

す。しかしながら、近年の改訂で、学習指導要

領については、内容の大幅な大綱化、細かいの

を大綱化してまとめたような改正もなされてお

ります。それから、取り扱いの弾力化が図られ

ているところでございます。各学校におきまし

ては、個々の教師の英知を結集して、創意工夫

しながら、先ほど申し上げたように、豊かな発

想のもと、創造的で魅力ある教育を行うことが

必要であると考えております。

教育長としては、それまでが○井本英雄議員

限界だろうと思いますけど、しかし、私は、何

を教えるべきか、本来的にはその辺まで教師が

考えてこそ、創造的な教育と言えるのではない

かと思っております。これはこの辺で。

先日、延岡で「子ども・子育て協議会」が結

成されました。これは、新しい制度として認定

こども園がつくられることになったことを契機

に、今までの幼稚園と保育園が心を一つにして

さまざまな課題を解決していこうという組織で

あります。県下で初めて組織されたそうであり

ます。保育園と幼稚園がいがみ合っていたとい

うことではないのでありますが、このような組

織が結成されたということは革新的なことであ

ると聞いております。今後、このような保育園

と幼稚園の関係者が一つとなって宮崎の子ども

・子育てを担っていくことは、大切なことだと

思います。このような協議の場を全県的に広め

ていくべきであると思いますが、福祉保健部長

のお考えをお聞かせください。

議員のお話に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ありましたとおり、延岡市において、子どもた

ちの就学前教育・保育を担う幼稚園、保育所、

認定こども園などの関係者が一堂に会され、地

域のネットワークを構築して子育て支援活動を

行う協議会が設立されたことは、安心して子供

を生み育てることのできる社会をつくっていく

上で、大変意義深いものと考えております。県

におきましても、幼稚園、保育所、認定こども

園や保護者、子育て支援団体などで構成する

「子ども・子育て支援会議」等を定期的に開催

しておりますが、関係者間での意見交換を行う

とともに、さまざまな御提言もいただいている

ところでありまして、本県の施策を展開してい

く上で大きな力となっているところでありま

す。県といたしましては、今回の延岡市のよう

な取り組みが県内各地域で広がっていくよう、

関係者の方々はもとより、市町村や関係団体と

十分な連携を図りながら、それぞれの地域にお

ける子育て支援の取り組みがさらに広がってい

くよう、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。○井本英雄議員

次に、県立宮崎病院の再整備についてお聞き

いたします。

我々議会は、県側のだまし討ちに遭ったん

じゃないかという思いであります。基本構想時

の平米単価が37万円であった。ところが、基本

設計後は53.6万円に膨れ上がっております。そ

の理由は聞きました。しかし、平成10年に完成

した延岡病院でさえ、58万5,000円であります。

日南も同じようなものです。基本構想を立てた
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平成26年の宮城の市立病院で49万4,000円、東京

の共済病院で51万3,000円です。基本構想の37万

円がどこから出てきたのか。これは議会を欺い

て、とりあえずゴーサインをもらわんがためだ

と言われても仕方がありません。185億円という

事業積算になった理由について、病院局長の御

説明をお願いいたします。

宮崎病院の再整備○病院局長（土持正弘君）

基本構想策定時における事業費につきまして

は、構想の策定に当たり、当時の事業規模や施

設整備計画、経済情勢等を踏まえまして、当時

把握できておりました平成23年から25年に着工

した他の同規模の公的病院の建築事例を参考に

試算を行いました。具体的には、10カ所の公的

病院の着工時における平米単価は24万3,000円か

ら33万4,000円でありますが、これにそれぞれ、

平成26年６月までの建築費指数の上昇率1.07か

ら1.12分を上乗せするとともに、将来の消費税

率の引き上げや、さらなる建築費の上昇を見込

み、１平米当たりの建築単価を37万円に設定い

たしております。その平米単価37万円に、同じ

く公的病院の事例を参考に想定した１床当たり

の必要面積82.5平米と必要病床数540床から算定

した延べ面積約４万5,000平米を掛け合わせまし

て、建設費を約165億円とし、設計費、改修工事

費等の関連経費として約20億円を加えまして、

合計約185億円を事業費として想定したところで

ございます。

延岡病院のことをなぜ考えな○井本英雄議員

かったのか。今の話では出てきませんでした

ね。これは恐らく何の根拠もないでしょう。私

はそう思うんですけど。もう一度考え直しても

いいんじゃないのかなという気がするんです。

なぜそんなに急ぐのかということでありま

す。建てて33年しかたっておりません。普

通、50年使わないかん。オリンピックで資材や

人件費が高騰したのであれば、オリンピックの

後でもいいんじゃないかということでありま

す。何か緊急に解決しなけりゃならない課題が

あるのか。救急救命室が狭いとか、水道設備が

よくないとか、ドクヘリがとまれないとか、地

震対策のためとか、いろいろ聞きました。どう

も緊急性がないような気がします。我々延岡人

からすれば、宮崎市は恵まれております。大学

病院もありますし、民間の総合病院もありま

す。医者の数も全国平均を上回っております。

加えて、医師会病院が１年くらいの差で２～３

キロ先に越してくるということも聞いておりま

す。何でそんなに急ぐ必要があるのか。病院局

長、聞かせてください。

これまでもいろい○病院局長（土持正弘君）

ろな議論があったところでございますけれど

も、県立宮崎病院につきましては、総合的かつ

高度の診療機能を持った全県レベルの基幹病院

として、昭和58年に全面改築しておりますが、

その後、議員御指摘のとおり、33年が経過して

おり、巨大地震等の大規模災害に対応する施設

整備がまずは十分でないということから、災害

発生に備えた免震構造の採用や専用ヘリポート

の設置、浸水対策の強化など、基幹災害拠点病

院としての機能強化が必要な状況となっており

ます。また、病院改築後の医療技術の進展等に

伴いまして、救命救急センターや手術室、集中

治療室等の狭隘化が進んでいるほか、排水管等

からの水漏れ、外壁からの雨漏りなど、施設の

老朽化も進んでおりまして、施設面での機能に

も支障を来す状況が続いております。これらの

課題は、いずれも早急に対応する必要がありま

すことから、事業費について高騰いたしており

ますけれども、可能な限り削減に努めながら、
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現在の計画により再整備を進めてまいりたいと

考えております。

主観の問題ですけど、私は緊○井本英雄議員

急性はないと。この後、坂口さんがやります。

そのときは知事にも質問が行くと思いますの

で、ひとつ考えておいてください。

林業問題についてお聞きします。

森林バイオマス発電所の稼働などで、Ｃ材や

林地残材の需要は高まっていますが、主要な木

材生産物であるＡ・Ｂ材の需要は高まっていま

せん。Ａ・Ｂ材の価格は低い水準にとどまって

おります。今後、林業・木材産業の成長産業化

のためには、Ａ・Ｂ材を利用する新たな木材需

要を安定的に確保していくことが重要であると

思われます。これをどのように確保していかれ

るのか、環境森林部長にお伺いします。

まず、木材需○環境森林部長（大坪篤史君）

要の多くを占める住宅分野について申します

と、現在、国産材のシェアは、平成27年で42％

にとどまっております。そこで、外材が多く使

用されています柱やはりなどにつきましては、

今後、国産材に置きかえられる余地が十分にあ

ると考えています。このため本県では、県内の

製材事業者などが、製品の安定供給や価格面で

の優位性をより高められるように、加工施設等

の整備を支援しているところでございます。ま

た、これまで木材の利用が少なかった公共建築

物などの非住宅分野につきましても、１点目と

しまして、公共建築物等の木造化やＰＲ効果が

高い施設の内装木質化の促進、２点目としまし

て、市町村や民間企業等への木材利用について

の技術支援、３点目としまして、川崎市との連

携など、都市部における内装材や家具等の利活

用の検討、そして４点目としまして、新たな建

築材料として木材の利用拡大が期待されるＣＬ

Ｔの普及、そういったものを実施しながら、さ

らなる需要拡大に取り組んでまいりたいと存じ

ます。

次に、新たな木材の需要先と○井本英雄議員

して韓国や中国が期待されております。今、素

材生産というのは、どちらかというと未開発国

がやることであって、付加価値をつけて輸出す

るのが当たり前だろうと私は思うんであります

が、どのような取り組み状況なのか、今後の展

開について、環境森林部長、お願いいたしま

す。

県産材の輸出○環境森林部長（大坪篤史君）

を拡大していく上では、地元産業の活性化や雇

用創出等の観点から、議員おっしゃいましたよ

うに、より付加価値の高い製品の輸出をふやし

ていく必要がございます。しかしながら、我が

国の代表的な建築方法であります木造軸組み工

法が普及していない海外では、単に製品のみを

輸出しようとしても、なかなか困難な状況で

す。そこで、本県の木材を使った建築工法その

ものを普及していくことが重要ですので、現

在、本県では、木材製品と建築技術を一体的に

輸出します「材工一体」という取り組みを進め

ているところでございます。本年度は、韓国で

設計士等の建築関係者に対しまして、木造軸組

み工法の入門セミナーを４回実施しました。そ

して、そのセミナーの受講者を対象としまし

て、より実務的な内容の研修を本県で実施する

という予定でございます。今後はさらに、台湾

や中国などにつきましても、市場動向を見きわ

めながら、より付加価値の高い木材製品の輸出

拡大に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

話は一転しますが、作業道に○井本英雄議員

よって山が崩れたり、川が濁ったりしておりま
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す。四国には四万十方式というのがあるそうで

すが、宮崎県ではどのような対策をとっている

のか、環境森林部長にお伺いします。

森林作業道と○環境森林部長（大坪篤史君）

いうのは、間伐などの森林施業を目的にしまし

て、森林所有者等が開設して管理しているもの

でございます。御説明のございました四万十方

式による開設方法は、土砂の切り取りで生じる

根株などを盛り土の補強材として用いるなど、

災害に強い道づくりの一つであると認識してお

ります。本県でも同様に災害に強い道づくりを

進めるために、土砂の切り取りを少なくするな

ど、より崩れにくい工法を示しました「宮崎県

作業道等開設基準」なるものを定めまして、森

林組合などの林業事業体に普及啓発するととも

に、実際に作業を担当しますオペレーターの技

術力向上のための研修等も実施しているところ

です。森林作業道などの路網は、木材生産や森

林施業を行う上で、重要な生産基盤であります

ので、森林所有者に対して、維持管理の徹底を

普及啓発するなど、より崩れにくい道づくりに

努めてまいります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、国体のあり方についてであります。

宮崎県で２巡目国体が開催されることになっ

ておりますが、私は、国体そのものをやる意義

がなくなっているんじゃないのかという気がし

てしようがないのであります。ほとんどの国民

は国体に関心を持っておりません。いつやって

いるかも、どこでやっているかも、どんな成績

かも知らない。そういうときになぜやる や―

らなきゃしようがないんでしょうが、国体のそ

もそもの目的は何だったのか、それは果たされ

ているのか、教育長にお伺いします。

国民体育大会は、国○教育長（四本 孝君）

内最大のスポーツの祭典でありまして、トップ

アスリートの育成や地域の活性化、また、開催

県の魅力を発信する絶好の機会となっているわ

けであります。国体は、都道府県対抗で行われ

ますことから、オリンピック等につながるトッ

プアスリートをジュニアの段階から発掘・育成

する取り組みや、それを支える指導者の養成と

いった取り組みが、全国各地で競い合って展開

されております。また、各地域において、運営

ボランティアや花いっぱいのまちづくりとい

う、多くの県民の皆様に参加いただくような運

動等を展開することで、地域が一つになり、郷

土愛が育まれるなど、地域の活性化にもつなが

るものと思っております。さらに、ユーチュー

ブやフェイスブックなどを活用して地元の情報

を発信したり、開催県の人・自然・文化に来県

者が直接触れたりすることで、全国にその魅力

が発信される貴重な機会にもなると思います。

２巡目国体の開催に当たりましては、これらの

意義を踏まえまして、実り多い大会となるよ

う、計画的に準備を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、土木行政についてお聞○井本英雄議員

きします。

まず、九州中央自動車道蘇陽―高千穂間の新

規事業化に向けた国の検討状況について、県土

整備部長にお伺いします。

九州中央自○県土整備部長（東 憲之介君）

動車道の蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間につきまして

は、国において計画段階評価が行われており、

これまでに２回の地方小委員会が開催されたと

ころであります。現在の検討状況であります

が、国に確認しましたところ、広域的な意見聴

取の実施方法などについて検討するとともに、

熊本地震に伴う影響を把握するため、企業など
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に対して確認を行っているところであり、第３

回の地方小委員会の開催時期につきましては、

現時点では未定であると伺っております。県と

いたしましては、九州の東西軸を担う九州中央

自動車道の早期整備について、機会あるごとに

国土交通省や財務省などに対し強く訴えてきた

ところであり、蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間の早期

事業化に向けて、引き続き、関係各県や沿線の

地域と心を一つにして、県議会の皆様の御協力

もいただきながら、国に対し、強く要望してま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、延岡の三北というのは、北浦、北川、

北方ということになっておるんですが、その中

で、一番道路事情が悪いのは北方なんです。先

日は日之影の見立というところにもみじを見に

行きましたけれども、見立はずっとまだ奥なん

です。ところが、見立のほうが道がいい。びっ

くりしたんですが、現在、国道218号から北方に

入る３本の道、樫原細見線、板上曽木線、上祝

子綱の瀬線を改良していただいております。住

民も喜んでおります。進捗状況について県土整

備部長にお伺いします。

お尋ねの県○県土整備部長（東 憲之介君）

道３路線につきましては、現在、部分的な拡幅

工事や待避所設置など、1.5車線的道路整備に取

り組んでいるところであります。まず、樫原細

見線の進捗状況でありますが、黒仁田地区の22

の整備箇所のうち、これまでに11カ所が完了

し、今年度は４カ所で工事を進めております。

さらに、今議会でお願いしております補正予算

で、１カ所の工事を予定しております。次に、

上祝子綱の瀬線ですが、菅原地区の14の整備箇

所のうち、これまでに５カ所が完了し、今年度

は３カ所で工事を進めており、さらに同じく補

正予算で２カ所の工事を予定しております。最

後に、板上曽木線につきましては、16カ所で整

備を進めてきました藤の木地区が、今年度で完

了する予定であります。県としましては、引き

続き、必要な道路整備予算の確保に努め、早期

整備を図ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○井本英雄議員

しくお願いします。

安賀多通線構口工区の改良実施に踏み切って

いただきました。本当に感謝しております。確

かに買収も大変だろうし、費用もかかるだろう

と思います。しかし、できるだけ早くやってほ

しい。この工区だけでなくてその続きもありま

すから、どのくらいでできるのか、県土整備部

長、お願いします。

安賀多通線○県土整備部長（東 憲之介君）

の構口工区は、渋滞対策や通学路の安全確保の

ために、延岡警察署前交差点から南延岡駅前交

差点付近までの970メートル区間において、平

成27年度から、都市計画事業により整備を進め

ているところであります。進捗状況でございま

すが、これまでに測量・設計を行い、現在、用

地取得のための建物調査を進めておりまして、

一部において用地交渉に入る予定としておりま

す。完成予定についてでございますが、都市計

画事業においては、都市計画法に基づき、設計

の概要、事業施行期間等について、国の認可を

受ける必要がありまして、当区間の事業施行期

間は10年となっております。しかしながら、国

の予算が厳しいことや、補償対象に多くの建物

等がありますことから、今後の予算の配分や用

地取得の状況によっては、完成予定時期が変わ

ることも考えられます。県といたしましては、

まずは、必要な予算の確保について、国に対し

強く働きかけるとともに、延岡市とも十分に連
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携して、地元の皆様の御協力をいただきなが

ら、事業の進捗に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。いつ○井本英雄議員

もいつも渋滞しておるところであります。よろ

しくお願いします。

次に、交通信号機についてお聞きします。

延岡に小峰町という南北に長い谷間の集落が

あります。その集落の真ん中を横断する形で広

域農道が走っております。谷間ですので、両側

ともスロープになっておりまして、車がスピー

ドを出しておりてくるんです。そこを住民が横

断する。非常に危険である。実際、事故も何件

か起きております。そこで、広域農道が設置さ

れた直後から、信号機を設置してほしいという

要望を出しておったんでありますが、県内で400

件もの信号機設置要望があって、毎年12～13件

しか消化できない。しかも、ほとんど新しい道

に設置されております。これを待っていては100

年たっても設置できないというので、住民達が

考えたのが回転灯の設置であります。住民たち

の苦肉の策であります。そこで、延岡市に相談

しましたところ、延岡市が来年設置してくれる

ということになりました。これはありがたいこ

とです。このような事例は日本で初めてかなと

思いましたら、既に三重県東員町で実施してお

りました。これはこれでよかったんであります

が、県内に400件の要望箇所があるわけですが、

回転灯で事が済むところもあるんじゃないかと

私は思うんであります。これに対して県が助成

することはできないのかという質問でありま

す。本来、警察で設置しなければならないとこ

ろを市町村が設置するのでありますので、県と

して何らかの助成をしてほしいと思うのであり

ます。総合政策部長のお考えをお聞かせくださ

い。

県では、県、○総合政策部長（永山英也君）

市長会、町村会、県警など、県内99の関係機関

・団体で構成いたします交通安全対策推進本部

を中心に、各季節ごとの交通安全運動の実施や

テレビ、新聞等による啓発・広報を通じまし

て、交通安全思想の普及に努めております。ま

た、各市町村においては、警察署、交通安全協

会、自治会などで構成される交通安全対策推進

協議会がありまして、地域の実情に応じた取り

組みが行われております。御質問にありました

赤色回転灯などの交通安全施設につきまして

は、毎年度、国から地方に対し、交通安全施設

整備費用として交通安全対策特別交付金などが

措置されております。例えば、交通安全対策特

別交付金では、平成27年度、全市町を対象に、

合計で２億7,700万円が交付されているところで

ございます。県といたしましては、財源の有効

活用について助言を行いますとともに、効果的

な交通安全対策が実施されるよう、市町村を含

む関係機関・団体との連携強化に努めてまいり

たいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会


