
３月１日（水）
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平 成 2 9 年 ３ 月 １ 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）2番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 二 見 康 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）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 濵 砂 守 ひむかの会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）17番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 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

（ ）26番 右 松 隆 央 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

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

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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議員発議案送付の通知◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、委員会から議案の送付を受け

ましたので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成29年３月１日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 議会運営委員長 黒木 正一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

受動喫煙防止対策の強化措置に関する意見書

議員発議案第１号追加上程、採決◎

ただいま朗読いたしました議○星原 透議長

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、本案は原案のとおり可決されました。

代表質問◎

ただいまから代表質問に入り○星原 透議長

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表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、宮崎県議会自由民主党、外山衛議

員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○外山 衛議員

ざいます。自由民主党、外山衛でございます。

本日は、早くから大勢の方々に傍聴いただ

き、まことにありがとうございます。

では、通告に従いまして代表質問を行いま

す。

まず、平成29年度当初予算案について伺いま

す。

歯どめのきかない人口減少時代におきまし

て、地方の活性化、いわゆる地方創生が課せら

れる中、本県も、これまで各分野でさまざまな

施策に取り組んでこられましたが、悩ましいこ

とに、全国下位の県民所得や若者の県外流出、

過疎化の進行など困難な課題を抱え、いまだ光

明が見えないのが現状でございます。こうした

中、県民が豊かさを真に実感できるようにして

いくためには、直面している少子高齢・人口減

平成29年３月１日(水)
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平成29年３月１日(水)

少対策や経済・雇用対策、インフラ・防災対策

など、各種施策を強力に推進し、本県の明るい

未来の創造のために果敢に取り組む姿勢が必要

であると考えます。そこで、今回は、河野知事

の２期目の折り返しとなる予算案になります

が、その概要について伺います。

また、予算案の基本方針にございます「未来

志向の地方創生」とはどのような意味なのか

を、知事に伺います。

続いて、国の「まち・ひと・しごと創生法」

に基づき、本県も平成27年度に「宮崎県まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、その中

で、しごとを「興す」、人を「育てる」、まち

を「磨く」、資源を「呼び込む」という４つの

施策目標を掲げ、これまで多くの取り組みをさ

れてきたところでありますが、本県の地方創生

における主な取り組みやこれまでの成果につい

て、総合政策部長に伺います。

次に、本県の経済の活性化を図るためには、

基幹産業である農業の振興が重要であると考え

ます。本県の平成27年の農業産出額は3,320億

円、全国５位と、全国有数の農業県に発展して

きたところでありますが、一方、農業経営体

数、農業就業人口の減少や国際化の進展など、

本県農業を取り巻く情勢は大きく変化してきて

おり、新たな視点での振興策が必要であると考

えます。このような中、農政水産部長はこの２

年間、県内くまなく現場に足を運び、生産者の

声を聞き、農水産業振興の陣頭指揮をとってこ

られました。そこで、農政水産部長として、こ

れまでどのような考えで農業振興に取り組んで

こられたのか。また、今後の本県農業の振興の

方向性について伺います。

以上で壇上からの質問は終わり、以下は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

当初予算案についてであります。平成29年度

当初予算の編成に当たりましては、昨年10月に

決定した当初予算編成方針に基づいて編成をし

ております。財政改革の取り組みを不断の取り

組みとして位置づけ、これを着実に実行します

とともに、人口減少問題に真正面から向き合

い、中長期的な視点に立った施策を着実に推進

するため、３つの重点施策としまして、「人口

減少対策と中山間地域対策の強化」「世界ブラ

ンドのみやざきづくりの推進」「成長産業の育

成加速化と新たな産業づくり」を掲げ、未来志

向の地方創生に取り組む予算として編成したと

ころであります。この予算額につきましては、

公債費やＴＰＰ対策関連の国庫補助事業の減な

どにより、対前年度比0.7％減の5,778億3,500万

円でありますが、通常の新規・改善事業に加え

まして、総額61.4億円の特別枠を設置し、地方

創生を初めとした地域経済の活性化や防災・減

災対策の強化に積極的に取り組むこととしてお

ります。今年度の11月補正で、国の経済対策の

実施に伴う経費約300億円ほど措置をしており、

この大幅な繰越事業費と一体的な執行というも

のが可能でございまして、限られた財源を工夫

しながら、必要な事業を構築できたと考えてい

るところであります。

次に、未来志向の地方創生についてでありま

す。これからの人口減少時代に的確に対応し、

希望ある未来を築くことは、本県の最重要課題

であります。県の総合計画や地方創生総合戦

略、さらには毎年度の予算編成においても、こ

れを重点施策として掲げ、その対策に取り組ん

できたところであります。しかしながら、平

成27年の国勢調査結果を見ますと、本県の人口



- 18 -

平成29年３月１日(水)

は５年間で約３万1,000人減少しております。残

念ながら、そのスピードに歯どめがかからない

状況にあります。この人口減少は我が国の構造

的課題でもあり、短期的に成果が出るものでは

ないと考えておるところでありますので、持続

可能な地域づくりに向けて、長期的な見通しを

持ち継続的に取り組む、そういう意図を込めて

「未来志向の地方創生」としたところでありま

す。将来世代への責任を果たすという観点か

ら、若者の県内定着を目的として成長産業の振

興を図るなど、しっかりと先を見据えて、今取

り組むべき施策を力強く推進してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（永山英也君）

えいたします。

本県の地方創生総合戦略では、まず、成長産

業の育成等により仕事をつくり、若者の定着を

促進すること、そして、子供を生み育てやすい

環境づくりや、郷土愛と挑戦力を持った人財育

成を進め、魅力にあふれ、暮らしやすい地域社

会を築くことを目指しております。これまでの

取り組みの結果、交通インフラの整備促進等も

追い風としながら、フードビジネス等の成長産

業の育成、産学金労官が連携した県内企業や産

業人財の育成体制の整備、また、大型案件を含

みます企業立地の進展、さらにクルーズ船の寄

港増大など、特に産業や雇用の面では成果が上

がっていると思っております。また、県内市町

村においても、認定を受けました世界農業遺産

の活用や、宮崎こばやし熱中小学校の開催な

ど、自治体の垣根を越えた連携による取り組み

のほか、美郷町渡川地区における「渡川みらい

会議」のような住民主体の地域ビジネスへの取

り組みも生まれておりまして、地域づくりの面

におきましても、確かな進展が見られると考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（郡司行敏君）

えいたします。

農業振興の取り組みと今後の方向性について

であります。「農は国の大本なり」「百姓は国

の礎なり」、前者は日本書紀の言葉、後者は信

州松代藩の家老、恩田木工の言葉であります。

「農業と農家は、国の豊かさを生み出す根源的

な存在である」という意味であると理解をして

おります。私は、この言葉を大切に心に刻み、

生産者や農業団体の皆さんとともに、本県農業

の振興に取り組んでまいりました。農業は今、

大きな変革期を迎えておりますが、このような

変化をチャンスと捉え、果敢に挑戦すること

が、我々に課せられた使命であると考えており

ます。口蹄疫からの再生・復興や、牛肉の輸出

拡大、食の安全分析センターの設立、世界農業

遺産の認定、キャビアの伊勢志摩サミットでの

採用などは、その挑戦の一つの成果であると考

えております。そして来年度は、前人未踏の３

連覇がかかった全国和牛能力共進会の年となり

ますが、私は、今後とも、この挑戦の心を多く

の生産者、関係者の皆さんと共有し、若者が夢

と誇りを持って取り組める本県農業の実現を図

ることが、極めて重要であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

農政水産部長におかれまして○外山 衛議員

は、ぜひとも将来の農業に夢と希望が持てる明

るいものとなりますように、今後に引き継いで

もらいたいと思います。

それでは、再度、当初予算案について伺いま

す。人口減少問題に的確に対応し、若者の定着

や産業育成に力点を置かれ、持続可能な地域づ

くりに向けて、新年度の予算案を編成されたと

いうことでありますが、予算額を見ますと、一
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般会計5,778億円と、４年ぶりに減少しておりま

す。そこで、今回、当初予算がマイナスになっ

た要因について、総務部長に伺います。

平成29年度当初予○総務部長（桑山秀彦君）

算が対前年度比マイナスとなった主な要因であ

りますけれども、公債費及び普通建設事業費の

減によるものでございます。まず、公債費につ

きましては、これまでの財政改革への取り組み

によりまして、県債残高が減少しております。

その償還費用であります公債費が、前年度より

も約21億円減少しておるところでございます。

また、普通建設事業費でありますが、普通建設

事業費のうち単独事業分につきましては、防災

拠点庁舎やえびの警察署庁舎の建設などによ

り、前年度より約22億円の増となっております

が、一方で補助事業分につきましては、平成28

年度当初予算に計上しておりましたＴＰＰ対策

関連の国庫補助事業が、平成29年度は大幅に減

少したことから、約44億円の減となっており、

この結果、普通建設事業費全体では約24億円の

減となっております。これら２つが主な要因と

なりまして、予算総額が前年度に比べマイナス

となったところでございます。

次に、全国的に急速な少子高○外山 衛議員

齢化の進展と人口減少という大きな課題に直面

し、地域活力の低下が進む中、今後、本県にお

きましても、特性を生かした地方創生のあり

方、本県の進むべき道筋を示していかなければ

ならないと考えます。そこで、本県の地方創生

は何を目指すのかを、総合政策部長に伺いま

す。

地方創生の眼○総合政策部長（永山英也君）

目は、都市に向かう人やお金の流れを転換し、

地方においても、将来に明るい希望を持てる社

会を築いていくことにあると認識をしておりま

す。都市部と比べて、経済や都市機能などでは

弱い面がある本県のような地方におきまして

は、まずは外貨を稼ぎ、地域内の経済循環を拡

大させますとともに、人のきずなや美しい自

然、ゆったりとした時間の流れといったよさを

生かしながら、経済的な豊かさとお金にかえら

れない価値とが調和した、「新しいゆたかさ」

を実現できる社会を目指していく必要があると

考えております。本県の置かれている状況は厳

しいとは思いますけれども、この宮崎に住み続

けたい、子供を生み育てたい、また、宮崎で育

ち、役に立ちたい、そして宮崎に戻り、移り住

みたいと多くの人に思ってもらえるような地域

づくりに向けて、着実に施策を推進してまいり

たいと考えております。

人口減少が加速化する中で、○外山 衛議員

非常に困難であると思いますが、今後も、未来

を見据えた地方創生に取り組んでもらいたいと

思います。

続きまして、人材確保について伺います。

本格的な人口減少社会という現状を踏まえ、

県では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

のもと、社会減対策と自然減対策を講じること

で、平成72年の県人口80万人超、29歳以下人口

割合30％以上という高い数値目標を掲げておら

れます。人口減少に歯どめをかけるということ

は、一朝一夕にできるものではないことは重々

承知しておりますが、それでも人口減少対策は

待ったなしの状況であります。特に若者世代の

人口流出が進んでおり、高校を卒業して大学へ

進学する18歳人口や、大学卒業後の就職時にお

ける20代前半の人口流出が著しい状況にありま

す。このままでは、本県の産業を支える担い手

が足りなくなり、地域経済が縮小していくので

はないかと、非常に危惧をしている次第でござ
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います。

今、若者は、大学等に進学するに当たって、

その半数が奨学金を借りていると言われていま

す。本県の若年層の労働人口をふやすために

も、こういった人材を県外に流出させてはなら

ないと思います。昨年６月議会におきまして、

我が会派の島田議員が、「県内の産業人財の確

保・定着を図るためには、奨学金を返済してい

る優秀な若者を支援することが有効ではない

か」と質問をし、県におかれましては、「その

必要性を検討する」との答弁でございました。

知事は提案理由説明において、「本県の人口減

少問題に真っ正面から向き合う」と発言してお

られましたが、県内企業の人材確保は困難さを

増しております。先日公表されました九州経済

白書におきましても、調査対象企業の４分の３

以上が、「人材不足が悪影響を及ぼす」との懸

念を示しております。そこで、本県の将来を担

う若者の県外への流出を食いとめ、県内企業の

人材を確保するためにどのように取り組んでい

かれるのかを、知事にお伺いいたします。

本県の人口減少対策を○知事（河野俊嗣君）

考える上で、若者の県外流出の抑制は大変重要

な課題であろうかと考えております。県内企業

におきます産業人財の確保と定着に向けまし

て、県では昨年、企業成長促進・産業人財育成

プラットフォームを産学金労官で連携して設立

し、関係機関と連携して体系的に人材育成講座

を実施する「ひなたＭＢＡ（みやざきビジネス

アカデミー）」を初め、インターンシップの充

実やグローバル人材の育成など、さまざまな取

り組みを展開しているところであります。

御質問の奨学金の返還につきましては、その

負担が若者の県外流出の一つの要因とも言われ

ておりまして、県内企業からも、その対策を求

める要望もいただいているところであります。

このようなことから、来年度新たに「みやざき

産業人財確保支援基金」を設けまして、奨学金

の返還支援に取り組む企業を支援するための事

業を実施することとしたものであります。今

後、この基金によりまして、県内企業と連携を

しながら、若者の県内定着、また、必要な人材

の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

県内企業の人材確保を支援す○外山 衛議員

るための事業「みやざき産業人財確保支援基

金」の具体的な内容について、総合政策部長に

伺います。

この基金事業○総合政策部長（永山英也君）

は、大学や短期大学等を卒業した方を対象に、

この事業に登録した県内企業に就職した場合、

基金から一定額の奨学金返還を支援するもので

あり、今後４年間で320名程度の支援候補者を決

定し、奨学金返還を支援する予定としておりま

す。支援額につきましては、例えば４年制大学

を卒業した場合は、奨学金返還額の２分の１以

内、上限100万円とし、このうち４分の１の25万

円については、就職した企業の負担としており

ます。また、支援時期については、県内企業へ

の定着を図る必要もありますことから、就職後

１年目、３年目、５年目の３回に分けて支援し

たいと考えております。制度の実施に当たりま

しては、県内高校生や保護者、学生等に周知を

図ることはもちろんのこと、大学等に在学中か

ら県内企業の情報をメール等で発信するなど、

学生が県内企業の魅力等をしっかり理解できる

ような取り組みを展開してまいりたいと考えて

おります。

この事業を進めるに当たって○外山 衛議員

は、登録されている企業の充実が重要と考えま
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す。学生への制度の周知に加えて、多くの県内

企業の賛同が得られるように取り組んでいただ

きたいと思います。

続きまして、男女共同参画推進について伺い

ます。

男性も女性も平等に生き生きと活躍できる男

女共同参画社会づくりは、大変重要なことと認

識をしております。国におきまして、平成11年

に男女共同参画社会基本法が施行されたことを

受け、本県におきましても、宮崎県男女共同参

画推進条例の制定や、みやざき男女共同参画プ

ランの策定に取り組まれております。このよう

な中、昨年４月には、働く場における女性の活

躍を推進するため、いわゆる女性活躍推進法が

完全施行されております。これまで、県はもと

より、県民や市町村、企業、各種団体等が、そ

れぞれの立場から男女共同参画社会の実現に向

けて取り組んでこられた結果、多様な生き方を

認め合う社会になってきていることや、さまざ

まな分野で女性が活躍されていることを実感し

ております。そこで、男女共同参画推進に関す

る現状と県の取り組みについて、総合政策部長

に伺います。

本県における○総合政策部長（永山英也君）

男女共同参画意識は、近年高まりつつありま

す。一方で、県の平成27年度労働条件等実態調

査によりますと、民間事業所の係長相当職以上

に占める女性の割合は、14.6％にとどまってお

ります。また、全国的に女性の給与水準は男性

の約７割と、男女間の賃金格差が生じているな

ど、さまざまな課題があると認識をしておりま

す。このため県では、男女共同参画センターと

連携しまして、男女共同参画推進に関する研修

や啓発を行いますとともに、政策・方針決定過

程への女性の参画を進めるため、市町村審議会

等の女性登用の働きかけや、企業の経営者等を

対象に、女性の働き方に対する理解を深めるセ

ミナー等を行っております。さらに、働きやす

い職場づくりに向けて、「仕事と家庭の両立応

援宣言」を行う事業所の登録を、宮崎労働局と

連携して進めておりまして、２月１日現在、登

録数は860件となっております。今後とも、男女

共同参画社会の実現に向けて、積極的に取り組

んでまいります。

また、今議会におきまして、○外山 衛議員

みやざき男女共同参画プランの変更が議案とし

て上程されておりますが、第３次みやざき男女

共同参画プランの特徴について、総合政策部長

に伺います。

今回のプラン○総合政策部長（永山英也君）

の最も大きな特徴は、「あらゆる分野における

女性の活躍の推進」を、３つあります基本目標

のトップに掲げまして、女性活躍推進法に基づ

く推進計画として位置づけたところでありま

す。具体的には、男性中心型の働き方の見直し

と仕事と生活の調和を図るため、労働局と連携

して、長時間労働の抑制等の働き方改革や、イ

クメン・イクボスの普及に取り組むなど、さま

ざまな施策を展開することとしております。ま

た、経済分野における女性の活躍を進めるた

め、企業、団体、行政で構成します「みやざき

女性の活躍推進会議」のより一層の活性化を図

りますとともに、「Hinata・あぐりんぬ」や

「ひなたもりこ」などの、各分野における女性

の活動のサポートに努めてまいります。さら

に、今年度設置しました、体系的な人材育成メ

ニューであります「ひなたＭＢＡ」への女性の

積極的な参加を求めまして、本県産業を支える

重要な担い手であります女性の活躍を、人材育

成の面でも推進してまいりたいと考えておりま
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す。

今後の社会におきましては、○外山 衛議員

女性の活躍は重要な鍵となりますので、男女が

ともに暮らしやすい社会が実現するよう、多様

な働き方へのニーズに対応するなど、計画を推

進していただきたいと思います。

次に、宮崎県公共施設等総合管理計画につい

て伺います。

庁舎や道路などの公共施設につきましては、

老朽化の進行に伴い、施設の維持管理費用が増

大していくことが見込まれますが、これに加え

て、今後計画がされております防災拠点庁舎

や、２巡目国体のためのスポーツ施設の整備も

大きな財政負担となっていくものと考えます。

これらにしっかりと対応していくためにも、現

在保有する施設の現状や維持管理等の将来経費

を早急に把握するとともに、計画的に点検や修

繕等を行うという予防的保全を実施し、公共施

設等総合管理計画の基本的な方針として位置づ

けた、施設の長寿命化を初めとするさまざまな

対策に着実に取り組んでいくことが重要である

と考えます。これらは、各部局共通の課題であ

ることから、公有財産調整委員会のもと、全庁

を挙げて取り組んでいくべきだと思いますが、

今後どのようにして計画を推進していくのか

を、稲用副知事に伺います。

ただいま御指摘があ○副知事（稲用博美君）

りましたように、全ての公共施設の維持管理等

に係る将来経費を把握しまして、予防的な修繕

・改修などにより財政負担の低減化・平準化を

図るということは喫緊の課題となっておりま

す。このため、昨年９月に策定しました公共施

設等総合管理計画に基づきまして、庁舎などの

施設類型ごとに、施設の更新等に関する将来経

費や効果的なメンテナンスサイクルを取りまと

めた施設類型別計画を、平成32年度までに策定

していくこととしております。公有財産調整委

員会につきましては、新たに企業局と病院局を

加えますとともに、専門部会を設置するなど、

公共施設等総合管理計画を全庁的に推進してい

く体制を整備したところであります。今後は、

この委員会におきまして、施設類型別計画策定

の進捗状況を適切に管理し、全庁的な将来経費

を把握しながら、公共施設の保有・運営・維持

の最適化を図るなど、公共施設等総合管理計画

の着実な推進に努めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

厳しい行財政運営が続くこと○外山 衛議員

が予想されますので、公共施設を取り巻く状況

を共有しながら、公有財産調整委員会が中心と

なってこの計画を着実に進められるように、要

望いたします。

関連しまして、企業局における設備の老朽化

対策について伺います。企業局は、経済性を発

揮しながら、電気事業、工業用水道事業、地域

振興事業を通じて、公共の福祉の増進に寄与す

る役割を担われておりますが、将来にわたって

安定的にサービスを提供していくためには、事

業を取り巻く環境の変化に適切に対応していく

ことが必要と考えます。その中で、先ほどの公

共施設等の老朽化対策と同様に、企業局の施設

設備も例外ではなく、今後も企業局が公営企業

としてその役割を果たしていくためには、建設

から長期間経過した施設等の計画的な更新を進

め、経営の健全化、効率化等、経営基盤強化へ

の一層の取り組みが不可欠であると思います。

そこで、企業局における発電設備等の老朽化対

策については、どのような考えのもとに取り組

まれているのかを、企業局長に伺います。

企業局における発○企業局長（図師雄一君）
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電設備につきましては、平成27年度から10年間

の局の経営方針を定めた「企業局経営ビジョ

ン」に基づき、計画的な点検整備や更新を実施

するなど、長寿命化に取り組んでおります。発

電設備のうち、運転開始からおおむね60年を経

過したものについては、発電効率の改善や保守

管理の簡素化等も考慮した全面的な更新を検討

することとしており、現在、この考え方に基づ

き、渡川発電所大規模改良事業を進めていると

ころであります。このような設備更新等の経費

について、企業局経営ビジョンにおいては、平

成36年度までの10年間で約195億円を見込んでお

り、その後も投資が必要となることから、これ

の財源確保も重要となってまいります。企業局

といたしましては、本県の恵まれた水資源を活

用した水力発電が果たす役割は、将来にわたり

大変重要であると考えておりますので、引き続

き健全経営の維持に努め、適切な老朽化対策に

取り組んでまいりたいと考えております。

企業局におかれましては、地○外山 衛議員

方振興積立金を活用し、県営電気事業みやざき

創生基金の原資として一般会計にも繰り出しを

されておりますが、今後とも健全経営に努め、

公共の福祉の増進に資するよう、公営企業の役

割を果たしていただきたいと思います。

次に、子供の貧困問題について伺います。

県におかれましては、平成28年３月に、「子

どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく

都道府県計画として、「宮崎県子どもの貧困対

策推進計画」を策定されました。この計画は、

「すべての子どもが生まれ育った環境に左右さ

れず、その将来に夢や希望を持って成長してい

ける社会の実現」という基本理念のもとに、保

護者に対する生活・就労支援など、さまざまな

施策が盛り込まれているところであります。子

供の貧困問題につきましては、その要因が多岐

にわたっており、また、そこから生じる課題が

複雑に絡んでいる場合も多く、このため、その

対策は、県と市町村、行政と県民、関係団体な

ど、多様な関係者が一体的に取り組まなければ

ならないものであると考えます。このような状

況を踏まえ、計画の初年度に当たります今年

度、県は子供の貧困対策にどのように取り組ん

だのか。また、来年度はどのように取り組むの

かを、福祉保健部長に伺います。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したように、子どもの貧困対策推進計画は、今

年度が４年間の計画の初年度でありますので、

まずは子供の貧困対策を進めるため、昨年６月

に、知事を本部長とします「宮崎県子どもの貧

困対策推進本部」を設置するなど、部局横断的

な体制を整えたところであります。また、民間

のさまざまな関係団体等で構成します「宮崎県

子どもの貧困対策協議会」を設置しまして、計

画の進捗状況について、毎年度、点検・評価を

行うこととしたところであります。さらに、計

画を具体化するためには、地域住民に身近な市

町村の取り組みが重要となりますので、市町村

が実施する子供の貧困の実態調査や計画の策定

に対して支援を行うなど、施策の着実な推進を

図ってまいりました。来年度も、引き続き市町

村の取り組みを加速化させるとともに、広域的

に取り組む県の役割としまして、新たに人材の

養成や全県的なネットワークの構築を図るな

ど、関係機関と連携しながら、しっかりと施策

の推進に取り組み、その役割を果たしてまいり

たいと考えております。

子どもの貧困対策推進計画に○外山 衛議員

は、県や市町村と民間団体などによる連携した

取り組みが重要であることが記述をされており
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ます。現在、民間による取り組みの一つとし

て、地域の子供たちに無料または低額で食事を

提供する子ども食堂がございますが、このよう

な取り組みは、まさに行政と民間団体が連携す

べきものと考えております。近年、子供の貧困

に対する問題意識が高まりを見せる中、新聞や

テレビなどでもたびたび取り上げられているよ

うに、全国的に子ども食堂の開設が活発化して

いるようであります。本県におきましても、こ

のような事例がふえてきていると伺っておりま

すが、子ども食堂の取り組みについて、県とし

てどのように捉え、今後どのように対応してい

くのかを、福祉保健部長に伺います。

県では現在、○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ＮＰＯ法人等の民間団体による８件の子ども食

堂の運営について把握しておりますが、この取

り組みは、県内で今後さらにふえていくものと

考えているところであります。ことし１月に入

りまして、子ども食堂の取り組みについて地域

の理解を深めることを目的とした啓発イベント

を、県とＮＰＯ等との協働事業として開催いた

しましたが、予想を超える反響がございまし

て、県内外から大勢の皆様に御参加いただくな

ど、子ども食堂に対する関心は大いに高まって

きているものと感じているところであります。

子ども食堂につきましては、子供のみならず、

親や高齢者も利用できるほか、学習支援をあわ

せて行う事例があるなど、子供の居場所づくり

や自立支援といった、子供の貧困対策はもとよ

り、世代間の交流にも寄与するなど、大変意義

のある取り組みであると認識しております。県

といたしましては、このような取り組みが県全

体に広がるよう、引き続き先進事例などの情報

提供を行うとともに、新たに団体間の交流促進

を図るなどの支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

子ども食堂につきましては、○外山 衛議員

県民の関心も急速に高まっております。必要な

情報提供などのサポートにしっかりと取り組ん

でいただくようお願いします。

子供の貧困対策につきましては、実態を最も

的確に把握し得る市町村の果たす役割も大きい

わけであり、また、県や市町村が関係機関や民

間団体と連携をしながら、地域の実情に応じた

対策に取り組むことが極めて重要と考えます。

平成29年度は、今年度の取り組みを踏まえ、計

画の基本理念の実現に向けて、引き続きしっか

りと取り組んでいただきますよう、お願い申し

上げます。

次に、地域医療構想について伺います。

団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据

えて、将来、限られた医療資源を効率的に活用

し、切れ目のない医療・介護サービス体制の構

築、医療機関同士のバランスのとれた医療機能

の分化、連携の推進を目的として、地域の実情

に応じた方向性を定めるため、昨年10月に地域

医療構想が策定されました。この中で、本県

の2025年の必要病床数を見ると、現在、機能別

に不足する病床や過剰な病床など過不足が混在

しており、病院間の調整も難しいのではと思い

ます。そこで、策定された地域医療構想につい

て、今後どのような取り組みを行われるのか

を、福祉保健部長に伺います。

地域医療構想○福祉保健部長（日隈俊郎君）

につきましては、2025年に向けて、在宅医療等

を含め増大する医療需要に対応するために、機

能別に、高度急性期から急性期、回復期、慢性

期、在宅医療まで、患者の病状に見合った、よ

り適切な医療サービスを受けられる体制をつく

ろうとするものであります。このため構想で
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は、必要病床数の推計において、特に慢性期の

入院患者のうち、一定部分を在宅医療等で対応

するという考え方で算定しておりまして、その

結果、本県の医療機関の必要病床数は現状より

も少なくなっております。なお、全国では、大

都市部において必要病床数が不足する地域が多

く、また、人口減少が進む地方のほうでは過剰

となる地域が多いという傾向が見られておりま

す。構想策定後は、各医療機関において、それ

ぞれが担うみずからの医療需要と、それに必要

な病床数について検討していただきまして、そ

れをもとに、各地域の地域医療構想調整会議に

おきまして、構想に定める必要病床数を目安と

しながら、各圏域における医療機関の担う機能

別の医療需要と必要な病床数について協議して

いくこととしております。県としましては、調

整会議での議論が円滑に行われるよう、必要な

支援に努めまして、各地域において必要とされ

る医療の確保に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

医師の地域偏在でありますと○外山 衛議員

か医師不足等、地域住民の安心・安全の確保に

も地域格差が広がっておると考えています。調

整会議等での議論を深めていただき、各地域に

おける必要な医療体制の確保に努めていただき

たいと願います。

続きまして、再造林対策について伺います。

本県の森林は本格的な収穫期を迎えており、

大型製材工場や木質バイオマス発電施設の稼働

に伴う木材需要の高まりにより、森林の伐採が

増加してきております。さらに、新たな木質バ

イオマス発電施設や大型製材工場の増設も予定

されているようであります。今後、木材の需要

がますますふえ、森林の伐採も進み、森林資源

が枯渇するのではと危惧しているところであり

ます。そこで、将来にわたって森林資源を維持

するためには、伐採跡地の確実な植栽を行う必

要があると考えますが、県は再造林対策にどの

ように取り組んでいくのかを、環境森林部長に

伺います。

再造林対策に○環境森林部長（大坪篤史君）

つきまして、本県では、「伐って、使って、す

ぐ植える」というモットーのもと、県内の再造

林率が80％になることを目標にしまして、林野

庁の森林整備事業や森林環境税を使った事業に

よる支援、低コスト化に向けた一貫作業システ

ムの普及、さらには、森林所有者の負担軽減の

ための民間企業による資金協力などに取り組ん

でいるところであります。しかし、地域によっ

て再造林率に大きな差がございますので、今

後、それぞれの地域の実情を踏まえながら、森

林所有者の再造林意欲の喚起や、施業集約化等

による林業採算性の向上、再造林作業の担い手

の確保などに、きめ細かく対処する必要がある

と考えております。このため、本年を本格的な

「再造林元年」と位置づけまして、西臼杵支庁

や農林振興局を単位とする７つの地区協議会と

本庁の推進本部で構成します「山村地域の持続

的発展推進会議」、通称「山会議」と呼ぶこと

にしておりますが、これを設置することにいた

しました。既に準備のできたところから順次ス

タートしているところでございます。今後、県

と市町村、林業関係者等が一体となりまして、

地域の実情に応じた対策について重点的に協議

し、将来の25年、50年先を見据えた再造林対策

にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ただいま答弁いただきました○外山 衛議員

対策を着実に実行していくためには、その担い

手である林業就業者をいかにして確保・育成す
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るかが重要と考えます。しかしながら、長期的

な木材価格の低迷に伴う林業採算性の低下や山

村地域の過疎化等によりまして、林業就業者数

の減少や高齢化が進行していますことから、10

年後、15年後には林業の担い手が不足するので

はないかと懸念しておるところであります。さ

きの11月議会におきまして、「林業大学校のあ

り方を含め、他県の事例も参考にしながら十分

検討していく」との答弁がございました。今

後、再造林を適正に進めるためにも、林業担い

手の確保・育成が重要と考えますが、県の取り

組みについて、環境森林部長に伺います。

本県の現在の○環境森林部長（大坪篤史君）

林業就業者の状況を見てみますと、就業者に占

める65歳以上の割合は約２割と高い水準にござ

いますので、今後、再造林を適正に進めていく

ためには、担い手の確保・育成にしっかりと取

り組んでいく必要があります。このため来年度

は、林業への就業前に必要な知識や技術を習得

する「みやざき林業青年アカデミー」研修に加

えまして、ＵＩＪターン希望者や林業未経験の

後継者を対象としました林業体験や研修など、

林業にまずは関心を持っていただく事業にも取

り組むこととしております。また、林業大学校

につきましても、さきの11月議会における答弁

を踏まえまして、現在、他県の状況について調

査しているところであります。本県としての考

え方をできるだけ早い時期に取りまとめるなど

しまして、今後の人材育成について積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、計画的な再造林を進め○外山 衛議員

ていくための苗木の安定供給についてお尋ねし

ます。本県は全国有数の杉苗木生産県でありま

すが、数年前、伐採跡地の再造林に必要な苗木

生産が追いつかず、植栽を見合わせた現場が

あったといった話を伺いました。今後、新たな

木材需要により伐採がふえていく中で、植える

苗木がなければ、伐採跡地の再造林は進みませ

ん。そこで、近年の苗木需給の状況について、

環境森林部長に伺います。

苗木需給の状○環境森林部長（大坪篤史君）

況ですが、平成26年と27年には、再造林面積が

増加したため苗木不足が生じたところでありま

す。そこで県では、苗木生産者や森林組合、市

町村などの関係者から成ります需給調整会議を

年４回開催しまして、需給情報を共有しながら

計画的な生産に取り組んだ結果、平成28年の苗

木不足は解消され、本年も十分に供給できる見

込みでございます。今後とも、伐採跡地への再

造林に的確に対応するため、県の採穂園の再整

備や民間の生産施設等の整備支援によりまし

て、将来に向けた苗木の安定供給に努めますと

ともに、生産技術研修なども開催しながら、品

質の高い苗木生産を支援してまいりたいと考え

ております。

今後も、森林資源の環境に資○外山 衛議員

する再造林の確実な実施が図られるように、担

い手の確保対策もしっかり取り組んでいただき

たいと思います。

続きまして、森林伐採について伺います。森

林の伐採が増加している中で、境界を誤って過

失により森林を伐採する「誤伐」、他者の所有

する森林を故意に伐採する「盗伐」と疑われる

事例が報道されております。森林所有者が知ら

ないうちに森林が伐採され、再造林が行われず

放置されることも懸念されます。そこで、県で

は森林の誤伐や盗伐の現状について把握をされ

ているのか。また、その対策にどのように取り

組んでいくのかを、環境森林部長に伺います。

誤伐や盗伐が○環境森林部長（大坪篤史君）
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疑われる森林の伐採につきまして、市町村に照

会をしましたところ、平成26年度は２件、27年

度は４件、そして平成28年度は本年の１月まで

ですが、19件となっております。このため先

月、西臼杵支庁と農林振興局の林務担当課長会

議で今後の対策を協議し、そのうち緊急対策と

しまして、まず、誤伐等の情報を市町村や森林

組合と共有して、その情報に関係するような伐

採届が市町村に提出された際には、特に慎重か

つ的確な審査・指導を実施するように市町村に

要請したところであります。また、森林所有者

に対しましては、山林を譲渡する際に境界を十

分に確認して慎重に契約することや、日ごろか

ら森林の見回りや保全に留意することなどにつ

いて、早急にチラシを作成して注意喚起するこ

とにしております。さらに、今後の対策としま

して、市町村が来年度から整備する林地台帳の

作成支援、森林組合等が実施します境界明確化

への助成、そして県や市町村による伐採パト

ロールの強化などにしっかりと取り組みまし

て、誤伐や盗伐の防止に努めてまいりたいと考

えております。

所有者が大きな不利益をこう○外山 衛議員

むらないように、しっかりと誤伐や盗伐対策に

取り組んでいただくようお願いをいたします。

続きまして、自然公園について伺います。

昨年７月、国立公園満喫プロジェクトの先導

的モデル地域の一つに、宮崎・鹿児島両県にま

たがる霧島錦江湾国立公園が選定され、12月に

は取り組みの基本方針となる「霧島錦江湾国立

公園ステップアッププログラム2020」が取りま

とめられました。このプログラムにおきまして

は、訪日外国人利用者数を、2015年の７万1,000

人から、2020年には20万人まで増加させると

いった目標も掲げられております。霧島錦江湾

国立公園は、これまでも多くの観光客が訪れる

名所であります。国内利用者はもとより、外国

人利用者にもこの公園の魅力を満喫してもらえ

るようにすることが重要と考えます。国立公園

満喫プロジェクトを推進するため、今後どのよ

うなことに取り組まれるのかを、環境森林部長

に伺います。

昨年12月に策○環境森林部長（大坪篤史君）

定しました霧島錦江湾国立公園のステップアッ

ププログラムにおきましては、重要な柱として

３点設けました。１点目が、公園内の魅力の創

出や滞在しやすい環境整備、２点目が、主要交

通拠点から公園までのアクセスの整備、３点目

が、外国人観光客を含めた誘客対策、その３点

を中心にして計画をまとめたところでございま

す。具体的には、案内標示の多言語化や遊歩道

等のユニバーサルデザイン化などのハード事

業、さらには、地元の食や文化等を生かしたツ

アー開発などのソフト事業を実施しますととも

に、民間活力の導入による上質な宿泊施設や

キャンプ施設の整備、主要なスポットを周遊で

きる列車やバス、高級タクシーの誘致などにつ

いて鋭意取り組むこととしております。このう

ち、初年度となります平成29年度につきまして

は、えびの高原や御池等における遊歩道や展望

台の改修、外国人観光客の受け入れ体制の整備

などを実施したいと考えております。また、特

に外国人観光客に対しましては、広域的な対応

も重要となってまいりますので、環境省や九州

各県、そして関係団体とも十分に連携して、魅

力ある周遊ルートの設定や情報発信に努めてま

いりたいと考えております。

南九州の魅力を十分に情報発○外山 衛議員

信して、地域の活性化につなげていただきたい

と思います。
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続いて、県産品の販路拡大について伺いま

す。

人口減少、少子高齢化が進展し、国内市場が

縮小する中、本県経済の活性化を図るには、海

外市場を開拓する必要性がますます高まってい

くものと考えております。県では昨年３月に、

世界市場も視野に入れた「みやざきグローバル

戦略」を策定し、県産品の輸出促進に鋭意取り

組まれているところであります。このような

中、先月、知事は、アメリカのニューヨークと

ロサンゼルスを訪問され、焼酎、宮崎牛のトッ

プセールスなどを行われました。アメリカは、

みやざきグローバル戦略の中で重点国の一つに

位置づけられております。そこで、今回のアメ

リカ訪問の手応えと、今後、販路開拓に向けて

どのように取り組んでいくのかを、知事にお伺

いいたします。

今回、県産品の輸出を○知事（河野俊嗣君）

初め、アメリカとのさらなる交流・取引の拡大

を図るために、ニューヨークとロサンゼルスを

訪問したところであります。県産品のセール

ス、また関係団体との意見交換を行ってまいり

ました。ニューヨークで焼酎と宮崎牛のプロ

モーション、また関係者との意見交換を行った

ところでありますが、私が思っていました以上

に、まず宮崎牛、日本からアメリカに輸出され

る和牛の４割をこの宮崎牛が占めているわけで

ありますが、その品質も含めて大変高い評価を

いただきました。ニューヨークのステーキレス

トランでは、アメリカ産の和牛もあるわけです

が、その２倍の値段で宮崎牛が売られている

と。シェフの絶賛も加えて、そういう取り扱い

をしていただいているということが、その評価

のあかしであり、今後さらなる販路拡大に向け

て可能性を感じたところであります。焼酎は、

まだまだ知名度は低いわけでありますが、大変

興味を持っていただいたということ。それか

ら、日本料理のレストランが急拡大をし、日本

酒というものが大きく伸びている中で、また日

本産のウイスキーも非常に大きく伸びている。

焼酎の伸び代も大変大きいものがあると感じた

ところであります。

また、さらなる流通体制の充実や認知度向上

を図るために、どちらの都市におきましても貿

易商社を訪問しました。しっかりとしたパート

ナーを確保すること、これも販路拡大に大変重

要でありまして、具体的な取引の構築・拡大を

要望したところであります。また、日系の文化

交流団体や県人会の方々ともお会いしまして、

今後とも連携を深めつつ、現地での情報発信に

ついて強化をしていくよう、その理解と協力を

お願いしてきたところであります。

アメリカは、県産食品の最大の輸出先となっ

ております。また、世界市場のゲートウエーと

して大変重要な市場であるということを改めて

感じたところであります。アメリカの市場で評

価されることが、ほかの地域への販路拡大にも

直結をするということでありまして、今回の訪

問で得ました人脈というものを最大限に活用し

ながら、また、今後ともジェトロ等の関係機関

とも連携し、販路拡大に取り組んでまいりたい

と考えております。

今後も積極的に世界で戦う準○外山 衛議員

備を行っていただきたいと思います。

次に、首都圏における情報発信拠点のあり方

についてお伺いします。

現在、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥのあるＪＲ

新宿駅南口は、昨年のバスタ新宿などの開業に

より人の流れが変わり、通りのにぎわいも増し

ております。県では今回、当初予算に首都圏情
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報発信拠点整備・機能強化事業を計上し、来年

度、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥをリニューアル

することにより、首都圏における本県の情報発

信力を高めるとされております。そこで、今回

のリニューアルの考え方、内容について、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、設置以来19

年間、首都圏の情報発信拠点としての役割を果

たしてきたところでございますが、東京オリン

ピック・パラリンピックの開催を控え、このた

び現施設の大規模なリニューアルを行い、

「食」を初め、観光や歴史等の宮崎の魅力の発

信や販路拡大等に取り組む総合的な拠点として

まいりたいと考えております。具体的には、１

階に物販コーナーを集約し、県産品のすばらし

さを、わかりやすく、また効果的に消費者にア

ピールしますとともに、情報通信技術等を活用

し、観光情報等の充実を図ることといたしてお

ります。また、２階に飲食コーナーを設置し、

宮崎ならではの食材や料理が楽しめる場所にし

てまいりたいと考えております。さらに、近隣

のイベント広場等を活用して、市町村や関係団

体と連携したイベントを実施するなど、さまざ

まな方法で宮崎の魅力の発信を行いますととも

に、近隣のビルに事務所や商談ルームを確保

し、販路開拓機能の強化に取り組んでまいりた

いと考えております。

首都圏におきましては、全国○外山 衛議員

の自治体がＰＲ合戦にしのぎを削っておりまし

て、このような地域間競争を勝ち抜くために

は、施設のリニューアルを契機に、本県の魅力

を強力に発信し、本県経済の活性化につなげて

いくことが重要と考えます。県としても、今回

のリニューアルをチャンスと捉え、スピード感

を持って、しっかりと情報発信を行っていく必

要があると考えます。そこで、新たな情報発信

拠点の活用を含め、首都圏における情報発信に

どのように取り組まれるのかを、知事にお伺い

します。

首都圏は、国内最大の○知事（河野俊嗣君）

人口、情報の集積地であります。2020年の東京

オリンピック・パラリンピックの開催を契機と

して、今後ますます、国内のみならず国外に向

けても、その発信力、また求心力が高まると見

込まれますので、その活力を積極的に取り込み

まして、宮崎のさらなる飛躍につなげることが

大変重要であると考えております。今回、ス

ポーツキャンプで来県をされたある企業幹部と

話をしておりましたら、非常に印象的だったの

が、今の日本の情報の流れというものが、やは

り東京から地方に流れるというものがありま

す。ですから、地方の情報であっても、東京で

発信することにより届けていく、さらには東京

オリ・パラにより国外に向けても発信をしてい

くことが大変重要であろうかと考えておりま

す。

今回のリニューアルによりまして、新宿ＫＯ

ＮＮＥの発信力や交流機能を高めることとして

おりまして、ここを核として、首都圏での各種

ＰＲイベントや販路拡大等のプロモーションは

もとより、宮崎ゆかりの企業や店舗ともしっか

りと連携した取り組みを進めまして、宮崎のな

お一層の知名度向上と外貨の獲得を行い、本県

の経済活性化につなげてまいりたいと考えてお

ります。県が整備する施設でありますけれど

も、県だけではなしに、県内の市町村や関係団

体、企業の皆様とも一体となってここを使って

いく、まさに「オールみやざき」の体制で、宮

崎の魅力の発信というものに力強く取り組んで
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まいりたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○外山 衛議員

ます。特に飲食スペースの運営について、業者

の選定などがなかなか困難かと思われますの

で、関係団体・企業等としっかり協議を行った

上で、本県の魅力を十分伝えることができる施

設としていただきたいと思います。

続きまして、観光振興について伺います。

本県は、美しい景色や温暖な気候に加え、各

地に点在する神話ゆかりの地や多彩な食など、

多くの魅力的な観光資源に恵まれております。

日南海岸地域では、風光明媚な海岸線をサイク

リングロードとして位置づけ、ルートの考案や

環境整備により、年間を通して利用しやすいサ

イクリング環境を提供するため、日南海岸サイ

クルツーリズム協議会が昨年発足をしたところ

であります。全国的に見ましても、自転車によ

る地域振興の取り組みが多くなっており、例え

ば、広島県と愛媛県を結ぶ「しまなみ海道」で

は、サイクリングのプロモーションを行い、年

間10万人を超える人が訪れており、今では自転

車道が地域経済に貢献する一大観光地となって

いると伺っております。このような中、来年度

予算に計上されております、「みやざきサイク

ルツーリズム推進事業」で取り組む内容と今後

の展開について、商工観光労働部長に伺いま

す。

「みやざ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

きサイクルツーリズム推進事業」につきまして

は、本県の豊かな自然や温暖な気候などを活用

し、サイクルツーリズムを本県の観光誘客の柱

の一つとして確立するため、市町村や関係団体

等と連携して取り組むこととしたところでござ

います。内容といたしましては、まず、より誘

客を促進し消費効果を高めるため、本県に適し

たサイクルツーリズムの形態やターゲットの明

確化、実践する地域の選定等について、マーケ

ティング調査を実施することといたしておりま

す。また、その調査結果を踏まえたサイクル

ルートでの試走ツアー等を開催し、ツアー参加

者へのアンケートなどを通して、受け入れ環境

の向上につなげるとともに、質の高いガイドを

育成するなど、魅力的で持続可能なサイクル

ツーリズムの仕組みづくりを行ってまいりたい

と考えております。

これが観光ツールの一つにな○外山 衛議員

るといいと思っておりますが、サイクリング中

の事故など、安全対策を十分行わなければいけ

ないと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

次に、農政問題について伺います。

まず、先行きが不透明となっているＴＰＰに

ついてであります。トランプ新大統領のもと、

去る１月30日に、アメリカはＴＰＰからの離脱

を表明し、今後は２国間の貿易協定の締結に向

けた交渉に切りかえるという方針であるようで

あります。先般行われました日米首脳会談にお

きましても、トランプ大統領からＦＴＡ要求は

なかったものの、２国間で貿易や投資分野など

を幅広く協議する経済対話を新たに立ち上げる

ことで合意し、これが今後はＦＴＡ交渉に発展

しかねないとも伝えられております。このよう

な状況から、農業分野における国際貿易交渉は

極めて不透明な状況となったと考えておりま

す。

一方で、これまでは、ＴＰＰ協定の発効を見

据え、国は「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を

定め、ＴＰＰの影響が大きいと考えられる農業

分野に対しては、「攻めの農林水産業への転

換」に向けた体質強化対策を、緊急的かつ集中
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的に実施してきました。農林水産関係において

は、平成27年度補正予算で3,122億円、平成28年

度第２次補正予算では3,453億円と、多くの対策

事業を予算措置し、本県もこれらの事業を活用

して、農業の体質強化に向けた取り組みを推し

進めてきたものと理解しております。そのよう

な中での今回の大きな情勢の変化であり、ＦＴ

Ａ交渉となれば、ＴＰＰ以上に厳しい条件を突

きつけられる心配がございます。その場合、こ

れまでのＴＰＰを前提とした体質強化に向けた

施策、例えば畜産クラスター事業や産地パワー

アップ事業などが今後どうなっていくのか、先

が見通せない状況に、生産者も不安に思ってい

るのではないかと考えます。そこで、ＴＰＰの

発効が見通せず、ＦＴＡ交渉という新たな動き

がある中で、農業を基幹産業とする本県としま

して、農業の体質強化に向けてどのように対応

していくつもりなのかを、農政水産部長に伺い

ます。

県といたしま○農政水産部長（郡司行敏君）

しては、これまで、産地パワーアップ事業と畜

産クラスター事業で総額約170億円の施設や機械

の整備に取り組むなど、国のＴＰＰ関連対策の

積極的な活用により、意欲的な生産者の規模拡

大や生産性の向上などに一定の成果を上げるこ

とができたのではないかと考えているところで

あります。これらの生産基盤の強化に関する対

策につきましては、ＴＰＰ協定のあるなしにか

かわらず、大変重要な取り組みでありますの

で、対策事業の継続と予算の確保につきまし

て、引き続き国へ要望してまいりたいと考えて

おります。今後とも、本県農業のさらなる発展

に向け、環境の変化や国際競争に負けない力強

い生産体制の構築に、しっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

今後とも、県におきまして○外山 衛議員

は、迅速な情報収集に加えて、本県の農業基盤

が揺るがないように国への要望をしっかり行う

よう、取り組みをお願いしたいと思います。

続きまして、防疫体制について伺います。こ

の冬は、11月の中旬から、秋田県の野鳥から相

次いで鳥インフルエンザウイルスが確認される

など、発生リスクが高い状況にございました。

本県としても厳戒態勢をしいていたものと考え

ますが、残念ながら、12月19日に川南町で、国

内では今季６例目が、また、１月24日には木城

町で国内９例目の発生が確認されました。発生

農場の防疫対応につきましては、建設業協会、

自衛隊等の協力を得ながら迅速に進められ、い

ずれも、目安とされる72時間よりも約１日早

く、41時間程度で防疫措置を完了しておりま

す。このことは、農林水産省を初めとして、高

い評価を得ていると伺っており、日ごろの関係

機関との連携、訓練の成果であると考えており

ます。一方で、国の疫学調査チームの報告によ

りますと、本県の発生農場２例ともに、防鳥

ネットの破れや壁のすき間、穴などが確認され

たとのことでありますが、県が行った、今季の

鳥インフルエンザの発生防止対策と県内での発

生を受けた取り組みについて、農政水産部長に

伺います。

高病原性鳥イ○農政水産部長（郡司行敏君）

ンフルエンザにつきましては、海外の状況等か

ら、今シーズンは発生リスクが高いと考え、県

内全養鶏農場、992農場ございますけれども、そ

の立入指導に加えまして、過去に発生のあった

地域の農場への再巡回など、防疫対策の強化に

関係団体等と連携して取り組んできたところで

あります。しかしながら、そのような中で、県

内で２例の発生があったことは大変残念であ
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り、重く受けとめているところであります。県

といたしましては、発生を受けまして、直ちに

チェックシートを配付し、農家みずからの緊急

点検を促すとともに、ため池や河川の近くなど

リスクの高い地域にある農場につきましては、

家畜防疫員が直接農場に立ち入り、より踏み込

んだ指導を行っているところであります。現在

も発生リスクの高い状況にありますので、最大

限の警戒のもと、引き続き発生防止に努めてま

いります。

よろしくお願いします。現○外山 衛議員

在、韓国において口蹄疫が広がりを見せており

ますので、これも心配でございます。引き続き

防疫対策に取り組んでいただくよう、お願い申

し上げます。

昨今、肉用子牛の価格が全国的に高騰してお

ります。参考までに国のデータを調べたとこ

ろ、５年前の全国の平均子牛価格は１頭当た

り41万2,000円であったのに対し、直近の平成28

年次は79万5,000円と、この５年間で上昇し続

け、価格は約２倍となっております。南那珂地

域家畜市場の状況を見ましても同様の傾向で、

本年１月の初競り市場では88万2,000円を記録

し、県内及び全国の家畜市場においては、時期

を追うごとに最高値を更新している状況ではな

いかと考えます。そこで、肉用子牛の価格高騰

の要因について、農政水産部長に伺います。

肉用子牛価格○農政水産部長（郡司行敏君）

高騰の要因といたしましては、全国的な農家の

高齢化や担い手不足等により、飼養戸数、飼養

頭数がともに減少していることが挙げられま

す。具体的に申し上げますと、国の畜産統計に

おける平成28年２月時点の全国の繁殖雌牛飼養

戸数は４万4,300戸で、５年前と比較いたします

と約１万5,000戸、割合にして約25％減少してお

り、それらの農家が飼養している繁殖雌牛頭数

は約58万8,000頭で、５年前と比較いたしますと

約８万頭、割合にして12％減少しているところ

でございます。このような全国的な肉用牛生産

基盤の縮小を背景として、市場で取引される肉

用子牛の頭数も減少していることから、本県も

含めて子牛価格が高騰している状況にございま

す。

このような価格高騰の状況下○外山 衛議員

にあって、子牛を販売する側の繁殖農家はとも

かく、高い子牛を購入して、約１年半後に肉牛

を出荷する肥育農家は、厳しい状況下にあるの

ではないかと推察されます。そこで、肥育素牛

の価格高騰による肥育経営への影響及び対応策

について、農政水産部長に伺います。

現在出荷して○農政水産部長（郡司行敏君）

おります肥育牛は、導入時点の素牛価格が平均

で約64万円であり、枝肉相場も近年、比較的安

定しておりますことから、現状におきまして

は、肥育経営は利益確保が可能な状況にあると

考えております。しかしながら、１月の県平均

子牛価格を見てみますと、議員から御指摘もご

ざいましたように90万円近くに達しておりまし

て、今後、収益性の低下や導入計画に支障が生

じる等の影響が懸念されるところであります。

このため、県といたしましては、宮崎牛肥育素

牛確保対策事業により子牛導入を後押しいたし

ますとともに、来年度から、本県独自の制度資

金となります肥育素牛価格変動対策資金を創設

し、支援を行うこととしております。さらに、

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おいて、生産者積

立金の一部を助成いたしますとともに、本県の

実態に即した事業の運用を行っているところで

あります。これらの対策に加えまして、輸出拡
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大や消費拡大等の販売力の強化に、関係団体と

一体となって取り組みながら、肥育経営の安定

を図ってまいりたいと考えております。

今後、価格高騰の中で肥育農○外山 衛議員

家の経営が行き詰まるようでは、宮崎牛ブラン

ドの存続も危ぶまれてくると考えます。マル緊

事業等の経営安定対策も重要ではありますが、

やはり何といっても、安定的に市場に子牛を出

荷する、そのための出荷頭数をふやすなど、将

来にわたって本県の肉用牛が基幹産業であり続

けるためにも、生産基盤対策が最重要課題であ

ると考えます。そこで、本県肉用牛生産基盤強

化に対する取り組みについて、農政水産部長に

伺います。

肉用牛生産基○農政水産部長（郡司行敏君）

盤の強化を図るためには、地域ごとに増頭や生

産性向上等の具体的な目標を定めた「人・牛プ

ラン」の着実な実行を図ることが極めて重要で

あると考えております。このため県では、今年

度、推進キャラバンとして、県内の11地域にお

いてＪＡ、市町村等と意見交換を行うなど、プ

ランの目標達成に向けた取り組みを推進してい

るところであります。その結果、各地域で、畜

産クラスター事業等を活用した担い手の施設整

備や、ＪＡが主体となった畜産団地等の地域拠

点施設の整備などが、積極的に進められている

ところであります。このような取り組みにより

まして、本県の繁殖雌牛頭数は、平成28年２月

現在で７万8,800頭と、前年に比べて3,000頭増

加したところであり、今後とも、畜産農家を初

め、市町村やＪＡ等と連携しながら、プランの

目標であります繁殖雌牛８万頭の実現に向け、

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

3,000頭ふえたということであ○外山 衛議員

ります。枝肉相場も値上がりが続きますと、小

売業も厳しい経営となる。また、消費者の牛肉

離れにもつながりますので、肉用牛の生産基盤

強化に努めていただきたいと思います。

次に、水産業についてでありますが、本県の

水産業におきましては、近海カツオ一本釣り漁

業、マグロはえ縄漁業が県全体の漁獲量の３分

の１を占めております。また、沿岸におきまし

ても、まき網漁業や定置網漁業など多種多様な

漁業が行われております。本県の漁船に関する

統計によりますと、平成25年の漁船総数2,659隻

のうち、船齢が15年以上のものが90％となって

おり、操業に支障を及ぼしかねないことが大き

な課題となっていると考えます。近年、ソナー

など装備の高度化により、漁船の建造にも多額

の資金を必要とするため、漁業への新規参入や

後継者育成の支障にもなっているようでありま

す。このような状況を改善するために、水産庁

におきまして、平成27年度から、漁業者に漁船

をリースすることにより漁船導入を支援する事

業をスタートされました。この事業を希望され

る漁業者も多いと聞いておりますが、本県にお

ける漁船リース事業の利用の状況と、今後の本

事業を含めた経営改善に向けた県の取り組みに

ついて、農政水産部長に伺います。

御質問にござ○農政水産部長（郡司行敏君）

いました、国の「水産業競争力強化漁船導入緊

急支援事業」につきましては、宮崎県漁村活性

化推進機構等がリース母体となり、漁船の導入

やそれに伴う設備の改修を支援するものでござ

いまして、漁船をリースすることによって、漁

業者の負担軽減を図るものでございます。これ

までに11隻が国の承認を受けて取り組みを開始

しておりまして、現在、13隻が事業の活用に向

けて申請手続を進めているところであります。
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本事業につきましては、さらなる利用の要望も

ありますことから、県といたしましては、国に

対して、事業の継続や予算の拡充を要望してい

るところでございます。また、持続可能な水産

業の構築を実現するためには、こうしたハード

面での支援だけではなく、経営指導等ソフト面

での取り組みをあわせて行う必要がありますこ

とから、漁村活性化推進機構など関係団体と一

体となって、漁業者の経営改善の取り組みを進

めてまいります。

漁船につきましては、漁船○外山 衛議員

リース事業により更新の道筋が見えたわけであ

りますが、一方で、産地価格の低迷が続いてお

りまして、漁業経営の収益性の改善はなかなか

進まない状況にあると聞いております。このた

め県では、昨年、第五次水産業・漁村振興長期

計画の後期計画を策定し、その重点プロジェク

トの一つとして、「魅力ある水産業の構築プロ

ジェクト」を立ち上げ、漁業生産の最適化と販

売の最適化に取り組むとされております。そこ

で、本県水産物の付加価値向上のため、どのよ

うな取り組みを行おうとされているのかを、農

政水産部長に伺います。

水産物の付加○農政水産部長（郡司行敏君）

価値向上は、漁業者の所得向上を図る上で大変

重要な取り組みであると考えております。この

ため県では、これまで水産物のブランド認証や

加工品開発に取り組んできたところであります

が、本年度新たに、漁連、加工業者等と連携し

て県産水産物販売促進会議を設置したところで

あり、現在、シイラ、メヒカリ、ハモ等の魚価

向上に向けた取り組みを実施しているところで

あります。またさらに、大手量販店等と連携し

て、マーケットニーズに沿った商品開発を行

い、また、県内加工業者との連携による加工コ

ストの削減にも取り組むこととしております。

今後とも、同販売促進会議や県内加工業者の取

り組みを支援することにより、さらなる付加価

値向上と販売拡大を行い、水産業の振興につな

げてまいりたいと考えております。

漁業就業者が今後も安心して○外山 衛議員

漁業経営に従事できるように、担い手の確保対

策も含めて所得向上対策に努めて、安定した水

産業が営めるように取り組みをお願いいたしま

す。

続きまして、美しい宮崎づくり推進条例につ

いて伺います。日南市には、南国情緒あふれる

日南海岸の自然景観や、県内で唯一、国の重要

文化的景観に選定されました坂元棚田を初めと

する美しい農村景観があります。また、歴史的

な町並みが魅力の飫肥地区についても、大型ク

ルーズ船の寄港により、国外からも多くの観光

客が訪れており、今後ますます、美しい風景を

守り、つくり出していく取り組みは重要になっ

てくると思います。飫肥地区におきましては、

平成20年に制定された歴史まちづくり法に基づ

き、こちらも県内では唯一、国の指定を受けて

おり、さらなる魅力向上に向けた取り組みが進

められているところであります。内田副知事に

おかれましては、国土交通省でこの歴史まちづ

くり法の制定に携わられたと聞いております。

また、今議会に提案されております「美しい宮

崎づくり推進条例」のために開催されました有

識者会議にも、積極的に参加されたと聞いてお

ります。この条例にも相当の思い入れがあるの

ではと考えます。そこで、今後どのように「美

しい宮崎づくり」を進めていくべきか、内田副

知事に伺います。

４年前に宮崎に赴任○副知事（内田欽也君）

してから、県内を回っていく中で、各地にすば
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らしい景観があるということを大いに実感して

いるところであります。また、この条例の検討

を進めていく中で、有識者会議にも参加しまし

て、これらの景観を次世代に引き継ぎたいとい

う熱い思いを持つ方々がおられることを知り、

大変心強く感じたところでもあります。そのよ

うな思いに応えるためにも、条例の実効性を高

めて、美しい宮崎づくりを市町村や県民、事業

者の皆様にどのように根づかせていくのか、こ

れが重要であると考え、新年度予算にも反映を

させたところでございます。県といたしまして

は、本県開催となる国民体育大会なども見据

え、美しい宮崎づくりが国内外に誇れるものと

なりますように、県民の皆様、あるいは全庁一

丸となりまして取り組んでまいりたいと考えて

おります。

ぜひ、本県の良好な景観を将○外山 衛議員

来の世代に継承することができるよう、関係者

一丸となって美しい宮崎づくりに取り組んでい

ただけるようにお願いいたします。

続きまして、公共工事について伺います。建

設産業は、社会資本の整備や防災・減災や維持

管理などの担い手として、その果たすべき役割

はますます増大しておりますが、建設投資の急

激な減少や競争の激化により、就労環境の悪化

や担い手不足が生じるなど、公共工事の品質確

保が懸念されているところであります。このよ

うな中、国におきましては、建設業界の深刻な

人手不足を和らげるため、改正品確法に基づき

進めてきた、国庫債務負担行為を活用した施工

時期の平準化措置を進めているところでありま

す。そこで、公共工事における発注や施工時期

の平準化について、県としてどのように取り組

まれているのかを、県土整備部長に伺います。

公共工事の○県土整備部長（東 憲之介君）

平準化につきましては、早期発注に努めるとと

もに、年度間の切れ目のない発注を確保するた

め、昨年度、ゼロ県債を約10億円設定し、今年

度は、国の交付金事業も加え約24億7,000万円に

拡大いたしました。また、施工時期の平準化の

取り組みとして、昨年１月から試行しています

余裕期間を設定した建設工事につきましては、

検証の結果、企業が技術者を配置しやすくなる

など、一定の効果が見られましたことから、平

成29年度から本格実施することとしておりま

す。今後とも、国・県・市町村で構成される連

絡協議会等で情報共有を図りながら、公共工事

の平準化にしっかりと取り組んでまいります。

これは業界からも強い要望が○外山 衛議員

ございますので、今後も継続して、平準化の取

り組みを行っていただきたいと思います。

続きまして、東九州自動車道について伺いま

す。まず、清武南―日南北郷間でございます

が、この区間は地盤が特に悪く、芳ノ元トンネ

ルにおいては地すべりが発生するなど、非常に

心配をしているところであります。清武南―日

南北郷間の早期開通は、この芳ノ元トンネルの

工事を安全かつ早期に完成させることにかかっ

ていると考えます。次に、日南北郷―日南東郷

間でありますが、いよいよ平成29年度には開通

という大きな節目の年を迎えることとなりま

す。日南市を走る初めての高速道路でもあり、

住民も、一日も早い開通を待ち望んでいるとこ

ろであります。そして今年度、新規事業化をさ

れました日南東郷―油津間の3.2キロメートルで

ございますが、昨年10月に、日南市で中心くい

打ち式が盛大に開催されました。中心くい打ち

式は、事業の始まりを祝う式典でありますが、

東九州自動車道におきましては、実に11年ぶり

に開催されました。関係者の方々のこれまでの
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さまざまな取り組みが、ようやく実を結んだ瞬

間でございました。これらいずれの区間におき

ましても、一日も早い完成が待たれるところで

あります。そこで、東九州自動車道の清武南―

油津間における現在の進捗状況について、県土

整備部長に伺います。

東九州自動○県土整備部長（東 憲之介君）

車道清武南―油津間は、国が事業を進めており

ますけれども、このうち清武南―日南北郷間の

芳ノ元トンネルの本体工事は、本年１月末時点

で約８割の進捗となっており、地すべり対策工

事もおおむね順調に進められていると伺ってお

ります。次に、日南北郷―日南東郷間ですが、

今年度中に橋梁などの主な構造物が完成予定で

あり、来年度予定している開通に向けて、鋭

意、工事を進めていると伺っております。最後

に、今年度から事業着手しました日南東郷―油

津間ですが、道路の中心ぐいを現地に設置する

などの中心線測量が昨年12月に完了したところ

であり、現在、地質調査等を行っていると伺っ

ております。県といたしましても、今後とも、

東九州自動車道の県南区間が一日も早く全線開

通するよう、国に対し強く要望してまいりたい

と考えております。

国の事業でございますから、○外山 衛議員

ひとつ要望をよろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、港湾整備について伺います。油

津港におきましては、平成26年度に係留施設の

一部を着脱式で整備するなど、既存の岸壁を生

かした整備を行った結果、平成28年には、16万

トン級クルーズ船の７回を含め22回のクルーズ

船の寄港となるなど、整備の効果が出ていると

思います。国におきましては、「訪日クルーズ

旅客数を2020年に500万人」とする目標を掲げ、

その取り組みとして、先日、「官民連携による

国際クルーズ拠点」を形成する港湾として、全

国で八代港を含む６港が選定されたとの報道が

ございました。このような中、県におきまして

は、今後、アジアに配船予定の22万トン級ク

ルーズ船の受け入れ可能性などについての調査

を行っていると聞いております。このような調

査も踏まえ、今後、油津港においての22万トン

級クルーズ船の受け入れに向けての取り組み

を、県土整備部長にお伺いします。

油津港は、○県土整備部長（東 憲之介君）

県南地域の産業を支える物流拠点として、岸壁

や埠頭用地等の港湾施設の整備を進めてきたと

ころであります。また、大型クルーズ船の受け

入れに当たりましては、御質問にありましたよ

うな係留施設の一部を着脱式とするなど、既存

の港湾施設を賢く利用し、物流関係者と調整を

図りながら、16万トン級のクルーズ船への対応

を行ってきたところであります。このような

中、今年度、さらなる大型クルーズ船の対応と

しまして、22万トン級のクルーズ船が港内で回

転できるかの確認などの安全対策のほか、既存

岸壁に係留するために必要な施設整備などの検

討について、国の補助を受けて行っているとこ

ろであります。今後、この検討結果を踏まえ、

既存の港湾施設を有効活用した整備を進めると

ともに、物流関係者との調整や、クルーズ船の

会社等へのポートセールスに、引き続き取り組

んでまいります。

県内３港湾ございますので、○外山 衛議員

それぞれの特徴を生かした整備をお願いしたい

と思います。

次に、２巡目国体に向けた施設整備について

伺います。

本県の主要体育施設のほとんどは、昭和54年
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の宮崎国体前に整備されたもので、スポーツ・

観光対策特別委員会で実際に施設を視察いたし

ましたが、かなり老朽化が進んでおり、国体の

施設基準も満たしていないといった課題もある

ようです。２巡目国体の開催は、これらの老朽

化が進んでいる体育施設の更新、スポーツラン

ドみやざきの発展につながるような施設整備を

行うことができる絶好の機会でもあると考えま

す。県におきましては、現在、２巡目国体に向

けた整備方針案について検討を進められており

ますが、２巡目国体に向けた、県有主要３施

設、陸上競技場・体育館・プールの整備につい

てどのような方針で絞り込みが行われているの

かを、総合政策部長に伺います。

御質問の３つ○総合政策部長（永山英也君）

の県有主要体育施設の整備につきましては、ま

ず、国体や全国障害者スポーツ大会が円滑に開

催されること、次に、大会終了後の本県のス

ポーツのさらなる発展や地域振興に資するもの

となること、そして、厳しい財政事情の中、整

備費用等をできる限り抑えることなどに重点を

置くとともに、市町村や競技団体等の御意見も

伺いながら、慎重に検討を進めているところで

ございます。県といたしましては、昭和54年の

宮崎国体前に整備したＫＩＲＩＳＨＩＭＡヤマ

ザクラ県総合運動公園が、これまでのスポーツ

ランドみやざき及びスポーツを通じた地域活性

化の大きな展開につながってきたということを

踏まえまして、今回の施設整備についても、国

体等の成功はもとよりでありますが、地方創生

や本県のさらなる発展につながるよう、さまざ

まな角度から検討し、決定してまいりたいと考

えております。

この県有主要３施設の整備に○外山 衛議員

つきましては、11月議会において、中間報告と

して多数の候補地が示されたところでございま

すが、その際、今年度中に整備方針案を示した

いと聞いておりましたが、現時点でどこまで絞

り込まれているのかを、知事に伺います。

この３つの県有主要体○知事（河野俊嗣君）

育施設の整備候補地につきましては、11月議会

におきまして、陸上競技場が県内の６カ所、体

育館が17カ所、プールが15カ所ということでお

示ししたところであります。その後、国体の円

滑な運営のための施設規模や交通アクセス、国

体終了後の利活用、整備に要する費用など、さ

まざまな条件を総合的に勘案しながら、検討を

行ってきているところであります。現在、それ

ぞれ３つの施設につきまして、２カ所ずつを候

補地として検討を進めております。陸上競技場

につきましては、現在地のＫＩＲＩＳＨＩＭＡ

ヤマザクラ県総合運動公園、もう一つが都城市

の山之口陸上競技場、体育館につきましては、

一つが宮崎市錦本町の県有グラウンド、もう一

つが延岡市民体育館敷地、プールにつきまして

は、一つが現在地のＫＩＲＩＳＨＩＭＡヤマザ

クラ県総合運動公園と、もう一つが宮崎市錦本

町の県有グラウンドということであります。

候補地が１カ所にはまだ絞り○外山 衛議員

込まれていないとのことでありますが、県有主

要３施設の整備には相当の期間と費用を要する

ことが見込まれるため、できるだけ早く整備地

を決める必要があると思います。国体開催まで

あと９年であり、整備に要する期間を考えます

と、残された時間は少ないと思いますが、今後

どのように進めていくのかを、教育長に伺いま

す。

国体を成功に導くた○教育長（四本 孝君）

めには、計画的かつ着実に諸準備を進めていく

ことが重要であると考えております。このた
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め、県有主要３施設の整備方針につきまして

も、各候補地について詰めの比較検討を行い、

県議会を初め、関係自治体や競技団体等の御意

見もいただきながら、来年度のできるだけ早い

時期に決定してまいりたいと考えております。

整備には多額の費用が必要と○外山 衛議員

なりますことから、候補地を決定する際には、

国体開催後を見据え、将来にわたって有効活用

できる場所、そして、施設の規模について十分

な検討がなされるようにお願いをいたしたいと

思います。

続きまして、中学校の部活動について伺いま

す。

昨年12月、スポーツ庁は、全国の小学５年生

と中学２年生を対象に実施した「全国体力・運

動能力、運動習慣等調査」の結果を公表いたし

ました。それによりますと、本県児童生徒の体

力は、ほぼ全国水準以上で、九州、全国で上位

という結果になっており、本県における体力向

上の取り組みの成果ではないかと思います。ま

た、運動部活動の活動状況調査では、本県中学

生の土日の部活動時間が全国平均時間より長い

ということでありました。子供たちがスポーツ

に親しむことや、日々練習することも大切だと

思います。一方では、成長期の子供たちのけが

や、部活指導に伴う顧問の負担も指摘をされて

おります。そこで、本県においても適切な休養

日の設定が重要と考えますが、中学校における

部活動の実態と県の取り組みについて、教育長

に伺います。

御指摘のスポーツ庁○教育長（四本 孝君）

の調査によりますと、本県の運動部活動の実施

時間、特に土日が、全国平均に比べて、男子で

約58分、女子で約41分多いという結果になって

おります。また、休養日の設定につきまして

も、全国平均を上回ってはおりますが、十分と

は言えない状況となっております。県教育委員

会といたしましては、週１回及び第３日曜日の

「家庭の日」は部活動を休みにする取り組みを

進めております。今後、国が来年度中に策定す

る「運動部活動の総合的なガイドライン」等を

注視し、市町村教育委員会等と連携しながら、

休養日がより適切に設定されるよう努めてまい

りたいと考えております。

続いて、運動部活動におきま○外山 衛議員

しては、子供たちに、バランスのとれた生活や

成長ができるように、しっかり休養をとらせた

り、専門的な技術指導ができたりするなど、科

学的知見に基づいた指導ができる指導者が必要

と考えます。中学校における専門の指導者の状

況はどうなっているのかを、教育長に伺いま

す。

本年度の本県公立中○教育長（四本 孝君）

学校の運動部活動における専門的な指導ができ

る顧問の割合は、約４割となっております。ま

た、各学校では、県中学校体育連盟に登録され

ている390名の外部指導者を初め、地域の専門的

な外部指導者と顧問が、連携して部活動の指導

に当たる取り組みが推進されております。ま

た、国におきまして、地域の指導者が単独で部

活動の指導や引率に当たることができる「部活

動指導員」の導入に向けて検討がされておりま

す。県教育委員会といたしましては、国の動向

も踏まえつつ、今後も、研修の実施あるいは外

部指導者のさらなる活用等を通して、運動部活

動の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

部活動につきましては、地域○外山 衛議員

の指導者が単独で指導や引率ができるような検

討もされているということで、いわゆる専門性
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を持った顧問のいない部活があるということが

問題だと思いますので、御配慮願いたいと思い

ます。教職員の負担軽減でありますとか、生徒

の体力面、家庭の状況等を十分考慮して進めて

もらいたいと思います。

続きまして、本県におけるテロ対策について

伺います。

近年、拡大する国際テロの脅威は世界各国で

発生しておりまして、この日本におきまして

も、決して遠い国で起こっている他人ごとでは

ない状況にございます。最近は、テロ組織と直

接かかわりのない者や社会的に疎外感を感じて

いる者など、世界各地に散在した勢力による国

際的ネットワークを利用して実行されるものも

多く、新たな形態のテロ対策等、さまざまな問

題に直面していると思います。また、外国人観

光客の増加や、３年後には東京オリンピックも

控えており、国内のテロ対策の強化も重要な

テーマであると考えます。そこで、本県におき

ましても、先月、「テロ対策宮崎パートナー

シップ推進会議」が発足いたしましたが、この

推進会議の設立の目的について、警察本部長に

お伺いをいたします。

最近のテロの特○警察本部長（野口 泰君）

徴としましては、不特定多数の人が集まり、か

つ比較的警備が緩やかなところ、いわゆるソフ

トターゲットが狙われやすい傾向にあります。

そこで、「テロを許さない社会の実現」という

理念のもとに、行政機関、公共交通機関、

ショッピングモールなどの集客施設等、29の関

係機関・団体が緊密に連携して、組織的に各種

テロ対策を講じていくため、この推進会議を設

立しました。主な活動としましては、各構成員

における危機管理意識の醸成や自主警備体制の

強化のほか、構成員相互の情報共有等によるテ

ロの未然防止に向けた体制の確立を図る取り組

みを予定しております。今後は、官民一体と

なった日本型テロ対策をさらに進め、多様化す

る脅威への対応に万全を期してまいります。

近年の厳しい国際テロ情勢を○外山 衛議員

踏まえて、警察におかれましても、新たなテロ

対策の導入について、引き続き検討を進める必

要があると考えますが、本県におけるテロ対策

を見据えた組織体制の整備についてはどうなっ

ているのかを、警察本部長にお伺いします。

先ほど申し上げ○警察本部長（野口 泰君）

ましたとおり、最近のテロでは、ソフトター

ゲット等を対象にする傾向にあり、東京オリン

ピック等の開催を控える我が国においても、そ

の脅威は増しております。首都圏に限らず本県

におきましても、宮崎空港や油津港等の国際海

空港が存在する中で、テロリストの入県や拠点

化が懸念されるところであります。したがいま

して、本県警察では、平成29年春の組織改編に

おきまして、国際テロリズム等に関する情報収

集や分析、取り締まりを所管する新所属を設置

しまして、テロ対策に万全を期したいと考えて

おります。

県民の安全を確保するため○外山 衛議員

に、対策にしっかりと取り組んでいただきます

ようお願いを申し上げます。

次に、高齢運転者の交通事故について伺いま

す。交通事故の死者数は年々減少傾向にある一

方、65歳以上の高齢者が占める割合が高くなっ

ております。さらに近年では、事故の被害者だ

けではなく、報道でも大きく取り上げられます

が、運転操作のミスによる事故など、加害者に

なるケースもふえておるようであります。本県

におきましても、１月に高齢者死亡事故多発警

報が発令されたところでもあります。高齢運転
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者の事故増加の背景には、高齢者人口の増加だ

けではなく、山間地域等におきましては、買い

物、通院といった日常の生活を送る上で、車の

運転が不可欠であります。その結果、免許を手

放せない人が多いという実情もございます。高

齢社会が今後ますます進展する中、本県におけ

る高齢運転者の交通事故の現状と対策につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

昨年、県内で発○警察本部長（野口 泰君）

生した交通事故は9,015件で、６年連続の減少と

なり、交通死者は45人と、昭和32年以降最少と

なりました。このうち、高齢運転者が加害者と

なった交通事故は2,086件で、前年よりも57件減

少したものの、全事故に占める割合は23.1％と

過去最高になり、死亡事故になったものが17件

でした。対策としましては、高齢者が参加・体

験・実践する交通安全教育を推進しているほ

か、運転に不安がある高齢者が運転免許証を返

納しやすい環境を整えるため、例えば西米良村

では、免許返納者に14万4,000円分のタクシー券

を交付して交通手段の確保を図るなど、県内各

地で運転免許証返納メリット制度の充実に努め

ております。また、運転免許保有者の高齢化が

進むことで、高齢運転者による交通事故の増加

が予想されますことから、県警におきまして

は、運転免許センターに看護師を配置して、運

転適性相談を充実するなどの諸対策を推進して

おります。

公共交通機関等の充実してお○外山 衛議員

ります都市部以外では、やはりマイカーが生活

の足であります。高齢運転者の事故防止策の議

論が進む中、今月、改正道路交通法が施行され

ますが、高齢運転者対策に係る改正道路交通法

の概要について、警察本部長に伺います。

今回の法改正の○警察本部長（野口 泰君）

目的は、高齢ドライバーによる交通事故を防止

するとともに、健康な高齢者がより安全に運転

していただくため支援をすることにあり、本年

３月12日に施行されます。改正の概要は、75歳

以上の高齢ドライバーが、運転免許を更新する

際の認知機能検査で「認知症のおそれがある」

と判定されますと、医師の診断を受けることと

なるほか、信号無視など一定の違反をした場合

には、臨時認知機能検査や、その検査結果に基

づく臨時高齢者講習を受けるというものです。

県警では現在、テレビ、新聞による広報や各種

講習会で改正内容の周知に努めており、本年１

月からは、運転免許課に高齢運転者支援ダイヤ

ルを新たに設置し、気軽に相談できる環境を整

えたところであります。

今後も、高齢者を初め、県内○外山 衛議員

の交通事故が減少するように、対策をお願いし

たいと思います。ことしは、県内におきまして

は死亡事故がふえているようでありますから、

よろしくお願いをしたいと思います。

続きまして、最後の質問となりますが、県立

宮崎病院の再整備に関連して質問を行いたいと

思います。

まず、今回、再整備の関連経費について、平

成29年度当初予算への上程を見送られた経緯、

その理由について、病院局長にお伺いをいたし

ます。

県立宮崎病院の再○病院局長（土持正弘君）

整備につきましては、平成27年10月から基本設

計に着手いたしまして、平成28年10月に完了い

たしました。この間、事業費が当初想定してい

た額より増加することが見込まれておりました

が、そのことの公表がおくれまして、基本設計

完了時に具体的な金額が示され、その見込み額

を公表したところでございます。その事業費の
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増加が多額となり、さきの11月議会におきまし

ても、「慎重に検討してほしい」との御意見も

ありましたことから、議会を初め県民の皆様に

再度丁寧に説明を行い、御理解を深めていただ

いた上で進めるべきとの判断をいたしまして、

平成29年度当初予算案での上程を見送ったとこ

ろでございます。

続きまして、これまでも複数○外山 衛議員

の議員から質問があり、重複する内容になるか

と思われますが、再確認という意味で伺ってま

いります。

当初、基本構想時における事業費につきまし

ては、当時把握をされていたとする同規模の公

的病院の建築事例を参考にして、建設費が約165

億円、これに関連経費を合わせ、合計185億円と

見込まれておりました。ところが、昨年の基本

設計完了時におきまして、建設費は271億円、こ

れに関連経費を含めますと、合計約306億円との

報告でありました。建設費が多額の増額となっ

ていることについては、東日本大震災からの復

興事業や東京オリンピック開催決定等に伴う建

設需要の高まりによる、人件費や資材費などの

建設費が想定以上に高騰していたこと、また、

基本設計におきまして、将来にわたり対応でき

る施設整備の検討を進めた結果、床面積が増加

したこと、さらに、基幹災害拠点病院として、

大規模災害時にも継続して安定した医療が行え

るように、敷地のかさ上げや液状化対策に要す

る費用が必要となったことを要因に挙げておら

れたわけであります。東日本大震災におきまし

ては平成23年３月の発生、東京オリンピックに

ついても平成25年９月に開催決定をしており、

議会に概算事業費の提示があったのは平成26年

１月でございますので、建設費の高騰予測は十

分把握でき、また、大規模災害時にも対応でき

るよう敷地のかさ上げを行うことなども、同様

に予測可能だったのではないかと考えます。要

するに、基本構想時の事業費見込みが余りにも

甘く、また、増額理由もなかなか納得のいくも

のでないため、このように議論しているわけで

ございますが、多額の経費を必要とする事業で

あるため、県民の理解が得られる形で整備をし

ていかなければならないと思います。そこで、

基本設計完了時に、建設費の報告とともに再整

備後の収支計画も示されましたが、この収支計

画は十分に検討されたものなのかを、病院局長

に伺います。

宮崎病院の再整備○病院局長（土持正弘君）

につきましては、事業費のほぼ全てについて企

業債を発行いたしまして、約30年で償還してい

く計画としており、その収支計画につきまして

は、今回算出された事業費をもとに、先般策定

された地域医療構想に示されている、今後の推

計患者数や一般会計からの繰入金、国庫補助金

など、現時点で想定し得る要因等を可能な限り

踏まえた上で、将来見込み得る収益と費用につ

いて、十分に検討を行ったところでございま

す。

現時点の計画として、新病院○外山 衛議員

を開院して６年目以降に黒字化を見込まれてお

り、これはあくまでも目標ということで理解は

しておりますが、当初の見込みよりも建設費が

大きく増額したという例もございます。この収

支計画も、本当に十分検討され実現可能なもの

なのか、疑問に思うところでもあります。

今お聞きをいたしました収支計画を実行して

いくためには、医療体制の整備も図り、現在よ

り相当多く収益を上げていかなくてはならない

と考えます。そこで、再整備に伴う施設の充実

には、同時に医師や看護師などの体制の確保が
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必要でありますが、この見通しについて、病院

局長に伺います。

再整備後は、高度○病院局長（土持正弘君）

急性期医療や救急医療、災害医療等のさらなる

充実を図る必要がありますことから、御指摘の

とおり、医療従事者の増員・確保が大変重要で

あります。医療従事者の確保につきましては、

これまでも、研修医の確保対策としての県立病

院をめぐるバスツアーの開催や、看護師確保対

策としてのナースガイダンス＆バスツアー、県

立病院の看護を体験するサマープログラム・イ

ンターンシップの開催など、県立病院のＰＲ等

に努めてきているところでございます。今後と

も、このような取り組みを通じて、引き続き宮

崎大学や関係機関とも連携をしながら、医療従

事者の人材確保にしっかりと努めてまいりたい

と考えております。

引き続き医師確保に努めてい○外山 衛議員

かれるとのことでありますが、現在でも、医師

不足によりまして夜間当直を挟んで連続長時間

勤務するなど、医師の過重労働も問題となって

いる中で、将来、本当に医師の確保が順調にい

くのか、こちらも収支計画と同様に懸念をする

ところではございます。

今まで何点か、再整備に関する質問をいたし

ましたが、今後、宮崎病院が果たすべき役割を

どのように捉え、再整備を進めていかれる方針

なのかを、病院局長に伺います。

県立宮崎病院が果○病院局長（土持正弘君）

たすべき役割といたしましては、24時間、365日

の受け入れ体制と、多数の診療科を整え、救急

患者や、民間病院では対応困難な合併症の重症

患者の受け入れなど、総合性を生かした高度・

急性期医療を提供いたしますほか、感染症など

の政策医療を提供し、中核病院として地域の医

療機関と連携強化を図りながら医療を行うこと

と考えております。現在の宮崎県医療計画の５

疾病・５事業の医療提供体制におきましても、

県立宮崎病院は、救急医療、災害医療、精神疾

患及び感染症対策については全県的な中核病院

として、また、それ以外のがん医療や周産期医

療などでは地域の中核的な医療機関としての役

割が求められているところであります。また、

基幹型臨床研修病院として、研修医の確保や育

成に取り組みますとともに、看護学生や医療従

事者の実習も積極的に受け入れるなど、地域医

療を支える医療従事者の育成も大切な使命であ

ると考えております。このような役割は、全県

レベル、または地域の中核病院として今後とも

果たしていく必要がありますので、十分に機能

できるよう再整備を進めてまいりたいと考えて

おります。

大まかな質問でございました○外山 衛議員

が、大体、病院局の考え方は、理解ではありま

せんが、わかったところでございます。

今回の最後の質問となりますが、これまでの

経緯等状況を踏まえて、県立宮崎病院再整備に

関してどのようにお考えなのか、知事の所見を

お聞かせください。

県立宮崎病院の再整備○知事（河野俊嗣君）

につきましては、事業費の大幅な増加を受けま

して、県議会からもさまざまな御意見や御懸念

等をいただいているところであります。現在、

これらの御意見等を真摯に受けとめ、さまざま

な論点について検討・考察を深め、御説明に努

めているところであります。現段階では、事業

費の増加や災害への対応等につきまして、議会

を初め県民の皆様の十分な御理解を得る状況に

は至っていないと考えておりますので、引き続

き、御理解をいただけるよう検討・協議を重ね
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まして この病院、県民の健康を守り命を守―

る大変重要な施設であります 今後とも、真―

摯にかつ丁寧に再検討に向けた対応を進めてま

いりたいと考えております。

11月議会とそう進展がないと○外山 衛議員

いうことでありますね。再整備につきまして

は、今後も説明、協議を重ねていくとのことで

ありますが、このままでは進展は余り見られな

いと思います。このような状況を打破するため

にも、知事が再度、再整備に対する考え方を明

確に示され、今後の対応に積極的に取り組まれ

ることをお願い申し上げまして、質問を終わり

ます。

以上で代表質問を終わります。（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。

午後０時２分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、後藤哲朗議

員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○後藤哲朗議員

は。自由民主党の後藤哲朗でございます。

領土拡張をにらんだ中国の動き、イスラム過

激派組織の残虐非道なテロ、北朝鮮の核ミサイ

ル開発や猛毒の化学剤ＶＸなどは、もはや話し

合いで解決する類いのものではなくなりつつあ

ります。穏便に何とか解決してきた時代はもう

終わりつつあるのではと、大変心配していると

ころであります。しかし、本日は、穏便にわか

りやすく、前向きにお答えいただきますよう、

よろしくお願いをいたします。

さて、月日がたつのは早いもので、本年も２

カ月が過ぎました。ことしの元旦は、旭化成の

ニューイヤー駅伝、18年ぶりの優勝で幕をあけ

ました。スポーツランドみやざきに弾みがつい

た気がいたします。

ところで、１月21日には、河野知事、公明党

宮崎県本部・河野代表、そして坂口自民党県連

会長等が出席いただいた自民党延岡支部の新春

パーティーが開催され、加藤一億総活躍担当大

臣により、「一億総活躍社会の実現に向けて」

のテーマで記念講演がありました。その中で加

藤大臣は、安倍政権が取り組む金融政策、財政

政策、成長政策による雇用の改善や賃金、所得

の向上などを強調された一方で、経済成長の足

踏みにつながる少子化をどうとめるかが、我々

に突きつけられた大きな課題と危惧されまし

た。また、子育てや介護をしながら働ける環境

整備など、問題解消に使う財源捻出のためにも

経済を強くする必要を示唆されました。

国においては、半世紀後の将来においても人

口１億人を維持し、国民一人一人がみずから、

家庭で、職場で、地域で生きがいを持って充実

した生活を送ることができる「一億総活躍社

会」を目標に掲げています。そこで、知事に、

一億総活躍社会に対する御所見と、その実現に

向けてどのように取り組んでいかれるのか、お

伺いいたします。

引き続き、知事にお尋ねいたします。地方創

生は、人口減少に歯どめをかけるとともに、東

京圏への人口の過度の集中を是正し、将来にわ

たって活力ある日本社会を維持していくために

進めるものであります。本県も総合戦略を策定

し、今後、さまざまな展開を図っていくところ

でありますが、九州という広域圏で見ますと、

合計特殊出生率が全国の上位10県に６県ランク
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インするなど、総じて高いものがあります。ま

た、巨大市場でありますアジアに近いという地

理的優位性や、豊かな農林水産資源、自然や温

泉、食、文化といった観光資源が豊富であると

いうことも、他の地域に比べて大きなメリット

だと思います。これからは、九州一体となった

ブランディング化も重要になってくるものと思

います。そこで、地方創生は各県との競争でも

ありますが、九州が一体となって地方創生の戦

略を展開していくことも大変重要と考えます

が、知事の御所見をお伺いいたします。

次に、九州中央自動車道の早期整備について

お尋ねいたします。九州中央自動車道は、昨年

４月に発生した熊本地震により、大規模災害時

の救助、物資の輸送路線として、さらに、救急

救命医療施設への搬送時間短縮につながる命の

道として、この路線を戦略的かつ効果的に強化

していく必要性は、これまで以上に高まってお

り、ミッシングリンクの早期解消は喫緊の課題

となっております。

この自動車道の事業推進では、国道218号高千

穂日之影道路の開通見通しの明示と早期完成、

未事業化区間矢部―蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間及

び日之影―蔵田間の早期事業化、特に蘇陽―

五ヶ瀬―高千穂間の計画段階評価を早期に完了

し、事業化を図ることを強く国に要望していか

なければなりません。そこで、蘇陽―五ヶ瀬―

高千穂間の第３回九州地方小委員会の開催に向

け、先月から国が意見聴取を開始するなど、前

進しているようですが、一日も早い事業化を目

指して、今後どのように取り組んでいかれるの

か、知事にお伺いいたします。

次に、延岡南道路の料金体系見直しについて

お尋ねいたします。先月、九州中央３県（熊

本、大分、宮崎）の議員連盟、宮崎県議団・緒

嶋顧問、井本会長のもとで、東九州自動車道の

事業推進や九州中央自動車道の事業推進、延岡

南―門川間（延岡南道路）の料金体系見直し、

地方における道路整備予算の拡大等の要望活動

が、国土交通省で行われました。その中で、石

井国土交通大臣は、延岡南道路について、「料

金が高く、生活に影響を及ぼしていると伺っ

た。重く受けとめ、料金の区分、料率について

見直す方向で事務方に指示する」と応じられま

した。そこで、国土交通大臣が延岡南道路の料

金体系見直しを指示されたことについて、どの

ように受けとめておられるのか、内田副知事に

感想をお伺いいたします。

次に、食品ロス削減問題についてお尋ねいた

します。私の誕生日は２月15日であります。こ

のすてきな日を「もったいない日」と制定して

いる自治体があります。「もったいない運動」

を推進している千葉県松戸市であります。「Ｍ

ＯＴＴＡＩＮＡＩという日本語を世界共通語と

して広めよう」との運動を推進され、2004年に

ノーベル平和賞を受賞した、当時ケニア環境副

大臣のワンガリ・マータイ氏が、平成18年の２

月15日に松戸市立新松戸南小学校を訪れ、

「もったいない教室」や植樹等を行いました。

そのことを記念して制定されたそうです。

ところで、脚本家の倉本聰さんが、昨年の３

月２日に次のようなコラムを書いていました。

「着物を風呂敷に包んで必死に頭を下げ何個か

の芋と交換してもらったあの飢餓の時代を経験

したものにとっては、何かが狂ってしまった気

がしてならない。

食うことによって我々は生きている。その食

料は自然が創る。自然と農民の労力が創る。Ｉ

Ｔも金融も食料は作れない。にもかかわらず、

人はその恩恵を忘れている。
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恩送りという言葉がある。恩返しではなく、

恩送りである。恩返しは当座の謝礼だが、恩送

りは未来永劫に対し、その恩を返していく行為

を言う。だから江戸期の知の巨人・安藤昌益は

自然の循環の中で万人が自ら農耕に携わること

を厳しく唱えた。

政治家・実業家・科学者を目指すものはいて

も３Ｋといわれる農業後継者がどんどん減って

いるという悲しい現実。

この国の人々は恩送りという、そもそもの生

命の継続のルールを、どこかに置き忘れてきた

ように思われる」という内容です。

食品ロス削減の問題は、命のもとである食や

農林水産業の大切さ、もったいない精神を醸成

することによって、次世代を担う子供たちにそ

の精神を引き継ぐといった、教育にも大変重要

なことであります。そこで、食品ロスに対する

考えと削減に向けた取り組みについて、知事に

お伺いいたします。

次に、都農高校の再編統合についてお尋ねし

ます。

これまで県教育委員会は、少子化の進む中、

生徒たちにとってよりよい教育環境の提供とい

う観点から、教育整備計画に基づき、高等学校

の再編整備を進めてきたと認識しております。

そのような方針の中で、昨年の12月、都農高校

の高鍋高校への再編統合を発表されました。こ

れは、ここ数年の都農高校における定員未充足

の状況や、近い将来、児湯地区５町の生徒数の

大幅な減少を踏まえた上での御決断であったと

考えております。しかしながら、今回の高校入

試の志願状況を見ると、都農高校への志願者が

昨年度より大きくふえている状況が見られま

す。そこで、今回の都農高校の志願状況を見て

どのように考えておられるのか、再編統合の方

針を変更する考えはないのか、教育長にお伺い

いたします。

次に、公金の管理・運用についてお尋ねいた

します。

政府が推し進める経済成長戦略をさらに加速

するため、昨年の１月、日本銀行は、新たに

「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導

入を決定し、日本では史上初めてとなるマイナ

ス金利が実施されました。これは、市場に大量

の資金を流通させることで、経済が活性化する

ことを目的としたものでありまして、銀行にお

いては、貸出金利を引き下げて融資の拡大を競

うなどの状況が出ております。これにより、国

民にとりましては、住宅ローン等の金利が下が

るなどプラスの影響があった一方で、国債など

の利回りや預金金利も低下するなどの影響も出

ているところであります。そこで、公金の運用

におきましては、マイナス金利の導入によって

どのような影響があったのか、また、公金の運

用についてはどのように行っているのか、会計

管理者にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後の

質問につきましては、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。

まず、一億総活躍社会についてであります。

国は、少子高齢化のもとでの持続的成長を実現

するため、名目ＧＤＰ6 0 0兆円、希望出生

率1.8、介護離職ゼロの実現を目指す「新・三本

の矢」、さらには働き方改革などを掲げ、誰も

が活躍できる、一億総活躍社会の実現を目指し

ております。少子高齢化が進んでいる地方にお

いては、まさに喫緊の課題であると考えており

ます。本県におきましても、人口減少問題に真
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正面から向き合う総合計画や総合戦略を策定

し、産業振興や良質な雇用の確保による若者世

代の定着促進、すぐれた子育て環境を生かした

出生率の向上等に取り組むとともに、女性の活

躍推進や介護人材の確保などを通じて、誰もが

活躍できる社会づくりを進めているところであ

ります。当初予算案におきましても、人口減少

対策等を重点施策に掲げ、今後とも、国、市町

村や企業・団体等と十分に連携を図りながら、

施策の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、地方創生の戦略についてであります。

九州は、合計特殊出生率が総じて高く、また、

各県それぞれ特色のある産業や観光資源を持つ

とともに、成長著しいアジアに近いという地理

的優位性もあります。こうした各県の特徴を生

かす新たな展開を図るため、昨年、九州知事会

と経済界で組織します九州地域戦略会議におい

て、九州一体となった地方創生のアクションプ

ラン（ＪＥＷＥＬＳプラン）を策定し、その推

進に努めているところであります。もともと九

州は、知事会において政策連携など連携の深い

取り組みを進めておりますが、さらに経済界と

一体となって、こうした取り組みを進めており

ます。そこでは、仕事、教育、出産・子育て、

暮らし、こうした４つのプロジェクトチームを

設け、輸出促進や外国人誘客のプロモーショ

ン、結婚・子育てキャンペーンなどに取り組ん

でおります。私は教育分野のリーダーとなりま

して、大学等と連携し、地域に貢献する人財育

成などの教育環境づくりを進めているところで

あります。今後とも、本県の特性を生かした独

自の取り組みを進めるとともに、御指摘のよう

に広域的に連携することで、より大きな効果が

期待される分野につきましては、積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、九州中央自動車道についてでありま

す。九州全域にわたってストック効果を最大限

に発揮させ、切迫する南海トラフ巨大地震など

の大規模災害に対し、安全・安心な暮らしを確

保するためにも、蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間の事

業化は、何としても早期に実現させる必要があ

ると考えております。特に、熊本地震を契機と

して、九州中央自動車道など、九州の東西軸を

戦略的かつ効果的に強化する必要性を改めて強

く実感したところであります。このため、昨

年11月には、新たな取り組みとしまして、宮

崎、熊本、大分の３県合同による国への提言活

動を行いまして、九州の東西軸を早期に強化す

ることの重要性を強くアピールしたところであ

ります。

このような中、先月から、国による地域への

意見聴取が開始されたことは、整備に向けて一

歩前進したものと受けとめております。今後と

も、私が先頭に立って、関係各県と一体となっ

た取り組み等を推進しながら、一日も早い事業

化を目指し、国に対し強く要望してまいりたい

と考えております。

最後に、食品ロスについてであります。日本

では、年間約632万トンの食品ロスが発生してお

ります。これは、毎日１人当たりお茶碗１杯分

の御飯の量を捨てていることになります。大変

もったいないことであります。我が国には古く

から、物を無駄にしない、大切に使うという

「もったいないの精神」の教えがあり、これは

世界的にももっと発信されていくべき文化であ

ると考えております。議員御指摘のとおり、２

月15日がそのように大切な日であるということ

は、しっかり覚えておきたいと思います。ま

た、我が県は、国内有数の食料生産県として、
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命の恵みに感謝する食育を推進しており、県と

しても、食品ロス削減に向けたさらなる取り組

みの強化を図っていく必要があると考えており

ます。このため来年度は、食品ロスが発生する

食品の生産から流通、消費に至る各分野の事業

者や行政機関、消費者が連携して、総合的かつ

効果的な方策を検討する体制を整備しますとと

もに、今年度に引き続き、県民への多様な普及

啓発事業を実施し、食品ロス削減についての意

識の高揚を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（内田欽也君）

します。

延岡南道路の料金体系についてであります。

このことにつきましては、私自身も、料金体系

の見直しについて要望を行ってきたところであ

ります。このような中、先月、国土交通大臣

が、料金水準や区分を見直す方向で指示された

ところであり、大変うれしく受けとめていると

ころであります。一方で、延岡南道路に関する

さまざまな課題への対応には、料金体系の見直

しとあわせまして、周辺の生活道路に大型車が

流入するなどのネットワーク上の課題、あるい

は生活道路における交通安全対策にも取り組む

必要があると考えております。県といたしまし

ては、引き続き、国や延岡市との連携を図りな

がら、延岡南道路とその周辺地域が抱えるこれ

らの課題解決に向け、全力で取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○会計管理者（髙原みゆき君）

えいたします。

公金運用に対するマイナス金利の影響等につ

いてでございます。マイナス金利の導入以降、

金融機関の金利は大きく低下しており、公金に

つきましても、従来のような運用益を確保する

ことが大変厳しい状況になってきております。

公金の運用につきましては、いつでも現金化が

可能な流動性や安全性を基本にしておりますこ

とから、定期性預金や国債のほか、政府保証債

などの方法により行っております。これまで

も、高い金利が得られるよう、資金を取りまと

めて運用規模を大きくするなどの工夫を行って

おりますが、さらに今年度は、外部の専門家を

招いて金融情勢等の理解を深めますとともに、

資金の収支をより正確に把握しながら、きめ細

かな運用を行っているところでございます。今

後とも、金融市場の動向等をしっかり見きわめ

ながら、安全かつ効率的な公金の運用に努めて

まいります。以上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○教育長（四本 孝君）

す。

県立高校の再編統合についてであります。平

成29年度宮崎県立高等学校一般入学者選抜にお

ける都農高校の志願状況に関しましては、昨年

度より増加しておりますが、その一方で、都農

高校、高鍋高校、高鍋農業高校の児湯地区３校

においては、募集定員に対する志願者数はいず

れも未充足であり、また、３校の志願者数の合

計も昨年度より減少しております。県教育委員

会といたしましては、今後、児湯地区の中学校

卒業者数の大幅な減少が見込まれる中、生徒同

士の切磋琢磨の機会の確保や学校行事の充実な

ど、何よりも生徒にとってよりよい教育環境の

整備・充実を図り、地域に貢献する若者の人材

を育成するという観点から、今回の再編統合を

決定したところであり、方針を変更する考えは

ございません。今後とも、全県的な視野に立

ち、各地区の県立高校の魅力と活力を向上させ

るとともに、生徒、保護者、地域の方々の信頼
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に応え得る学校づくり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〕

それぞれに御答弁いただき、○後藤哲朗議員

ありがとうございました。

まず、都農高校の再編統合についてでありま

す。若者の人材育成は、本県にとって最重要課

題の一つであります。県立高校の教育環境の整

備に当たっても、地域の状況はもとより、県全

体からの広域的な観点や県民の皆さんの声も十

分踏まえた上で進めていただくことを、教育長

に要望いたします。

次に、延岡南道路の料金体系の見直しについ

てであります。大変デリケートな部分を含んで

いると考えますので、国土交通省からの情報等

しっかりと把握して、慎重に対処していただき

たいと要望いたします。

次に、食品ロス問題であります。オリンピッ

ク組織委員会でも、もったいない精神が取り沙

汰されております。環境問題や資源循環型社会

の構築等々がうたわれているからだと思いま

す。このロス削減問題、本県として大きく取り

上げていけば、後の質問の県産食材、県産材等

の売り込み等にも功を奏してくるものと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、「ゆたかさ指標」についてお尋ねいた

します。県は先月、本県のよさや課題を独自の

指標であらわす「ゆたかさ指標」を公表されま

した。価値観が多様化し、経済的な豊かさだけ

でなく、心や環境の豊かさが重要とされる今

日、我が県の豊かさを客観的な数値指標により

県内外に示し、共有する意義は大きいと考えま

す。そこで、「ゆたかさ指標」の作成の意図と

今後の活用について、総合政策部長にお伺いい

たします。

本県が目指し○総合政策部長（永山英也君）

ます経済的な豊かさとお金にかえられない価値

との両方が調和した「新しいゆたかさ」を実現

するためには、本県のよさや課題を県民の皆さ

んと共有していくことが重要であります。「ゆ

たかさ」には、経済だけでなく、健康や自然と

いった多面的な要素が含まれ、人によって感じ

方も異なりますので、考え方のベースとなるも

のとして、さまざまな分野の統計デ一タを活用

し、「ゆたかさ指標」として見える化をしたと

ころでございます。

この「ゆたかさ指標」につきましては、今

後、本県のよい面をさらに伸ばし、課題を解決

して、「ゆたかさ」の向上を目指す施策の検討

に生かしてまいります。また、家庭や地域、学

校などさまざまな場面で「ゆたかさ」について

改めて考え、意見を交わしていただけるよう、

わかりやすい資料を作成し、県民の皆様とのさ

まざまな意見交換会を通じて、協働型の県づく

りを進めてまいりたいと考えております。さら

に、本県の特徴やよい面については、県内外に

積極的にアピールしてまいりたいと考えており

ます。

御答弁の最後のほうに、協働○後藤哲朗議員

型の県づくりを進めるとありました。さまざま

な場面での対話と協働に、この「ゆたかさ指

標」をツール、材料として活用していただきた

いと思います。特に、これからの子供たちにふ

るさと宮崎を考えてもらうためにも、教育委員

会との連携をよろしくお願いいたします。

続きまして、祖母・傾・大崩ユネスコエコ

パークについてお尋ねいたします。来年度にお

ける重点施策に、「世界ブランドのみやざきづ

くりの推進」があります。そこで、世界ブラン

ドとして、祖母・傾・大崩山系周辺地域のユネ

スコエコパークの登録が見込まれていますが、
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大分県や関係市町と連携した登録後の取り組み

について、総合政策部長にお伺いいたします。

現在登録申請○総合政策部長（永山英也君）

中の祖母・傾・大崩ユネスコエコパークにつき

ましては、国内の厳しい審査を通過したことを

踏まえまして、本年５月から７月のユネスコに

よる審査においては、必ずや登録されると期待

しております。登録後を見据えまして、生態系

の保全や次代を担う人材の育成、エコパークブ

ランドを活用した地域活性化など、ユネスコエ

コパークの理念に沿った持続的な取り組みにつ

いて、大分県や関係市町と連携しながら検討を

行っているところであります。特に、来年度の

登録決定は、情報発信の絶好の機会でありま

す。地元での登録記念イベントや子供向けの体

験学習会の開催、観光部門と連携した旅行会社

へのＰＲなどによりまして、県内はもとより、

国内外へこの地域の魅力を広く紹介してまいり

たいと考えております。県といたしましては、

今後とも、関係機関と連携しながら、ユネスコ

エコパークを活用した取り組みを推進し、貴重

な資源の確実な継承や一層の地域振興を図って

まいりたいと考えております。

引き続き、世界ブランドづく○後藤哲朗議員

りについてお尋ねいたします。祖母・傾・大崩

ユネスコエコパークが登録されますと、本県

は、世界農業遺産など３つの世界ブランドを有

することとなります。こうした世界ブランド等

を活用した本県の地域活性化についての考え

を、知事にお伺いいたします。

本県には、豊かな自然○知事（河野俊嗣君）

や神楽を初めとする伝統文化など、多くのすば

らしい地域資源があります。これを郷土愛の醸

成や人材の育成、交流人口の増加などの地域の

活力、活性化に生かすことが重要だと考えてお

ります。御指摘のように、祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパークが正式に登録されれば、綾ユネ

スコエコパーク、世界農業遺産高千穂郷・椎葉

山地域と合わせ、県内に３つの世界ブランドを

有することとなります。私としましては、ま

ず、この３つの取り組みについて、子供たちを

含め、県民の理解を深めながら、本県の宝とし

て共有していきたいと考えております。また、

観光施策と連携して広く情報発信を行いまし

て、国内外からの誘客に結びつけますととも

に、県全体のブランド力の向上などにも活用し

てまいりたいと考えております。今後とも、県

内のまだ十分に活用されていない地域資源、い

ろいろあろうかと思いますが、掘り起こしをし

ながら地域活性化につなげ、世界ブランドのみ

やざきづくりを進めてまいります。

ありがとうございました。よ○後藤哲朗議員

ろしくお願いいたします。

次に、テーマを変えまして、平成29年度当初

予算案についてお尋ねいたします。

この予算案の中で、今年度も特別枠が措置さ

れ、県営電気事業みやざき創生基金事業に9.7億

円、公共事業の追加措置に45億円、大規模災害

対策基金事業に6.7億円の総額61.4億円が措置さ

れております。

ここで少し、予算編成の過程を振り返ってみ

ますと、10月に決定された当初予算編成方針に

おいては、公共事業、非公共事業ともに要求限

度額、いわゆるシーリングが設定され、この方

針に従って、まず、現予算を削減する、見直す

作業から予算編成が始まっておりますが、最終

的な当初予算案では、特別枠により予算が追加

措置されております。そこで、予算編成におい

て、要求限度額（シーリング）を設定すること

及び特別枠により追加措置を行うことの意義、



- 50 -

平成29年３月１日(水)

意味について、総務部長にお伺いいたします。

まず、シーリング○総務部長（桑山秀彦君）

についてでありますけれども、毎年度の予算編

成におきましては、まずは、現在、予算化して

いる事業について、その必要性や効果を検証す

るため、あらかじめシーリングを設定しまして

検討や見直しを行い、この見直しによって捻出

されました財源をもとに、新規・改善事業の構

築を行うこととしております。また、特別枠に

関してでありますけれども、公共事業につきま

しては、財政改革推進計画に基づきシーリング

を設定しておりますが、予算編成の過程におい

て、国の予算の動向や地方財政計画の状況、本

県の歳入見込みと収支不足の状況等を見きわめ

ながら、シーリング率の見直しや追加措置を

行っているところであります。

また、県営電気事業みやざき創生基金及び大

規模災害対策基金を活用した事業につきまして

は、通常の新規・改善事業の要求枠とは別枠で

予算措置しているところでありますので、この

２つの基金事業と公共事業の追加措置を合わせ

まして特別枠として、地方創生の推進を初めと

する地域活性化の取り組みや、防災・減災対策

のさらなる強化に取り組むこととしているとこ

ろであります。

よくわかりました。ありがと○後藤哲朗議員

うございました。

引き続き、当初予算についてお尋ねいたしま

す。当初予算総額が対前年度比マイナス0.7％と

なっている主な要因は、ＴＰＰ関連の国庫補助

事業の減によるものとのことでありますが、本

県のような財政基盤の脆弱な県の予算は、国の

動向等により大きく影響を受けるということで

あろうかと考えます。そこで、平成29年度予算

には、本県の地方創生の推進や地域経済の活性

化のために必要な事業は十分盛り込むことがで

きたのか、総務部長にお伺いいたします。

当初予算の総額○総務部長（桑山秀彦君）

は、前年度と比べまして約42億円のマイナスと

なっておりますけれども、当初予算編成方針に

掲げました３つの重点施策を推進するため、さ

まざまな事業を計上しているところでございま

す。例えば、本県の将来を担う人財の確保を図

るため、奨学金返還を支援する事業や、宮崎牛

の輸出拡大を図るための拠点となる施設整備を

支援する事業、あるいは、東京オリンピック・

パラリンピックを控えた首都圏における情報発

信拠点となります新宿みやざき館ＫＯＮＮＥの

リニューアル事業などを計上しております。ま

た、特別枠に関しましては、「みやざき新時代

へのチャレンジ」の中で、自転車やサーフィン

を活用した観光を推進する事業や、ＩＣＴを活

用した効率的な農畜水産業を推進する事業など

も計上しておりまして、限られた財源を工夫し

ながら、さまざまな課題に対応する事業や、中

長期的な視点に立った事業を盛り込むことがで

きたのではないかと考えております。

地方財政計画といいますが、○後藤哲朗議員

限られた予算、まさしくここ数年、選択と集中

という言葉が使われておりますが、どうぞ今後

ともよろしくお願いいたします。

続きまして、働き方改革についてお尋ねいた

します。

政府は、冒頭触れました加藤一億総活躍担当

大臣を働き方改革担当大臣に指名し、現在、政

府・労使間で働き方改革について議論されてお

ります。ある調査では、上場企業の７割超が、

長時間労働の是正を働き方改革の最優先課題と

しており、働きやすい環境を整えれば生産性も

向上し、企業イメージも高まると、働き方改革
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を前向きに捉える企業も多いようであります。

一方、中小企業の多い本県におきましては、

働き方改革の取り組みはまだこれからと思われ

ます。先月24日から、月末の金曜日の仕事を早

く終えて消費を喚起する「プレミアムフライ

デー」が始まりましたが、県内での反応は限定

的だったような感があります。まずは、県庁が

働き方改革を率先垂範していくことが重要と考

えますが、県庁における働き方改革の取り組み

について、総務部長にお伺いいたします。

現在、国におきま○総務部長（桑山秀彦君）

しては、一億総活躍社会を目指す上での課題と

して働き方改革を位置づけておりまして、長時

間労働の是正やテレワーク等の柔軟な働き方な

どにつきまして、検討が進められております。

県ではこれまで、定時退庁日の設定であります

とか、育児等を行う職員を対象とした勤務時間

の弾力的な運用、さらには、夕方の時間の有効

活用ということで「ゆう活」と呼んでおります

が、そうした取り組みの推進など、職場環境の

整備や職員の意識改革に取り組んでまいったと

ころでございます。また、最近の話題で申し上

げますと、先月末に始まった「プレミアムフラ

イデー」に関しましても、職員に対して、業務

の状況を踏まえながらではありますけれども、

早目の退庁を促しているところでございます。

今後とも、県政の推進や組織の運営という面も

十分考慮しながら、職員が一層意欲を持って仕

事に取り組めますよう、ワーク・ライフ・バラ

ンスを推進するなど、働き方改革を進めてまい

りたいと考えております。

御案内のとおり、国のほうも○後藤哲朗議員

率先垂範という言葉で国会中にも……。議会中

は別ですよ。ふだんは、かなり遅くまで電気が

ついている光景がよく見られるものですから、

やはり早目に帰っていただく、あるいは御家庭

でゆっくり団らんをとっていただく、それが大

事だと思いますので、総務部長、よろしくお願

いいたします。

次に、南海トラフ地震への対応についてお尋

ねいたします。

来年度当初予算特別枠として、防災・減災対

策をさらに強化するため、大規模災害対策基金

を活用して、23の事業、６億6,800万円が措置さ

れています。この基金事業は、総合計画アク

ションプランの危機管理強化プログラムに基づ

き、防災・減災対策をさらに強化し、危機に対

して的確に行動できる人づくり、避難の確保、

災害対応能力の強化、広域連携体制の強化・充

実が大きな柱となっております。そこで、広域

連携体制の強化・充実の中の南海トラフ地震応

急対策体制構築支援事業に関しまして、これま

での県の取り組みと、熊本地震の教訓を踏まえ

ました今後の取り組みについて、危機管理統括

監にお伺いいたします。

県では、昨○危機管理統括監（畑山栄介君）

年３月に、国などからの救助や物資の供給など

の支援を円滑に受け入れるための実施計画を策

定しまして、救助活動拠点や広域物資輸送拠点

などの各拠点の指定、それから、エアテントや

照明機材の配備などの機能強化に努めてまいり

ました。

このような中、昨年４月に発生しました熊本

地震においては、国からの支援物資が迅速に届

かなかった被災地もあったということなどを踏

まえまして、来年度から、国や県の応急対策活

動に対応した市町村の受援計画の策定を促進す

るとともに、市町村の各拠点への資機材の配備

を支援することで、市町村の受援体制の整備を

進めてまいりたいと考えております。また、あ
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わせて、今年度、県が新たに指定しました広域

物資輸送拠点への資機材配備や、各拠点に従事

する人材の育成等を引き続き行うことで、迅速

・的確な被災者支援ができるよう努めてまいり

たいと考えております。

南海トラフ、この前の研修会○後藤哲朗議員

でも、備えが９割と、そこまでなってきており

ますので、よろしくお願いしておきます。

続きまして、東京オリンピック・パラリン

ピック関連で４問についてお尋ねいたします。

まず、本県の食の強みについてであります。

新年度における重点施策、「世界ブランドのみ

やざきづくりの推進」の中で、文化・スポーツ

の振興がうたわれ、オリンピック・パラリン

ピックおもてなしプロジェクトの推進が掲げら

れております。ところで、知事はいろんな場面

で、宮崎の食のすばらしさ、よさを語られま

す。そこで、本県の食の強みを生かして、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

に向けてどのように取り組んでいかれるのか、

知事にお伺いいたします。

東京オリンピック・パ○知事（河野俊嗣君）

ラリンピックにつきましては、スポーツ、文

化、観光など、さまざまな面で大きな効果が期

待されますことから、その効果を本県にも波及

させていくことが必要であると、また、それは

本県にとってチャンスであると常々考えている

ところであります。特に、食につきましては、

本県の安全・安心で豊富な食材を国内外に発信

することはもちろん、オリンピック・パラリン

ピック後の販路拡大等に向けても絶好の機会と

なると考えております。先日、国のオリパラ事

務局の幹部に御来県いただき、本県の魅力等を

ＰＲする機会がありましたが、本県の食への高

い評価の一方で、実際に食材等を提供するため

には、産地での国際水準規格等の取得などの課

題もあるということを改めて認識したところで

あります。現在、関係部長による情報連絡会議

を設置しまして、検討をスタートさせたところ

でありますが、今後、国において決定されます

食材の調達基準等、必要な情報収集を行いなが

ら、関係団体や生産者とともに、食材の提供は

もちろんのこと、本県の魅力を発信する取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

続きまして、今、知事が答弁○後藤哲朗議員

された内容に関連してであります。東京オリパ

ラで選手や大会関係者に振る舞う料理で使われ

る国産食材の提供についてであります。前々回

のロンドンオリンピックから、持続可能性に配

慮した飲食提供の基準が示され、東京大会でも

国産を優先するようですが、そのためには、産

地での農業生産工程管理、いわゆるＧＡＰの認

証取得が要件となるようであります。具体的に

は、現在、大会組織委員会において調達基準の

策定作業が進められており、農産物について

は、国際的な認証であるグローバルＧＡＰや我

が国独自のＪＧＡＰ、もしくは農林水産省のＧ

ＡＰガイドラインに基づき、公的な第三者機関

の確認を受けていること等が要件になるようで

すが、海外に比べて、国内での認証取得が進ん

でいないようであります。全国有数の農業県で

ある本県としては、本県の農産物のすばらしさ

を全世界にアピールし、宮崎の魅力を発信でき

るチャンスと捉え、積極的な取り組みが必要と

考えております。そこで、東京オリンピック・

パラリンピックへの農産物の提供に向け、本県

では今後どのようにＧＡＰに取り組んでいかれ

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

東京オリン○農政水産部長（郡司行敏君）

ピック・パラリンピックヘの食材提供は、先ほ
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ど知事からもございましたが、本県農産物の安

全性や魅力を国内外にアピールする絶好の機会

であると考えております。現在、県では調達基

準に対応するために、ＧＡＰに先進的に取り組

んでいる宮崎大学等と連携し、指導者の養成や

県版ＧＡＰのレベルアップに取り組みますとと

もに、今後、県版ＧＡＰ認証制度を新たに創設

するなど、推進体制の強化を図ることとしてお

ります。また、東京大会は夏場の開催であるこ

とを念頭に置きながら、必要な品目や数量等の

情報収集を行いますとともに、ＧＡＰに取り組

むモデル産地の選定や導入支援に、スピード感

を持って取り組んでまいりたいと考えておりま

す。このような取り組みを契機といたしまし

て、ＧＡＰ取得が海外輸出を含めた販路拡大に

つながりますよう、産地への普及に取り組んで

まいります。

ＧＡＰにつきましては、一般○後藤哲朗議員

質問で深掘りされるようですから、よろしくお

願いいたします。

続きまして、県産材の利活用についてお尋ね

いたします。東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会における県産材の利活用に向けた取

り組みについて、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

東京オリン○環境森林部長（大坪篤史君）

ピック・パラリンピック関連施設での県産材の

利活用に向けましては、昨年度から関係省庁や

建設会社、設計事務所等を訪問しまして、情報

収集や提案要望に努めてまいりました。そのよ

うな中、先般は、新国立競技場等への資材調達

を担当することが内定した商社等を訪問しまし

て、本県では、１点目が、調達の条件とされる

森林認証に関して、約４万9,000ヘクタールもの

森林認証林を有していること、それから２点目

が、木材について要求されるレベルの強度を充

足できること、そして３点目が、必要とされる

数量の安定供給が可能であることなど、関連施

設の整備におきまして十分貢献できることをア

ピールしてきたところであります。

今回、木材につきましては、全国から調達す

るものと聞いていますけれども、本県としまし

ては、全国有数の林業県としてふさわしい利用

がなされるように、今後とも関係機関に強く働

きかけてまいりたいと存じます。

総工費約1,500億円、地上５階○後藤哲朗議員

地下２階で高さ約50メートル、完成予定が2019

年11月末の東京オリパラのシンボリック施設と

なる新国立競技場は、技術提案書によります

と、木材は軒、ひさしのほか、大屋根とそれを

支える部材、更衣室などの内装に用いられると

言われております。木と緑のコンセプトのスタ

ジアムは、地方が東京五輪に参加した形として

残ります。

ところで、昨日は延岡で、大正時代に国内第

１号の民間パイロットとなり、初の日本一周を

成功させた、延岡出身の後藤勇吉氏の慰霊祭が

とり行われました。この後藤氏と親戚となられ

るのが、新国立競技場を設計デザインした建築

家・隈研吾氏であり、また、飫肥杉や諸塚村な

ど本県との御縁ということで、県産材の活用に

夢や期待感が膨らみます。願う、動く、かなう

ではありませんが、しっかりとした動きで、大

きな目標にチャレンジしていってほしいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、文化プログラムについてお尋ね

いたします。東京オリンピック・パラリンピッ

クの役割は、スポーツ振興と期間中の集客だけ

にとどまらないと言われています。オリンピッ

ク憲章には、「文化プログラムの実施は開催国
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の義務」と述べられており、オリパラを契機と

して、我が国文化の魅力を世界に発信し、地域

の文化・芸術活動を振興していかなければなり

ません。関連プロジェクトは始動したばかりで

すが、着実な成果につなげようと、都市間・地

域間競争は既に始まっています。本県でも先月

の19日、「東京2020応援プログラム 宮崎県文

化プログラムキックオフイベント『天孫降臨か

ら日本のひなた宮崎県へ』」が、メディキット

県民文化センターで開催されました。そこで、

本県では文化プログラムにどのように取り組ん

でいかれるのか、知事にお伺いいたします。

東京オリンピック・パ○知事（河野俊嗣君）

ラリンピックが開催されます2020年（平成32

年）は、平成24年から９年間にわたって実施し

てまいりました記紀編さん1300年記念事業の集

大成の年でもあり、国民文化祭を本県で開催す

ることとしております。オリンピック・パラリ

ンピックと連動して、国民文化祭を成功に導

き、本県の文化振興を図るためにも、文化プロ

グラムヘの取り組みは大変重要であると考えて

おります。

先日、県内「文化プログラム」のスタートと

しまして、大会組織委員会の認証を受けたキッ

クオフイベントを開催したところであります

が、県内文化団体など約1,100人の方々に参加い

ただき、大変な盛り上がりを見せたところであ

ります。特に、文化団体の皆様のやる気の盛り

上がりというものを肌で感じたところでありま

す。文化プログラムは、発表の機会や鑑賞の機

会をふやすとともに、文化活動の充実、さらに

は地域の個性や魅力の発信にもつながってまい

りますことから、今後とも、多彩な文化プログ

ラムに積極的に取り組みながら、2020年に向け

て、本県文化力の向上に努めてまいります。

東京オリパラ関係で４問につ○後藤哲朗議員

いて質問させていただきました。私も１回目の

東京オリンピックのときは小学６年でしたか、

高齢者の方は次期の東京オリンピックに非常に

期待しているんですね。宮崎県がどういうかか

わり方で参加できるか、食であったり県産材で

あったり、参加した形として残るというのは、

我々もそうですが、県民の皆さんも元気が出ま

すので、どうかよろしくお願いいたします。

次に、テーマは変わりまして、福祉保健行政

について何点かお伺いしていきたいと思いま

す。

地域包括ケアシステムの推進についてお尋ね

いたします。新年度は、地域医療構想の実現に

向けた取り組みを具体的に進める年となりま

す。構想の策定過程で明らかとなった課題に立

ち戻り、地域医療構想調整会議において、地域

の医療提供体制をどうしていくのか、関係者の

皆さんで協議を行うことが期待されます。ま

た、ことしは、平成30年度から始まる医療計画

を策定する年でもあります。介護保険事業計画

と医療計画が、同じサイクルで策定されること

になります。これらの計画が、実質的な地域包

括ケアシステムの構築に向けた計画となりま

す。医療計画で定める在宅医療の目標が、各市

町村が介護保険事業計画で掲げる在宅医療・介

護サービス等の目標と整合性が図られたものと

なるよう、県と市町村が協議の場を設け、しっ

かりと検討することが重要と考えます。そこ

で、地域包括ケアシステムの確立に向けてはど

のように取り組んでいかれるのか、福祉保健部

長にお伺いいたします。

2025年に向け○福祉保健部長（日隈俊郎君）

た医療介護体制の整備を進めていくためには、

市町村と県がしっかり連携しながら、受け皿と
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なります地域包括ケアシステムの構築を着実に

進めていく必要があります。このため県では、

市町村や地域包括支援センターの職員等を対象

とする研修会を開催し、県内外の先進事例の紹

介や情報交換の機会を提供するなどの支援を

行っているところであります。今後は、県内に

より多くの先進事例をつくるため、意欲ある市

町村を対象として、「医療介護連携」や「介護

予防」などのテーマごとにモデル市町村を選定

しまして、全国の先進自治体の職員を招いた直

接指導など、個別の支援を行うこととしており

まして、その成果を県内全域に展開していきた

いと考えております。また、県医師会を初めと

します医療・介護の各専門職の団体や、宮崎大

学医学部等とも連携しまして、医療・介護人材

の養成や多職種連携の促進などにも取り組んで

いくこととしており、県内全域において地域包

括ケアシステムの構築が推進されるよう、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

介護保険事業計画は各市町村○後藤哲朗議員

にある。医療計画が各市町村にない。だから、

医療計画分野を県がどうイニシアチブをとって

構築していくか。非常に大きいものですから、

医師会関係を含め、十分な協議が必要かと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。本年、民生委員制度は創設100周年

を迎えます。済世顧問制度に始まり、方面委員

制度を経て、今日に至るまでの間、強い使命感

と熱い情熱に支えられた先達は、それぞれの時

代において、人々が直面するさまざまな課題に

向き合い、住民に寄り添いながら、その幸せな

暮らしを守るために活動を続けてきました。し

かし、今日においても、制度創設以来の課題で

ある貧困や孤立を初め、高齢者や障がい者、児

童を狙った犯罪や虐待被害は深刻な状況にあり

ます。また、東日本大震災や昨年の熊本地震な

ど自然災害も多発する中、人々の生活の安全・

安心をいかに守っていくのかが問われていま

す。そこで、地域福祉を担う人材が必要と考え

ますが、どのように育成・確保していくのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

地域を取り巻○福祉保健部長（日隈俊郎君）

く環境が大きく変容する中、地域福祉を担う人

材の育成・確保は大変難しく、重要な課題であ

るというふうに考えております。このため県で

は、平成19年度から、地域における福祉課題解

決の一翼を担う人材として、福祉関係施設の職

員を中心に、576名の地域福祉コーディネーター

を研修・養成してきております。また、地域福

祉のかなめであります民生委員につきまして

は、近年、担い手の確保が難しくなっておりま

して、本年の民生委員制度創設100周年に当た

り、民生委員に対する県民の理解を促進し、担

い手の確保につなげてまいりたいと考えており

ます。このほか、民間の事業者が配達などの日

常業務の中で住民の異変に気づいた際、市町村

の窓口に通報していただく、｢みやざき地域見守

り応援隊｣の加入促進などにも、鋭意取り組んで

いるところであります。県といたしましては、

このような取り組みを通じ、地域福祉を担う人

材の育成・確保を図りながら、「ともに支え合

い、助け合う地域づくり」を進めてまいりたい

と考えております｡

次に、健康長寿社会づくりに○後藤哲朗議員

ついてお尋ねいたします。高齢化の進行等で社

会保障費は相当な規模に達しており、政府は財

政再建に向け、社会保障費の伸びをどうやって

抑制するか、喫緊の課題となっています。日本

経済の活性化を進める上で、健康で長生きでき
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る社会の構築は避けて通れないテーマとなって

います。本県も同様に、健康長寿に向けての取

り組みは、福祉保健行政の重要な課題となりま

した。健康づくりや生きがいづくりの推進によ

り、県民がいつまでも心身ともに健康で社会参

加することができる社会を構築し、医療費、介

護費の伸びの抑制につなげていかなければなり

ません。

ところで、健康長寿社会の実現には、県民一

人一人の実践、生活習慣病への取り組み、健康

無関心層に興味を持たせ、健康需要を喚起して

いくことの大切さ等々のいろいろな意見、提言

があります。そこで、本県の健康長寿社会づく

りを推進するため、これまでどのような取り組

みをしてこられたのか。また、来年度、新たに

取り組む事業があれば、福祉保健部長にお伺い

いたします。

県では、「健○福祉保健部長（日隈俊郎君）

康寿命 男女とも日本一」の目標を掲げまして、

市町村や団体・企業等から成る「宮崎県健康長

寿社会づくり推進会議」を設置しまして、「健

康長寿社会づくりプロジェクト」を全県的に推

進しているところであります。具体的には、野

菜摂取量の増加、運動の習慣化、そして高齢者

の生きがいづくりを促進する事業のほか、運動

器症候群、通称ロコモを予防する事業などをこ

れまで行ってきております。また、健康長寿社

会づくりの機運を醸成するため、昨年９月には

「健康長寿県民フェスタ」を開催したほか、民

間企業と協定を締結し、内臓脂肪測定会の開催

を行うなど、連携した取り組みを行ってきてい

るところであります。

来年度は、新たな事業といたしまして、本県

での人工透析の新規導入が多いという実態を踏

まえまして、透析導入の最大の要因である糖尿

病の発症や重症化を予防するためのプログラム

を作成しまして、市町村国保等が行う保健指導

などの取り組みを支援するほか、医療従事者等

に対する研修会を開催することとしておりま

す。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

次に、認知症対策についてお尋ねいたしま

す。認知症高齢者は、今後さらに増加すること

が見込まれ、2025年には全国で700万人を超える

との予想もあり、５人に１人は認知症になると

も言われております。このような中、本県で

は、ことしに入りまして、西都市や串間市、高

鍋町で、地域住民に向けたシンポジウムが開催

されましたが、これからは、このような地域ぐ

るみの活動が重要になっていくものと考えま

す。そこで、今後、地域の中でこれらの認知症

の人や家族を支えることが求められると思いま

すが、県は認知症対策にどのように取り組もう

としておられるのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

認知症につき○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ましては、その予防から、発症初期、重度化と

いった容体の変化に応じて、医療、介護、地域

が連携し、本人や家族に対しまして、適時・適

切なケアを提供することが重要であります。国

が認知症施策を加速させるために策定いたしま

した「新オレンジプラン」では、来年度までに

全市町村において、認知症が疑われる人やその

家族に対して専門的な支援を行う「認知症初期

集中支援チーム」の設置や、地域の中での調整

役を担う「認知症地域支援推進員」の配置を行

うこととされておりまして、県では、これらに

対する支援を行うなど、早期診断・早期対応の

体制づくりに取り組んでいるところでありま

す。また、かかりつけ医や医療・介護従事者が
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適切な対応力を身につけるための研修や、地域

住民による「認知症サポーター」の養成に取り

組むなど、認知症の人が、住みなれた地域で、

その人らしく生活できるよう、支援体制の充実

に努めてまいりたいと考えております。

今まで、地域包括ケアシステ○後藤哲朗議員

ム、地域福祉の推進、健康長寿社会づくり、認

知症対策と、大切な役割を担うのは、私は、や

はり地域内の資源、人材だと思うんです。さま

ざまな福祉の課題が山積しておりまして、これ

からは、地域でのセーフティーネット（安全

網）の再構築が急がれており、地域に深く根差

した住民同士の連帯、自発的組織の役割に期待

が高まるものと思います。まさに地域の力だ

と。そして、自治会の会長さんや公民館長さ

ん、地域福祉推進チームのリーダーさんなど、

地域のキーパーソンとなる人材といいますか、

人間力が必要不可欠だと思います。福祉保健部

の職員さん、年金がもらえるまで、それからは

地域に入り民生委員になりたいという方もい

らっしゃいます。市町村もそうですけれども、

地域に行政経験豊かな方が入っていただくと、

地域というのはスムーズに流れると思いますの

で、今後、啓発を含めて、部長、よろしくお願

いいたします。地域福祉の推進を担う人材の確

保に御尽力賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

続きまして、手話言語条例の制定についてお

尋ねいたします。自民党県連におきましては、

昨年の９月に、各障がい者団体を含む42団体

・195項目の県政に関する要請を行いました。ま

た、私ども自民党会派は、障がい者団体懇話会

を組織・設置し、定期的に意見交換会等の活動

をしております。その中で、聴覚障害者協会か

らの要望事項についてお尋ねいたします。県に

おいては、手話が言語であることを広く普及さ

せ、手話を日常的に使用できる環境を整えてい

くなど、手話に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図っていく必要があると考えます。そ

こで、県は、手話言語条例の制定についてどの

ように考えておられるのか、福祉保健部長にお

伺いいたします。

聴覚に障がい○福祉保健部長（日隈俊郎君）

のある方にとりまして、お話にありましたよう

に、手話は、円滑な意思疎通を図るために重要

なものであると認識しております。県におきま

しては、手話通訳者等の養成・派遣を初め、平

成27年度から新たに手話学習会を開催するな

ど、手話の普及を図るための取り組みを行って

いるところであります。また、昨年４月に施行

しました「障がいのある人もない人も共に暮ら

しやすい宮崎県づくり条例」におきまして、手

話については、言語としての位置づけを行った

ところであります。手話言語条例につきまして

は、本県も加盟しております「手話を広める知

事の会」等を通じまして、国の動向に係る情報

収集を行いながら、制定の必要性について、今

後検討してまいりたいと考えております。

手話言語条例、今、全国で９○後藤哲朗議員

県です。

続きまして、介護人材の育成・確保について

お尋ねいたします。介護人材については、現状

でも不足しており、2025年に向けては、さらに

不足すると見込まれていますが、県として人材

の確保・育成にどう取り組んでいかれるのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

本県の高齢者○福祉保健部長（日隈俊郎君）

人口がピークを迎えます2025年を見据えて、介

護サービスの基盤となります介護人材を確保・

育成することは、大変重要な課題であると考え
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ております。このため県では、これまで未経験

者や離職者への就業支援を初め、初任者に対す

る研修の受講支援、修学資金の貸し付けなどに

取り組んでいるところであります。さらに来年

度は、中高生を主な対象とします「みやざき・

ひなたの介護」情報発信事業におきまして、マ

スメディアを活用して介護の魅力ややりがいを

発信することにより、介護に対するマイナスイ

メージを払拭し、人材の確保を図る取り組みを

行うこととしております。また、国において

は、介護職員の処遇を改善するため、月額平均

１万円程度の賃金を改善するための報酬改定を

平成29年度から行う予定であると聞いておりま

すので、県といたしましても、事業者にその活

用を働きかけてまいりたいと考えております。

続きまして、子育て支援の取○後藤哲朗議員

り組みについてお尋ねいたします。来年度の重

点施策に、「子育て支援の充実強化」が挙げら

れておりますが、本県における子育て支援の取

り組み等について、現状と来年度の新規事業の

概要を、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県では、安○福祉保健部長（日隈俊郎君）

心して子供を産むことができ、子育てが楽しい

と感じられる宮崎を目指しまして、｢未来みやざ

き子育て県民運動｣を展開しており、出会い・結

婚から子育てに至るライフステージに応じた切

れ目のない支援を行っているところでありま

す。中でも、本県独自の取り組みであります

「子育てサポート事業」等による、地域の助け

合いによる子育ての仕組みづくりを初め、子育

てや結婚等に対するイメージアップを図る

「ハートフルコンテスト」など、子育て世代を

応援するさまざまな子育て支援策を実施してい

るところであります。こうした取り組みに加え

まして、来年度は、新たに「大学生が自らの未

来を描くライフデザイン事業」を実施し、若者

にみずからの将来を展望してもらうとともに、

大学生の子育てや結婚に対する意識の把握にも

取り組みまして、これらの成果を本県の子育て

支援や結婚支援にも生かしてまいりたいと考え

ているところであります。

福祉保健行政、最後です。次○後藤哲朗議員

に、保育士の育成及び確保についてお尋ねいた

します。ニッポン一億総活躍プランにおいて、

保育人材確保のための総合的な対策を図ること

とされていますが、本県の保育士確保策の現状

と今後の対応について、福祉保健部長にお伺い

いたします。

子供たちに質○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の高い保育を提供し、次世代を担う子供たちを

健やかに育んでいくためには、質の高い保育人

材の確保が大切であると認識しております。こ

のため県では、これまで給与面の処遇改善等を

行うとともに、今年度から、保育士支援セン

ターによる潜在保育士の再就職支援や、保育士

を目指す学生を対象にした修学資金の貸し付け

を開始するなど、さまざまな施策を展開してい

るところであります。

このような中、保育環境の一層の充実を図る

ため、さらなる人材確保を求める声もいただい

ておりますので、これまでの取り組みを強化し

てまいりますとともに、国の新年度予算に計上

されております、全ての保育士を対象にした２

％の給与改善や、一定の技能・経験を積んだ方

に対する、月額で最大４万円のさらなる加算な

どの取り組みについて、市町村や関係機関とも

十分連携を図りながら、適切に対応してまいり

たいと考えております。

福祉保健行政、８点について○後藤哲朗議員

質問させていただきました。東京オリパラが攻
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めならば、福祉保健行政は足元というか守りの

部分。私は、福祉保健行政というのは非常に大

事だと思います。まさしく国の制度があれだけ

変われば、職員の皆様も大変だと思うんです。

その辺を十分、部長、御理解いただきまして、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

次に、林業の振興についてお尋ねいたしま

す。

本県は、人工林資源が全国に先駆けて充実し

ており、杉素材生産量は、平成３年以来、25年

連続して日本一を達成いたしました。近年は、

大型製材工場や木質バイオマス発電施設の稼

働、海外輸出量増大等により、木材需要は拡大

してきております。このような状況が続けば、

森林の伐採面積が増加してまいりますが、伐採

後の再造林がしっかりと進まないと、森林資源

の枯渇や公益的機能の低下が懸念されます。一

方で、森林の守り手となっている山村地域で

は、過疎化、高齢化が進行しており、山村に住

む人たちの暮らしを支える取り組みも必要であ

ります。そこで、今後、本県の山村地域の基幹

産業である林業の振興にどのように取り組んで

いかれるのか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

県内の森林・○環境森林部長（大坪篤史君）

林業につきましては、森林の所有規模や伐採後

に再造林される割合、森林所有者の熱意などが

地域によって大きく異なり、それぞれの地域が

さまざまな課題を抱えている状況にございま

す。このため県では、本年から、西臼杵支庁と

農林振興局を単位とする７つの地区協議会と本

庁の推進本部で構成します「山村地域の持続的

発展推進会議（通称「山会議｣）」を設置しまし

て、地域の実情に応じたきめ細やかな対策を、

県と市町村、林業関係者等が一体となって推進

することといたしました。既に準備のできた地

域から順次スタートしているところでございま

す。

なお、この会議では、３つの事項、１点目

が、森林資源情報の的確な把握や再造林を進め

る仕組みづくりなどの「循環型林業の推進対

策」、２点目が、フォレストピア宮崎構想の理

念を踏まえた人づくりや交流の促進を進める

「山村地域の活性化対策」、そして３点目が、

全庁的に取り組んでいます「農山漁村で年収100

万円アッププロジェクト」などによる「山村地

域の所得向上対策」を推進の柱としまして、重

点的に取り組んでまいることにしているところ

でございます。

ありがとうございました。先○後藤哲朗議員

ほどの私どもの外山会長への答弁にもございま

した、通称「山会議」、山村地域の持続的発展

推進会議の設置をされるということで、本当に

ありがたく思っているところです。また、内容

等につきましては、本日のある朝刊の１面に詳

しく掲載されていましたので、十分に理解して

いるところであります。県と市町村、林業関係

者等が一体となって、地域の実情に応じたきめ

細かな対策を推進していくとのことです。はっ

きり言いまして、各市町村は林務担当者が不足

しているのが現状であります。ですから、この

「山会議」に大いに期待をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

次に、川崎市との連携についてお尋ねいたし

ます。県と川崎市との連携、木のつながりは３

年目を迎えます。山村と都市、地域と企業､つく

り手と売り手の双方が結びつき、木で都市空間

を創出、山の価値を問い直す動きが生まれたの

ではと思います。親から子、孫のために杉を植

えてきたように、目先の利害にとらわれない、
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経済を超えた山・木材の価値を共有して、県当

局を初め、関係者が山村とともに知恵を出して

いこうとしております。私は、この川崎モデル

を高く評価いたします。そこで、木材利用にお

ける川崎市との基本協定の成果と今後の展開に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

本県では、川○環境森林部長（大坪篤史君）

崎市との基本協定に基づきまして、平成27年８

月に、首都圏の企業と杉材の利活用を検討する

委員会を設置しました。その中で、川崎市内の

設計事務所を中心とした床材部会や大手家具

メーカーが参加する家具部会などを立ち上げま

して、具体的な検討を進めるとともに、本県へ

の企業の視察も積極的に受け入れまして、相互

理解を深めてきたところでございます。その結

果、昨年度は、川崎市の市長応接室や商業施設

での木質化の実施、そして今年度は、マンショ

ンや既存ビルの改修でも木質化が順次進めら

れ、さらには、有楽町にある大手商業施設とタ

イアップして、本県産の木材や物産等のＰＲ事

業が開催されるなど、具体的な成果が出てきて

いるところであります。今後は、本県が有する

豊かな森林資源を初め、その背景にある人と自

然とのかかわりなど、さらなる理解を深めてい

ただきながら、首都圏の企業や消費者に選ばれ

る産地となりますように、連携・交流の強化に

努めてまいりたいと考えております。

知事は、本会議開会日での主○後藤哲朗議員

な重点事業の中で、「川崎市との交流をさらに

拡大するとともに、新たな都市と連携した施策

の展開を検討するなど、都市との交流促進に取

り組んでまいります」と述べられました。川崎

モデルとして、すばらしい実績を積み上げよう

としております。ぜひ、このモデルを生かし

て、新たな都市との連携・交流にチャレンジし

てほしいと、環境森林部長に要望いたします。

次に、鳥獣被害対策についてお尋ねいたしま

す。平成27年度の野生鳥獣による県内農林作物

への被害額は、約６億2,278万円で、26年度の約

７億120万円から約7,843万円、約11％の減少と

のことであります。これは、国・県・市町村の

事業により防護柵の整備が進んだことや、研修

会や追い払い活動といった地域ぐるみの対策が

進んだこと等によるものと思います。被害を軽

減するためには、こうした防護柵の設置や追い

払い等を行い、鳥獣を寄せつけない集落づくり

を進めるともに、ふえ過ぎた鹿やイノシシなど

を捕獲して適正数に減らしていく捕獲対策が重

要であると考えます。しかしながら、狩猟者は

減少・高齢化していることなどから、今後、適

切な捕獲が実施できるのか懸念されます。そこ

で、鹿、イノシシ等の捕獲対策の現状と今後の

取り組みについて、環境森林部長にお伺いいた

します。

鹿やイノシシ○環境森林部長（大坪篤史君）

等の捕獲につきましては、関係者が一体となっ

た取り組みを進めているところでありまして、

平成27年度の鹿、イノシシ、猿の捕獲数は、過

去最高の約５万4,000頭となっております。ま

た、狩猟免許を取得しやすい環境づくりにも努

めており、平成27年度は、前年度の1.6倍とな

る378名が新たに免許を取得しております。この

ようなことから、鹿については、平成35年度ま

でに個体数を半減させることにしております

が、現在のところ、計画を上回る捕獲実績と

なっており、目標を達成できるものと考えてお

ります。今後は、新たに、鹿やイノシシの有害

鳥獣捕獲許可日数をこれまでの倍に延長します

とともに、狩猟免許を持たない農林業者により

ますアナグマなどの捕獲等を可能にする規制緩
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和を行いますなど、農林業被害の軽減に向け

て、捕獲対策の一層の推進を図ることにしてい

ます。

ありがとうございました。よ○後藤哲朗議員

ろしくお願いいたします。

続きまして、商工観光労働行政に移りたいと

思います。

次に、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷（せご）ど

ん」についてお尋ねいたします。明治維新の原

動力となった薩摩（鹿児島）は、幕末から明治

にかけ、我が国の政治・経済・社会の近代化の

主要な一翼を担ってきました。2018年は、その

維新から150年となります。これを機に、鹿児島

県では、官民一体でインバウンドを含む観光や

地域振興につなげようという取り組みが、現

在、積極的に進められています。折しも節目の

年に、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の放映も

決まり、追い風に乗っています。本県も、西南

の役や西郷どんが鹿児島、ふるさとへと帰る道

など、舞台、ステージはそろっております。そ

こで、本年１月末に、大河ドラマの制作要望に

ついて、知事みずからＮＨＫ放送センターを訪

問されていますが、ＮＨＫ側の感触など、どの

ようなものがあったのか、知事にお伺いいたし

ます。

来年の大河ドラマに決○知事（河野俊嗣君）

定している「西郷どん」につきましては、本県

においても、西南戦争の史実や史跡が多く残っ

ておりますことから、ぜひドラマの中で取り上

げていただけますよう、先日、延岡市長、日南

市長とともに、ＮＨＫに対して要望を行ったと

ころであります。具体的には、可愛岳（えのだ

け）を背に薩軍が本陣を構えたという逸話や、

西郷公の妻イトさんが、息子である西郷菊次郎

を見舞いに来たというエピソード、また、日南

隊の隊長でありました小倉処平の生涯などを紹

介いたしまして、ドラマ化への要望を行ったと

ころでありまして、ＮＨＫ側も大変興味を持っ

ていただいたと感じたところであります。原作

となる小説は、林真理子さんが執筆されており

ます。現在も連載中でありますが、一昨年、

「エンジン01（ゼロワン）」のときに林真理子

さんも来県、また延岡市を訪れて、西郷隆盛宿

陣跡資料館などを視察され、非常に関心をお持

ちになったというふうに伺っておりまして、楽

しみにしておるところでありまして、これから

の展開に期待しつつ、機会を捉えて、地元と一

緒になりながら、引き続きアピールをしてまい

りたいと考えております。

同じくこの「西郷どん」です○後藤哲朗議員

が、大河ドラマ「西郷どん」を切り口に、鹿児

島県、熊本県と連携しながら、撮影協力や観光

誘客を図つていくことが重要と考えますが、県

としてはどのように考えられるのか、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

大河ドラ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

マの舞台になりますと、観光誘客や地域経済の

活性化、住民の郷土への誇りの醸成など、その

効果は大きなものがあると考えております。ま

た、お話がありましたとおり、来年は明治維新

から150年目に当たりますので、鹿児島県などと

連携することで、その効果がさらに高まるもの

と期待されるところでございます。現在、鹿児

島県、熊本県とは、観光周遊やプロモーション

など、観光面で３県合同による取り組みを行っ

ておりまして、協力体制が構築されております

ので、それぞれに残るさまざまな史実や史跡な

どがドラマとして広く紹介されるよう、連携し

て取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、「西郷どん」をテーマとした周遊ルートの
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開発など、観光誘客に向けての新たな展開につ

いても検討してまいりたいと考えております。

鹿児島・山口、薩長は、既に○後藤哲朗議員

新幹線効果といって２県が連携をしっかり組ん

でいます。多分、部長も御存じだと思います。

私は、昨年の11月に観光振興議員連盟、本年１

月に議員派遣研修で鹿児島に行ってまいりまし

た。２回とも、鹿児島県・三反園知事が研修及

び意見交換会会場に御挨拶に見えられ、明治維

新150年と「西郷どん」のＰＲを熱く語られまし

た。ありがたいことに、「九州はひとつ」とい

う戦略のほかに、「西郷どん」の舞台がある宮

崎県、熊本県との広域観光戦略にも触れられま

した。言葉の表現が難しいのですが、官民―体

となって盛り上がり、観光宣伝費をたくさん使

う鹿児島にこの機会に便乗するというか、鹿児

島にあやかる、仲間に入れてくださいという、

当局には失礼ですが、低姿勢で臨むことが大切

だと私は考えます。

ところで、数年前には、鹿児島から西郷隆盛

宿陣跡資料館等への大型バスツアーも商品化さ

れた実績があります。商工観光労働部長におか

れましては、ぜひとも、「西郷どん」をテーマ

とした周遊ルートの開発の検討というよりも、

取り組んでいただくよう切に要望いたします。

次に、「九州ふっこう割」についてお尋ねい

たします。昨年４月の熊本地震で落ち込んだ九

州への観光客は、観光庁によると、５月に前年

同月比約82％だった九州全体の宿泊客数が、10

月には約96％にまで戻るなど、回復傾向にある

ようです。これは、国が助成した割引旅行商品

「九州ふっこう割」が要因の一つと見られてお

ります。しかしながら、「九州ふっこう割」の

支援が昨年末で終わり、これからが九州観光の

正念場とも考えます。そこで、「九州ふっこう

割」等の本県観光への成果と反動への対策につ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

熊本地震○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の影響で落ち込みました観光需要を早期に回復

させるため、昨年６月から12月までの間、県独

自の対策や「九州ふっこう割」によりまして、

ウエブサイトを活用した宿泊割引や、宮崎の特

色を生かしたツアー企画への支援等を実施した

ところでございます。これらの取り組みの結

果、期間中合計で目標を上回る約19万人泊の利

用実績があり、地域別のホテル・旅館の宿泊者

数を見ても、県北地域では前年を下回っており

ますけれども、県全体では前年をやや上回るな

ど、一定の成果があったというふうに考えてお

ります。

一方で、今後、その反動が懸念されていると

ころでありますが、「九州ふっこう割」等を利

用して本県に宿泊した旅行者に対して、旬な情

報の提供を行うなどのリピーター対策や、九州

観光推進機構等と連携したさまざまな観光キャ

ンペーンを行うことで、さらなる誘客につなげ

てまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

次に、中小企業振興についてお尋ねいたしま

す。県では、昨年３月に、付加価値の高い産業

の振興と良質な雇用の確保を目標とする「みや

ざき産業振興戦略」を策定され、成長期待企業

への重点支援や、スタートアップの聖地を目指

す方向性が示されています。お隣の大分県では､

一昨年の６月に、新たな創業支援拠点として

「おおいたスタートアップセンター」を開設

し、来年度までの３年間に1,500件の創業を実現

するとの目標を設定したとのことであります。

大分県では、県内市町村との緊密な連携や、創

業準備者・希望者を支援する人の積極的な養成
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に力を入れており、その結果、初年度の実績

は513件と、年間目標の500件を上回るペースで

支援を進めておられます。そこで、本県の創業

支援の取り組み状況について、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

創業支援○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の取り組みにつきましては、商工会等を通じ

て、創業の際の資金調達や事業計画策定の相談

に応じますとともに、インキュベーション機能

を有するオフィスの貸し出しを行っているとこ

ろでございます。さらに、将来性のあるベン

チャー企業の発掘・育成を図るため、宮崎商工

会議所に「みやざきスタートアップセンター」

を設置いたしまして、県内外の投資家、起業家

による意識醸成のためのセミナーや、民間の創

業支援団体と連携いたしまして、短期集中型の

事業育成プログラムなどを実施しているところ

でありまして、将来、地域内の取引にとどまら

ず、国内外から外貨を獲得できるような大きな

成長の可能性のある企業の種を見つけ、支援し

ていくことといたしております。今後とも、こ

のような取り組みによりまして、創業の一層の

推進を図りますとともに、発展段階に応じた支

援を行うことで、企業成長促進プラットフォー

ムによる中核企業育成の取り組みにもつなげて

まいりたいと考えております。

同じく、中小企業の振興につ○後藤哲朗議員

いてお尋ねいたします。本県は、１人当たりの

県民所得が低いなど、経済基盤の脆弱さは大き

な課題であります。これには、農林水産業の振

興や企業誘致の取り組みとともに、高い技術力

や競争力を有し、県外の大手企業などと対等に

取引し、地元雇用に貢献する中核的な企業の育

成が大変重要であります。その意味でも、今年

度スタートした企業成長促進プラットフォーム

の役割、そして期待も大きいところでございま

す。そこで、企業成長促進プラットフォームに

おける期待される効果と認定状況及び今後の取

り組みについて、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

昨年４月○商工観光労働部長（中田哲朗君）

に、県内の産学金労官が一体となって立ち上げ

ました企業成長促進プラットフォームにつきま

しては、国内外から外貨を獲得し、県内の経済

循環に寄与する中核企業を育成することによ

り、本県経済の活性化を図るものでございま

す。このプラットフォームでは、今後大きな成

長が見込まれる企業を「成長期待企業」とし

て、３年間で20社程度を認定することとしてお

りまして、初年度である今年度は、昨年11月に

８社を認定し、さらに、この３月には２回目の

認定を行う予定としております。認定企業に対

しましては、プラットフォーム構成機関が連携

し、集中的かつ継続的な支援を行うとともに、

認定が見送られた企業に対しましても、課題解

決のためのフォローアップをしっかりと行って

いくことといたしております。今後とも、プ

ラットフォームの取り組みをさらに進め、本県

経済を牽引する中核企業の育成に努めてまいり

たいと考えております。

答弁で、創業支援、種からと○後藤哲朗議員

いう言葉を使われました。種から発展段階に応

じての支援、まさしく地元雇用に貢献する中核

的な企業の育成、企業をつくっていくというプ

ラットフォーム、これは非常に大事な事業、大

事な考えでありますので、どうかよろしく。そ

れも県内にバランスよくというのが一番大事だ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、本県の国際化の現状についてお尋ねい

たします。先日、厚生労働省は、昨年10月末時
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点の外国人労働者数が初めて100万人を突破し、

前年比で約20％増加、企業に届け出を義務づけ

集計を始めた2008年以来最多となったことを発

表しました。伸びた要因は、働く留学生と、日

本の技術を学ぶ技能実習生の急増とし、留学生

は、アルバイトとして人手不足の業界やインバ

ウンドに対応し、実習生は、農業や漁業の分野

を下支えしていると分析しています。そこで、

本県における外国人労働者の状況と外国人留学

生の状況について、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、県内の外国人労働者の数は、

平成28年10月末現在で2,602人となっており、外

国人雇用状況届出制度が導入されました平成20

年度と比べますと約2.2倍と、年々増加している

状況にございます。また、県内の外国人留学生

の数は、平成28年５月１日現在で370人であり、

同じく平成20年度と比べますと約2.8倍と、こち

らも大きく増加している状況にございます。

大きく増加状況ということ○後藤哲朗議員

で、外国人留学生の就職支援についてお尋ねい

たします。御案内のとおり、政府は今後、外国

人労働者の受け入れ拡大の方針を掲げていま

す。隣の大分県では、県と九州経済連合会が事

務局となり、経済界と大学、行政で構成する外

国人材活用検討チームを設置し、留学生の労働

時間の制約や外国人の起業に必要な条件に関す

る規制緩和などの取り組みを進めております。

私は、日本で高等教育を終えた留学生が、九

州、本県に就職できるスキームを形成していく

ことも、今後大切になってくるものと思いま

す。そこで、九州や本県で学んだ外国人留学生

の就職を支援する施策が重要と考えますが、県

はどのような取り組みを行っておられるのか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

国内市場○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の縮小に伴い、企業の海外展開が求められる中

で、外国人留学生等のグローバル人材の確保

は、大変重要な課題であるというふうに考えて

おります。このため、国や九州各県、経済団体

が連携して、留学生の採用を検討している企業

と就職したい留学生をつなぐマッチングサイト

をことし１月に開設し、留学生の就職促進を

図っているところでございます。また、県とし

ましても、そのマッチングサイトの周知を図り

ますとともに、産学官から成る外国人留学生等

就職サポート会議や就職相談窓口を設置いたし

まして、支援体制を整備したところでございま

す。さらに、今月には、県内在住の留学生に県

内企業のことを知ってもらうために、企業を訪

問してもらう取り組みを行うことといたしてお

ります。今後とも、九州各県や県内の経済団

体、大学等と連携しながら、留学生の県内企業

への就職促進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

本当に真面目といいますか、○後藤哲朗議員

日本、九州、宮崎で就職したいという方はい

らっしゃるんですね。一人でも多くそういう夢

をかなえてあげることも行政の一つの役割かな

と思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、テーマはかわりまして、農業の

振興についてお尋ねいたします。

国では、昨年末に農業競争力強化プログラム

を発表しました。このプログラムは、農業者の

所得向上を図るためには、農業者が自由に経営

展開できる環境を整備するとともに、農業者の

努力では解決できない構造的な問題を解決して

いくことが必要としております。そのために、
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生産から流通・加工、消費にわたる生産資材価

格の引き下げ、流通・加工の構造改革、戦略的

輸出体制の整備、原料原産地表示の導入、収入

保険制度の導入など、13項目について構造改革

を進め、農業の競争力の強化を実現しようとし

ています。そして、これらの改革を着実に実現

するために、農業改革８法案を今国会に提出を

予定しております。そこで、農業改革８法案の

国会審議が予定されるなど、農業を取り巻く環

境が大きく変わろうとする中、今後、本県農業

をどのように導いていこうと考えておられるの

か、知事にお伺いいたします。

県では、昨年策定しま○知事（河野俊嗣君）

した第七次宮崎県農業・農村振興長期計画にお

きまして、「儲かる農業の実現」を、目指す将

来像の一つとして掲げまして、生産・流通・販

売などの産地改革を戦略的に推進しているとこ

ろであります。そのような中、国が進めており

ます、生産資材価格の引き下げや農産物の流通

・加工の構造改革などの視点は、農業者の所得

向上を図る上で大変重要であると考えておりま

して、注視しているところであります。

午前中の答弁で、宮崎牛の高い評価でありま

すとか、焼酎の伸び代というものを申し上げま

したが、私は、本県の基幹産業である農業に

は、まだまだ伸び代が十分にあると考えており

ますので、このような国の改革の動きもしっか

り捉えながら、今後とも、農業者が夢と希望を

持って農業経営に邁進していけるよう、新たな

時代の変化に対応した「みやざき農業」の成長

産業化にチャレンジしてまいりたいと考えてお

ります。

次に、中山間地域における小○後藤哲朗議員

規模農家への支援についてお尋ねいたします。

国では、午前中の外山議員の質問、今の答弁も

そうなんですが、各施策を進めているところで

あります。県でも、今も御答弁がありましたけ

れども、「みやざき新農業創造プラン（第七次

宮崎県農業・農村振興長期計画（後期計

画））」を改定し、本県農業の成長産業化を目

指しているんだと。

ところで、本県は、平場から中山間地域まで

変化に富んだ地域を多く有しており、規模は大

きくなくとも技術の高い多様な専業農家が地域

農業の担い手として営農を行っているのも事実

です。こうした農家が、将来にわたって意欲と

希望を持って経営を行うことができるように、

地域の実情に応じたきめ細かな施策を講じます

ことは、私は大変重要なことだと考えます。そ

こで、中山間地域における小規模農家への支援

について、農政水産部長にお伺いいたします。

中山間地域○農政水産部長（郡司行敏君）

は、国土保全や食料の供給など、多面的・公益

的機能をあわせ持つ大変重要な地域であります

が、生産条件が厳しいこと等により、平場と比

較して所得確保が難しい地域でもあります。こ

のため県では、現在、中山間地域に暮らす青年

の、｢あと100万円程度の年収があれば、都会に

出ている友達も帰ってくる｣という話を受けて、

庁内関係部局が連携して、｢農山漁村で年収100

万円アッププロジェクト｣を推進しているところ

であります。

このプロジェクトの一環といたしまして、今

回、農政水産部では、新たに中山間地域農業年

収アップ支援事業により、年収アップ実践プラ

ンの策定や、その実現に必要なハウスや機械等

の整備など、小規模農家の所得向上に向けた取

り組みをハード・ソフト両面から支援すること

といたしております。県といたしましては、今

後とも、地元市町村や関係団体と十分連携しな
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がら、中山間地域の農家への支援に取り組んで

まいります。

日本の誇る和食は、食材の主○後藤哲朗議員

役と脇役がそろってこそ、日本の豊かな食文化

が成り立つとよく言われています。農業も地域

社会も一緒だと思います。多彩な担い手がいる

からこそ、豊かな農業、食文化、地域が維持で

きるものと思っております。大規模農家と小規

模農家、これからも農業の対極は、私は間違い

なく存在していくものと考えますので、小規模

農家をどう守っていくのかも、政策課題として

位置づけしていってほしいと要望いたします。

次に、農業水利施設の長寿命化についてお尋

ねいたします。本県の農業水利施設は、昭和初

期につくられたものや、昭和40年代の高度経済

成長期に集中して整備されたものが大半を占

め、老朽化に伴う機能の低下が進んでおり、今

後、営農への影響が懸念されております。この

ため、適切な維持管理を行いながら長寿命化を

図り、施設を最も有効に活用するための対策が

喫緊の課題となっています。そこで、老朽化が

進む農業水利施設の長寿命化に向けた対策につ

いて、県はどのように進めていかれるのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

本県の農業水○農政水産部長（郡司行敏君）

利施設は、昭和30年代から昭和40年代にかけて

整備・改修されたものが多く、突発的な排水機

場の停止や、用水路の漏水事故等も発生してい

ることから、適切な補修や更新などの対策が必

要な状況となっております。このため、県とい

たしましては、平成21年度から施設の調査を行

い、対策時期などを示した機能保全計画を策定

し、対策工事の実施に取り組んでいるところで

あります。さらに、各施設の劣化の度合いを把

握するためにモニタリングを実施するとともに､

その結果を一元管理し、施設を管理する土地改

良区や市町村との情報共有化に努めているとこ

ろであります。今後とも、国に対して十分な予

算の確保を要望いたしますとともに、関係機関

と連携を図りながら、重要度の高い施設から計

画的に長寿命化の対策を進めてまいりたいと考

えております。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

続きまして、水産業の振興についてお尋ねい

たします。本県水産業は、少子高齢化の進展な

どにより、就業者の減少が加速し、本県水産物

供給機能の低下と相まって、関連産業への影響

や漁村地域の経済縮小が懸念されており、本県

漁業の再生、特に担い手対策は喫緊の課題と

なっています。そこで、県は漁業の担い手対策

にどのように取り組んでいかれるのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

漁業の担い手○農政水産部長（郡司行敏君）

が減少している中、県では本年度、宮崎県漁村

活性化推進機構を立ち上げ、漁業担い手対策の

強化を図ったところであります。具体的に申し

上げますと、新規就業者の確保・定着に向け

て、行政、団体、漁業者等が共有する指針とし

て「人・浜プラン」の策定を進めますととも

に、来年度は、新規事業の「浜の力を育てる漁

業担い手対策事業」により、就業希望者への情

報提供を強化することとしております。さら

に、先日、現場で活躍しております漁業者と知

事との意見交換会を「漁業担い手ラウンドテー

ブル｣として開催し、儲かる漁業の実現や新規参

入者の受け入れなどについて、漁業者の生の声

をお聞きしたところであります。県といたしま

しては、これら漁業者の意見も踏まえまして、

効果的な担い手対策を推進し、水産業・漁村の

活性化を図ってまいりたいと考えております。
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ありがとうございました。よ○後藤哲朗議員

ろしくお願いします。

続いて、テーマをかえまして、県土整備行政

についてお伺いいたします。

国土強靭化地域計画と県土整備行政について

お尋ねいたします。本県においては、南海トラ

フ地震による甚大な被害が想定される中、強く

しなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靭化基本法に基づき、国

土強靭化の理念や国土強靭化に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、昨年12月に

「宮崎県国土強靭化地域計画」を策定されまし

た。今後は、この国土強靭化地域計画に基づく

道路や河川等の社会資本整備の推進が重要であ

ると考えますが、その推進に必要となる予算の

確保に向けて、今後どのように取り組まれるの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

本県の国土○県土整備部長（東 憲之介君）

強靱化地域計画では、例えば、中山間地域にお

ける治水対策として、宅地かさ上げなどを行う

水防災事業や、災害時の緊急輸送道路となる都

城志布志道路の整備などの個別具体的な事業を

記載するなど、国土強靭化に向けた必要な施設

整備を示したところであります。県といたしま

しては、この地域計画を着実に推進するため

に、道路や河川などの社会資本整備に必要な予

算を確保することが、極めて重要な課題である

と認識しております。このため、本年１月に

は、知事を先頭に、国へ計画の概要を説明する

とともに、計画推進に必要な予算の確保につい

て強く訴えてきたところであります。今後と

も、国土強靭化地域計画に基づく社会資本の整

備をしっかりと推進してまいりたいと考えてお

ります。

その国土強靭化に関連して、○後藤哲朗議員

県土整備行政の防災・減災対策の取り組みにつ

いて、３点お尋ねいたします。

初めに、県管理橋梁の老朽化対策と耐震対策

についてお尋ねします。平成28年４月現在、県

管理の橋梁数は2,024橋あります。老朽化の状況

については、架設後50年を超える橋梁の割合を

見ますと、現在19.6％、10年後43.4％、20年

後63.0％となっております。橋梁の老朽化対策

は多くの予算が必要であり、大きな課題となっ

てまいります。そこで、県の管理する橋梁の老

朽化対策と耐震対策にはどのように取り組んで

いかれるのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

橋梁の老朽○県土整備部長（東 憲之介君）

化対策につきましては、その機能を長期的に維

持するため、平成22年度に策定しました長寿命

化修繕計画に基づき、定期的な点検により損傷

を早期に発見し、軽微な段階から補修を行う予

防保全型の維持管理を実施しているところであ

ります。また、耐震対策につきましては、災害

時に重要な役割を担う緊急輸送道路において取

り組みを進めておりまして、平成26年度まで

に、単純な構造の一般橋について、落橋などの

甚大な被害を防ぐ対策を完了させたところであ

ります。現在は、アーチ橋などの特殊橋の耐震

化を実施しておりまして、今後、一般橋の耐震

性能のさらなる向上にも取り組むこととしてお

ります。県としましては、県民の安全・安心な

暮らしを確保するため、引き続き計画的かつ効

率的に、橋梁の老朽化対策と耐震対策に取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、河川の管理についてお○後藤哲朗議員

尋ねいたします。降雨による被害が局地化・集

中化・激甚化する昨今において、防災及び減災

の面から、日ごろからの河川における維持管理

平成29年３月１日(水)
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の重要性が高まりを見せています。そこで、県

管理河川の維持管理にどのように取り組んでお

られるのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

河川の維持○県土整備部長（東 憲之介君）

管理につきましては、防災・減災対策の面から

大変重要であると認識しております。このため

県では、定期的に河川巡視や施設の点検を実施

し、異常がある場合には随時対応することで、

適正な機能の維持に努めているところでありま

す。例えば、堤防やゲート操作を伴う樋門等の

河川管理施設については、出水期前に目視点検

や動作確認を行い、ふぐあい箇所については、

速やかに補修等を行っているところでありま

す。また、河川の流れを阻害する堆積土砂につ

きましても、河川巡視などにより現地の状況を

調査し、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。今後とも、河川の機能が十分に

発揮されるよう、適正な維持管理に努めてまい

りたいと考えております。

次に、急傾斜地崩壊対策事業○後藤哲朗議員

の整備促進についてお尋ねします。本県には多

数の土砂災害危険箇所が存在し、県民は日々、

土砂災害の恐怖に脅かされております。現在、

県は、ソフト面での整備として、土砂災害防止

法に係る警戒区域の指定を急ピッチで進めてお

ります。しかし、同時に、県民のハード整備に

対する要望も一層強くなってきており、雨季や

台風時での安全で安心な暮らしを常に切望して

います。そこで、県内における急傾斜地崩壊対

策にどのように取り組まれておるのか、県土整

備部長にお伺いいたします。

県内には急○県土整備部長（東 憲之介君）

傾斜地崩壊危険箇所が8,314カ所あり、このうち

保全対象人家が５戸以上の箇所や、老人福祉施

設等の要配慮者利用施設がある箇所など、優先

すべき2,680カ所を対象に整備を進めているとこ

ろであり、その整備率は、昨年度末現在で29.4

％となっております。しかしながら、施設整備

には多くの費用と時間を要することから、県と

しましては、住民の早期避難を促す取り組みも

大変重要であると考えておりまして、国の方針

に基づき、土砂災害警戒区域等の指定のための

基礎調査を平成31年度までに完了させるととも

に、防災意識の向上を図るための講座を開催す

るなど、ソフト対策にも力を入れているところ

であります。今後とも、国や市町村などと連携

を図りながら、ハード・ソフト一体となった土

砂災害対策をしっかり推進してまいりたいと考

えております。

本県は、豊かな自然が大きな○後藤哲朗議員

魅力の一つですが、同時に、自然災害への備え

が不可欠な地域でもあります。したがって、

ハード・ソフト両面から県土の強靭化を図るこ

とが重要だと考えます。このたびの「宮崎県国

土強靭化地域計画」は、地域強靭化に関する県

の他の計画の指針となるべきものと、重要な位

置づけがされています。県民の命と安全・安心

を守るという大前提、大命題が上位計画に当た

るということで、傘・アンブレラ計画とも言わ

れます。他県では、総合計画よりも上位に持っ

てきているところもあります。特に、環境森林

部、農政水産部、県土整備部の公共事業三部

は、国土強靭化地域計画に基づく公共事業の重

要性・必要性という視点で予算の獲得に臨んで

ほしいと思います。以上、要望です。

続きまして、教育行政についてお尋ねいたし

ます。

まず、国が進める働き方改革に関連してお尋
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ねいたします。教育現場における働き方改革

は、温故知新、不易流行、そして時流として、

今こそ真剣に考えないといけないのではないで

しょうか。私は、教職員がみずからキャリア

アップを図り、やりがいや充実感を感じながら

教育活動に専念することが大変重要だと考えま

すが、教育長の考えと本県の取り組みについて

お伺いいたします。

子供たちにとりまし○教育長（四本 孝君）

て、学校における最大の教育環境は、教職員で

あります。このため、教職員がキャリアアップ

を図り、やりがいや充実感を持って子供たちに

向き合うことは、大きな教育効果を生むことに

つながり、大変重要なことであると考えます。

県教育委員会では、教職員が、みずからの教職

人生における将来の目標を見据えた計画をつく

ることや、その実現に向けて自己研さん等に励

むことが大切であると考えまして、現在、キャ

リアデザインを描くための手引書を作成してお

り、今後、初任者研修や学校でのミーティング

等でその活用を図ることとしております。ま

た、教職員がやりがいや充実感を感じ、その能

力を十分発揮できるよう、本県独自の「教職員

の働きやすい環境づくりプログラム」に基づ

き、県教育委員会では、調査や提出書類等の削

減、休暇取得の促進など、10項目に取り組むと

ともに、学校では、管理職のリーダーシップの

もと、学校組織体制の改善や、行事・会議の精

選等に取り組んでおります。

ぜひ、働き方改革を教育の現○後藤哲朗議員

場で取り組んでいただきたい。先般、教育長み

ずから、「早く帰りなさいよ」とおっしゃって

いただいたという職員もいらっしゃいましたの

で、よろしくお願いいたします。

次に、学校ＮＩＥ（新聞教材活用）の推進に

ついてお尋ねいたします。思考、日本語論など

さまざまな分野で創造的な仕事を続け、その存

在は、現在の知の巨人と称される外山滋比古さ

んが、昨年の11月に「新聞大学」という本を出

しました。新聞には、政治・経済から社会、文

学、娯楽、スポーツなど、森羅万象の情報が満

載であり、外山さんが新聞を大学に見立てたの

もうなずけます。

さて、次期学習指導要領の改訂案では、情報

社会を生きる上で、言語能力や読解力が重要で

あることを強調し、語彙や表現力、多彩な知識

を得られる読書の推進を、言語能力向上の柱に

据えるとしています。また、文科省は、「新聞

を読むことは、こうした力を養うことに効果的

だ」としています。そこで、ＮＩＥなど新聞を

活用した教育活動が有効だと考えますが、教育

長のお考えと本県の取り組みについてお伺いい

たします。

新聞を活用し、記事○教育長（四本 孝君）

に関する意見交換や、複数の記事の読み比べを

行うといった教育活動は、次期学習指導要領に

おいて重視されている思考力や判断力、表現力

等の育成につながるものであり、有効な手だて

の一つであると考えております。県教育委員会

ではこれまでも、新聞社、教育行政、学校等の

代表で構成されますＮＩＥ推進協議会と連携を

図り、同協議会が指定している実践指定校を中

心に、新聞を活用した教育活動が効果的に行わ

れるよう、具体的な指導・助言を行っておりま

す。また、教職員に対して、全国レベルの研究

会等への参加を呼びかけたり、公開授業等を通

して先進事例を広く紹介したりするなど、その

普及・啓発に努めているところであります。

実は、私、先日、横浜にある○後藤哲朗議員

新装成った日本新聞博物館（ニュースパーク）
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の館長さんから、ＮＩＥについていろんなお話

を伺うことができました。時間の都合上、１点

のみお話ししますと、主権者教育に非常に参考

になると。それも学校図書館で生徒たちが勉強

する。主権者教育に新聞、まさしくそうかなと

いう感じがいたしました。全国各地のいろんな

先進事例はありますが、今、主権者教育に新聞

をという視点、切り口は大事じゃないかなと思

いますので、どうかいろいろと御検討いただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、警察行政であります。

質問に入ります前に、昨年の刑法犯罪の認知

件数が大きく減少されましたことに、敬意と感

謝の意を表します。防犯ボランティアの方々に

よる地道なパトロール活動や防犯カメラの増加

などにより、犯罪を警戒する地域社会の目が密

になったことが考えられますが、私は、警察に

おかれての制服警察官による街頭活動の強化や

防犯情報の積極的な発信など、効果的な犯罪抑

止対策が功を奏したのではないかと、そのよう

に思っております。引き続き、安全で安心な宮

崎づくりのために御尽力いただきたいと思いま

す。

それでは、ストーカー規制法の改正について

お尋ねいたします。昨年５月に、東京都小金井

市で、音楽活動をしていた女性が、ファンの男

にツイッターに執拗な書き込みをされた末に、

刃物で刺されて一時重体となった事件がありま

した。この事件のような、近年、中高生らを中

心に深刻化しているインターネット上のつきま

とい、「ネットストーカー」に規制の網をかけ

ること等を目的に改正がなされたようでありま

す。県内においても、ストーカーの相談受理件

数は、平成27年が280件、28年が296件と増加し

ているようです。そこで、県警本部長に、ス

トーカー規制法の主な改正点と警察の対応につ

いてお伺いいたします。

改正ストーカー○警察本部長（野口 泰君）

規制法は、昨年の12月14日に公布され、一部の

規定を除き、本年１月３日に施行されました

が、その主な改正点は、規制対象行為であるつ

きまとい等の行為の中に、被害者の住居等の付

近をみだりにうろつく行為、拒まれたにもかか

わらず、ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス、いわゆるＳＮＳを用いてメッセージを連

続して送信する行為等が新たに加えられたほ

か、ストーカー行為罪については、告訴がなく

ても公訴を提起することができるようになり、

罰則も引き上げられるなどされました。警察と

しましては、今後も、ストーカー規制法を積極

的に適用するとともに、被害者等の保護対策を

徹底し、被害者等の生命・身体の安全確保を最

優先とした対策をとってまいります。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

最後にもう一点お伺いしたい点があります。

地域総合メンテナンス業務についてでありま

す。県では、平成27年度より、道路の巡視業務

や異常時パトロール業務等を地域維持型契約方

式として試行されてきました。そこで、地域総

合メンテナンス業務について、これまでの試行

の検証結果と本格実施に向けた見直し点等につ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

道路や河川○県土整備部長（東 憲之介君）

などの維持管理業務を包括して発注する地域総

合メンテナンス業務につきましては、平成27年

度から試行を開始し、受注者との意見交換やア

ンケート調査により、検証を進めてきたところ

であります。その結果、年間を通じて事業量が

確保されたことによる新規雇用の創出や、企業

間のサポート体制が確保されたことによって、
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緊急対応の迅速化が図られ、県民サービスの向

上などの効果が確認されたところであります。

平成29年度からは、包括契約による効果をより

一層向上させるため、単年度だった契約期間を

２カ年として本格実施することとしておりま

す。県としましては、この制度を実施すること

により、社会資本等の適切な維持管理及び地域

における災害対応力の強化、さらには中長期的

な担い手の育成・確保につながるものと考えて

おります。

ありがとうございました。よ○後藤哲朗議員

ろしくお願いします。

代表質問ということで、当局の考え方、方向

性を中心に、午前中の外山会長と重ならないよ

うに質問をしてまいりました。長時間にわたり

お時間をいただき、星原議長を初め関係各位に

感謝申し上げ、傍聴席の皆様に御礼申し上げま

して終了いたします。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ま○星原 透議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時57分散会


