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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、後

藤哲朗議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○後藤哲朗議員

ざいます。平成29年６月15日、快晴、定例県議

会一般質問２日目、自民党の後藤哲朗でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

郷土の歌人・若山牧水と同様に、酒と旅と

海、川、空、そして山々の自然を愛する私にと

りまして、ビッグニュースが届きました。それ

は、「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」の

登録決定であります。世界ブランドであるユネ

スコエコパーク登録により期待される効果は、

地域の資源が宝として再認識され、自然と人が

共生する宮崎を国内外へアピールできるなど、

一層の観光・地域の振興に期待がかかります。

祖母傾ユネスコエコパーク大分・宮崎推進協議

会、そして知事を初め関係各位に、敬意と感謝

の意を表します。ありがとうございました。

そこで、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク

の登録決定を受けての知事の思いをお伺いいた

します。

引き続き、知事にお尋ねいたします。公益財

団法人地方自治総合研究所の今井主任研究員

は、人口減における自治体イノベーションの講

演の中で、次のようなことを言われていまし

た。「大都市圏を除いて、1975年代から人口減

少は続いており、自治体にとって人口減少その

ものは恐れるに足りない。国民国家としての地

方財政制度が続く限り、人口が減少してもナ

ショナルミニマムとしての行政サービスは提供

できる。自治体財政が破綻するのは、地域活性

化幻想によって余計な政策に取り組んで債務が

増加するときに限られる。地域活性化とは、本

来、国が取り組むべき経済・産業政策を自治体

に転嫁して、失敗の責任を押しつけるイデオロ

ギーである」、そして最後に、「人口減少社会

における自治体イノベーションとは、地域社会

と県民生活の規模と推移に応じて政治、行政を

転換していくこと」と言われておりました。と

ころで私は、人口減少問題は、問題でなく前提

条件として捉えていく必要性を強く感じており

ます。そこで、人口減少社会における県政運営

の取り組みについて、御所見をお伺いいたしま

す。

同じく、引き続き知事にお尋ねいたしま

す。27年９月定例会で、2015年九州経済白書を

もとに、私は次のような質問を知事にしており

ます。「2010年における県庁所在都市の人口の

県内シェア平均は、32％となっており、宮崎市

は35.3％で平均を超えています。本県は、県土

も広く、人口10万人以上の都市もバランスよく

所在しておりますが、県内で進むと予測される

宮崎市への人口の一極集中について」という内

容です。答弁内容は、「私は、国レベルでは東

京の一極集中、また九州レベルでは福岡へ、そ

して県レベルでは宮崎市へと、それぞれのレベ

ルでの一極集中が進んでいるというのが実態で

あろうかと思っております。本県が将来にわ

たって自立した地域を構築していくためには、

宮崎市以外にも、県西の都城市、県北の延岡市

を同様の都市機能を有する都市として考えてお

りまして、この３つの都市圏が、周辺市町村と

の間で連携・協力することで、都会への人口流

出を食いとめる人口のダム機能を担っていただ

平成29年６月15日(木)
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くことを期待しているところであります」等々

でありました。そこで、御答弁から約２年が経

過しようとしており、都城市、延岡市ともに人

口減少の傾向でありますが、都城地区及び延岡

地区における人口のダム機能の現状と認識につ

いて、知事にお伺いいたします。

次に、南海トラフ地震・津波対策の推進につ

いてお尋ねいたします。

南海トラフ地震が発生した場合、本県の犠牲

者、最大死者数は、約３万5,000人、そのうち

約90％が津波による犠牲者と想定されていま

す。このため、沿岸市町の住民は地震発生後速

やかに避難することが大変重要となりますが、

迅速な避難のためには、地震・津波の即時検知

が必要であります。南海トラフ地震のような海

域で発生する地震（海溝型地震）や津波をいち

早く正確に検知するためには、海域での観測が

欠かせなく、国では地震・津波観測監視システ

ム（ＤＯＮＥＴ）の整備を行っています。しか

しながら、四国沖から日向灘海域は、この観測

網が未整備となっており、早急な整備を国へ強

く要望する必要があります。そこで、防災・減

災など危機管理の陣頭指揮をとられます郡司副

知事に、津波避難に対する認識と、地震・津波

観測監視システム（ＤＯＮＥＴ）の必要性につ

いてどのように考えておられるのか、お伺いい

たします。

また、もう一点は、今後、津波避難対策をど

のように進めていかれるのか、郡司副知事にお

伺いいたします。

次に、高速道の整備促進についてお尋ねいた

します。

鎌原副知事におかれましては、赴任前の国土

交通省道路局路政課長の肩書が示すように、高

速道の早期整備への手腕が期待されるところで

あります。ある新聞のインタビューの取材の中

で、「やりがいのある仕事を任されれば、疲れ

など感じません。宮崎のために汗をかきます

よ」と言われています。高速道、県内未整備区

間の整備促進は、大変やりがいのある仕事だと

思いますが、鎌原副知事に、本県の高速道路の

整備状況について、感想をお伺いいたします。

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。

まず、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク登

録決定についてであります。昨日、ユネスコ本

部で開かれた会議におきまして、祖母・傾・大

崩地域のユネスコエコパークへの登録が正式に

決定をされまして、大変うれしく思っておりま

す。地元の延岡市、高千穂町、日之影町を初

め、宮崎、大分両県の推進協議会の関係者な

ど、御支援、御協力をいただきました方々に、

心からの感謝と、またお祝いを申し上げたいと

思います。

今回の登録は、この地域の豊かな自然と、自

然と共存した暮らしが、世界的なモデルとして

高く評価されたものであります。これまで自然

を敬い、自然の恵みを大切に守りながら暮らし

てこられた地元住民の皆様に対しまして、深く

敬意を表したいと思います。

今回の登録決定は、ゴールではなく新たなス

タートであると考えております。今後とも、大

分県や地元の市町のほか、関係機関ともしっか

り連携をしながら、この貴重な地域資源を確実

に次世代へ継承する取り組みや、人と自然が共

生する本県の魅力の発信に努め、一層の地域振

興を図ってまいりたいと考えております。
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次に、人口減少下における県政運営について

であります。本県は、この20年間で約８万人、

人口が減少するなど、本格的な人口減少社会を

迎えております。今後の県政運営に当たりまし

ては、長期的な見通しを持って課題を克服する

とともに、地域の強みを伸ばしながら、住民一

人一人が将来に希望を持てる社会を築いていく

ことが大切であると考えております。このため

本県では、成長産業や中核的企業の育成等によ

る産業振興や良質な雇用の確保、ユネスコエコ

パークへの取り組みなど世界ブランドの地域づ

くり、さらには、ワーク・ライフ・バランスの

充実などの働き方改革、子育て環境の整備な

ど、さまざまな取り組みを行っているところで

あります。引き続きこうした取り組みを進めま

すとともに、国や市町村、民間ともこれまで以

上に連携を図り、人口減少問題にしっかりと取

り組みながら、持続可能で活力ある県づくりに

全力を尽くしてまいりたいと考えております。

最後に、人口のダム機能についてでありま

す。都城市と延岡市には、雇用の場や医療・教

育機関などの都市機能が集積しており、周辺市

町村を含めた広域的な連携・協力の中心都市と

して、県央地区とともに人口のダム機能を果た

すことが期待されております。県全体で若年層

の流出が続く中、県西、県北においても同様に

厳しい状況にあると認識をしております。その

一方で、例えば都城地区では、強みである農畜

産業やこれらを生かした食品関連産業の振興、

延岡地区では、海外展開も視野に入れた東九州

メディカルバレー構想の推進や、東九州自動車

道の整備に伴う新たな観光・情報発信拠点の展

開、また、それぞれの地区での企業立地の推進

など、若者の定着促進や交流人口の拡大につな

がる地域づくりの取り組みも出てきているとこ

ろであります。このような動きをさらに発展さ

せながら、将来も住み続けられる、そして住み

続けたいと思ってもらえるような地域づくりを

進め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〕 お答えしま○副知事（郡司行敏君）

す。

津波避難に対する認識と地震・津波観測監視

システムの必要性についてであります。南海ト

ラフ地震に伴う津波に対しましては、命を守る

ために、県民一人一人が迅速かつ安全に避難で

きる体制を構築することが、何よりも重要であ

ると考えております。また、津波から一刻も早

く避難するためには、迅速・的確な津波情報の

伝達が重要となりますが、現在、熊野灘沖、足

摺岬沖に設置されております地震・津波観測監

視システム（ＤＯＮＥＴ）は、従来よりも、地

震の発生を最大で10数秒程度、津波の発生を10

分程度、早期に、かつ正確に検知することが可

能なため、より迅速な避難に活用できるものと

期待をしているところであります。現在、日向

灘海域はこの地震・津波観測監視システムの空

白地帯となっており、今後30年以内に70％とい

う高い確率で発生すると言われております南海

トラフ地震に備え、できるだけ早期に整備する

必要があると考えております。

次に、今後の津波避難対策の取り組みについ

てであります。県では、住民の迅速かつ安全な

津波避難行動を支援するため、沿岸市町と連携

しながら、津波避難タワー等の避難場所や避難

経路の確保・整備を進めるとともに、地域の実

情に即した避難訓練の実施など、県民の命を守

ることを最優先として、引き続き、ハード、ソ

フトのさまざまな対策に取り組んでまいりたい

と考えております。また、日向灘海域への地震
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・津波観測監視システム（ＤＯＮＥＴ）の設置

につきましても、先月末の国に対する提案・要

望において、文部科学省等に要望を行ったとこ

ろでありますが、できるだけ早期に整備されま

すよう、南海トラフ地震対策に関する10県知事

会議とも連携しながら、強く国に要請してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（鎌原宜文君）

します。

本県の高速道路の整備状況についてでありま

す。私は、副知事に就任後、努めて県内各地を

訪問し、また、いろいろな方からお話を伺うよ

うにいたしました。その中で多くの方から、昨

年４月に東九州自動車道が北九州市から宮崎市

までつながり、企業立地や観光などでさまざま

なストック効果があらわれてきていると伺いま

した。一方で、未整備区間である西臼杵地区や

県南地区におきましては、高速道路整備に対す

る強い期待と要望があり、私自身も、ストック

効果を県内全域に波及させるためには、早期の

全線開通が必要であると強く実感したところで

ございます。県政の課題である地方創生や災害

への備えという意味でも、高速道路を初めとす

る人流・物流ネットワークの整備は非常に重要

であると認識をしております。私といたしまし

ては、これまでの自分の知識、経験、つながり

なども最大限生かしながら、本県の高速道路が

一日も早く全線開通いたしますよう、県議会の

皆様の御協力もいただきながら、全力で取り組

んでまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔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。

それでは順次、質問、要望等を行ってまいり

ますので、よろしくお願いいたします。

まず、知事に、人口のダム機能についてであ

ります。都城市、延岡市には、前回の答弁と同

じく、周辺市町村を含めた広域的な連携・協力

の中心都市として、県央地区とともに人口のダ

ム機能を果たすことが期待されているところで

す。今後、人口の一極集中から、県立宮崎病院

の整備、防災庁舎、そして国体に関連してのス

ポーツ施設の整備と、投資の一極集中が宮崎市

になります。知事がおっしゃる期待だけでな

く、具体的な見える形としての御支援等をよろ

しくお願いいたします。

次に、地震・津波観測監視システムを早期に

整備する必要性は、津波被害軽減に直結するか

らと考えます。従来よりも、地震の発生を最

大10数秒程度、津波の発生を10分程度、早期か

つ正確に検知することが可能になれば、気象庁

が緊急地震速報を活用し、観測データを県が市

町村に配信し、各市町村が避難等の対応を独自

に判断することが可能になります。防災・減災

には、３つの識、認識、知識、そして意識が重

要とよく言われますが、県民の命と安全を守る

ため、悠長なことは言っておられないというな

ら、観測監視システムを早期に整備するという

意識のもと、郡司副知事には汗をかいていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークに

関連し、県道３路線についてお尋ねいたしま

す。このたびのユネスコエコパークへの登録に

より、地域活性化、環境教育や研究の拠点とし

ての活用など、さまざまな効果が期待されま

す。宮崎県側からエコパーク登録地域に向かう

場合、先ほど鎌原副知事から心強い答弁をいた

だきました、九州中央自動車道や国道218号を経
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由し、大崩山周辺には県道岩戸延岡線を、九州

本土では唯一の天然杉の自生地を持つ延岡市北

方町の鬼の目山周辺には県道上祝子綱の瀬線

を、傾山周辺には県道日之影宇目線を利用する

ことになります。しかしながら、これらの県道

は、川沿いの急峻な地域を縫うように通過して

いるため、狭い区間が多く残る道路でありま

す。車道幅員5.5メートル以上の改良率は、最も

高い県道岩戸延岡線でも19.7％となっておりま

す。そこで、県道岩戸延岡線、上祝子綱の瀬

線、日之影宇目線の道路整備の取り組みについ

て、県土整備部長にお伺いいたします。

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、山間部の急峻な地形

を通過していますことから、抜本的な道路整備

を行うには多くの予算と時間が必要と考えてお

ります。しかしながら、これらの路線は、地域

の方々の重要な生活道路でありますことから、

車道幅員5.5メーター以上の改良率の算出には反

映されませんが、地元の要望を踏まえ、部分的

な拡幅や待避所の設置などの、いわゆる1.5車線

的道路整備もこれまで順次進めてきたところで

あります。今後とも、地域の皆様の意見を伺い

ながら、これらの道路を利用される方々が安全

に走行できるよう、限られた予算の中ではあり

ますが、引き続き必要な整備を行ってまいりた

いと考えております。

実は、注視していただきたい○後藤哲朗議員

点は、大分県側のアクセスはどうなのか。それ

と知事も先ほど、今回のエコ登録、スタートラ

インということをおっしゃいました。だから、

この整備区間につきましては、中山間・地域政

策課、そして観光推進課等と連携して、今後ま

た整備を進めていただきたい、そのように思っ

ております。よろしくお願いします。

次に、地域資源のブランド化についてお尋ね

いたします。本県には、豊かな自然や、神楽を

初めとする伝統文化などの多くのすばらしい地

域資源があります。そして、このたび、祖母・

傾・大崩ユネスコエコパークが正式に登録さ

れ、綾ユネスコエコパーク、世界農業遺産高千

穂郷・椎葉山地域とあわせ、県内に３つの世界

ブランドを有することとなりました。私ども

は、本県の宝として共有していかなければなり

ません。そのような中、本年度の新規事業とし

て、新たな地域資源の掘り起こしや再評価を目

的とする、地域資源ブランド化推進事業があり

ます。そこで、今後、新たな世界ブランド・日

本ブランド化を目指してどのように取り組んで

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

今、お話にあ○総合政策部長（日隈俊郎君）

りましたとおり、本県は、綾ユネスコエコパー

ク、そして今回認定された祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパーク、さらに高千穂郷・椎葉山地域

世界農業遺産と、３つの世界ブランドを獲得し

たところでございますけれども、これらに代表

されますように、多くのすばらしい地域資源を

有しており、それらを活用した取り組みが各地

で行われているところであります。しかしなが

ら、県内にはまだまだ活用されていない地域資

源も数多くありますことから、今年度、新たに

その掘り起こしや専門家等による学術調査・研

究を行うとともに、ブランド活用策の検討や情

報共有を図るために、全県的な推進体制の構築

にも取り組むこととしたところであります。今

後とも、本県の誇る地域ブランドを県民の宝と

して情報発信し、地域住民の誇りの醸成や交流

人口の拡大などに努め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。い○後藤哲朗議員

つも学術者会議とか有識者会議とか出てくるん

ですけれども、県庁職員の皆さん方、大変優秀

な方がたくさんいらっしゃるんです。最初は

ワーキンググループというか、皆さん方が意見

を出し合って、最後のほうで学術に基づくス

トーリー性をつくっていくという感じで……。

実は、今回、山間部が非常に脚光を浴びていま

すが、約400メートルある海岸線、青島の洗濯板

であるとか、日向の馬ヶ背であるとか海岸林と

かですね。以前は土木遺産、橋の101選、そうい

うのもされています。県内に資源というのが結

構あるんじゃないかなと思いますので、時間外

じゃなくていいですから、時間中に職員の皆さ

ん方とわいわいやりながら意見を出し合うとい

うか、そういったブランド化というのがいいん

じゃないかなと思いますので、よろしくお願い

いたします。

続きまして、「家庭の日」についてお尋ねい

たします。「家庭という言葉はみんな知ってい

るが、その大切さを理解し、再認識し、そのた

めに行動する人をふやしていきたい」、このよ

うな趣旨から、県では昭和41年に、毎月第３日

曜日を「家庭の日」と定め、さらに、昭和52年

に青少年健全育成条例にも規定されました。県

や県青少年育成県民会議が提唱しているもの

で、県ＰＴＡ連合会や県中体連も賛同して推進

している運動です。家庭での親子の触れ合いに

つきましては、別に第三者が口を出すものでも

ない、各家庭でいろいろな家庭状況やいろいろ

な考え方があると思いますが、この日が制定さ

れた趣旨を考えて有意義に取り組めたらと考え

ます。そこでまず、「家庭の日」の意義につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

家庭は、最も○福祉保健部長（畑山栄介君）

基本的かつ重要な社会の構成単位でございまし

て、青少年の安らぎと育成の場でもあります。

このため県では、広く県民が、青少年の健全な

育成に関し、家庭の果たす役割についての理解

を深めるための日としまして、毎月第３日曜日

を「家庭の日」と定め、家族がともに遊び、団

らんしながらともに食べるなどといった、「心

ふれあう５つの共感活動」の取り組みを広く呼

びかけているところであります。

続きまして、教育委員会で○後藤哲朗議員

は、「家庭の日」は部活動を休みにする取り組

みを行っているようですが、どのように推進さ

れているのか、教育長にお伺いいたします。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

「家庭の日」の意義を踏まえまして、平成28年

３月に改訂いたしました「教職員の働きやすい

環境づくりプログラム」におきまして、週１回

及び第３日曜日の「家庭の日」は部活動を休み

にする取り組みを始めたところでございます。

しかしながら、昨年度、スポーツ庁が実施をい

たしました「全国体力・運動能力、運動習慣等

調査」の運動部活動の状況調査におきまして、

土曜日、日曜日に休養日を設けている本県中学

校の割合は60.2％でございまして、まだまだ十

分でない状況でありました。そのため、本年４

月、新たにリーフレットも作成をいたしまし

て、週１回の休養日は土曜日、日曜日のいずれ

かに設定する取り組みとあわせて、「家庭の

日」は部活動を休みにする取り組みをさらに推

進しているところでございます。

昨日、岩切議員からも、部活○後藤哲朗議員

動での顧問の先生方の過重労働問題が指摘され

ました。「家庭の日」の推進を切り口として取

り組んでいる、ある中学校の校長先生がいらっ

しゃいました。本当に素直な気持ちです。顧問
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の先生方にも「家庭の日」を大切にしてほしい

との思いで、かなり進んでおりました。ぜひ推

進のほどよろしくお願いいたします。

次に、発達障がいの特性理解と支援について

お尋ねいたします。

発達にハンディキャップがあるといっても、

その内容は多様であります。一人一人のハン

ディキャップは確実に存在し、科学が進歩して

も、まだそれらをなくせません。生ある限り続

くハンディキャップを背負いながら、きょうも

その重みを本人と家族が担い、歩いています。

それを少しでも軽減したい、そして持てる力を

十分に発揮してもらいたいと願ってやみませ

ん。

ところで、去る本年の１月28日、延岡市で開

催されました、県の委託事業であります発達障

がい地域支援事業、「発達障がいのある人の幸

せを考える」講演会に、黒木正一先輩と出席い

たしました。私ども、ほんの少しでも発達障が

いの特性を理解できればとの参加でありまし

た。そこで、県は、発達障がいの特性をどのよ

うに捉え、県民への理解促進と当事者への支援

をどのように進めていかれる考えなのか、福祉

保健部長にお伺いいたします。

発達障がいの○福祉保健部長（畑山栄介君）

特性でございますが、コミュニケーションの障

がいやパターン化した行動、興味・関心の偏

り、こだわりが強いなどといった特徴が、さま

ざまに重なってあらわれるものと言われており

ます。このため、県内３カ所に設置しておりま

す発達障害者支援センターなどにおきまして、

保護者等からの相談に対応し、日常生活や集団

生活への適応訓練を実施するなど、それぞれの

特性に応じた支援に取り組んでいるところでご

ざいます。また、発達障がい者の社会参加を促

進するためには、発達障がいの特性への理解を

深めまして、社会の受け入れ体制を整えていく

ことが重要でございます。県としましては、引

き続き、発達障害者支援センターなどでの相談

・支援に取り組みますとともに、保護者、関係

者を初め、広く県民を対象とした講演会等によ

りまして、発達障がいの特性への理解を促し、

受け入れ体制の構築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

ここで、御案内させていただきたいのです

が、県が宮崎県自閉症協会に委託している、

「発達障がいの人たちの生きづらさについて考

える」講演会が、来月の29日に延岡で、翌日

の30日に佐土原で開催されますので、県のほう

も、御案内方、いろいろとよろしくお願いをい

たします。

続きまして、林業成長産業化地域創出モデル

事業の延岡・日向地域についてお尋ねいたしま

す。昨日の井上議員の質問及び答弁内容で十分

理解できましたが、１点だけ質問をいたしま

す。延岡・日向地域林業成長産業化地域構想の

実現に向けて、県として今後、延岡・日向地域

に対しどのようなかかわり方をしていかれるの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

県は、モデ○環境森林部長（川野美奈子君）

ル事業の選定に向けて、延岡・日向地域に対し

まして、事業計画の構想段階から地域での協議

に参画し、両市での合同申請を後押しするな

ど、積極的に働きかけてきたところでありま

す。延岡・日向地域は、豊富な森林資源を有

し、国内有数の大型製材工場が立地するなど、

日本を代表する林業先進地であります。この地

域が取り組む再造林の推進や担い手の確保に向

けた事業の成果を県内に広く波及させること
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は、本県の林業の成長産業化に大きく貢献する

ものと考えております。このため県としまして

は、来月に地域の官民で設置する「延岡・日向

循環型林業推進協議会」に参画するとともに、

山会議とも連携して、事業が円滑かつ効果的に

進みますよう、助言・指導や関連事業の実施に

よる支援を行うなど、本地域の構想実現に向け

て、延岡・日向地域の取り組みをしっかりとサ

ポートしてまいりたいと考えております。

よろしくお願いをいたしま○後藤哲朗議員

す。

次に、海岸林の整備についてお尋ねいたしま

す。本県の延岡市から串間市までの約400キロ

メートルの海岸線には約1,600ヘクタールの森林

が存在し、海岸防災林として潮害、飛砂、風害

の防備等の災害防止機能を有しており、古くか

ら農地や居住地を災害から守るなど、地域の生

活環境の保全に重要な役割を果たしています。

樹齢200年以上のクロマツ林が造成されている一

ツ葉の海岸林を初めとして、県内の海岸林の保

護・管理は藩政時代から行われてきたと考えら

れています。その後、明治に入り、藩有のもの

は国有となり、昭和７年以降、国、県において

海岸林の新設、植栽、補植が実施されており、

先代から受け継がれた貴重な県民の財産となっ

ています。そこでまず、本県の海岸松林では、

近年、甚大な松くい虫被害が発生しています

が、平成28年度の状況について、環境森林部長

にお伺いいたします。

松くい虫被○環境森林部長（川野美奈子君）

害につきましては、平成17年度以降3,000立方

メートル台で推移していたところであります

が、27年度は宮崎市を中心に約5,000立方メート

ルと大幅に増加し、ここ10年間で最も大きな被

害量となったところであります。このため、関

係者が一体となった徹底防除を行うととも

に、28年度からは、人家近くの背の高い松等を

対象に、ピンポイントで薬剤が散布できる無人

ヘリによる防除や、感染源の一つとなっていた

民家等の被害松の処分を開始したところであり

ます。その結果、28年度の松くい虫被害量

は、27年度の約56％の2,767立方メートルとな

り、平成以降の被害のピークであります３年度

の５分の１にまで減少したところであります。

また、被害の大きかった宮崎市の海岸松林にお

いても、対前年度比で56％と被害が大きく抑え

られたところであります。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

では、その被害木を伐採した跡地の復旧状況

について、環境森林部長にお伺いいたします。

松くい虫の○環境森林部長（川野美奈子君）

被害跡地につきましては、海岸防災林としての

機能を回復させるため、松くい虫に強い抵抗性

松や、潮風に強いヤマモモ等の広葉樹の植栽な

どにより、海岸部を優先して復旧を進めている

ところであります。現在把握している被害箇所

につきましては、今年度末にはおおむね８割の

復旧が完了する見込みでありますが、今後とも

国に対して予算の重点配分を要望するなど、積

極的な確保に努め、早期の機能回復を図ってま

いりたいと考えております。

引き続き、環境森林部長にお○後藤哲朗議員

尋ねいたします。先般、佐賀県の虹の松原、静

岡県の三保の松原と並び日本三大松原に数えら

れています、福井県の気比の松原に調査に行っ

てまいりました。対応を福井森林管理署の署長

さん等にしていただきました。この気比の松原

は、近年、松くい虫被害等で松が衰退しつつあ

るそうです。そこで、福井森林管理署では、

県、市、有識者、市民団体と連携して、「気比
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の松原100年構想」、今後の松原の姿のビジョン

と、その達成のための具体的な方法を取りまと

めたそうです。そこで、今後、海岸林を守り、

積極的に活用していくためには、国や県、市町

村、地元住民等が一緒になって取り組んでいく

べきと考えますが、県の考え方をお伺いいたし

ます。

海岸林は、○環境森林部長（川野美奈子君）

防災林としての機能はもとより、美しい景観を

形成し、地域住民の憩いの場になっているな

ど、県民共有の財産でございます。この海岸林

を将来にわたってしっかりと保全していくため

には、議員御指摘のとおり、国や県、市町村、

住民等が力を合わせて取り組むことが大変重要

であると考えております。このため県では、森

林（もり）づくりへの県民の参加を促し、意識

の醸成を図ることを目的とした「水と緑の森林

（もり）づくり県民ボランティアの集い」の開

催や、海岸林で活動する森林ボランティア団体

に対する支援に取り組んでいるところでありま

す。また、海岸にあります松林につきまして

は、国や市町村等と一体となった松くい虫の防

除対策を行っているところであります。今後と

も、かけがえのない海岸林が地域の宝として守

られ、生かされるよう、関係者の連携強化に努

めてまいりたいと考えております。

ところで、延岡には、一ツ葉○後藤哲朗議員

の松林ほどではありませんが、長浜海岸林とい

うすばらしいところがございます。県の植栽事

業が入ったところもあります。知事が現場主義

を大切にされていますので、環境森林部長もぜ

ひ視察していただきたい、そのように思いま

す。

続きまして、観光の振興、特にヘルスツーリ

ズムについてお尋ねいたします。

本県の観光推進では、宮崎の恵まれた資源を

生かした地域主導による魅力ある観光地づくり

や、着地型、体験型観光地づくり等が大きな課

題と認識しております。そのような中、先ほど

のユネスコエコパーク登録内にある日之影町の

森林セラピー基地は、平成18年に全国で初めて

認定された、地域が誇るすばらしい自然の観光

資源だと思います。この森林セラピーは、従来

の観光サービスに、休養・保養を要素とした健

康サービスを組み合わせるヘルスツーリズムを

推進しています。代表的なメニューは、ウオー

キング等の運動メニュー、リフレッシュ目的の

癒やしメニュー、田舎の味を楽しめる栄養メニ

ューなど多彩なプログラムを提供中で、これら

を個人の体力や好みに合わせて組み合わせるこ

とで、心と体を癒やす健康の旅を可能としてい

ます。私は、ウオーキングコースの矢筈岳ト

ロッコ道を家内と以前歩きましたが、二日酔い

がとれ、気分爽快になった記憶があります。そ

こで、知事は日之影町において森林セラピーを

体験されたとのことでありますが、そのときの

感想についてお伺いいたします。

私もことしの４月、妻○知事（河野俊嗣君）

と２人で日之影町を訪れまして、初めてだった

んですが、森林セラピーを、地元のガイドの方

の案内をいただきながら体験してまいりまし

た。町内に６つあるコースのうち、石垣の村ト

ロッコ道コースというところを約１時間かけて

ゆっくり歩いたわけでありますが、森林セラ

ピーといいますと、森林浴をしながらウオーキ

ングをする、そういうイメージはあったわけで

すが、それだけにとどまらないさまざまな刺激

がある。鳥のさえずりを聞きながら、ガイドの

方に「あれはオオルリです」「あれはシジュウ

カラです」というふうな解説をいただきなが
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ら、また道端の葉っぱにしても、単に見れば

葉っぱですけど、そのガイドの方がぽんと葉っ

ぱを折ったら、非常に爽やかな香りがする。

「これはヤブニッケイです」「ハナミョウガで

す」というような話を聞きながら、大変興味深

いおもしろい活動だなという感じがしました。

森林セラピーは、本当に新鮮な刺激にあふれ

た、心にも体にも優しい癒やしのアクティビ

ティーでありまして、魅力的な観光素材である

ということを改めて実感したところでありま

す。今回のユネスコエコパークの登録によりま

して、改めて注目度が高まり、ブランド力がさ

らに強まるというふうに感じておりますので、

積極的に日之影町とも連携しながら情報発信を

行い、観光誘客や地域振興に大いに活用してま

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

引き続き、観光の振興についてお尋ねいたし

ます。昨年度、県の取り組みで、世界農業遺産

の旅行商品可能性調査の中でモニターツアーを

実施されておりますが、その結果について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

モニター○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ツアーにつきましては、事前に行いましたワー

クショップやニーズ調査の結果を踏まえまし

て、商品化の可能性を探るために実施したとこ

ろでございます。ツアーでは、東京、福岡の旅

行会社や食、デザイン、インバウンド誘致の専

門家などを招聘し、１泊２日の行程で、日之影

町の森林セラピーや五ヶ瀬町の釜炒り茶づくり

などの体験をしていただいたところでございま

す。参加者からは、都会では味わうことができ

ない非日常の体験や、地元の方の自然なおもて

なしなどにより、日々のストレスが軽減された

と、高い評価を得たところでございます。今年

度は、これらの結果を踏まえまして、新たな着

地型旅行の商品化に取り組んでまいりたいと考

えております。

観光庁では、地域の特性を生○後藤哲朗議員

かし、かつ多様化する旅行者のニーズに即した

観光を提供するニューツーリズムの振興を図っ

ています。このニューツーリズムの中で、ヘル

スツーリズムが非常に伸びている分野と言われ

ています。ヘルスツーリズムとは、「自然豊か

な地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に

優しい料理を味わい、心身ともに癒やされ、健

康を回復・増進・保持するもの」等と定義をさ

れています。国内のプログラムでは運動が一番

多く、次が温泉、そして食と続きます。今ある

資源を最大化させて売り出すことができること

が、特徴であります。ヘルスツーリズムの市場

は世界で拡大しており、経済産業省も本年の秋

に認証制度を立ち上げる予定と言われておりま

す。そこで、自然や食といった本県が既に有し

ている資源を生かし、ヘルスツーリズムなどの

新たな旅行需要を獲得していく必要があると考

えますが、商工観光労働部長に御所見をお伺い

いたします。

本県に○商工観光労働部長（中田哲朗君）

は、議員御指摘のとおり、ユネスコエコパーク

や世界農業遺産など、自然、さらには食といっ

た多くの魅力ある観光資源があり、これらの資

源を生かし、新たな旅行需要を取り込むこと

は、観光客の誘致拡大を進める上で重要な視点

であると考えております。このため県では、現

在、みやざき観光コンベンション協会や市町村

等と一緒になって、観光資源の発掘、磨き上げ

を行っているところでありまして、それぞれの

観光資源を、例えば、健康や癒やしなどの旅行

ニーズを捉えた、テーマ性のある着地型観光と
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して打ち出していきたいと考えております。今

後とも、本県が有する観光資源を生かしなが

ら、新たな旅行需要に対応した誘客に取り組ん

でまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○後藤哲朗議員

ます。

続きまして、地産地消の推進についてお尋ね

いたします。

先月末に開催されました「みやざきの食と農

を考える県民会議」の総会に参加をさせていた

だきました。この県民会議は、食の安全・安心

の確保の視点に立ち、本県の豊かな食資源や食

育・地産地消活動の広域的な情報発信のほか、

学校給食や直売所、量販店及び飲食店等と連携

した地場産物の消費拡大を推進し、県民が将来

にわたり豊かで健康的な食生活を送り、生き生

きと過ごせる地域社会の実現を目指すものであ

り、「食の宝庫みやざき」の特徴を生かした、

すばらしい活動内容だと感じました。その活動

報告の中で、農産物や水産物の直売所を核とし

た地産地消の取り組みが県内各地で積極的に推

進されており、県民会議では、その活動を支援

するため直売所アドバイザーを招聘し、きめ細

かな指導を行っておられるとのことです。直売

所は、地域の特色ある四季折々の旬の食材を提

供する地産地消の実践の場としてだけでなく、

私の地元であります延岡市のように、小規模農

業者が多く、しかも高齢化が進んでいる地域で

は、生涯現役で農地を守っていく取り組みとし

ても大変重要な役割を果たしているものと考え

ます。そこでまず、本県直売所の地域別及び運

営形態別の数とその課題について、農政水産部

長にお伺いいたします。

県内の農林水○農政水産部長（大坪篤史君）

産物の直売所につきましては、本年の３月末現

在で149カ所ございまして、地域別では、県北

に42カ所、県央に47カ所、県西に41カ所、県南

に19カ所となっております。また、運営形態別

では、食品産業や農業法人によります法人経営

が40カ所と最も多く、次いで、地方公共団体や

第三セクターが31カ所、加工グループなどのグ

ループ経営が25カ所、そして農協や漁協の経営

が24カ所などとなっています。課題といたしま

ては、店舗によっては、販売や運営のノウハウ

が不足して売り上げが低迷したり、さらには経

営者の高齢化や後継者がいないといった実態が

あると認識しております。

直売所も小売店ですので、魅○後藤哲朗議員

力がなければ続いていかないのは当然です。地

域住民の協同で事業を盛り上げていく直売所

は、しっかりと指導を行い、農林水産業の振

興、地産地消推進のため大切に育てていく必要

があると、私は考えます。そこで、直売所の魅

力向上や経営安定に向け、県民会議や県ではど

のような支援を行っているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

県では、直売○農政水産部長（大坪篤史君）

所の魅力向上や経営の安定に向けまして、県民

会議と協力して、さまざまな取り組みを進めて

おります。例えば、専門のアドバイザーを招き

まして、昨年は年間で14店舗を対象にして、季

節ごとの品ぞろえなどの商品企画とか、商品の

特徴を紹介した棚づくりなど、魅力ある店舗づ

くりを支援してまいりました。また、経営安定

に向けまして、売り上げに基づく経営分析や商

品広告の効果的な制作方法等についてのセミ

ナーも開催したところでございます。さらに

は、消費者に対しまして安全・安心な農林水産

物を提供することが大変重要ですので、残留農

薬分析に要する経費の補助とか、食品表示に関



- 79 -

平成29年６月15日(木)

するセミナーの開催、巡回指導等の支援を実施

しているところでございます。

ここで、紹介をさせていただ○後藤哲朗議員

きたいことがあります。本年の２月に、東臼杵

北部農業改良普及センターや延岡市、ＪＡ延岡

などの関係機関でつくる「延岡地区営農振興協

議会」は、産地戦略会議を開いています。昨年

度の成果や本年度の計画が報告されました。今

年度から３カ年計画で新たに取り組む作物は、

スナップエンドウと産直農産物だそうです。産

直農産物は、品目には特にこだわらないとし、

ただ、出荷する産直会員に生産意識や生産意欲

の温度差があることから、生産者グループによ

る研究会などを今後組織して品質向上を図るそ

うです。この協議会の出席者はほとんど小規模

農家の方ですが、少しでも売り上げを伸ばそう

という、県の担当の皆さん方の生産者に寄り添

う姿勢を、本当にありがたく思っております。

県内には、１支庁、６つの振興局ごとに農業改

良普及センターがありますので、宮崎方式営農

支援の取り組みによる産地力強化で、さらに直

売所の魅力を高めていただきたいと思います。

また、大手量販店に対応できる大型の産地経営

体を育成していくことは、もちろん大きな課題

でありますが、地域の実態に応じた産地づくり

についても、しっかりと目を配っていただきた

いと考えております。

さて、直売所の機能は、旬の食材を提供する

だけでなく、直売所での加工食品の開発や障が

い者雇用など、さまざまな可能性を秘めている

ものと考えます。そこで、県内の直売所で特色

のある取り組みをしている事例の紹介と、今後

の取り組みに対する農政水産部長の意気込みを

お伺いいたします。

事例の紹介で○農政水産部長（大坪篤史君）

すが、例えば美郷町では、直売所に出荷できな

くなった高齢農家を対象にしまして、一軒一軒

訪問して集荷して回る「共同集荷システム」を

構築しますとともに、町内４つの直売所の経理

の一元化や直売所間の商品融通を行うなど、中

山間地域の小さな直売所のモデルとなる先駆的

な対策が実施されています。また、高千穂町で

は、地元の加工グループが、地域の特産品でご

ざいます乾燥タケノコと干したスケソウダラを

甘辛く煮つけた「ぼんだら」というお盆用の食

事を缶詰にして販売するなど、農林水産物の加

工品開発の取り組みもなされているところであ

ります。直売所は、地域の経済循環活動の中心

として重要な役割を果たすとともに、食育や地

産地消の拠点にもなっていますので、優良事例

のＰＲ等も含め、今後とも積極的に支援してま

いりたいと存じます。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

ありがとうございました。

それでは最後に、地球温暖化対策についてお

尋ねいたします。

昨年11月議会で、議員発議案第４号「資源循

環型林業の確立による地方創生の実現を求める

意見書」を提出し、可決となりました。これ

は、2015年12月に採択された「パリ協定」にお

いて、我が国が、温室効果ガス排出量を、2030

年度までに2013年度比で26％削減することを目

標とする約束草案を提出していることと、この

削減目標量の２％を森林吸収源対策によって確

保するとされたことを受けた意見書でありまし

た。地球温暖化の原因は、御案内のとおり、産

業革命以降の産業活動や生活スタイルの変化に

よるもので、我が国はＣＯ の排出世界５位の２

主要排出国となっています。地球温暖化対策は

産業活動に由来するわけでありますが、大規模
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な工場が少ない本県では、むしろ基幹産業であ

る農林水産業での温暖化対策が重要となりま

２す。農林水産業は、その生産活動によりＣＯ

の排出者となる一方で、良好な農地や森林を維

持していくことでＣＯ の吸収・削減者にもな２

ります。さらに、温暖化の進行による異常気象

や酸性雨などでは、その被害者となります。そ

こで、本県の農林水産業における地球温暖化対

策について、環境森林部長、農政水産部長それ

ぞれにお伺いいたします。

森林・林業○環境森林部長（川野美奈子君）

における地球温暖化対策でございますが、ま

ず、森林については、地球温暖化の原因となる

大気中の二酸化炭素を吸収し、固定する機能を

有しており、また、木材については再生産可能

でございまして、その活用を進めることで二酸

化炭素の排出量を抑制するなど、地球温暖化防

止に大きく貢献しているところであります。こ

のため環境森林部におきましては、国の森林整

備事業や森林環境税を活用した伐採跡地の再造

林や下刈り、除間伐の推進など、適切な森林の

整備や保全に努めるとともに、県産材による製

材や製品の積極的な利用促進を図っているとこ

ろであります。また、地球温暖化への適応策と

しまして、林業技術センターにおきまして、短

期間で成長する早生樹の導入に向けた試験や、

温度変化に対応したシイタケの生産技術に関す

る研究にも取り組んでいるところでございま

す。

農政水産部で○農政水産部長（大坪篤史君）

は、進行する地球温暖化に対応するため、全国

に先駆けまして、平成20年度、総合農業試験場

に農水産業温暖化研究センターを設置しますと

ともに、平成23年度には農水産業地球温暖化対

応方針を策定しまして、温暖化対策に鋭意取り

組んでまいりました。具体的には、１点目、

「温暖化を活かす」という視点から、ライチな

どの亜熱帯果樹の産地化を進めますとともに、

２点目、「温暖化から守る」という視点から、

高温に強い水稲の普及や牛舎の自動温湿度管理

システム等の開発を行ってきております。それ

から３点目、「温暖化を抑制する」という視点

から、ＣＯ をできるだけ出さないように、施２

設園芸ハウスへのヒートポンプ暖房の導入や、

漁船への省エネ機器の導入などを進めてまいり

ました。地球温暖化対策では、徐々に進行する

現象にどう対応するかという現実的な観点が大

変重要でございますので、今後、関係機関とも

十分連携しながら、安定した農業・水産業が継

続できる技術の開発、普及、導入等に取り組ん

でまいりたいと存じます。

気候変動に関する政府間パネ○後藤哲朗議員

ルのパチャウリ議長はかつて、「地球温暖化を

とめる技術は、既に人類の手の中にある。ない

のはやる気だけだ」と述べておられました。ユ

ネスコエコパークの登録のように、自然に恵ま

れた豊かな環境を享受している宮崎県だからこ

そ、地球温暖化対策に真摯に向き合い、我々の

子孫にしっかりと引き継いでいく必要があると

考えます。そこで、知事に、地球温暖化防止に

ついての思いをお伺いいたします。

地球温暖化は、人類や○知事（河野俊嗣君）

生態系全体に影響を及ぼす極めて重要な課題で

ありまして、我々が享受しておりますこの宮崎

の住みよい環境というものを次の世代に引き継

いでいくために、今の我々の世代が長期的視点

を持って真剣に取り組んでいく必要がある、将

来世代に対する責務であると考えております。

このため県では、宮崎県環境計画におきまし

て、「低炭素社会の構築」を大きな施策の柱と
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して掲げて、節電などの省エネ、再生可能エネ

ルギーの導入、二酸化炭素吸収源としての森林

整備や農林作物の適応策の推進など、さまざま

な施策に取り組んでいるところであります。ま

た、県民の意識の醸成や積極的な実践を促すた

めに、地球温暖化防止のために行動する人づく

りとしての環境教育などにも取り組んでいると

ころであります。今後とも、地球温暖化防止に

つきましては、御指摘にありましたように、全

国有数の日照時間や降水量、豊かな森林資源な

どの本県の特性を最大限に生かした取り組み

を、県民、事業者、市町村と一体となって積極

的に進めてまいりたいと考えております。

以上で終わります。ありがと○後藤哲朗議員

うございました。（拍手）

次は、前屋敷恵美議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。国会は、昨夜か

ら異例づくめの運営で、共謀罪の強行をいたし

ました。この問題も含めて、通告に従って一般

質問を行いたいと思います。

まず、知事の政治姿勢について、２点お伺い

をいたします。

１点目は、憲法９条に「自衛隊」を明記する

ことについてです。安倍首相は、施行70年の憲

法記念日に、2020年施行と期限を切って、憲法

９条の改定を表明しました。憲法９条の１項、

２項を残したまま、３項を設け、「自衛隊」を

条文に明記するとしました。９条１項の戦争、

武力による威嚇、部力行使の放棄、２項の戦力

の不保持に加え、３項に自衛隊の存在理由を書

き込めば、この３項に基づき、海外での部力行

使は文字どおり無制限となり、２項は事実上空

文化することになります。自民党改憲草案は、

国防軍の創設を掲げ、国際社会の平和と安全を

確保するなどの活動を位置づけています。安倍

政権が、従来の憲法解釈を根底から覆し、安保

法制で集団的自衛権行使まで容認した自衛隊を

憲法に書き込めば、自衛隊の存在の追認にとど

まらず、海外での無制限の武力行使に道を開く

ことにほかなりません。憲法９条をなし崩しに

する安倍首相の改憲発言について、知事の御見

解を伺います。

２点目は、「共謀罪」法案についてです。国

会は、「共謀罪」法案の採決をめぐり、きょう

未明、参議院の法務委員会での採決を省略して

参議院本会議を開き、中間報告を行い採決を強

行するという民主主義を無視した暴挙で、「共

謀罪」法案の成立を図りました。私は怒り心頭

です。幾ら名称を「テロ等準備罪」、テロ対策

だと言いかえても、その中身は、国民の内心の

自由を侵害して監視社会をつくり、一般人が捜

査の対象になっていくものです。しかも、その

中身は、国民にほとんど知らされていないのが

現実です。政府は、「一般国民は対象外、組織

的犯罪集団でなければ捜査はしない」と言いま

すが、組織的犯罪集団の明確な定義もなく、判

断するのは捜査機関であり、警察に捜査対象と

目されて疑われれば、一般人ではなくなるとい

う強権そのものです。既に警察は、環境問題の

学習会等に参加した市民を監視するという違法

な調査活動などをやっており、こうしたことに

お墨つきを与えるのが、この共謀罪です。しか

も、政府の言う丁寧な十分な審議とはほど遠

く、法務大臣の答弁を聞けば聞くほど、ますま

す不安や懸念、疑念は深まるばかり。しかも答

弁は二転三転しています。もっと十分な審議

で、説明責任を果たすべきです。国連が任命し

た特別報告者の「共謀罪」法案に対する懸念の

書簡は、国際社会がプライバシー権や人権侵害
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を憂慮するあらわれです。密告や冤罪がはび

こって、物言えぬ監視社会をつくっていく、ま

さに戦前の治安維持法の再来です。それを許す

のかが問われています。物言えぬ社会をつくら

ないために、民主主義を守っていくために、共

謀罪は廃止以外にないと考えます。知事の御見

解を伺いたいと思います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、憲法９条についてであります。現在、

憲法改正をめぐる議論が活発化しております。

特にこの９条の改正につきましては、賛成、反

対それぞれの立場からさまざまな意見が表明さ

れているところであります。言うまでもなく、

憲法９条は、憲法の基本原理の一つである平和

主義を定めたものでありまして、この９条の根

底にある平和主義という理念は、今後とも守ら

れるべきものと考えております。今後の議論に

際しましては、この理念を大切にし、また、我

が国を取り巻く安全保障環境の変化なども考慮

に入れながら、慎重かつ丁寧な国民的議論がな

されるべきものと考えております。

次に、組織的犯罪処罰法の改正についてであ

ります。この改正は、東京オリンピック・パラ

リンピックを３年後に控える中、国際組織犯罪

防止条約を締結し、国際的なテロ対策の強化を

図ることを目的として実施されたものと認識を

しております。この改正につきましては、一定

の犯罪において実行以前の処罰を可能としてい

ることから、一般市民も捜査の対象になるので

はないか、恣意的な捜査が行われるおそれはな

いかといった点について、国会の場で議論が行

われたところであります。私としましては、今

後、適正な捜査の確保など、法の運用面におい

て、国民が不安や心配を感じることのないよ

う、慎重な対応がなされる必要があるものと考

えております。以上であります。〔降壇〕

御答弁をいただきました○前屋敷恵美議員

が、テロ対策は今ある法律で十分対応できる、

そういうものですから、わざわざこの共謀罪を

つくる必要はないというふうに考えるもので

す。

安倍首相は、秘密保護法、安保法制（戦争

法）に続いてこの共謀罪をつくり、さらに憲法

９条を2020年までに変えると宣言いたしまし

た。安倍首相の狙いは、国民に真実を隠し、国

民を監視し、海外で無制限に戦争する国をつく

り上げることにあると言えます。朝日新聞に、

「戦後が戦前になっていく」とうたった短歌が

ありました。まさに共謀罪は、戦争に反対する

声を封じ込めていく手段です。日本ペンクラブ

はもとより、２万6,000人以上の作家、ジャーナ

リストが参加する国際ペンも、共謀罪に反対す

る声明を発表しました。今、世界中が、日本の

進もうとする危険な方向を危惧しています。世

界の紛争や問題は、武力、軍事力によらない平

和的な外交でこそ解決すべきです。戦争の放棄

と戦力の不保持を宣言した憲法９条を持つ日本

だからこそできる、日本が果たすべき国際貢献

であり、このことが名誉ある地位を占めること

になるのではないでしょうか。このことを私は

強く訴えたいと思います。

次の質問に移ります。高い国保税と国保の都

道府県化（広域化）の問題についてです。

依然として国保税の高騰が続いています。国

保税は、住民税などと同じく、前年度の所得に

基づいて計算されるために、会社を退職して年

金生活となった人や失業した人、事業不振に
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陥った自営業者など、収入が激減した人が多額

の国保税を請求され、保険税の滞納が生じると

いう実態もあります。こうした中で、2018年

度、来年度から、国保の運営主体・保険者が、

これまでの市町村に都道府県が加わり、都道府

県が財政運営の責任を担う、国保の都道府県化

が始まろうとしていますが、国保の広域化で国

保税がどうなるのか、自治体や住民にどのよう

な影響を及ぼすことになるのか、しっかり見定

めなければなりません。

まず、国保における県内の状況を伺いたいと

思います。市町村国保における１人当たり国保

税の最高額、最低額、平均額、滞納世帯数、短

期保険証、資格証明書の交付状況、滞納世帯に

対する差し押さえ徴収件数と金額についてお答

えください。

まず、保険税○福祉保健部長（畑山栄介君）

の調定額でございますが、平成27年度の１人当

たりの一般被保険者分で申し上げますと、年額

で、最も高い市町村は10万3,891円、最も低い市

町村は６万9,495円、県平均で９万410円となっ

ております。

次に、滞納の状況でございますが、平成28年

６月１日現在で申し上げますと、市町村国保、

全世帯18万4,129世帯のうち、滞納世帯数が３

万74世帯で、短期被保険者証の交付世帯が１

万2,563世帯、資格証明書の交付世帯が1,430世

帯となっております。

最後に、差し押さえの状況でございますが、

平成27年度の状況で申し上げますと、延べ5,032

世帯、差し押さえ額は約12億6,000万円となって

おります。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

お聞きする中で、滞納が非常にふえている状

況があるかと思いますが、私は、このふえた要

因として、決して悪質滞納者がふえたわけでは

なくて、高齢者や低所得者層の加入者が多い国

保で、国保税が高いという国保の構造的矛盾が

ある、そしてまた、実効ある救済措置がないと

いう制度の不備によって引き起こされたものだ

と考えています。今回、県が市町村に示す標準

保険税率には、市町村が行う一般財源繰り入れ

は反映されておりませんが、来年度、平成30年

度以降は、市町村が行ってきた一般会計からの

繰り入れは認めないということなのか、伺いた

いと思います。

平成30年度以○福祉保健部長（畑山栄介君）

降の新制度におきましては、県が財政運営の責

任主体としての役割を担うことになります。一

方で、保険給付とか保険税率の決定、賦課徴収

といった地域におけるきめ細かな事業について

は、引き続き市町村が実施することになりま

す。制度改革によりまして、市町村は県に納付

金を納めることになりますが、御質問の標準保

険税率につきましては、その納付金の財源を保

険税で賄う場合に必要となる税率を市町村にお

示しするものでございます。市町村は、この標

準保険税率を参考にしながら、引き続き、それ

ぞれの実情を踏まえ、一般会計からの繰り入れ

をするかしないかも含めまして、実際に賦課す

る税率を決定することになります。

また改めて、後でこの繰り○前屋敷恵美議員

入れについてはお伺いしたいと思います。

国が進める都道府県化によって、国保財政の

課題が解決されるとお考えですか、伺いたいと

思います。

この制度改革○福祉保健部長（畑山栄介君）

における財政面のポイント、大きく２つござい

ます。１つ目は、運営のあり方の見直しであり

ます。県が財政運営の責任主体となることで、
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市町村は県へ納付金を納付する一方で、給付に

必要な費用は全額、県が市町村に交付するとい

うことになります。このため市町村は、年度途

中に給付費が急増するというような場合でも、

新たな財源を確保する必要はなくなることにな

ります。２つ目が、公費拡充による財政基盤の

強化であります。平成27年度から実施されてお

ります1,700億円に加えまして、30年度以降、さ

らに1, 7 0 0億円、全国規模で毎年、合わせ

て3,400億円の財政支援が実施されることになっ

ております。こうした見直しによりまして、国

保財政はこれまでより安定し、財政状況につい

ても改善が図られるものと考えております。

先ほど、自治体からの一般○前屋敷恵美議員

繰り入れについては独自の判断に委ねられると

いうお答えだったんですけれども、今、国の方

針は、市町村の独自繰り入れは削減もしくは解

消の方向で進められていると理解しています。

これが進みますと、国保税は高くならざるを得

ず、国保の構造的矛盾は何ら解決されないと思

います。今、国が1,700億続けて投入をするとい

うことでしたけれども、それがいつまで続くか

わからないという問題もあり、また、徴収が悪

くて市町村が納付金を納められない場合は、基

金からの貸し付けということもうたってあると

思うんですけれども、貸し付けでそれを賄うと

なると、ますますその負担というのは市町村に

大きくかかってくるのではないかと思うところ

です。

次に移ります。都道府県国民健康保険運営方

針が策定されますけれども、基本的な考え方を

伺いたいと思います。

国民健康保険○福祉保健部長（畑山栄介君）

運営方針は、県、市町村がそれぞれの立場から

役割分担をしつつ、保険者の事務を共通認識の

もとで実施していくために、県内の統一的な国

保の運営方針として定めるものでございます。

具体的には、国民健康保険の医療費及び財政の

見通し、保険税の標準的な算定方法に関する事

項のほか、資格管理、保険給付、保険税の賦課

徴収といった、市町村が引き続き担う事業の広

域的、効率的な運営の推進に関する事項などに

ついて定めることとしております。このため、

市町村と緊密に連携し、意見調整を行うことが

重要と考えておりまして、市町村との連携会議

において課題を共有し、運営方針の内容につい

て検討を行っているところでございます。

市町村との連携、十分に進○前屋敷恵美議員

めていただきたいと思います。

また、国保運営協議会の被保険者代表の委員

の選定についてですけれども、公募が行われた

のかどうか伺いたいと思います。

国民健康保険○福祉保健部長（畑山栄介君）

運営協議会でございますが、運営方針の作成と

か事業費納付金等の重要事項について御審議い

ただくこととなっております。この協議会の委

員でございますが、被保険者代表、保険医また

は保険薬剤師の代表、公益代表、被用者保険の

代表から構成することとなっておりまして、制

度改革に当たり専門的な観点から意見のいただ

ける方を、関係機関からの御推薦をいただき、

選定いたしました。なお、このうち被保険者代

表の中には、公募により選定された市町村の国

保運営協議会委員も含まれているところでござ

います。

委員の選定につきましては、それぞれの立場

から専門的に御審議いただけるよう選定を行っ

ておりますので、当面はこの体制で臨んでまい

りたいと思っております。

私は、直接公募による委員○前屋敷恵美議員
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を構成員に加えることが必要だと思うところで

す。まずは県民の生活実態などを把握するこ

と、また、住民の皆さん、県民の皆さんの意見

や要求などを酌み取る上では、直接話が聞ける

という点では極めて重要だと思います。ぜひこ

の方向を今後追求していただきたいと思います

し、構成人数をふやすことも必要かというふう

に思っているところですので、よろしくお願い

したいと思います。

あわせて、今、自治体が独自につくっており

ます保険税減免制度がございますが、国保の制

度改正後も引き続き存続ができるのかも伺って

おきたいと思います。

保険税の減免○福祉保健部長（畑山栄介君）

につきましては、現在、市町村が条例等で基準

を定めて実施しているところでありますが、こ

れにつきましては、制度改革後も市町村の判断

で行われることになります。

国保の都道府県化の実施ま○前屋敷恵美議員

であと１年足らずとなっています。今後、県か

ら示される１人当たりの保険税は、法定外繰り

入れをこれまでしてきた自治体などでは、当

然、現行より高くなることが予想されます。今

後、都道府県化の運営になったとしても、国保

は国民皆保険制度の基礎となるべきもので、法

に明記された社会保障制度です。この社会保障

制度に値する、つまり自治体が住民の皆さんの

命と健康を守る立場での制度運営を保障するこ

とが必要だと思います。国保税を低く抑えるた

めの法定外繰り入れについては、市町村の判断

が尊重されるべきと思います。先ほど御答弁を

いただきましたけど、再度、この法定外繰り入

れについてしっかりと確認をさせていただきた

いと思います。

法定外の繰り○福祉保健部長（畑山栄介君）

入れにつきましては、県のほうでは標準保険税

率をお示ししますが、それぞれの地域の実情に

応じて、繰り入れをするかしないかも含めて、

各市町村において定めていくものでございま

す。

わかりました。○前屋敷恵美議員

先ほどもお話ししましたが、国保は、助け合

いの制度ではなくて、法で明確に規定された社

会保障制度ですから、本来、国が財政的な責任

を負わなければならないものだと思います。

今、国保財政が厳しい根本的な原因は、1980年

代には50％を超えていた国庫負担金の割合が、

今では25％程度にまで引き下げられたことにあ

ると思います。国庫負担金の必要性について

は、全国知事会でも１兆円の国保負担増を要求

するなど、幅広い共通認識となっているのが現

状だと思います。国庫負担金を大幅にふやし

て、国保の財政構造を抜本的に変えない限り、

さらなる保険税の高騰は避けられません。しか

し今、国は、都道府県に国保財政の運営責任を

担わせ、医療費適正化計画による給付費の抑

制、地域医療構想による病床削減などの権限を

全て都道府県に集中し、一体的施策として、医

療費削減を強力に推し進めようとしておりま

す。しかし、大事なことは、国民一人一人の命

の尊厳をどう守るかです。必要な医療をどう保

障するか、これは政治の責任、行政の責任、役

割だというふうに思います。私は、このことを

忘れて、さまざまな医療改革などあり得ないと

思います。このことを強く申し上げておきたい

し、これからの都道府県化、県民の皆さんの命

と暮らしと健康をどう安定して守っていくの

か、このことをしっかりと踏まえていただきた

いと思います。

次に移りたいと思います。マイナンバー（個
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人番号）の取り扱いについて伺います。

各市町村の事業所への住民税の特別徴収通知

書へのマイナンバー記載が行われています。総

務省は３月６日、通知書に個人番号を記載する

よう指示する通知を行いました。全国的には、

住民税の特別徴収通知書へのマイナンバー不記

載の自治体はかなりあると聞いております。県

内の状況をお聞かせください。

県内市町村におき○総務部長（桑山秀彦君）

ます平成29年度の個人住民税特別徴収税額決定

通知書につきましては、個人番号を記載した市

町村が19団体、個人番号を記載しなかった市町

村が７団体となっております。

マイナンバーを記載した通○前屋敷恵美議員

知書を誤って送付した問題が今起きています。

県内の状況をあわせてお聞かせください。

県内の市町村で○総務部長（桑山秀彦君）

は、都城市、小林市、えびの市、高鍋町及び新

富町において、特別徴収税額決定通知書の誤送

付がありましたほか、木城町においては郵便の

誤配達がありまして、合わせて８事業所、25名

分の個人番号を含む特定個人情報の漏えいが

あったと報告を受けております。

この通知書の郵送方法なん○前屋敷恵美議員

ですけど、どういう形態がとられたのか、確認

したいと思います。

通知書の送付方法○総務部長（桑山秀彦君）

でございますが、県内26市町村のうち、普通郵

便が24団体、それから差し出した記録の残る特

定記録郵便が１団体、そして簡易書留が１団体

ということになっております。

送付については、おおむね○前屋敷恵美議員

普通郵便で行われているようです。事業所には

マイナンバーの厳重な管理が義務づけられてい

るというふうに聞いておりますけれども、それ

に比べれば、普通郵便で送るなどは、安易な送

付方法ではないかと思います。今回、通知書に

記載された内容は、住所、氏名、マイナン

バー、所得、税額の課税状況などで、まさに個

人情報そのものです。実際の誤送付は、今お答

えもいただきましたけれども、３市３町の８事

業所、25人に及ぶという状況でもあります。ま

た、事前に誤送付したのがわかって、開封前に

回収した通知書などもあったというふうにも聞

いているところです。この誤送付に関して、さ

らに外部への個人情報の流出はなかったので

しょうか。

誤送付されました○総務部長（桑山秀彦君）

特別徴収税額決定通知書につきましては、いず

れも、判明後、速やかに回収しておりまして、

誤送付先の事業所から外部に情報が流出した事

例はなかったと確認しております。

国民一人一人に番号をつけ○前屋敷恵美議員

ることは、国が強力に推し進めてきました。し

かし、あくまでも個人の情報です。本人が提示

していないマイナンバーを、行政が一方的に送

りつける、そういう事業所通知は個人情報漏え

いに当たるのではないかと私は考えます。それ

は許されないというふうに思いますが、いかが

ですか。少なくとも本人の同意や確認が必要か

と思います。

特別徴収税額決定○総務部長（桑山秀彦君）

通知書に個人番号を記載することにつきまして

は、「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律」第19条第１

項の規定に基づいて、特別徴収義務者に対して

個人番号を提供できることとされているところ

でございます。

個人番号を記載することが○前屋敷恵美議員

できると規定されているという話でしたけれど

平成29年６月15日(木)
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も、個人情報を持っているそれぞれの個人が最

優先されなければならないと思っております。

ですから、本人の承諾なしに勝手に、各事業所

に公表するということはおかしい話だと思いま

す。個人情報はあくまでも、本人の承諾なしに

は事を進めてはならないものだと思っておりま

す。

また、県は、マイナンバーの記載を求めた総

務省通知を市町村におろしております。ただ機

械的に流すだけという無責任なことになっては

いけないと思います。個人情報ですから、本人

同意が必要と思いますし、先ほど、記載しない

自治体が７自治体ございましたけれども、あく

までも記載しないと決めた自治体の判断が尊重

されるべきことで、記載の強制をするようなこ

とがあってはならないと思います。マイナン

バーの活用は、広げれば広げるほど個人情報漏

えいの危険性、より深刻なプライバシー侵害を

招くおそれを増幅させます。県はこうした認識

をしっかりと持って、県民の個人情報の保護に

努めることを強く求めたいと思います。部長、

いかがでしょうか。

県といたしまして○総務部長（桑山秀彦君）

は、地方税における個人番号を含む特定個人情

報の取り扱いが適切に行われるよう、県内各市

町村に対する助言に努めているところでありま

すが、市町村税の賦課徴収に関する事務につき

ましては、最終的には市町村の判断で行われる

ものと考えております。いずれにいたしまして

も、今後、今回のような誤送付等の事案が再び

生じないように、引き続き各市町村に対し、個

人情報の適切かつ慎重な取り扱いを徹底するよ

うお願いしてまいりたいと考えております。

ぜひ、県民の個人情報の保○前屋敷恵美議員

護、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。

次に移ります。就学援助費の支給時期の改

善、いわゆる前倒し等について伺いたいと思い

ます。

経済格差が拡大する中で、子供の貧困は、社

会的な問題として、宮崎県も例外ではありませ

ん。義務教育段階の就学援助は、学校教育法の

第19条において、「経済的理由によって、就学

困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護

者に対しては、市町村は、必要な援助を与えな

ければならない」と規定されています。就学援

助は、生活保護法第６条第２項に規定する要保

護者と、市町村が要保護者に準ずる程度に困窮

していると規定し、市町村教育委員会が認めた

準要保護者を対象としております。市町村が行

う援助のうち、要保護者に対しては国が２分の

１の補助をしていますが、準要保護者に対する

国庫補助は、小泉内閣の三位一体改革によっ

て2005年度に廃止され、一般財源化されていま

す。全国の就学援助制度の利用者は、小中学生

全体の15.42％、これは2013年度の時点ですが、

６人に１人の子供が利用しています。子供の貧

困が広がる中で、さらなる拡充が必要になって

いると思います。県内の就学援助の状況につい

て、要保護者、準要保護者の人数及びその率を

お聞かせください。

就学援助につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、市町村が世帯の所得の状況等をもとに要

保護、準要保護の認定をしております。本県に

おきまして、平成27年度にこれらの認定を受け

た児童生徒の数は、暫定値ではございますが、

要保護が995人、準要保護が１万3,575人であり

ます。全児童生徒数に占める認定者数の割合

は16.0％となっているところでございます。

2015年８月24日付の「平○前屋敷恵美議員
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成27年度要保護児童生徒援助費の事務処理につ

いて」という文科省通知の中で、「支給は年度

の当初から開始し、各費目について児童生徒が

援助を必要とする時期に速やかに支給すること

ができるよう十分に配慮すること（特に「新入

学児童生徒学用品費等」）」などと、入学準備

に間に合うように支給する努力を要請しており

ます。2016年９月26日付でも同様の通知がなさ

れておりますが、小中学校に入学する際に支給

される新入学児童生徒学用品費等の支給状況に

ついて伺いたいと思います。

就学援助につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、学校教育法に基づきまして、市町村が主

体的に実施をしているところでございます。新

入学児童生徒学用品費等の支給時期につきまし

ては、一部の市町村で保護者の希望等に応じて

４月に支給しておりますが、大部分の市町村で

は、おおむね６月前後となっております。

希望に応じて４月の支給が○前屋敷恵美議員

なされているようですけれども、それはどの程

度の自治体に及んでいるんでしょうか。

本県におきまして○教育長（四本 孝君）

は、３市町において４月に支給されているとい

うふうに存じております。

おおむね入学準備に間に合○前屋敷恵美議員

うような支給にはなっていないというのが、県

内の現状のようだと思います。毎年のように文

科省から支給改善を促す通知に対しての受けと

めは、非常に弱いと言わざるを得ません。

文科省は、要保護者に対する就学援助の新入

学児童生徒学用品費等（入学準備金）につい

て、2017年度から制度の拡充を行いました。１

つには、国の補助単価を２倍に引き上げたこと

です。２つには、支給時期について、中学校は

入学前でも可能であることを明示し、小学校に

ついては、交付要綱を改正して入学前の支給を

可能にしました。文科省はことし３月31日付

で、都道府県教育委員会教育長宛てに、改めて

新入学児童生徒学用品費等の前倒し支給を実施

するよう通知を出しておりますが、この文科省

初等中等教育局長通知の徹底について伺いたい

と思います。

本年３月31日付の文○教育長（四本 孝君）

部科学省からの通知は、市町村が実施する就学

援助につきまして、国において予算単価等の一

部見直しを行うとともに、中学校と同様に、援

助を必要とする小学校に入学する前の就学予定

者に対して、新入学児童生徒学用品費等を速や

かに支給できるよう交付要綱を改正したもので

ございます。県教育委員会といたしましては、

市町村に対して、新入学児童生徒学用品費等の

早期支給が定着するよう、引き続き周知を行い

ますとともに、今後とも、就学援助の充実に向

け、必要な情報の提供や助言等に努めてまいり

たいと考えております。

先ほども申しましたよう○前屋敷恵美議員

に、文科省は毎年毎年、速やかにこの就学援

助、とりわけ入学準備金については、間に合う

ように支給をするべきだということで、催促、

促しているところなんですけれども、なかなか

市町村がそれをしっかり受けとめることができ

ないというのが今の現状です。今、子育て支援

の中で、子供たちの貧困の問題も取り上げられ

ている中では、もっとしっかりと受けとめる、

このことが大事でありまして、県の教育委員会

は、そういうことを徹底して市町村に求めてい

くことが必要ではないかと思うところです。決

して強制的にやれという話ではないわけですか

ら、ぜひ、本当に困っている、また必要として

いるこういう準備金が、速やかに手元に渡るよ



- 89 -

平成29年６月15日(木)

うに配慮することが必要だと思うところです。

今回の新入学児童生徒の就学援助の前渡し

は、私は、文科省としては一定の改善が図られ

たという点では評価できるものだと思います。

しかし、実施対象を要保護世帯に限定しており

まして、これでは十分な改善とは言えないと思

います。対象を、準要保護世帯を初め、必要と

する世帯児童全てに拡大することが必要だと思

います。また、何より、今年度の入学準備に間

に合わなかった世帯に早い時期に支給されるよ

う、この教育局長通知が生かされるように、ぜ

ひ県としても働きかけを行っていただきたい、

このように思います。

宮崎県は、「子育て日本一」を掲げ、子供の

貧困対策にも取り組んでおられます。子供たち

の「学び」を保障するためにも、就学援助制度

は大事な事業です。全国的な指数から見ても、

宮崎県は要保護・準要保護世帯への援助率は高

いとは言えません。もっと広げることが必要で

す。子供たちの誰もがひとしく教育を受けられ

る環境を整える、そのための行政の役割・責任

は極めて重要なものです。県も市町村ととも

に、子供たちにしっかり寄り添う教育行政を進

めることを強く求めるものでございます。よろ

しくお願いをしたいと思います。

次に、急傾斜地崩壊対策事業の早期整備につ

いて、同意取得困難状況の解決について伺いた

いと思います。

昨年の台風16号の豪雨によって、宮崎市高岡

町赤谷地区で住宅裏山の山林の崩壊が生じまし

た。県は、緊急時の急傾斜地崩壊対策事業とし

て、国の認定を受けて工事を進めることにしま

した。しかし、山林の所有権が47名の共同所有

ということが判明して、地権者が多数であるた

め、早期に用地取得の見込みが立たず、県は緊

急事業としての扱いを断念し、通常の急傾斜地

崩壊対策事業に変更いたしました。しかし、い

ずれにしても、用地取得のための地権者の確認

作業は行わなくてはならず、工事着工のめどを

立てることは困難な状況にあります。

被害に遭われた当事者の方は、今後いつ起き

るかわからない災害に対する不安を抱きつつ生

活されております。梅雨の時期に入り、台風も

これから幾度となくやってくるでしょう。本当

に不安な生活を余儀なくされることだと思いま

す。一日も早い工事着工を願っておられるわけ

ですが、現実問題として、地権者である47名の

方の状況を見ると、地権者名義も古くて、故人

となられた方も多数おられ、現在相続人が何人

おられるか、現状では把握が困難で、行政も緊

急性があることは承知しつつも、工事に着工で

きない状況であると伺っています。こうした事

例は、数多く起きている問題ではないかと思い

ます。県としては、こうした案件、課題にどの

ように対処していかれるのか、伺いたいと思い

ます。

公共工事に○県土整備部長（東 憲之介君）

おける共有地の用地取得でございますけれど

も、共有者全員の同意を得て売買契約を締結

し、所有権移転登記を行う必要があるというこ

とで、その中に死亡や行方不明の方がいる場合

には、用地交渉に多大な労力と時間を要するこ

とになります。共有地を取得する方法として、

不在者財産管理人制度や土地収用制度を活用し

ておりますが、これに加え、平成27年の地方自

治法の改正により、市町村長の認可を受けた自

治会などの地縁団体が、市町村長から、一定の

要件を満たす場合に証明書を交付されることに

よりまして、特例的に所有権の移転登記が可能

となったところであります。今後も、こういう
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共有地の状況に応じて、これらの制度を活用

し、公共事業の円滑な推進に努めてまいりたい

と考えております。

今度の急傾斜地崩壊の問題○前屋敷恵美議員

ですけれども、仮に事故が起きた場合、私は人

命にも及ぶ危険性があると思います。その場

合、どこが責任を負うかということになるわけ

ですけど、不本意ではあっても、行政にかかる

ことになるのではないかと思っていたところで

す。地権者の権利を守るということは、法的に

も当然のことです。しかし、それでは課題が行

き詰まってしまう。どのように解決策を見出す

のか、国にも正式に問題提起を行って、抜本的

な策を講じることが必要ではないかと考えて、

今回質問に至った次第です。今御答弁いただき

ましたように、認可地縁団体制度というのが平

成27年度に施行されているということで、これ

は地元、地域の方々の協力が大変重要になって

まいります。地域、地元の方々の御理解が得ら

れるよう、十分な説明を県としても行って、制

度の積極的な活用を図っていただくことを切に

求めたいと思います。そしてぜひ、早急な課題

として取り組むことを要望したいわけですけれ

ども、その辺、もう一度お願いしたいと思いま

す。

被害に遭わ○県土整備部長（東 憲之介君）

れた方々、大変だと思っております。そういう

意味ではこういう制度をしっかり取り組んでま

いりたいと考えておりますし、今回の場所の状

況等もしっかり把握しながら、できるだけ速や

かに事業ができるように頑張ってまいりたいと

考えております。

ぜひ、その旨御努力をよろ○前屋敷恵美議員

しくお願いしたいと思います。

質問は以上ですけれども、今回の質問は、冒

頭にお話ししましたように、国民の存在そのも

のが否定されてしまうような、内心の自由を含

めてですね。それが侵される共謀罪の法案が、

けさ７時何分かに強行採決されたという状況を

もって、質問に立ったところでございます。日

本の行く末が本当に案じられてなりません。国

民が安心して平和のうちに暮らせる、こういう

状況をつくるのが政治の役割でありますし、ま

た、地方においては、県の自治体の役割、知事

の役割だというふうにも思っているところで

す。また、国民が安心して必要な医療を十分に

受けられるような、子供たちも安心して学業に

励めるような状況をつくることも、とりわけ重

要な課題です。そうした県民の暮らし、健康、

命を守ることに寄り添った行政を今後ますます

進めていかれることを心から要望して、きょう

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○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○横田照夫副議長

きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 私は、郷中○有岡浩一議員

の会の有岡でございます。通告に従いまして質

問をさせていただきます。

まず、厳しい質問を行いますが、これは、こ

とし４月他界された恩師であります外山方圀監

督の教えである、「走姿顕心」の中にある「厳

しさは最高の愛」を直接御指導いただいた一人

として、宮崎県民のための愛情ある質問をして
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まいります。厳しい質問となりますが、明快な

る答弁をお願いいたします。

まず最初に、2026年の２巡目宮崎国体に向け

て、施設整備が課題となっております。国体に

向け、競技力向上を初め、大会運営、国体後の

スポーツランドみやざきの発展には、県の各競

技団体の理解と協力が不可欠であります。そこ

で、ことし３月30日の県の競技団体からの施設

整備に関する要望について、どのような内容で

あったのか、知事にお伺いいたします。

次に、施設整備に当たり、県の施設と市町村

の施設の役割についてどのように認識されてい

るのか、知事にお伺いいたします。

次に、平成27年12月17日付で、内閣府及び総

務省から、「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を

優先的に検討するための指針」策定が、都道府

県、政令指定都市に要請されています。これ

は、新たに公共施設等の整備等を行うために基

本構想・基本計画等を策定する場合に、優先的

検討を行うものです。優先的検討の対象事業の

基準として、事業費の総額が10億円以上の公共

施設整備事業などの優先的検討規程を定めま

す。ことし３月末現在、47都道府県中34の都道

府県が策定済みであり、本県は現在、準備中と

なっています。これから多くの施設整備を行う

本県において、「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先

的検討規程」の整備について、知事の認識をお

伺いいたします。

壇上からの質問を終わり、以下の質問は質問

者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

施設整備に関する要望内容についてでありま

す。ことし３月30日に、県内17の競技団体と公

益財団法人宮崎県体育協会から、県有主要３施

設の整備に関する要望をいただきました。要望

内容としましては、まず１点目が、県有主要３

施設の整備場所について、｢宮崎市または県央部

を希望している各競技団体の意向を最大限尊重

していただきたい｣というものであります。２点

目は、｢各施設の規模や仕様について、それぞれ

の施設を使用する各競技団体へ意見聴取をして

いただきたい｣というものであります。

次に、県と市町村の施設の役割についてであ

ります。県と市町村の施設で、その役割や利用

目的に明確な違いはありませんが、一般的に

は、県の施設としては、比較的参加者も多く、

規模の大きな県大会や九州、あるいは全国大会

での利用が想定され、本県スポーツの中心とな

る施設としての役割が求められるものと考えて

おります。また、市町村の施設としては、地域

単位での大会や地域住民の健康増進など、地域

に根差した活動の利用が主に想定されているの

ではないかと考えておりますが、市町村によっ

ては、県レベルの施設を整備しているところも

あります。いずれにしましても、国体の開催に

は、競技を行う主会場だけではなく、練習会場

も必要となりますため、関係市町村とも十分な

連携を図りながら、施設整備に取り組んでまい

りたいと考えております。

最後に、ＰＦＩ優先的検討規程の整備につい

てであります。優先的検討規程は、一定規模以

上の公共施設の整備等において、ＰＦＩ手法の

導入を優先的に検討するというものでありまし

て、平成27年12月には、内閣府より、各省庁や

都道府県等に対し、規程の整備について要請が

なされております。これを受け、本県におきま

しては、県有施設の老朽化対策や新たな施設整

備にどのような影響があるのか、また、どのよ

うにすれば県内企業が参画しやすくなるのかと
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いった視点も含めて、検討を進めているところ

であります。公共施設等の建設、維持管理、運

営等に民間の資金やノウハウを生かすＰＦＩに

つきましては、県内企業の新たな事業機会の創

出など、地域経済の活性化につながっていくこ

とも期待されますので、効果的な活用が図られ

るよう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〕

ただいま、知事から答弁をい○有岡浩一議員

ただきました。ありがとうございました。国体

施設整備について、もう少し具体的に質問して

まいります。

平成26年度の特別委員会で、鹿児島県の鴨池

公園水泳プールを現地視察いたしました。本施

設は、ＰＦＩ手法により特別目的会社・株式会

社スイムシティ鹿児島が事業を実施し、指定管

理を行っております。また、熊本市のアクア

ドームくまもとも視察してまいりましたが、維

持管理費が大きな課題となっておりました。そ

こで、県営プールの整備について、ＰＦＩ方式

の導入など、どのように検討されているのか、

教育長にお伺いいたします。

プールの整備につき○教育長（四本 孝君）

ましては、他県のＰＦＩ方式の導入事例等につ

きまして情報収集をしているところでありま

す。今後、整備場所の選定とあわせまして、民

間事業者との連携・協力など、ＰＦＩ方式を含

めたさまざまな整備手法について、総合的に検

討してまいりたいと考えております。

今、他県の導入事例等につい○有岡浩一議員

て情報を収集し、民間事業者との連携・協力な

ど、ＰＦＩ方式を含めたさまざまな整備手法に

ついて、総合的に検討してまいりたいとの答弁

がございましたが、私が大変危惧しているの

は、教育委員会におきまして、どの程度このＰ

ＦＩについて勉強されているのか。そこで、再

度、教育長にお尋ねしますが、教育委員会の担

当者が実務研修会に参加し、どの程度理解され

たのか、そういった実績があれば教えていただ

きたいと思います。

今、そういう資料は○教育長（四本 孝君）

持ち合わせておりませんので、後でお答えした

いと思います。

職場の中でＰＦＩの導入につ○有岡浩一議員

いての議論をするためには、どの職員が担当す

るかということ、そこからスタートしなけれ

ば、この内容は煮詰まっていきませんし、さま

ざまな取り組みをクリアするためには、やはり

専門的な勉強をする職員がいるということが前

提でございますので、先ほど答弁いただきまし

たように、整備方法について総合的に研究する

ということであれば、やはりそういった専門の

職員、また総合政策部の職員を含め、庁内一体

となって勉強しないと、この事業は実現しない

と思います。ぜひとも、そういった人材を育成

するという視点も含めて取り組んでいただきた

いと思っております。

昨年12月９日に特別委員会の席で、委員の一

人としまして、オーシャンドーム跡地のナショ

ナルトレーニングセンター誘致において、ＰＦ

Ｉによるプールの整備など、多角的な検討が必

要であると提案いたしました。なぜならば、ト

ライアスロンなどの練習や、トレーニング後の

クールダウンとして、水中ウオーキングなどの

有酸素運動が効果的であるからでございます。

ぜひ、各競技団体から現場の声やアイデアを聞

いていただきたいと、そのように思っておりま

す。

次に、体育館・アリーナの整備について教育

長にお伺いいたします。先進地として幾つか紹
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介しますと、まず、静岡県の「このはなアリー

ナ」は、静岡鉄道草薙駅から徒歩３分の県総合

運動場内にあります。また、ＰＦＩで新設の

「エスフォルタアリーナ八王子」や墨田区の総

合体育館など、駅周辺にある自治体の敷地で、

アクセスのよい場所に新設されています。そこ

で、今回の候補地として、宮崎駅近くの県有地

と延岡市の市民体育館敷地が挙がっております

が、延岡の市民から、延岡市民体育館を残して

ほしいという声がある中で、延岡市の市有地に

県の体育館をどのように整備されるのか、具体

的な計画をお伺いいたします。

体育館につきまして○教育長（四本 孝君）

は、延岡市民体育館敷地と宮崎市錦本町県有グ

ラウンドが整備候補地となっておりまして、現

在検討を進めているところでございます。延岡

市に県体育館を整備する場合には、既存の市民

体育館の取り扱いを含めて、延岡市の意向を確

認しながら、協議を進めていくことになるとい

うふうに考えております。

具体的な流れがわかりません○有岡浩一議員

でしたけれども、延岡市民体育館を残してほし

いという声があるのはなぜかと申し上げます

と、県の体育館を運用する中で、年間計画とし

て、全国大会や九州大会など、大きな大会をま

ず日程として入れてまいります。次に、各団体

の県大会を入れてまいります。すると、土曜、

日曜日はほとんど空きがなくなると。今でも稼

働率が７割を超えておりますし、土曜、日曜日

はほとんど空いていないという状況でありま

す。県体育館ができたからといって、地元延岡

市の体育館を今までフルに使っていらっしゃる

市民の皆さんの希望に応えることは難しいと、

私どもは考えております。ですから、県の体育

館ができても市の体育館がなければ、やはり不

自由するということであります。結果として、

県体育館とは別に市民体育館が必要となってく

ると私たちは感じております。現在の宮崎市の

体育館も高い利用率でございます。そういった

意味で、市の体育館と県の体育館の役割、運用

の違いというものを十分理解して検討する必要

があると考えております。

そのような実態を踏まえまして、教育長に再

度お伺いいたしますが、庁内検討委員会では、

現在の延岡市民体育館敷地に整備した場合の駐

車場が、300台前後でしょうか、確保できるかと

思いますが、座席数は3,000席を準備するという

ことで、駐車場の不足が懸念されております。

また、駅からも若干遠いということで、移動手

段などに関する具体的な庁内検討会議はなされ

たのか、お伺いいたします。

具体的に、延岡に体○教育長（四本 孝君）

育館をつくるのに駐車場をどうするかというと

ころまで、詳細にはまだ検討しておりませんけ

れども、今後１カ所に絞るわけでございます

が、それに関連していろんな詳細、どのくらい

の規模のものをつくって、延岡であれば、さっ

きお話があった市民体育館等の関係はどうする

のかとか、駐車場はどこに何台ぐらい確保する

のかということを今後検討してまいることにな

ると思います。

私どもは、候補地として本当○有岡浩一議員

に実現性のあるものなのかどうか、そこら辺は

やはりしっかりと見きわめて取り組まなければ

いけないと思っておりますので、これからの検

討をしっかりしていただきたいと思っておりま

す。

次に、メーンスタジアムとなる陸上競技場に

ついて、教育長に再度お伺いいたします。国民

体育大会では、約３万人がメーンスタジアムを
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利用する予定となっております。現在の県総合

運動公園内と都城市の山之口運動公園が整備候

補地とされております。先日、山之口運動公園

に行ってきましたが、高速道路からの県道、市

道が１車線であるため、渋滞緩和対策が必要で

あり、駐車場の確保など多くの課題がありま

す。庁内検討会議でどのような協議がなされた

のか、お伺いいたします。

陸上競技場につきま○教育長（四本 孝君）

しては、宮崎市の県総合運動公園と、お話のあ

りました都城市の山之口運動公園が整備候補地

となっておりまして、それぞれの候補地につい

て、利点、あるいは必要な対応策等を整理し

て、検討を進めているところでございます。山

之口運動公園の場合は、御指摘のとおり、｢公園

周辺の交通アクセス等についての対策が必要で

ある｣などの意見が、庁内検討会議においても出

されたところでございます。

今お話を伺う中で、リスクマ○有岡浩一議員

ネジメントという視点から、これは知事にお尋

ねしたいと思います。昭和49年に整備された現

在の木花の陸上競技場では、当初、ナイター用

の照明器具の設置を計画されていたそうです

が、周辺の農業への影響が懸念され、設置反対

の声が上がりまして、照明の設置は断念したと

伺っております。今回の山之口運動公園は、旧

山之口町運動施設として親しまれ、体育館、野

球場、芝生広場など、地域の皆さんの広場と

なっております。道路整備とあわせて、県有施

設整備への住民の理解が本当に得られるのか、

知事の御所見をお伺いいたします。

今はまだ、整備候補地○知事（河野俊嗣君）

の段階であります。候補地について具体的な御

質問をいただいておりますが、それぞれの施設

についての候補地は、周辺環境や交通アクセス

などの整備課題を整理した上で 法規制、ま―

た災害対応というのもあります 課題が多い―

候補地を除外し、さらに機能性や将来性、安全

性、経済性の観点から総合的な評価を行って、

今２カ所に絞り込みを行っている段階でありま

して、個々の候補地についても、それぞれ対応

すべき課題があるというふうに考えているとこ

ろであります。

なかなか３万人というイメー○有岡浩一議員

ジは湧かないと思いますので、一つの事例とし

まして、知事もよく御存じの青島太平洋マラソ

ン、ことし31回目を迎えますが、選手が約１

万2,000人、関係者を含めると２万人以上の大会

が木花のほうで行われており、主催者は約5,000

台の駐車場を確保しております。県の総合運動

公園に3,000台、宮崎大学に1,000台、青島地区

に400台、宮崎方面の宮崎空港などに600台以上

の駐車場を確保し、朝５時前から車の誘導を

行っておりますが、それでもバイパスなど周辺

は渋滞をしております。このような現状を見ま

すと、山之口スマートインター周辺の渋滞が、

どうしても懸念されるわけでございます。ちな

みに、県の運動公園の有料駐車場の面積は９

万9,500平米、約10ヘクタールで、現在の山之口

運動公園の半分以上の面積を有するというふう

に考えております。

また、もう一つの考え方として、国体後の施

設の活用でございます。昨年の特別委員会で、

山口県の陸上競技場を視察してまいりました。

そのとき、サッカーのレノファ山口ＦＣの大会

があるということで、施設の改修をしていまし

た。また、ことしの国体開催地であります愛媛

にございます陸上競技場、ここも愛媛ＦＣの

ホームグラウンドということで、やはり１万人

を超える規模が必要だということで整備されて
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おりました。国体以降、どのような施設運営を

していくか、これは大きな課題でございまし

て、やはり１万人以上の利用が常に行える施設

整備、さらに交通アクセス、この確保は絶対条

件であります。そこで、知事に再度お伺いいた

します。知事の政治姿勢として、県有施設の整

備については知事の決断が必要であります。現

場を知っている競技団体の判断が最も優先され

るべきと考えますが、知事の御所見を再度お伺

いいたします。

国体、それから、それ○知事（河野俊嗣君）

以後の利用につきましても、確かに運動の関

連、どのような競技に使うのか、競技団体の考

えなり、これまでの経験というものについて

しっかりお話を伺っていく、それも重要であろ

うかと思います。今、るる御指摘がありました

アクセス等に関しましては、もちろん国体にお

いては、御指摘のとおり３万人という規模があ

ります。サッカーその他の試合を考えるときに

も、多くの人数をどのようにさばいてくのか、

大変重要な課題であろうかと思いますので、そ

ういった観点を総合的に勘案しながら、しっか

りとした整理をし、判断してまいりたいと考え

ております。

大会を運営する立場で申し上○有岡浩一議員

げますが、競技団体の人たちが、駐車場の心配

をしたり、途中の交通事故を心配したり、さら

にはいろいろなクレームに対応しなきゃいけな

い。こういう姿がないようにしなけりゃならな

い。これは施設整備をする我々の責任であると

思っていますので、運営する競技団体の理解や

協力なくして、これからのスポーツランドみや

ざきの発展はないということを申し添えて、次

の質問をさせていただきます。

次に、日本では、ＰＦＩ法が1999年7月に公布

され、2011年６月に改正ＰＦＩ法となり、全国

で多くの事例が分野別に紹介されています。し

かし、本県においては、財政改革推進期間中、

施設整備、箱物の新規着工は原則として凍結と

いう期間があり、その影響が現在につながって

いると考えます。本来、財政改革に取り組むな

らば、ＰＦＩなどの民間活用で効率的なサービ

ス提供を検討すべきであり、時間は十分にあっ

たはずです。そこで、本県においてＰＦＩの取

り組みが進まなかった理由について、総合政策

部長にお伺いいたします。

ＰＦＩではご○総合政策部長（日隈俊郎君）

ざいませんが、民間の活用という意味では、延

岡市にあります県警察職員宿舎や宮崎駅西口の

立体駐車場の整備において、県有地を民間事業

者に長期間貸し付け、民間事業者が資金調達、

設計、建設を行い、管理運営に取り組んでいる

事例がございます。一方で、このような事例よ

りも収益性の低い施設の整備・運営につきまし

ては、ＰＦＩにより、より効率的・効果的な

サービスを提供することが期待されますが、実

施に際しましては、従来の整備手法と比べて、

着工までに可能性調査等に多くの時間や費用が

かかること等が課題でございます。また、県で

は、財政改革を推進する中で、お話にもありま

したが、新規の施設整備を原則凍結してきたこ

と、また、多くの県の公共施設の維持・管理に

つきましては、ＰＦＩと同じく、官民のパート

ナーシップに基づきサービスを提供します指定

管理者制度を広く適用してきたことなどが、Ｐ

ＦＩの導入が進まなかったことの背景にあるも

のと考えております。

ＰＦＩの推進には、民間事業○有岡浩一議員

者からの提案などを積極的に求める必要があり

ます。そこで、今後、本県におけるＰＦＩの推
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進にどう取り組まれるのか、総合政策部長に再

度お伺いいたします。

ＰＦＩを推進○総合政策部長（日隈俊郎君）

するためには、まず、行政と民間の双方が、Ｐ

ＦＩの考え方や実務などをしっかり把握する必

要がありますので、これまで、県や市町村職員

だけでなく、県内の建設業やビルメンテナンス

業、金融機関などを対象とした研修会等を実施

してきたところでございます。このような中

で、宮崎市においては、今年度から、合併処理

浄化槽事業にＰＦＩを導入しまして、コストを

抑制しつつ、設置基数をふやす取り組みが始

まっておりますので、引き続き、こうした動き

を促進しながら、今後、官民が参加し、ノウハ

ウを習得するための勉強会や、ＰＦＩ手法の活

用に向けた意見交換を行いますＰＦＩ地域プ

ラットフォームの整備にも取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。

先ほどのＰＦＩに関○教育長（四本 孝君）

する教育委員会の担当の研修状況でございます

が、昨年度、総合政策課主催で内閣府の専門家

を招いての意見交換がございまして、これに教

育委員会の担当職員が参加いたしました。ま

た、今年度も民間企業主催の研修会に参加して

いるところでございます。

どうぞ教育委員会サイド、県○有岡浩一議員

土整備部もそうでしょうし、各部署の中でそう

いった勉強を重ねながら、また意見の交換をし

ながら、専門性を高めていただいて、全庁的に

一つ一つの実績を積み重ねていただきたいと考

えております。

次に、森林環境税について質問させていただ

きます。

第３期目を迎えた森林環境税は、毎年約３億

円の税収に対し、現在、どのような施策に取り

組んでおられるのか、環境森林部長にお伺いい

たします。

本県の森林○環境森林部長（川野美奈子君）

環境税につきましては、森林の持つ公益的機能

が持続的に発揮されるよう、豊かな森林環境の

保全に要する費用に充てているところでござい

ます。５年ごとに課税期間の延長を行っており

まして、３期日に入った平成28年度からは、４

つの柱を掲げ、その柱に沿った各種施策に取り

組んでいるところでございます。

まず、１つ目の柱では、ボランティアによる

植樹活動など、県民参加による森林（もり）づ

くりに取り組んでおりまして、２つ目の柱で

は、水源地域での広葉樹の植栽など、公益性の

高い森林（もり）づくりを推進しているところ

でございます。また、３つ目の柱としまして

は、県産材利用の普及啓発・ＰＲなどに取り組

み、資源の循環利用を促進しているところでご

ざいます。そして、４つ目の柱では、森林環境

教育など、次代を担う人づくりを推進している

ところでございます。

４つの柱で森林の持つ公益的○有岡浩一議員

機能の保持・保全に取り組んでいることはわか

りますが、現在、国税版の森林環境税が検討さ

れております。早期実現とともに、納税者の理

解を得るためには、県の森林環境税とのすみ分

けを明確にする必要があります。そのために、

国に対してどのような要望活動を行っているの

か、再度、環境森林部長にお伺いいたします。

国が創設を○環境森林部長（川野美奈子君）

検討しています森林環境税は、森林吸収源対策

として、必要な手入れがなされていない人工林

を対象に、市町村が主体となって実施する間伐

など、新たな森林整備に必要な財源に充ててい

くことが検討されているものであります。本県
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の現在の森林の状況は、民有人工林の７割を占

める杉林のうち、77％が収穫期を迎えておりま

して、循環型林業を推進するためにも、森林整

備予算の確保は喫緊の課題となっております。

このようなことから、県としましては、国で

検討されている森林環境税の早期実現について

要望を行ったところであります。また、その内

容につきましては、県の森林環境税とのすみ分

けが図られることや､本県の実情に合わせ、使途

を間伐以外の再造林も含めたものにすることな

ど、地方の意見を十分に踏まえた内容としてい

ただくよう、あわせて要望したところでありま

す。

ただいま部長のほうから、市○有岡浩一議員

町村が主体となる再造林を含めて要望している

ということでしたが、現在、県央、さらに里山

におきましては、再造林されずに林地残材など

が放置されている現状が多々あります。現場の

林業事業体の皆さんの理解と協力が必要であり

ます。そこで、環境保全や再造林に取り組む林

業事業体の育成について、どのように取り組ま

れるのか、再度、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

林業事業体○環境森林部長（川野美奈子君）

が森林施業を行う上で、土砂の流出防止など環

境に配慮した取り組みを進めることが、重要で

あると考えております。このため、県におきま

しては、林業事業体に対し、環境に配慮した伐

採・搬出を行うよう周知しているところであり

ます。また、事業者団体が実施する土砂流出の

少ない路網整備を行うための研修や、環境に配

慮した森林施業に取り組む団体のＰＲ活動に対

し、支援を行ったところであります。さらに、

伐採事業者については、再造林に配慮した作業

の実施や造林事業者との連携を図ることが重要

であるため、今年度から林業事業体に対し、伐

採後の造林技術や一貫作業などについて、実践

的な研修を行うこととしております。今後と

も、これらの取り組みを通じ、環境保全や再造

林に取り組む林業事業体の育成・強化に努めて

まいりたいと考えております。

現場の林業事業体の皆さん方○有岡浩一議員

の意識の高さによって、この宮崎の環境、森林

を守っていける、そういう取り組みに転換して

いただけることを切に要望しておきたいと思い

ます。

それでは、次の質問にまいります。ストレス

チェックについて質問してまいります。

昨年度から義務化されたストレスチェックの

実施における効果について、総務部長にお伺い

いたします。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

につきましては、知事部局では、昨年８月から

各種委員会職員を含む全職員を対象に実施して

いるところでございます。その中で、厚生労働

省が示す高ストレスの基準を超えた職員に対し

ましては、保健師等が面接・相談を呼びかける

メールを送信した上で、アドバイスなどを行い

ますともに、必要に応じて健康管理医による面

接指導を行っております。また、個々の職員の

データを所属ごとに集計・分析した結果、職場

環境リスクが厚生労働省が定めた数値を上回る

所属に対しましては、保健師などが該当する所

属を訪問しまして、職場環境改善への取り組み

を促しているところでございます。ストレス

チェックは、何よりもまず、職員個々に自分自

身のストレスの状況を気づかせる効果があると

思っております。これまで取り組んできており

ます専門相談員によります面接・相談等の取り

組みとあわせて、職員の「こころの病」の未然
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防止と働きやすい職場づくりに努めてまいりた

いと考えております。

ストレスの状況を気づかせる○有岡浩一議員

という、御本人が気づいていただくことが最も

大切であります。仕事のストレス緩和要因とし

て御紹介いたしますが、仕事に対する達成感、

それに時間的裁量権 ある程度自由に自分が―

動かせるような裁量権、そして、何よりも大事

なのは、同僚、上司の支援が挙げられておりま

す。特に、相談できる人がいて話をすることで

９割のストレスが改善されたとあり、働きやす

い職場とは、不調者をケアする同僚、上司の声

かけが効果的であります。企業の取り組みで紹

介いたしますと、「寄り道部屋」というものを

１部屋設置しまして、仕事帰りに立ち寄って、

たまり場となって、そこでそれぞれが愚痴をこ

ぼしたり会話をして、リフレッシュして帰ると

いう取り組みをしていらっしゃるようです。そ

れぞれの職場でできる声かけ、そういった取り

組みを期待してまいりたいと思っております。

また、同じく、警察本部長にストレスチェッ

クの実施効果についてお伺いしたいと思いま

す。

県警のストレス○警察本部長（野口 泰君）

チェックにつきましては、昨年の７月から全職

員を対象に実施し、自分のストレスの度合いや

要因を把握できるようになっております。平

成28年度の受検率につきましては、100％であり

ました。なお、受検者の中で、ストレスの度合

いが高いと判定された職員につきましては、保

健師による助言と相談窓口の案内を行ってお

り、希望した職員には、医師等の面接指導や相

談を受けさせた結果、業務負担の軽減を行うな

ど、職場環境の改善を図っております。また、

県警におきましては、部内外にメンタルヘルス

に関する相談窓口を設けており、いつでも相談

できる体制を整えております。今年度も既にス

トレスチェックを実施しており、職員自身のス

トレスヘの気づきを促すとともに、そのストレ

スを解消する支援を行って、働きやすい職場環

境づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

今、本部長からも答弁いただ○有岡浩一議員

きましたが、いつでも相談できる体制が整って

いると。そういう体制を整えることがまず第一

ですが、なかなかそれでも相談に行きにくいと

いうケースがあると思うんです。そこで、一つ

紹介いたしますが、もし相談しにくい場合に

は、厚生労働省から委託を受けている、働く人

の「こころの耳電話相談」があります。「ここ

ろの耳」で検索することができます。聞いてい

らっしゃる職員の方で、もし相談できない場合

は、こういったところも御利用いただけるとあ

りがたいと思っております。

また、教育委員会、病院局、企業局も実施さ

れていると思いますが、働きやすい職場環境づ

くりは共通しております。ぜひ、先ほど申し上

げた各職場で工夫しながら、職員との信頼関

係、また声かけを実施していただければありが

たいと思っています。

そこで、先生方に映画を一つ紹介させていた

だきたいと思います。えびの市出身の柴垣文子

氏原作の「校庭に東風吹いて」という本が映画

化されまして、教師役に沢口靖子さん。子供の

生きる力を信じ、どう生き、教育にどう取り組

むのかというテーマで心を紡ぐ物語の映画を先

生方にぜひ紹介させていただきたいと思ってお

ります。

続きまして、福祉保健部長に、児童心理治療

施設についてお伺いいたします。
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日向市東郷町に一昨年開所した、ひむかひこ

ばえ学園の入所児童数が少ない原因について、

お伺いいたします。

児童心理治療○福祉保健部長（畑山栄介君）

施設は、環境上の理由などによりまして、社会

生活への適応が困難となった児童に、必要な心

理治療や生活治療を行うことを目的とするもの

で、平成27年度開所し、県内１カ所の設置と

なっております。この児童心理治療施設の職員

には、施設の特性上、専門的な知識や高い処遇

力が求められますことから、県では、開設に当

たりまして、施設の受け入れ体制を考慮して、

施設や児童相談所とも協議の上、段階的に児童

を入所させるといった対応により、職員の知識

や経験の蓄積を促してきたところであります。

しかしながら、施設職員の退職等による交代の

ため、その蓄積が進まないことなどから、入所

児童の拡大が進んでいない状況にございます。

児童心理治療施設の定数は、○有岡浩一議員

入所が35名、通所が15名と聞いております。児

童のために早期対応が必要と判断した場合は、

積極的に紹介できる体制が必要です。再度、施

設の利用促進について、県の取り組みを福祉保

健部長にお伺いいたします。

この児童心理○福祉保健部長（畑山栄介君）

治療施設でございますけれども、職員が交代す

る中で、新たな専門職員の確保ですとか内部研

修の充実といった形で、現在、体制の整備に努

力しておられると伺っております。県では、施

設運営の円滑化を図るため、引き続き、児童相

談所などを交えた連絡会議を開催するととも

に、施設職員のスキルアップに向けた研修です

とか、先進施設への職員派遣に対する支援を充

実させるといったことにより、施設の受け入れ

体制の整備を図りまして、入所を必要とする児

童が適切な時期に入所できるよう、支援を行っ

てまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○有岡浩一議員

ます。

次に、総合政策部長に、クラウドファンディ

ングについてお伺いいたします。

若者のアイデアや情報発信力でクラウドファ

ンディングに挑戦することは、貴重な経験であ

り、新しい試みとして応援したいと思います。

そこで、本県の地域おこし協力隊の活動支援の

一つとして、クラウドファンディングを活用す

ることについて、御所見をお伺いいたします。

地域おこし協○総合政策部長（日隈俊郎君）

力隊クラウドファンディングについてでござい

ますが、これは、ふるさと納税の仕組みを活用

しまして、市町村を通じて隊員の起業資金を調

達するものでございます。国が昨年４月に制度

を開始し、これまで、例えば、空き家を改修し

てゲストハウスを始めるプロジェクトなど、全

国で５件ではございますが、活用事例が出てき

ております。

この制度を活用するには、まず、起業を希望

する隊員がプロジェクトを提案し、その内容

が、地域が抱える課題の解決につながるなど、

当該市町村に承認される必要がございます。さ

らに、全国から寄附の輪が広がるような魅力的

な内容であることが求められているところでご

ざいます。県といたしましては、地域おこし協

力隊や市町村職員を対象とした研修会などにお

いて、この制度の内容や活用事例等を紹介する

とともに、起業を希望する隊員に対しては、関

係機関と連携しまして、計画策定時の相談や助

言を適切に行うなど、隊員の起業を支援してま

いりたいと考えております。

地域おこし協力隊のお話をさ○有岡浩一議員
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せていただきましたが、ことし採択されました

「ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業」が、

都市部の大学生100名を受け入れる予定で実施さ

れると伺っております。そこで、ワーキングホ

リデーで来県する若者と地域おこし協力隊の交

流促進を図る取り組みを行うことで、ふるさと

宮崎を持つ仲間として長く交流できることなど

が、期待されます。そこで、相互のマッチング

について、総合政策部長の御所見をお伺いいた

します。

地域おこし協○総合政策部長（日隈俊郎君）

力隊の皆さんは、都市部から地方へ生活の拠点

を移しまして、その土地に溶け込みながら、自

身の才能や能力を生かし、地域活性化に取り組

んでおられます。こうした地方での暮らしの中

で隊員が培ってきた知識や経験は、今回、本県

での生活を体験しますワーキングホリデーの参

加者にとって、人や自然とのつながりの大切さ

を学ぶ上での貴重な先例になるものと思いま

す。また、隊員の有する熱意や行動力、独自の

視点は、ワーキングホリデー参加者が、暮らし

のあり方や生きがいなどを見詰め直すに当た

り、大変参考になるものと考えているところで

あります。このようなことから、今回の事業の

実施に当たりましては、例えば、ワーキングホ

リデー参加者に、地域おこし協力隊がかかわる

地域づくり活動や隊員との意見交換会など、市

町村が行う交流行事に参加いただくことによ

り、参加者と隊員との交流を深めてまいりたい

と考えているところでございます。

ワーキングホリデーの若者が○有岡浩一議員

リピーターとしてたびたび宮崎に帰ってきてく

れることを期待し、将来の移住や二地域居住な

どにつながる交流を期待しております。また、

クラウドファンディングについても、実施され

るときはぜひ情報をいただければ幸いでござい

ます。

次に、観光宮崎の魅力発信について、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

以前紹介しましたオーストリアのウィーン市

庁舎前広場の音楽映画フェスティバルは、７月

中旬から約50日間、毎日日没後、上映が開始さ

れます。観光客や地元の方も一緒になり、周辺

出店、スナックスタンドで世界25カ国の味を楽

しむ祭りです。広場は満員御礼の状態で、オペ

ラやウィーン交響楽団のコンサートなどが、ス

クリーンに紹介されています。本場に行ってこ

そ感じられる伝統と文化を気軽に楽しむ様子

は、観光宮崎の参考にしたいと感じました。宮

崎の各地で行われている神楽にも共通した親し

みを感じます。その地に合ったおもてなし、楽

しみ方が一番いいと思います。そこで、魅力発

信のために観光を担う人材の育成、さらに、宮

崎の伝統文化、風土を活用し、観光誘客を戦略

的に行うためにどのような取り組みを行ってい

るのか、お伺いいたします。

持続可能○商工観光労働部長（中田哲朗君）

な観光地域づくりを実現するためには、県内各

地の観光を担う人材の育成が大変重要であると

いうふうに考えております。このため、県にお

きましては、昨年度、「観光みやざき創生塾」

を創設し、フィールドワークを加えた、より実

践的な講座を実施するなど、観光地域づくりの

リーダーや着地型観光を実践する人材の育成に

取り組んでいるところでございます。また、今

年度から、みやざき観光コンベンション協会に

マーケティング等に精通した専門人材を配置

し、多様な関係者を巻き込みながら、マーケ

ティング分析による旅行者のニーズに基づいた

旅行商品の開発や効果的なプロモーション等に
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取り組んでいくこととしております。今後と

も、このような取り組みを積極的に推進し、宮

崎の魅力を十分に生かしながら、さらなる観光

誘客につなげてまいりたいと考えております。

観光みやざき創生塾を創設さ○有岡浩一議員

れて人材育成に取り組んでいらっしゃるという

ことで、大変期待をしておりますし、みやざき

大使の皆さん、こういった方もいらっしゃいま

す。「宮崎がおもしりが」と言ってもらえるよ

うな宣伝をぜひしてもらいたいと思っておりま

すし、先ほどの観光みやざき創生塾の皆さん、

こういった人たちとのマッチングをしながら、

楽しい企画を期待していきたいと思っておりま

す。

続きまして、閉校後の活用とリノベーション

について、教育長にお伺いいたします。

県立学校における閉校後の校舎等の財産活用

について、現状をお伺いいたします。

県立学校が閉校いた○教育長（四本 孝君）

します際には、財産の有効活用や地域活性化と

いったさまざまな観点から、関係部局や地元市

町村の意向を踏まえまして活用方法を検討する

こととし、活用の意向がない場合は、公募によ

り民間企業等に売却することとしております。

これまでの主な活用状況でございますが、平

成22年３月に閉校いたしました小林商業高校に

つきましては、小林市に売却後、現在、市民活

動や災害時対応の拠点施設として活用されてお

ります。また、平成24年３月に閉校いたしまし

た延岡ととろ聴覚支援学校につきましては、民

間企業に売却したところであります。今後と

も、再編整備により閉校となった学校につきま

しては、県民の貴重な財産として有効活用され

るよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

県有財産を大変有効に使って○有岡浩一議員

いただいているということで、成功例だと思っ

ています。こういったものを初めて承知しまし

たので、ありがたいと思っております。

また、閉校後の活用とリノベーションの中

で、先日、宮崎市立穆佐小学校跡地を「みんな

で創る」ＭＵＫＡＳＡ－ＨＵＢとしてリノベー

ションしまして、ビジネスコミュニティーとし

て生まれ変わっており、知事も足を運んでいた

だいたと伺っております。平成14年度以降の県

内市町村立の小中学校の廃校数は78校、昨年度

は１年間で６校というふうに伺っております。

廃校施設の有効活用ということで、文部科学省

の「～未来につなごう～「みんなの廃校」プロ

ジェクト」などを紹介し、地域のにぎわいとな

るように助言・指導が必要と考えますが、教育

長の御所見をお伺いいたします。

廃校施設の利活用を○教育長（四本 孝君）

促進するに当たりまして、市町村への支援をす

るということは大変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、年２回の市

町村担当者会議におきまして、御質問にありま

した、文部科学省の「～未来につなごう～「み

んなの廃校」プロジェクト」の周知を図ってい

るところでございます。また、市町村からの相

談に対して、地域の実態に合った廃校施設の活

用事例の紹介や、利用可能な国の補助制度の紹

介を行うなど、きめ細かな助言や指導を行って

おります。今後とも、各市町村の廃校の利用促

進について支援をして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―議員

た。行政の中でリノベーションするということ

もあるでしょうし、民間に払い下げることに

よって、先ほどのＭＵＫＡＳＡ－ＨＡＢのよう
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に活用する場合もあると思います。いずれにし

ましても、こういった廃校が地域のにぎわいの

一つのかなめでありますので、有効に使ってい

ただくこと、そして、それに向けて、市町村に

対し、こういう補助事業制度があるということ

も含めて御指導いただけると、ますます活用で

きる施設になっていくということで、今後の支

援をよろしくお願いしたいと思っております。

次に、農業に関して質問してまいります。キ

イチゴ「ベビーハンズ」という聞きなれない名

前を出しておりますけれども、キイチゴ「ベ

ビーハンズ」につきまして、農政水産部長にお

伺いしたいと思います。

ベビーハンズの名前の由来は、赤ちゃんの手

のように小さくてかわいい葉っぱでありまし

て、フラワーアレンジメントやブーケによく使

われていると聞いております。そこで、本県で

は、ベビーハンズの産地化に向けてどのように

取り組んでこられたのか、お伺いいたします。

ただいま議員○農政水産部長（大坪篤史君）

がおっしゃいましたように、このキイチゴ「ベ

ビーハンズ」といいますのは、花束やフラワー

アレンジメントの素材として、近年、人気の高

い花卉でございます。平成24年度に、本県への

導入可能性調査を実施しましたところ、５月の

「母の日」や秋のブライダルシーズンに高い需

要があること、そして、その時期は、主産地で

ある北海道からの出荷がない時期であることな

どが確認されました。また、県内での試作結果

も良好であったことから、露地の新品目として

有望であると判断をしまして、販売権を持つ県

外の生産者、いわゆる育種家と優先生産の契約

を結んで、産地化に取り組むこととしたもので

あります。その後、展示圃の設置や安定生産の

ための研修会の開催など、積極的に導入を進め

ました結果、本年度の作付面積は約９ヘクター

ルと、北海道と並ぶ産地に成長しているところ

でございます。

今、部長のほうから紹介がご○有岡浩一議員

ざいましたが、北海道からの出荷がスタート

で、宮崎まで産地化しているということで、こ

れは昔、産地間競争と言っておりましたが、今

は産地間で協力し合うという取り組みが一つの

可能性のある分野ではないかと思っておりま

す。こういったものをさらに広げていくため

に、２番目の質問をさせていただきたいと思い

ますが、収益性の高い農産物の開拓、これは農

家にとって大変期待するところであります。そ

こで、今回は花卉に絞りますが、花卉の新品目

について、今後どのように生産振興に取り組ん

でいかれるのか、再度お伺いいたします。

） 花卉の振興を○農政水産部長（大坪篤史君

図る上では、産地のほうが値決めをして販売で

きるマーケットニーズの高い新品目の導入や拡

大を図ることが大変有効な方策であります。そ

こで、県では、本年３月に策定しました「宮崎

県花き振興計画」の中で、そのことを重点施策

の一つに位置づけまして、積極的に取り組むこ

ととしております。具体的には、本年３月に、

新品目の販売権などを持ちます県外の育種家

と、「花き振興に係る協定」を締結したところ

でありまして、今後、宿根スイートピーやヒペ

リカムといった花を中心に、地域の気候や地理

的条件に合った新品目の選定を進めながら、生

産振興に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

なかなか聞きなれない種類で○有岡浩一議員

ありますが、こういった新しい品種が育種家の

力をかりて広がっていくということ、これが軽

量野菜をつくるように、こういった花に取り組
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むことで、高齢者の方もつくりやすくなるとい

うメリットもありますし、露地でもつくれると

いう品種もあるようですから、大いに広げてい

ただきまして、適性がございますが、頑張る方

には応援していただきたいということで、花卉

の振興を大変期待しております。

花卉から少し離れますが、企業の農業参入と

いうことで質問させていただきます。かぶちゃ

んファーム株式会社という全国に展開する会社

が、宮崎市に亜熱帯作物の農場を展開されてい

ます。４月に視察させていただきました。そこ

で、企業の農業参入が進む中で、これからの本

県農業の発展に企業のノウハウをどのように生

かしていくのか、御所見をお伺いいたします。

企業の農業参○農政水産部長（大坪篤史君）

入は、新しい感覚で農業に挑戦をすることで、

従来にない経営が期待できますとともに、地域

の農業者と連携することにより、地域農業の活

性化にも寄与するものであると考えておりま

す。本県としましても、積極的に推進してきた

結果、これまで、参入企業の販売網を活用した

地域農産物の取引の拡大や、ＩＣＴの導入によ

る栽培環境の数値化や省力化などの効果があら

われてきているところであります。参入の際に

は、地域とうまく調和して、相互にメリットの

ある形で進めることが重要ですので、十分な調

整やマッチングを行いながら、地域農業の技術

革新や販売力の強化にもつながるよう、留意し

てまいりたいと考えております。

今、部長のほうから報告があ○有岡浩一議員

りましたように、参入企業の販売網を活用す

る、さらにはＩＣＴの導入についても協力し合

う、お互いのメリットを生かすという、これが

今後、企業参入における、宮崎県がタイアップ

する際の大きな課題だと思っていますので、ぜ

ひこういう取り組みの成功例を地域の農家の方

たちに広げていただきながら、宮崎の農業を発

展させていただきたいと思っております。

もう一つ報告させていただきますが、こと

し、主要農産物種子法の廃止が決定しまして、

農業の競争力を高める動きが加速しておりま

す。そのような中でも、安全・安心で豊かな食

材は本県の魅力であります。本県の魅力がグ

ローバルな展開に発展することを期待いたしま

して、私の質問の全てを終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、黒木正一議員。○横田照夫副議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従○黒木正一議員

い、質問を行います。

アメリカのトランプ大統領がパリ協定離脱を

表明しました。このまま温室ガス放出を放って

おけば、今世紀末には最大4.8度も気温が上昇

し、致命的な惨禍に見舞われ、人類存亡の危機

に直面する。それを食いとめる英知がパリ協定

であり、196の国・地域が参加署名しています。

それにもかかわらずアメリカが離脱を表明した

ことは、残念で、強い憤りを感じますが、知事

の所感を伺います。日本が、地球・人類の将来

がかかる温暖化防止の歩みをとめてはならず、

パリ協定の推進をしっかりと前に進めるべきと

考えます。

次に、森林環境税について伺います。林業界

にとって、今年度最大の課題は、国税版森林環

境税の創設であります。林業関係団体からも、

早期実現を求める要望書が提出されています

が、温室効果ガス削減目標の達成には森林活用

が欠かせないことから、森林環境税創設が後退

するようなことがあってはなりません。先日、

知事は議長とともに、「宮崎の提案・要望」と

して森林環境税創設の要望を行っていますが、
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今後とも、その必要性を強く訴え、早期実現に

向けて取り組んでいただきたいと思いますが、

見解を伺います。

次に、郡司副知事に伺います。郡司副知事

は、これまでの経験、知識、情熱が買われ、こ

れまで以上に農業を発展させたいという知事の

思いもあり、副知事への就任に至ったのではな

いかと思います。副知事の担う役割は幅広いも

のがありますが、農政の専門家として歩いてき

た副知事に、本県の農業の振興に対する思いを

伺います。また、ことしの本県農業の大きな目

標の一つが全共３連覇であります。既に１次選

考が終わり、７月の最終選考で28頭の県代表牛

が決定となります。１次予選を終えた現時点で

の手応えと、３連覇への意気込みも伺います。

次に、鎌原副知事に伺います。鎌原副知事

は、内田前副知事と同じ国土交通省から本県に

着任されました。まず最初に、副知事を打診さ

れたとき、宮崎県と聞いてどのようなことが頭

に浮かんだのか、宮崎県についてどのようなイ

メージがあったのか伺います。

副知事の所管業務の中で、特に鎌原副知事に

は、本県のインフラ整備の促進への期待が大き

いと思います。午前中に後藤議員から、高速道

の整備促進に期待する質問がありましたが、私

は、国県道の整備促進について伺います。

鎌原副知事の国土交通省の先輩になると思い

ますが、昨年、参議院議員になられた足立敏之

議員は、ある専門誌に次のように書いていま

す。「インフラをめぐる環境は時代とともに大

きく変化してきた。高度成長期に集中的に整備

されたインフラが老朽化を始めた。その対策を

計画的に実行することが課題である。また、防

災・減災の面でも、いつ起こってもおかしくな

い南海トラフ巨大地震や、大雨による水害、土

砂災害に対するハード・ソフト両面にわたる対

応の必要性がある。さらに、少子高齢化という

課題。過疎化、人口減少、高齢化の進む地域を

どうするのか。このような地域が再び元気あふ

れる地域となっていくためにどのような対策を

講じていくのか。生き残りをかけて取り組む地

方創生で、これらを足元でしっかり支える大き

な役割を担っているのが、道路等の交通ネット

ワークや防災・減災のためのインフラ整備であ

る」というふうに述べております。

本県は、国県道の改良率が九州一低い。これ

は地形の悪さによるところも大きいと思います

が、本県の国県道の現状をどう認識し、財源の

確保を含めどのように取り組む考えか、所感を

伺います。

次に、環境森林部長に伺います。先日、地元

の素材生産業の事務所に行きましたら、東京か

ら来た人がいると紹介されました。20代の若い

女性で、大学を卒業し、就職し、事務職の仕事

をしていたものの、林業に興味を抱いていた。

しかし、何の接点もないし、近づくすべもな

かったと言っておりましたが、ある日、偶然に

電車で森の仕事ガイダンスの広告を見て、説明

会に行き、千葉県の林業体験コースなどにも参

加し、縁あって宮崎県に来たということでし

た。４月に来たばかりですけれども、もう現場

で林業機械を運転しています。都会育ちの女性

がみずから進んで林業に飛び込んで活躍する、

そういう時代になったのかなと思います。しか

し、このような女性もいますが、林業において

も人材確保・育成は大きな課題であります。こ

の課題をどのように考えているのか、環境森林

部長に伺います。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

パリ協定につきましては、世界のほとんどの

国や地域がともに参画する地球温暖化防止対策

の新たな国際的ルールでありまして、これまで

各国が長年にわたり努力を重ねてようやく築い

てきたものであります。このような中で、世界

第２位の温室効果ガス排出国であり、指導的立

場にある米国が離脱表明をしたことは、パリ協

定の目的達成の大きな支障となるものであり、

私も大変残念に思っているところであります。

また、国が創設を検討している森林環境税に

つきましては、森林吸収源対策としての森林整

備の財源に充てることとされており、我が国の

温室効果ガス削減に大きく寄与するものと考え

ております。本県におきましては、地球温暖化

防止対策や、「伐って、使って、すぐ植える」

という循環型林業の確立を図る上で、森林整備

のための財源のさらなる確保は重要な課題であ

ると考えておりますので、国の森林環境税につ

いては早期実現が必要だと考え、要望している

ところであります。なお、この制度設計に当た

りましては、本県も含めて、独自課税として森

林環境税を導入しているところでありまして、

そのすみ分けなど、地方の意見を十分に踏まえ

た内容とするよう、国に要望しているところで

あります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（郡司行敏君）

す。

本県農業振興に対する思いと、全国和牛能力

共進会３連覇に向けた手応え、意気込みについ

てであります。私は、ことし３月までの農政水

産部長在任中から、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の思いを胸に

刻み、課題解決に当たりましては、まずは現場

に立つことを行動規範としながら、農業者や農

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。そして、その思いは、

副知事になった今も、いささかも変わるもので

はありません。農業を取り巻く状況は、今、大

きく変わろうとしておりますが、私は、このよ

うな変化のときをチャンスと捉え、目標を掲げ

て果敢に挑戦することが、今を生きる我々の責

務であるというふうに考えております。引き続

き、若者が夢と希望を持てる本県農業の実現に

全力でチャレンジしていきたいと、そのように

考えているところであります。

そして、この挑戦の一つが全共３連覇であり

ます。私自身、先月開催されました地域予選に

参加し、生産者や関係者の皆さんの３連覇にか

ける熱い思いと本県のレベルの高さを肌で感

じ、大きな手応えを感じているところでありま

す。９月の全共本番まで残りわずかとなりまし

たが、これまで以上にチーム宮崎一丸となっ

て、日本一の努力と準備をさらに磨き上げ、宮

崎牛の新たな歴史をつくるとの決意のもと、必

ずや前人未踏の３連覇をなし遂げたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（鎌原宜文君）

します。

まず、赴任前のことですが、私がこの話を

伺ったときの印象ということでございますが、

当然のことながら大変驚きました。赴任前の私

の宮崎県に対する印象ということで申し上げま

すと、私自身は宮崎県は初めてでございますけ

れども、宮崎県に出向経験のある先輩ですとか

同期、それから、もちろん前任の内田前副知事

からも、県の魅力、あるいは自然環境が非常に

すばらしいということ、温暖な気候であるとい

うこと、おいしい地産品のこと、また、温和な
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県民性ということについて常々お話を伺ってお

りましたので、そういう意味で大変魅力に感じ

ておりました。

それから、次の御質問、本県の国県道につい

てでございます。私が県内を訪問した中で、県

北の観光拠点の一つであります五ヶ瀬町のワイ

ナリーでは、現在進められております県道の整

備によりまして、利便性が向上することから、

さらなる観光の振興につながっていくものとい

うふうに感じました。また、西米良村では、唯

一の幹線道路である国道が被災いたしまして、

地域の方々の暮らしに多大な影響が出ている状

況を目の当たりにいたしました。こうしたこと

から、中山間地域における道路の重要性を実感

いたしたところでございます。

国県道につきましては、高速道路を補完し、

地域間交流の促進や産業活動の支援、さらに

は、救急医療施設へのアクセス向上、安全・安

心な暮らしの確保など、果たすべき役割は極め

て大きいというふうに考えてございます。先ほ

ど議員からの御指摘にもございましたけれど

も、人口減少ですとか高齢化への対応、さらに

は地方創生の実現に向けて、あるいは災害への

備えという意味におきましても、人流・物流の

ネットワークを着実に整備していくことは、非

常に重要な課題だというふうに認識しておりま

す。残念ながら、現在、本県の国県道の整備状

況は、改良率ということで見ましても、全国の

中でも必ずしも進んでいるとは言えない状況に

ございます。私といたしましては、これまでの

国土交通省での知識、経験なども生かしまし

て、全力を挙げて必要な道路整備に取り組んで

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お○環境森林部長（川野美奈子君）

答えいたします。

林業における人材の確保・育成についてでご

ざいます。全国有数の林業県であります本県に

おきまして、人材の確保・育成対策は、最重要

課題と認識しているところであります。このた

め県では、新規就業者の確保や就業者の技術向

上、また、福利厚生や労働安全衛生の充実によ

る就業環境の改善など、さまざまな取り組みを

実施しているところであります。中でも、新規

就業者の確保については、都市部における就業

相談会や森林（もり）の仕事ガイダンスの開

催、「みやざき林業青年アカデミー」の研修な

どを実施するとともに、今年度から新たに、Ｕ

ＩＪターン希望者への体験研修や、「ひなたも

りこ」など、女性の活躍のための活動支援に取

り組むこととしております。しかしながら、山

村地域においては過疎化や高齢化が進んでお

り、担い手の確保が非常に厳しい状況にござい

ますことから、引き続き、林業現場にかかわる

さまざまなニーズを踏まえながら、市町村や関

係団体等と連携し、担い手対策のさらなる充実

・強化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

森林環境税につきましては、○黒木正一議員

知事には、林業日本一の宮崎県のトップとし

て、ぜひ知事会でもリーダーシップをとってい

ただきまして、創設の実現にさらなる御尽力を

いただきますように、重ねてお願いをいたした

いと思います。

それから、郡司副知事、農政畑をずっと歩い

てきたんですけれども、今、熱い思いを語って

いただきました。全共３連覇というのは、地元

の東北勢、次期開催地鹿児島県、多くの県が日

本一を目指しているということで、本当に熱い

戦いになると思いますけれども、ぜひ３連覇達
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成するように、全庁挙げて取り組んでいただき

たいと思います。

それから、鎌原副知事、突然、妙な質問をし

たんですけれども、宮崎県のイメージというの

はお聞きいたしました。第二のふるさとにした

いというのはきのう話があったと思いますけれ

ども、ぜひいろんな経験をしていただき、宮崎

の発展のために尽力いただきたいと思います。

それから、国県道のことについてお伺いしま

したけれども、この20年間で公共事業予算が減

り続けているのは、先進国で日本だけというこ

とであります。財政的に非常に厳しい面もあり

ますけれども、ぜひ予算獲得に働いていただき

まして、宮崎県のインフラ整備に御尽力いただ

きますように、お願いしておきたいと思いま

す。

それから、林業人材の育成についてでありま

すけれども、地域づくりは人づくり、山づくり

も人づくりというふうに思います。高知県で

は、これまであった林業学校に専攻課程を加え

て、初代の校長に建築家の隈研吾氏を迎えて、

林業大学校として再スタートするという話も聞

こえてきております。関係者の声もしっかり聞

いて、本県ならではの人材育成への取り組み、

さらなる取り組みにも期待したいと思います。

次に、災害に強い山づくりについて伺いま

す。木材の新たな需要で、山が大きく動き出し

ました。これは、先人たちが育ててきた資源が

活用されることであり、喜ばしいことです。し

かし、心配されることは、行き過ぎた伐採や未

植栽地の増加による自然災害の発生でありま

す。自然災害に強く、多面的機能が発揮できる

山づくりを進めることは、森林環境税を都市部

の方々に理解してもらうことにもつながると思

われますし、26年連続杉丸太生産量日本一にふ

さわしい、伐採から植栽までのガイドラインづ

くりが必要と考えますが、県の取り組みを環境

森林部長にお伺いします。

災害に強い○環境森林部長（川野美奈子君）

森林（もり）づくりのためには、林地保全に配

慮した伐採等の施業と、伐採後、速やかな再造

林を実施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、林地の保全に向け、｢環境

に配慮した効率的な高性能林業機械の作業シス

テム指針｣や｢森林作業道作設指針｣を定めてお

り、森林組合などの林業事業体への普及・定着

に努めているところでございます。また、国の

森林整備事業や森林環境税の活用による再造林

の支援、伐採して直ちに植栽する一貫作業シス

テムの推進などにも取り組んでいるところでご

ざいます。さらに、本年度から、「山会議」に

おきまして、関係者の合意形成を図りながら、

地域の実情に応じた再造林対策や、伐採・植栽

ガイドラインの作成に取り組んでまいりたいと

考えております。

「山会議」においてガイドラ○黒木正一議員

インづくりを進めようということのようであり

ますけれども、ぜひ、50年、100年後を見据えた

ものであってほしいと思います。

次に、誤伐・盗伐対策について伺います。山

が動き出しますと、いろんな課題が出てくるも

のです。森林伐採時に、隣接地の誤伐伐採と思

われる行為が多発しており、宮崎市議会、林活

議連からもトラブル防止に関する要望書が出て

います。そこには、伐採などにおける事務取扱

要領の整備や、県における管理指導及び被害相

談等を担当する機関の設置などを求めておりま

す。これも同じく「山会議」において協議テー

マの一つになっておりますけれども、今後の取

り組みについてお伺いします。
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県としまし○環境森林部長（川野美奈子君）

ては、誤伐・盗伐が増加していることを踏ま

え、関係者が一体となり、対応策の強化に取り

組んでいく必要があると考えております。この

ため、市町村に対しましては、「伐採届」にお

ける森林所有者の確認の徹底に加え、今後は、

隣接所有者の確認なども追加することにより、

チェック体制の強化に向けた指導を行うことと

しております。また、あわせて、境界明確化に

つながる林地台帳の作成支援等にも取り組んで

いくこととしております。さらに、伐採事業者

に対しては、伐採箇所の境界確認の徹底を指導

したところであり、森林所有者に対しては、境

界保全のチラシによる注意喚起を行うととも

に、相談に対する窓口を設置したところであり

ます。今後とも、市町村や関係団体、警察等と

連携を図りながら、誤伐・盗伐対策に鋭意取り

組んでまいりたいと考えております。

ぜひ、有効な防止対策に取り○黒木正一議員

組んでいただきたいというふうに要望しておき

ます。

次に、「農山漁村で年収100万円アッププロ

ジェクト」について伺います。３月の末に高知

県大豊町に行きました。大豊町は四国山地の中

央部にあり、吉野川が流れており、その川沿い

に役場や商店街があり、山の中腹に85の集落が

点在する、私の住む県北の山村によく似た風景

の町です。この地で高知大学の大野先生が集落

調査を行い、「限界集落」と名づけた限界集落

発祥の地とも言われているそうで、町全体の高

齢化率が55.9％であり、限界自治体とも呼ばれ

ている町です。

この町には、高知自動車道が通っており、イ

ンターチェンジも30年も前にでき、鉄道（土讃

線）も走っており、交通アクセスには恵まれて

います。しかし、この５年間の人口減少率は16

％と、本県で最も人口減少率の大きい県北の山

間部よりかなり大きく、果たして何が起こって

いるのか、どんな問題があるのかという思いで

行きました。

地域資源を活用し、安定した雇用づくりのた

め、４年前に国内大手の集成材メーカーが中心

となった大型製材所を誘致、さらに、ＣＬＴ工

場や新たな木材集積基地の整備を目指して、山

を切り取る造成計画が始まろうとしているとこ

ろでありました。また、新規就農者の確保のた

めに、研修生を受け入れる実践センターを設置

するなどの移住・定住対策も行われていまし

た。木材団地を役場の方に案内してもらいまし

たが、別れるときに、案内してくれた職員の方

が、「いろいろ取り組んできましたが、なかな

か人口の減少がとまりません。あと３分の１所

得が上がったら定住すると思います」と言われ

ました。

本県の今年度予算の重点施策の一つが、人口

減少対策と中山間地域対策の強化であり、中で

も所得向上策は極めて重要な課題であります。

このプロジェクトに取り組んだ背景と農政水産

部における取り組みについて、このプロジェク

トに大きくかかわっております農政水産部長に

伺います。

このプロジェ○農政水産部長（大坪篤史君）

クトにつきましては、中山間地域で「あと100万

円年収がふえれば、都会に出ている同級生たち

も帰ってきて生活できるようになるんだ」とい

う、美郷町の青年からの相談を契機に、農山漁

村に住む方々の所得向上に全庁的に取り組むこ

ととしたものでございます。そこで、今年度

は、まず、所得向上のためのアイデアを集めた

「チャレンジメニューリスト」を作成するとと
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もに、それぞれの項目ごとに相談窓口を設定す

ることとしております。また、本年度の新規事

業としまして、中山間地域を対象とした所得向

上のための実践プランの策定と、その実現に必

要なハウスや機械等の導入支援を行うこととし

ております。こういった所得向上対策につきま

しては、まずは、地域に住む方々が御自身で考

え、チャレンジすることが重要ですので、その

参考になるように、毎年度、メニューリストの

内容を改善しますとともに、成功した事例を広

く紹介するなど、長期的な視点から粘り強く推

進してまいりたいと考えております。

昨年の12月、鹿児島県の離○黒木正一議員

島、十島村に行きました。十島村は、７つの有

人島と５つの無人島から成り、鹿児島市に役場

があり、鹿児島港から夜11時発のフェリーに乗

り、目的地の一番遠い宝島に翌日の昼１時に着

いたので、14時間かかりました。交通手段が週

２便の村営フェリーしかない島ですが、国勢調

査では、この５年間に人口が15.37％増加と全国

２位の増加率。増加したといっても、５年前

の657人が101人ふえて758人になったと、数は少

ないのですが、今から７年前に積極的な移住対

策に取り組み、農漁業に従事する移住者への奨

励金支給や空き家などを使った住宅支援策等、

手厚い支援を行い、若い移住者がふえていまし

た。

ここの特徴的なのが、移住者が何をどうして

生活設計を立てていくかの道しるべとなる「島

の仕事ビジネスプラン」を作成していたこと

で、そこには、島ラッキョウやトカラ牛などの

農業や、漁業の具体的な収益性試算のほか、観

光・福祉などの経営メニューが示されており、

移住者はもちろん、既存住民の仕事づくりにも

大いに役立っているのではないかと思いまし

た。

本県のこのプロジェクトは、農林水産業だけ

でなく、部局横断的、総合的な所得対策が必要

で、市町村との連携も欠かせないと思われま

す。今後の展開について総合政策部長に伺いま

す。

農山漁村の維○総合政策部長（日隈俊郎君）

持・活性化には、お話にありましたように、所

得の向上が大変重要でありますので、これまで

にない新しい視点に立った取り組みが必要であ

ると考えております。このため、このプロジェ

クトでは、農林水産業だけではなく、福祉や観

光分野等も含めた横断的・複合的な視点による

所得向上モデルの創出等により、農山漁村にお

ける雇用や所得のさらなる確保に努めてまいり

たいと考えておりまして、中山間地域対策推進

本部等において議論を行っているところであり

ます。

農山漁村が抱えております課題やニーズは多

岐にわたりますので、今後、県の部局間はもと

より、市町村や地域住民等とも連携しながら、

地域の実情に応じ、個人や地域の「稼ぐ力」が

高ま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。

先ほど大豊町のことを言いま○黒木正一議員

したけれども、その近くに、今話題になってい

る大川村があります。人口が400人を割り、村議

会を廃止して村民総会の設置を検討しているニ

ュースで有名になっております。報道だけを見

れば、高齢者ばかりで、もうすぐ消滅するので

はないかと心配にもなりますが、国勢調査の人

口396人は、５年前と比べて3.6％の減少。しか

し、これは国立社会保障・人口問題研究所が予

測した人口より18.9％高く、予測上振れ率全国

２位だそうです。大川村は、地方創生が叫ばれ
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る前に、「何が何でも400人の人口を守る」振興

計画を策定し、土佐地鶏で16人、大川黒牛で５

人など、極めて具体的な施策別の人口増加指標

を設定。その結果、この５年間で20代を主力

に16人の社会増となったとのことで、高知県も

専任職員を派遣し、この挑戦を応援していると

のことです。問題意識があるから、今回の議会

廃止の検討という話題になったのではないかと

思います。

この年収100万円アッププロジェクトは、市町

村や地域住民と連携し、できるだけ具体的な目

標を立てて推進することが成功につながるので

はないかと思いますし、中山間地域の生き残り

をかけ、必ず成功させなければならないと思い

ます。

次に、話題を変えまして、高齢社会の諸課題

について伺います。

まず、高齢者の運転免許証返納についてであ

ります。本県の昨年の交通事故死亡者のう

ち、65歳以上の高齢者が66.7％と、全国でも７

番目の高さで、全国平均を12％上回っており、

死亡事故の状況についても、「歩行者」が減少

しているのに対し、「自動車運転中」は増加し

ています。今後、高齢者人口がますます増加し

ていくのに加え、平均寿命が延びている中で

は、従来の交通安全対策を行っているだけで

は、高齢者による交通事故が増加していくこと

が想像され、このため、高齢ドライバーの交通

事故防止に向けて、平成10年から免許証の自主

返納制度を開始しています。返納率が増加して

いると聞きますが、制度利用による返納者数は

どれくらいか。そのうち75歳以上の割合の推移

についても、警察本部長にお伺いします。

本県における運○警察本部長（野口 泰君）

転免許の返納者数と75歳以上の割合につい

て、10年前と比較しますと、平成19年の返納者

数は90人で、そのうち75歳以上は70％の63人、

昨年の返納者数は2,990人で、75歳以上は70.4％

の2,104人となっており、75歳以上の占める割合

には大きな変化は見られません。しかし、返納

者数は、10年前の約33倍と大きく増加しており

ます。この増加要因は､全国的に高齢者の事故が

多発していることや、本県でも、宮崎市高千穂

通りで高齢運転者による死亡事故が発生したこ

となどにより、自主返納の機運が高まっている

ものと分析しております。

返納者数は大きく増加してい○黒木正一議員

るということでありますけれども、高齢者の交

通事故がふえる中、平成26年６月に、75歳以上

を対象に、免許証更新の際の検査で認知症の疑

いがありと判定されたら、違反の有無を問わず

医師の診断を義務づけるという、改正道路交通

法が成立しました。そこでまず、認知症高齢者

の本県の状況について伺いますが、日本の高齢

化率は今27.3％と過去最高。平均寿命も延びて

おり、世界で最も速いスピードで高齢化社会が

到来しております。平均寿命が延びたことは、

医療技術の進歩、健康対策、それから交通安全

対策など、さまざまな施策を推し進めてきた結

果のあらわれであると。これは誇れることであ

りますが、同時に、認知症の問題は避けて通れ

ない課題であり、認知症患者の最大の危険因子

が加齢であることを考えると、今後、高齢者の

増加に伴って認知症の方の数もふえていくこと

が当然予想されます。本県の認知症高齢者の数

をどう把握されているのか。高齢者数に占める

割合についても、福祉保健部長に伺います。

） 現在、国のほう○福祉保健部長(畑山栄介君

では、認知症の有病率 これはある時点、一―

時点において疾病を有している人の割合ですが
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をもとにした算定方法で推計値を出してお―

ります。これを本県に当てはめまして、県内の

認知症高齢者は、平成27年10月現在で約５万

人、65歳以上高齢者の約７人に１人と推計して

おります。また、将来の見込みということで、

平成37年には約７万人、65歳以上高齢者の約５

人に１人に達すると見込まれております。

５人に１人は認知症の可能性○黒木正一議員

があるということで、何か恐ろしい感じはいた

しますけれども。国は、高齢者施策を担う厚生

労働省だけでなく、政府一体となって、認知症

の人の意見が尊重され、できる限り住みなれた

地域で自分らしく暮らし続けることができる社

会の実現を目指して、平成27年に、関係12省庁

が共同して「新オレンジプラン」を策定してい

ます。その中には、認知症への理解を深める普

及啓発の推進として、認知症サポーターを平

成29年度までに800万人にすると。また、認知症

の容体に応じた適時適切な医療・介護などの提

供として、認知症の初期集中支援チームの設置

と認知症地域支援推進員の配置を、平成30年度

までに全市町村で実施する目標を掲げています

が、本県の進捗状況について福祉保健部長にお

伺いします。

本県の推進状○福祉保健部長（畑山栄介君）

況でございますけれども、平成29年３月末時点

で、認知症初期集中支援チームは６市町、認知

症地域支援推進員は23市町村で配置しておりま

す。また、認知症について正しく理解し、認知

症の人や家族に対して、できる範囲での手助け

をしていただく「認知症サポーター」の養成に

も取り組んでおりまして、平成29年３月末時点

の本県のサポーターの養成研修の受講者数は、

延べ約10万人となっております。今後、新オレ

ンジプランに基づいた取り組みが確実に実施さ

れるよう、市町村に対する積極的な支援に努め

てまいりたいと考えております。

認知症支援対策は、大方予定○黒木正一議員

どおり進んでいるということでありますけれど

も、改正道路交通法は、信号無視や一時不停止

など、一定の違反行為があった場合には、免許

更新時でなくても認知機能検査を受けることが

新たにつけ加わっております。さらに、検査結

果により認知症と診断された場合には、免許の

停止や取り消しとなることも規定されるなど、

高齢ドライバーに対する安全運転対策を強化す

る内容となっております。免許更新に行ったと

きに、いきなり検査を実施され、結果次第で免

許取り消しでは、混乱を生じるおそれがありま

す。まず、高齢ドライバーに対して、趣旨を含

めた制度の周知が必要と思いますが、法成立か

ら１年と少し経過しておりますが、どういった

広報を実施してきたのか。また、施行後に、こ

れは余り時間はたっておりませんけれども、認

知症と診断されたり、免許取り消しとなった例

があるのか、警察本部長にお伺いします。

警察では、高齢○警察本部長（野口 泰君）

者の交通事故防止を目的とした改正内容につい

て、マスコミやポスター、チラシなどを活用し

た広報啓発を行うとともに、県民や包括支援員

に対する説明会を開催するなど、周知活動に取

り組んでおります。さらに、75歳以上の高齢者

が安心して更新手続を行えるよう、専門の相談

窓口を開設し、これらの高齢者に、認知機能検

査通知書や高齢者講習通知書を順次郵送するな

どしております。また、改正道路交通法が施行

された３月12日から５月末までに、免許取り消

しとなった方はおりません。なお、この期間中

に11人の方が認知症と診断されましたが、２人

の方は自主返納、３人の方は更新せず、残り６
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人の方が現在、審査手続中であります。

約２カ月間で11人が免許更新○黒木正一議員

時に認知症と診断されたということであります

が、周知・広報に加えて、制度内容に対する相

談への対応も必要と思います。相談窓口の設置

はどうなっているのか、また、設置していれ

ば、相談件数はどれぐらいあったのか伺いま

す。また、検査の円滑な実施のためには、医療

機関との連携が不可欠と思いますが、どういっ

た連携・協力体制を構築しているのか、同じく

警察本部長にお伺いします。

警察では、今回○警察本部長（野口 泰君）

の改正に伴い、運転免許課に、高齢者からの問

い合わせに対応する専門の相談員４名を新たに

配置しました。また、昨年配置した看護師４名

に加え、高齢者の自宅を訪問し、相談に当たる

警察官２名を増員するなど、相談体制の強化を

図っております。相談件数につきましては、改

正道路交通法が施行された３月12日から５月末

までに、認知機能検査や自主返納に関するもの

など、857件を受理しております。

医療機関との連携につきましては、宮崎県医

師会などとの意見交換会や説明会を開催したほ

か、医師からの問い合わせ専用電話を設置し

て、相互の連携に努めているところでありま

す。

相談件数が多いというのは、○黒木正一議員

やはり不安も大きいということだろうと思いま

す。本県の交通事故死亡者のうち、高齢者の割

合というのは全国と比べてかなり高いわけです

が、本県は、自動車保有率、運転免許保有率と

もに九州１位、65歳以上の保有率も25％を超

え、九州１位、75歳以上が9.1％で全国２位と、

自動車依存度が高いことから、高齢者の事故が

多いのもうなづけます。高齢者ドライバーによ

る事故防止といった観点からは、免許の自主返

納制度の促進も必要なことではありますが、公

共交通機関の乏しい中山間地域では、自動車が

なければ、買い物や病院への通院といった生活

に支障を来すため、やむを得ず免許が返納でき

ない高齢者も多いものと推測されます。短期的

には、今行われているメリット制度の充実や、

何らかの足の確保による免許返納制度の利用促

進も必要でありますが、中長期的には、高齢者

が車がなくても生活できるような、例えば、小

さな拠点への誘導も見据えた地域社会づくりな

どを進めることが必要ではないかと思います。

免許証を返納したくてもできない背景の一つ

に、返納しても支える家族がいない高齢単身世

帯の増加があると思われます。とりわけ、公共

交通機関の整備が困難な過疎地域における高齢

単身世帯は深刻です。高齢単身世帯の推移と増

加の背景をどう考えているのか、福祉保健部長

にお伺いします。

国勢調査によ○福祉保健部長（畑山栄介君）

りますと、本県における65歳以上の高齢単身世

帯数は、平成17年10月１日時点で４万7,402世

帯、平成27年10月１日時点で６万2,524世帯とい

うことで、10年間で１万5,122世帯増加しており

ます。その背景といたしましては、高齢者の増

加、核家族化の進展、未婚率の上昇などが考え

られまして、今後とも高齢単身世帯数の増加が

見込まれております。

高齢の単身世帯は増加してい○黒木正一議員

ると。核家族化とか未婚化がその背景にあると

いうことでありますが、私は山村に住んでいま

すけれども、近くの集落で、最近、複数の単身

世帯で、誰にもみとられずに亡くなる孤立死が

ありました。人と人とのつながりが強いと思わ

れている地域においても、このような事例が起



- 113 -

平成29年６月15日(木)

こっています。さらに、それに認知症の増加も

あり、社会的に孤立する人がふえていくのでは

ないかと考えられます。

そこで、地域住民の困り事に対応する民生委

員制度について伺います。制度ができてこと

し100周年を迎え、新聞などで制度の意義や課題

などが取り上げられていますが、生活相談から

高齢者や障がい者の支援など、地域福祉の最前

線での活動に加え、児童委員を兼ねており、子

育て支援から登下校の見回り、学校と地域社会

とのパイプ役など、役割が増大しており、さら

に、単身高齢者の孤立への対応が新たな負担に

なっていることが指摘されています。民生委員

の役割は一段と重要になっていますが、委員の

高齢化や担い手不足が年々深刻化していると聞

きます。本県においては充足率は約97％、月の

半分は見回りなどの活動をしているということ

のようですが、守秘義務もあり、役割の大きさ

の割には住民に知られていないのが現実です。

かつて松形知事のときに、松形知事が挨拶の中

で、民生委員制度と消防団、これは日本が世界

に誇るボランティア組織だと話をしたのを覚え

ております。100周年を迎えた民生委員制度を知

事はどのように評価されているのか、伺いま

す。

民生委員の皆様には、○知事（河野俊嗣君）

崇高な社会奉仕の精神のもとに、さまざまな課

題を抱える住民の相談に応じ、必要な支援につ

なぐなど、地域を見守り続け、一人一人に寄り

添う頼もしい存在として活動いただき、極めて

重要な役割を果たしていただいていると考えて

おります。その活動は、長年にわたり、我が国

の地域福祉を支える原動力となっているところ

でありまして、民生委員の皆様の献身的な姿

勢、地道な御努力に対して、改めて心からの敬

意を表するところであります。今後は、住民同

士の支え合いが重要性を増す中で、地域のかな

めである民生委員への期待がより一層高まって

くるものと考えております。本年は、民生委員

制度創設100周年に当たりますことから、県にお

きましては、記念大会の開催を支援しますとと

もに、民生委員の活動を紹介することなどによ

り、若い世代を初めとする県民の皆様の民生委

員に対する理解の促進や担い手の確保に取り組

み、民生委員活動のさらなる充実・強化に努め

てまいりたいと考えております。

ぜひ、若い人たちに理解して○黒木正一議員

もらうような取り組みを進めていただきたいと

思います。

次に、交通安全対策の一つとして、横断歩道

についてお伺いします。運転者や歩行者にとっ

て、道路標識や道路表示は、安全を確保するた

めに重要なものです。さらに、高齢社会におい

ては、よりわかりやすい表示、標識が求められ

ていると思います。中でも、白線が消えかけた

横断歩道を、はっきりとわかるように補修して

もらいたいという声があります。計画的に整備

していることとは思いますが、どのような手続

で点検・確認し、補修整備を行っているのか、

警察本部長にお伺いします。

横断歩道は、歩○警察本部長（野口 泰君）

行者の横断場所を指定するとともに、車両等に

対して歩行者保護の義務を課して、横断歩行者

の安全を確保するもので、本年３月末現在で、

県内に約１万5,000本を設置しております。横断

歩道の点検・確認につきましては、警察官の日

常活動による点検を行うほか、例年、４月、５

月を「交通規制等の点検・見直し期間」として

重点的に点検活動を行っており、このような活

動により、摩耗の著しい横断歩道等の実態把握
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に努めております。これらの補修は、危険性・

必要性の高い箇所から優先的に実施しておりま

すが、近年、補修が追いついていない状況にあ

ります。警察としましては、横断歩行者の安全

を確保するため、今後とも計画的な交通安全施

設の整備を図ってまいります。

交通安全対策に携わっている○黒木正一議員

人からの要望でありましたので、限られた予算

であると思いますけれども、安全対策を進めて

いただきたいと思います。

次に、高齢者の労働参加について伺います。

少子高齢化は、労働人口の減少による社会保障

の崩壊や地域の消滅につながることから、その

対策として、自然増に向けた少子化対策、社会

増に向けた移住・定住対策が行われており、い

ずれも重要な施策であります。しかし、少子化

対策はすぐに効果があらわれることは難しく、

また、移住・定住対策は、国内でのパイの奪い

合いであり、国全体という観点からは、労働人

口減少対策にはならないと思われます。労働力

の減少に対しては、一定の解消を図る現実的な

施策として、高齢者の労働参加が言われていま

す。高齢者の労働参加の必要性を、労働力確保

の観点からどう感じているのか、知事の所見を

伺います。

全国的に少子高齢化が○知事（河野俊嗣君）

進行しまして、生産年齢人口が年々減少してい

る。そういう状況によりまして、労働力の確保

が喫緊の課題となっております。一方で、平

成28年版の厚生労働白書によりますと、全国の

高齢者の７割近くの方が、65歳を超えても働く

ことを望んでいるという状況にあります。私と

しましては、働く意欲のある高齢者の方々が、

健康で生きがいを持って働いていただくこと

は、担い手の確保、地域の活性化、産業の活性

化、そういった効果はもちろんでありますが、

「健康長寿日本一」を目指す本県にとって大変

重要であると考えております。今後とも、高齢

者の方が、長年培ってきた知識や経験を生かし

て、積極的に労働参加をしていただきますよ

う、その就労支援にもしっかり取り組んでまい

りたいと考えております。

かつて日本は、明治から太平○黒木正一議員

洋戦争の前までの60年間で人口が２倍となっ

て、80万人近くの人が海外に移住したと聞きま

すが、今は、労働力不足で、外国人労働者の受

け入れという逆の現象が起きております。高齢

者の労働参加は、労働力対策のほか、生きがい

づくりや健康寿命の延伸など、さまざまな効果

があると思われます。意欲ある元気な高齢者の

労働参加を進めるために、高齢者に職業紹介を

行う取り組みを県はどのように進めているの

か、商工観光労働部長に伺います。

高齢者の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

就労支援につきましては、従来から、宮崎県シ

ルバー人材センター連合会を通しまして、就業

機会の確保や技能習得のための講習会の開催な

どに取り組んでおりますけれども、近年の高齢

者の就労意欲の高まりや、労働力確保の課題に

対応するための取り組みも進めているところで

あります。具体的には、シルバー人材センター

連合会にコーディネーターを配置いたしまし

て、求人情報の収集や求人・求職者の開拓など

を行いますとともに、シニア世代就職面談会の

開催や、インターネットを活用した｢みやざきシ

ニア人材バンクシステム｣の運用によりまして、

高齢者と企業とのマッチングのための取り組み

を行っております。国におきましても、高齢者

に特化した職業相談や職業紹介のほか、高齢者

の継続雇用を支援する助成金などがございます



- 115 -

平成29年６月15日(木)

ので、国等ともしっかり連携しながら、意欲あ

る高齢者の就労支援に努めてまいりたいと考え

ております。

話題を変えて、結婚支援事業○黒木正一議員

についてお伺いします。

さきの質問で、高齢単身世帯が増加した背景

の一つに未婚率の上昇があると言われました

が、全国で、50歳まで一度も結婚したことのな

い人の割合を示す生涯未婚率は、平成27年に男

性が23％、女性が14％と過去最高となり、生涯

未婚の人が男性で５人に１人、女性で７人に１

人いる計算となります。少子化、人口減への危

機感が高まる中、現在、47都道府県全てが結婚

支援事業に取り組んでおり、これまでに約8,000

組が結婚。早くから取り組んでいる茨城県や兵

庫県、愛媛県などは大きな実績を上げていま

す。本県も結婚サポートセンターを設置してい

ますが、これまでの実績、今後の取り組みにつ

いて福祉保健部長に伺います。

みやざき結婚○福祉保健部長（畑山栄介君）

サポートセンター事業につきましては、本年５

月末現在で、男性660名、女性616名の合計1,276

名が会員登録されております。これまでの実績

でありますが、1,249組のお引き合わせを行い、

このうち12組が入籍されております。また、今

後入籍を予定されているカップルもいると伺っ

ておりまして、一定の成果が上がってきている

と考えております。

この事業は、少子化の原因の一つである未婚

化・晩婚化の進行の中、重要な取り組みである

と認識しておりますので、今後とも、企業訪問

や出張窓口の開設などによる会員拡大を図ると

ともに、他県で成果を上げている事例も参考に

しながら、お引き合わせの増加につながるマッ

チングの充実や会員同士のイベント開催等、魅

力的な出会いの機会の創出にも積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

実はこの質問をしましたの○黒木正一議員

は、私が登録を勧めた人が、うまくいきそうだ

ということで連絡があったものですから、うれ

しくなってつけ加えたわけなんです。早くから

取り組んでいるところとか、いろんな取り組み

をしているところでかなり実績を上げている県

もありますので、そういう実績の上がっている

ところはしっかり調査をしていただきまして、

少子化対策の一つになると思いますので、さら

に推進していただきたいと思います。

以上で通告した質問は全て終わりましたが、

美郷町北郷区に椎野という世帯数７戸の集落が

あります。昭和63年からアジサイの苗を植え始

め、町道や田んぼのあぜに約２万本の花が咲

き、こつこつと積み重ねてきた功績が認めら

れ、美の里づくりコンクールで農林水産大臣

賞、花の観光地づくり大賞など、数々の賞を受

賞して、例年なら、ちょうど今ごろから「あじ

さい祭り」が開催されます。この「あじさい祭

り」がことしは中止となりました。葉化病とい

う、花が緑色の葉っぱのようになる病気に感染

したためで、効果的な治療法がなく、感染した

株を抜いて処分するしかないということで、大

切に育ててきた地元の方々の落胆ぶりは大きい

ものがあります。美しい宮崎づくりのフェイス

ブックにも写真が紹介されるほどで、県内外か

ら多くの花見客が訪れるようになっていただけ

に残念です。県内にはアジサイの名所が幾つも

ありますが、どこで発症するかわかりません。

この地域が、この困難を克服した再生モデルと

なるように、県でも、できれば可能な協力をお

願いいたしまして、質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）
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以上で本日の質問は終わり○横田照夫副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会


