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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、一般質問、人事案件の採決及

び議案の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。けさ、まだ夜も明けぬときに目が覚

めまして、ゆうべまとめました質問の資料を開

こうとパソコンを開きましたら、どこにも見つ

からず、朝から激震が走ったきょう一日のスタ

ートでありますが、このようなこともあるんだ

なと、危機管理意識というものの大事さを痛感

しました。しかし、ちょうど先日、データ移動

に使っていたデータが残っていたものですか

ら、一応ポイントは押さえた質問はできるかと

思っております。これまでも執行部の方には、

趣旨確認において、いろいろと質問の主意につ

いてはお話しさせていただきましたので、明快

なる御答弁をお願いしたいと思います。また、

危機管理におきましては、空振りは許されても

見逃しは許されないということですので、しっ

かり質問をしてまいりたいと思います。

先月、東北のほうに視察に行ってまいりまし

た。６年前も視察に伺ったところだったんです

けれども、名取市の仙台空港におり立ち、レン

タカーに乗り、県道10号を多賀城のほうへ、そ

こから国道45号に沿って、塩竈、松島、石巻、

南三陸、気仙沼、陸前高田と北上して見てまい

りました。６年前に行ったときには、まだ震災

の瓦れきがそのままの状態であったものが、き

れいに片づき、すれ違う車やコンビニ等にと

まっている車の大半は大型ダンプやトラック、

道路沿いには数多くの重機をそろえているリー

ス会社、海岸のほうを見ますと、真っ白く直線

に延びた終わりの見えない堤防、震災に負けな

いという気持ちが伝わってくるような復興道路

の建設、想像もつかないような甚大な被害を受

けた地域が、力強く復興・再生に動いているも

のを感じました。

また、気仙沼では、県から派遣されている技

術・事務の職員の方２名とお話しさせていただ

きました。また、そのとき、どうしても参加し

たいと、宮城県の職員の方も来られまして、４

人でいろいろと話をすることができました。宮

城県の職員の方からは、本当に宮崎県さんのお

かげで助かっていると、繰り返し繰り返し、何

度もお礼を言われたのを覚えております。他県

に比べ、多くの職員を派遣されている河野知事

におかれましては、現地の方から本当に感謝さ

れている声を聞くことができると、とても誇ら

しく思われることかと思いますし、また、職員

の方が一生懸命頑張っておられることは、大変

喜ばしくも思われているのではないかなと思い

ます。

しかし、そこでいろいろと考える中で思った

ことは、東北が被災し、復興に向けて今動いて

いる現状、そして、そのために備えられている

インフラ整備、これを目の当たりにしたとき

に、今の宮崎県がどれほど震災 いわゆる南―

海トラフが懸念されるわけなんですが に対―

して備えができているのかということを強く不

安に感じたところでもありました。さきの政策

調査会の勉強会において説明を伺いましたが、

県としては、県民防災力の向上や住宅・建築物

の耐震化等の推進、津波対策の推進、総合防災

体制の充実強化を図られていくという方針のよ

うです。あの恐ろしい津波からしっかりと避難

平成29年６月20日(火)



- 229 -

平成29年６月20日(火)

すること、そのためには、まず地震の難から逃

れられなければなりません。

昨年、委員会視察で淡路のほうに行かせてい

ただきました。多くの方が被害に遭われ、被災

された方がたくさんいらっしゃいました。しか

し、何とか命を取りとめた方がたくさんいらっ

しゃったのは、常日ごろからの地域力のあり

方、そして建物にしっかり耐震性を備えておく

ことが何より大事だということでありました。

気仙沼でも、港のところでお店をされていた方

が言われたことは、津波より、まず地震から逃

れることが大事だと。地震がおさまってから、

しっかりとした建物に逃げること、避難場所に

逃げられること、それが何よりも重要だという

ふうにおっしゃっておりました。そこでまず、

本県の対策として、地震発生時における身の安

全を確保することが最重要と思いますが、県の

地震対策の取り組み状況について知事に伺いま

して、以下は質問者席より行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

本県の地震対策の取り組み状況についてであ

ります。本県では、南海トラフ地震が発生した

場合、最大震度７、死者３万5,000人、全壊棟数

８万9,000棟が想定されており、地震に対する備

えは急務となっております。このため県では、

「新・宮崎県地震減災計画」に基づき、県民防

災力の向上や住宅・建築物の耐震化、居住空間

内の安全確保、外部空間における安全確保な

ど、さまざまなソフト・ハード対策に取り組ん

でいるところであります。

御指摘のとおり、東日本大震災の後、地震、

津波、避難という、避難に意識が行くわけであ

りますが、まずは、地震が発生した際に、けが

なく、命を守ることが重要であると考えており

ます。このため県では、平成27年度から県下一

斉のシェイクアウト訓練を実施し、避難行動を

確認していただいております。これは、決めら

れた時間に参加者が一斉に身を低くして机の下

に隠れるなど、身を守る行動を実践する、その

ような訓練であります。

また、建物の耐震化や家具の固定など、身の

周りの安全確保に関する具体的な対策について

も、メディアによる広報や地域・学校・企業等

への防災出前講座等を通じて啓発を行っている

ところであります。県としましては、市町村や

防災関係機関と連携しながら、身近な地域での

自助・共助の取り組みを推進し、地震減災に努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

あらゆることを想定した訓練○二見康之議員

の実施、また市町村、関係機関との連携、自助

・共助の取り組みの推進、どれも大切なことだ

と思います。そのような取り組みを県が行政主

体として真剣に取り組んでいくことは、大切な

ことだと思います。また、それ以上に、県民一

人一人がしっかりとそういう防災意識を高めて

いくこと、認識を持ってもらうこと、自覚を

持ってもらうことが大切だと思います。

県のほうでは、一般住宅等の建築物における

安全性の向上を図るために、「宮崎県建築物耐

震改修促進計画」を定めて取り組んでこられて

おりますが、現在、その中で掲げた住宅や建築

物の耐震化促進の取り組み状況はどのように

なっているのか、県土整備部長に伺います。

「宮崎県建○県土整備部長（東 憲之介君）

築物耐震改修促進計画」では、大規模地震に対

する建築物の安全性の向上を一層促進するた

め、建築物の耐震化率について平成32年度まで
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の目標値を定めるとともに、耐震診断や耐震改

修に対する費用の補助などによる支援を初め、

専門技術者の養成や相談窓口の設置、啓発や知

識の普及などに取り組むこととしております。

昭和56年以前の旧耐震基準のもとで建設され

た建築物は、なお数多く利用されているところ

でありますが、耐震性能を判断する木造住宅耐

震診断士を養成するための講習会の開催や、大

規模地震時に建物の倒壊から命を守るため、日

常の生活の場となっている木造住宅と、不特定

多数の方々が利用される大規模なホテルや百貨

店などの耐震化に対する補助を、国や市町村と

連携して実施するとともに、県民の皆様へ、建

物の耐震化の必要性について意識啓発に取り組

んでいるところであります。

この取り組みの中で、私も先○二見康之議員

日、資料をいただいて見たところ、大体まだ10

万軒ぐらいが未実施だというようなことであり

ますが、毎年毎年、新しい住宅も建設されてい

る。この間いただいた資料で、戸数で7,000軒ぐ

らいだったかと思います。そういうふうに、耐

震改修だけではなくて、新築も進んでいくわけ

なんですが、いかに早く耐震にしっかり取り組

むことができるかというのが重要だと思いま

す。せっかく県がいい事業をやっていても、そ

れを知らないで過ごしてしまうというのが一番

問題だと思います。住宅や建築物の耐震化を促

進するために、所有者等に対してどのように周

知を行っているのか、同じく県土整備部長に伺

います。

耐震化を促○県土整備部長（東 憲之介君）

進するためには、その必要性について、所有者

の方々の意識を高めることが大変重要であると

考えております。このため、県、市町村及び建

築関係団体において相談窓口を設置しているほ

か、住まいや防災に関するイベントにおいて、

パンフレットの配布や耐震補強の効果を実体験

できる模型の展示などを行っているところであ

ります。さらに、新聞・テレビなどの広報媒体

を活用した啓発にも取り組んでいるところであ

ります。

また、本年度からは、耐震診断は受けたもの

の改修工事に至っていない方々に対し、木造住

宅耐震診断士による戸別訪問を行い、改修に向

けた動機づけを行うこととしております。今後

とも、大規模地震から県民の生命と財産を守る

ために、建物の耐震化の必要性について、しっ

かり周知してまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○二見康之議員

先ほども申し上げましたように、まずは地震

の難から逃れることが大事であって、その次に

想定される津波からは、いかに逃げることがで

きるか。それにおいて、まず、先日、昔の東北

震災のときの映像を確認しながら言われたこと

が、避難場所になっていたところが被災してし

まった、それで亡くなられたというか、被災し

てしまった方もいらっしゃったということだっ

たんです。本当に避難場所として大丈夫だと思

われるところを確保すること、これまでの間に

県のほうでも取り組んでこられていると思いま

すけれども、迅速かつ安全に避難できる避難場

所等を確保することが重要だと思っておりま

す。県の津波避難対策について、危機管理統括

監に、どのように取り組んでおられるのか伺い

ます。

津波に対し○危機管理統括監（田中保通君）

ましては、住民の迅速な避難が重要であります

ので、安全な避難場所や避難経路の確保・整備

を進めております。避難場所につきましては、

沿岸市町において、民間のビル等を活用した津
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波避難ビル649カ所、高台等516カ所を緊急避難

場所として指定しているところであります。

また、避難が困難な地域につきましては、沿

岸市町と連携しまして、平成31年度までに津波

避難タワー等を26基建設することとしておりま

して、28年度までにこのうち11基が完成してお

ります。さらに、避難経路につきましても、避

難場所まで安全かつ迅速に避難できるよう、誘

導標識や照明等の設置を進めており、各地域で

は、これらの避難経路、避難場所を活用した津

波避難訓練に取り組んでいるところでありま

す。

よろしくお願いします。６年○二見康之議員

前の映像で、海上保安庁の仙台空港の映像があ

りました。空港にとめてある車、そして飛行

機、セスナ、ヘリが本当に目の前を流れていく

現状で、今来てもらっても対応できないという

ような報告をしているところでした。そして

今、空港の２階にいるが、ここも安全かどうか

はわからないと。高台とかに避難して 今、―

宮崎港のほうにも高台（マウンド）ができたと

いうことですけれども 目の前を流れる大津―

波を目の当たりにして、本当に怖い思いをされ

るんじゃないかなと。しかし、そこで何とか逃

れることができて、生き延びることができれ

ば、希望につながっていくと思いますので、皆

さんの期待を裏切らないようなしっかりしたも

のをつくっていただきたいと、強く願うところ

でございます。

続いて、今度は津波対策、実際の海岸や河川

における対策について伺いたいと思います。東

北で６年前にはなかったもの、それは、どこま

でも延び行く堤防、そして気仙沼だけでなく陸

前高田のほうでも、堤防だけでなく、その後ろ

の敷地のところにそびえ立つ盛り土、はっきり

言って要塞みたいなものが今つくられているん

だなというのを感じました。あれを見たとき

に、宮崎県の今の対策というものが本当にどこ

までできているのか、非常に不安になるところ

であったんですが、今の海岸や河川におけるレ

ベル１津波対策の取り組み状況について、県土

整備部長に伺います。

南海トラフ○県土整備部長（東 憲之介君）

地震における津波対策は、喫緊の課題でありま

すことから、東日本大震災直後から、一ツ瀬川

など４河川において、河川改修に合わせて津波

対策に取り組むとともに、新別府川など13河川

において、県単独事業により、23基の樋門の自

動閉鎖化を実施したところであります。さら

に、平成26年度からは、沖田川など14水系にお

いて、九州で初めて、津波・高潮・耐震対策河

川事業にも取り組んでいるところであります。

海岸におきましては、風田海岸など３つの海

岸において、老朽化対策に合わせて、津波対策

となる護岸整備を行っております。また、防潮

堤の整備が必要な32の海岸、約56キロメートル

のうち、優先度の高い13の海岸、約38キロメー

トルにおいて、事業化に向けて、防潮堤の位置

や高さなどの検討を進めるとともに、地域住民

や利用者との合意形成のための地元説明会を

行っているところであります。

県のほうでも着実に進んでい○二見康之議員

るということだと思いますが、これまでの５年

間を集中復興期間として東北は取り組んでこら

れたということで、約25兆ほど予算執行されて

いるものだと。もちろん、これはインフラだけ

ではなくて、避難されている方々の支援やいろ

んなものを含めての金額だと思いますが、これ

から先、宮崎県の対策を行っていく上で必要な

予算確保について、どのように県は取り組んで
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いるのか、同じく県土整備部長に伺います。

国におきま○県土整備部長（東 憲之介君）

しては、南海トラフ地震等における津波対策を

着実に推進するということで、予算の確保に努

めていると伺っておりまして、先日、閣議決定

された「骨太の方針2017」では、津波などの防

災・減災の取り組みや国土強靭化に向けた取り

組みの着実な推進が明記されているところであ

ります。

本県におきまして、河川や海岸の津波対策に

は、今のところ1,000億以上の費用が見込まれて

いるということでございます。より一層、対策

を推進するために、さらなる予算の確保が大変

重要であると考えております。このため、機会

あるごとに、知事を先頭に、財務省や国土交通

省等に対し、新たな財政支援制度の創設や必要

な予算の確保などを強く要望してきたところで

あり、さらに、南海トラフ地震対策について政

策提言を行う10県知事会議においても、繰り返

し要望を行ったところであります。県といたし

ましては、今後とも、津波対策の推進に必要と

なる予算の確保に、全力で取り組んでまいりま

す。

よろしくお願いします。本当○二見康之議員

にこれは、いつ来るかわからないということに

対して整備するのに、来なければ時間がたって

も、許されるわけじゃないですけれども、運が

よかったということなのか、どう理解すればい

いのか非常に難しいところなんです。しかし、

行政主体として、危機管理の中では、先ほども

申し上げたように、空振りはしても見逃しはで

きないということ、そして、いつ来るかわから

ないということに対しては、本当に迅速な対応

をしなければならないんじゃないかと思いま

す。それが東日本の教訓として、南海トラフの

危険をはらむ宮崎、ほかの県としっかり連携し

て、一日も早い整備完成を目指して取り組ん

で、頑張っていただきたいと思います。

次に、国体関連施設整備について伺いたいと

思います。

これまでの本議会でもいろいろとお話があっ

たところでありますが、私も昨年１年間、総務

政策常任委員会の中で、その都度、報告を聞い

てきたところでございます。その中で、大体６

月議会までには最終候補地の選定が終わるだろ

うという見通しだったかと理解しているのです

が、現在の県有主要３施設の整備の検討状況に

ついて、どのようになっているのか、知事に伺

います。

２巡目国体に向けまし○知事（河野俊嗣君）

た県有主要３施設の整備候補地につきまして

は、早い時期に県としての方針を固めるべく、

検討を進めているところであります。さまざま

な諸条件を考慮して候補地を絞り、まだ現段階

では、関係市や競技団体から施設整備に関する

さまざまな要望もいただいております。関係市

との協議等も進めながら、最終的な整備地につ

いて、検討・熟慮しているところであります。

引き続き、スポーツランドみやざきの新たな展

開や県の財政負担、さまざまな要素を総合的に

勘案しながら、早い時期に決定したいと考えて

おります。

もう関係市との最終的な調整○二見康之議員

に入っていらっしゃることだと思います。今回

の県有３施設の整備に当たりましては、国体開

催という非常に大きなイベントを本県でするこ

とが決定したこと、それに伴って、いろいろ、

総合政策部を初め教育委員会のほうでも、全庁

を挙げての検討が今進められていることだと思

うんですが、何より一番大事なことは、知事も
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以前おっしゃったように、国体開催後の宮崎県

のスポーツ振興をどのように考えていくのか、

スポーツランドみやざきのこれからのあり方を

どのように考えていくのかというのが一番重要

なポイントではないかなと思います。

私も先日、知事室のほうに、都城市長並びに

議会関係の方々と一緒に、山之口へ陸上競技場

を設置してほしいという要望に上がったところ

でありますが、ほかの各市長、延岡市や宮崎市

並びに関係スポーツ団体からもいろんな要望が

今上がってきている状況だと思います。余り長

くそれぞれの要望合戦の状況をつくることは、

決定したときに、どうしてもどっちかが立たな

いというふうになってしまうのかなと思いま

す。みんなそれぞれ真剣に要望しているわけで

すから、その意も踏まえての今後のスポーツラ

ンドみやざきをうまく展開していくためにも、

できるだけ早く決定していただいたほうがいい

のではないかなと思いますが、この２巡目国体

に向けた施設整備について、今後のスポーツラ

ンドみやざきの展開にどのように生かしていく

のか、知事のお考えを伺いたいと思います。

前回の国体において整○知事（河野俊嗣君）

備しました県総合運動公園が、スポーツキャン

プや合宿の受け入れなど、今日のスポーツラン

ドみやざきを支える重要な基盤となっていると

ころであります。今回の２巡目国体、さらには

全国障害者スポーツ大会を契機としました施設

整備は、これらの大会の開催のみならず、今後

のスポーツランドみやざきの新たな展開に資す

る大変重要な施設であろうと考えております。

スポーツランドみやざきをさらに推進してい

く上では、全県化、通年化、多種目化が課題で

あるというふうに認識しております。県総合運

動公園を中心とした既存施設の機能高度化を

図っていくのか、あるいは、より広域的な視点

に立って、面的な展開を進めていくのか、さま

ざまな御意見をいただいているところでありま

す。いずれにいたしましても、県だけではな

く、市町村の施設も含めて、これらの課題に対

応し、本県の観光や地域振興にも資するよう取

り組んでいく必要があるものと考えておりま

す。

よろしくお願いいたします。○二見康之議員

皆さん、本当にこの機会に大きな期待を寄せて

いるところでありますので、最終調整をしっか

り行っていただいて、一日も早い決定、そして

前向きな前進を期待しているところであります

ので、よろしくお願いします。

同じく、次は、国民文化祭、障害者芸術・文

化祭について伺いたいんですが、先日６月７日

に、平成32年度に開催される第35回国民文化祭

宮崎実行委員会並びに第20回全国障害者芸術・

文化祭実行委員会設立総会が、県内市町村を初

め、行政、団体、企業など多くの関係者の参加

のもと開催されました。国民文化祭、全国障害

者芸術・文化祭の趣旨や開催状況、本県開催に

至る経緯、実行委員会の組織体制や今後の開催

スケジュール等について説明をいただいたとこ

ろであります。今後、実行委員会の会長として

運営をされていく河野知事でありますが、その

中に設置される企画会議、企画委員会並びに事

業別各専門部会において本事業を進めていかれ

るとのことであります。

数百万人の参加者が見込まれる大イベントで

あり、各界からの期待も大きいものであると思

います。経済効果や観光振興のほかにも、今後

の本県文化活動を創造するものにしてほしい、

国際交流を深めてもらいたい、学生のアイデア

を生かした企画をしていただきたいなど、大き
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な期待が寄せられていることを感じました。ま

た知事も、これを機にバリアフリー等を進めて

いきたいというような思いも話されておりまし

たが、この国民文化祭、全国障害者芸術・文化

祭の実行委員会会長として、知事の開催イメー

ジはどのようなものなのか、お聞かせいただき

たいと思います。

国民文化祭、全国障害○知事（河野俊嗣君）

者芸術・文化祭の開催は、文化芸術のすばらし

さや地域の文化資源に対する認識を一層深める

など、本県の文化振興を図る上で大変意義のあ

るものと考えております。この大会では、平

成24年から９年間にわたり取り組んでおります

記紀編さん1300年記念事業の集大成としまし

て、例えば、大会のオープニングに日向神話や

神楽の要素を取り込むなど、これまで磨き上げ

てまいりました本県固有の地域資源や文化を国

内外に発信する絶好の機会にしたいと考えてお

ります。

また、音楽や演劇、郷土芸能などの分野別

フェスティバルにつきましては、その地域の特

色を生かしたもの、また逆に、これまで余り普

及していなかった新たな分野のものなど、さま

ざまなジャンルの文化イベントを県内各地域で

開催したいと考えております。

また、先日、のべおか第九演奏会の合唱団の

結団式に参加して 今、団員の減少に大変悩―

んでおられるわけでありますが、さまざまな芸

術文化団体が運営にいろいろ御苦労されてい

る。国民文化祭という目標を３年後に設定する

ことによって、さらに活動を活気づける、活性

化させる、そういう効果というものも大いに期

待したいと考えております。

さらに今回、国民文化祭と全国障害者芸術・

文化祭を一体的に開催することによりまして、

障がいのある人もない人も、生き生きと活躍す

るみやざきづくりにつなげていきたいと考えて

おります。今後とも、こうしたもろもろ考慮し

ながら、宮崎らしい大会の実現に向けて、関係

者と連携を図りながら、準備を進めてまいりた

いと考えております。

よろしくお願いいたします。○二見康之議員

ぜひとも成功させていただきたいと思います。

先ほど、ここ数年の参加者数は数百万人に上る

ものであり、経済波及効果は数百億円に上るも

のが見込まれるというふうな説明でありまし

た。これだけの大イベントですから、開催費も

それなりにかかっているのかなと思いました

ら、やはり10数億円かかっているのが現状のよ

うでありました。今後、多額の財政負担が予定

されている本県にとっては、非常に重いものか

なとも感じますが、開催費をどの程度見込んで

いるのか、また、それに対して国の助成はある

のか、知事にお伺いします。

過去の開催都道府県の○知事（河野俊嗣君）

状況を見ますと、国、県、市町村の合計で、10

億円から20億円程度の開催経費となっておりま

して、このうち、国が約2.5億円を負担しており

ます。今後、実行委員会や市町村を初めとする

関係機関等と調整を図りながら、具体的な事業

内容と予算につきまして検討してまいります。

わかりました。○二見康之議員

次に、公共交通機関について伺いたいと思い

ます。

ＪＲ九州の民営化に際しましては、私もいろ

いろと、株式の取得をしたらどうかとか提案も

させていただきましたが、先日のワンマン化に

伴う安全・安心の確保のための取り組み状況に

ついての確認とか、いろいろ議論されていると

ころであります。本来であれば、鉄道利用状況
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がよければ、ワンマン化の話というものも、そ

もそもはなかったんだろうという思いもいたし

ます。いろいろ利用者の利便性向上等に県は努

めていらっしゃるんだと思うんですが、これか

らも大事なところは、本県における鉄道のあり

方についてどのように考えているのか。利用者

がふえていけば、経営改善策というものはな

かったのかなという思いもありますので、今後

の鉄道のあり方について、どのようなお考えを

持っていらっしゃるのか、知事に伺います。

鉄道は、大量性、速達○知事（河野俊嗣君）

性、定時性にすぐれた交通手段であります。地

域におきましては、通勤・通学等の生活路線と

しまして、また広域的には、観光やビジネス客

などの移動手段として利用されているわけであ

りまして、基幹的交通基盤として重要な役割を

担っているものと考えております。鉄道が引き

続きその役割を担っていくためには、「地域が

みずから乗って残す」という活動を盛り上げ

て、県民の利用を促進するとともに、インバウ

ンドを含めた、他の地域や県外からの利用も伸

ばしていく必要があると考えております。

そのため、交通系ＩＣカードの導入支援など

により、利便性向上を図るとともに、利用者が

減少しております日南線・吉都線では、地元自

治体との連携の上、それぞれの地域の取り組み

を支援しておりますほか、外国人利用も増加し

ております観光列車「海幸山幸」の平日臨時運

行の支援などを行っているところであります。

今後とも、国やＪＲ九州と緊密に連携をし、関

係者で知恵を絞りながら、県内鉄道の維持・充

実に努めてまいりたいと考えております。

これだけ利用状況が過去に比○二見康之議員

べると減ってきたということ、また、モーダル

シフトといいますか、車社会、宮崎の場合は特

にそう思われていると思います。一方で、「海

幸山幸」みたいに大変喜ばれる事業もあれば、

「ななつ星」みたいに超高級観光列車も人気が

あるとか。そういう意味では、本当に鉄道のニ

ーズというのは大きく変わってきている部分も

あるんだなと思いますし、先日もありました新

幹線の件やら、また日豊本線の高速化のこと、

本県としては、ここら辺に本当に真剣に早く取

り組んでいくことが重要なのかなという気もい

たします。

ところで、特急のワンマン化導入について、

安全性の確保という視点から、県はＪＲのほう

に申し入れ等をしていらっしゃると思います

が、ＪＲ九州の経営改善の動きというものを県

はどのように考えているのか、知事に伺いま

す。

ＪＲ各社は完全民営化○知事（河野俊嗣君）

されたわけでありまして、民間企業としての経

営というものが重要であろうと考えております

が、その一方で、公共交通機関の使命として、

路線の適切な維持や利用者の利便性を確保す

る、これも極めて重要な役割があるものと考え

ております。

昨年末、特急のワンマン化の情報が入りまし

た際には、私も沿線の市長とともにＪＲ九州の

青柳社長を訪ね、地元としての懸念というもの

をしっかり伝え、極めて慎重な検討を強く要請

しました結果、この導入に当たりましては、国

の基準を超えた特別の措置、さまざまな対策が

実施されたところであります。

ＪＲ九州におきましては、さまざまな経営改

善策の検討の可能性が今後もあろうかと考えて

おりますが、それが本県の路線維持や県民の安

全・安心に深刻な影響を及ぼすことのないよ

う、沿線自治体などと危機感を共有しながら、
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これまで以上に協議を重ねて、適時適切に対応

を図ってまいりたいと考えております。

国の基準を超える特別な措置○二見康之議員

をしていただいているということは、経営費を

削減する割には結構お金を使っているんだなと

いう対応だったかなと思うんですけれども。特

急ワンマン化に係る安全対策を求めているわけ

なんですが、点検・確認の結果について、県は

ＪＲ九州に対し、どのような内容の報告を求め

るのかというところが重要になるかと思いま

す。最初、話を聞いていたところでは、ＪＲ九

州にお任せして検証してもらうというようなこ

とだったのかなと思うんです。実際に安全性を

確保するためには、どこが重要なポイントにな

るのか、どういうデータをとってほしいのか、

県のほうからもある程度要望していく必要性が

あるかと思いますが、お考えを総合政策部長に

伺います。

ＪＲ九州から○総合政策部長（日隈俊郎君）

は、大分―宮崎空港間の特急ワンマン化に伴う

乗客の安全及び安心を確保するための対策につ

いて、点検・確認し、必要に応じて見直しを行

うこととなっていると伺っているところでござ

います。先日もＪＲ九州に対しまして、しっか

りとした検証を行い、報告いただくよう、県と

して改めて申し入れを行ったところでございま

す。

検証結果の報告につきましては、ＪＲ九州に

おいて現在検討中でありますが、県といたしま

しては、ホーム上における安全確認、列車内の

安全確保及び秩序維持、大規模災害発生時の避

難誘導など、県から要請して、ＪＲ九州が実施

している安全・安心確保対策の状況確認や問題

点等の有無などについて、報告を求めたいと考

えております。

また、県民が安心して利用していただけるよ

う、利用者からの意見についても、その対応状

況を含め、報告を求めたいと考えております。

しっかりと確保するべきとこ○二見康之議員

ろをポイントを絞って、安心・安全というのは

何より大事なことでしょうから、経営改善と、

これはある意味両輪を担うポジションになるの

かなと思いますので、しっかり対応のほうをよ

ろしくお願いいたします。

次に、子育て支援について伺いたいと思いま

す。

本県は、保育の質と量の拡充に向けた子育て

支援のさらなる充実や、仕事と家庭の両立支援

に向けた企業等の機運醸成などにも、これまで

も取り組まれていると思います。中でも、保育

士不足というものが全国的にもクローズアップ

されていますが、本県においても非常に難しい

ところがあるように私も聞いております。

育児休暇１年から復職するが、ゼロ歳、１

歳、２歳児の数が多いということが保育士不足

の原因の一つでもあるというふうに言われてい

ます。これを解消するためには、行政、企業、

家庭・保護者が連携することが大切だと思いま

す。希望する保育所等へ入所するため、育児休

業を切り上げるケースもあるというふうに伺っ

ておりますが、子育て及び働き方の面から対応

が図れないか、福祉保健部長に伺います。

育児休業を取○福祉保健部長（畑山栄介君）

得している保護者に安心して育児に専念してい

ただくためには、復職をしようとする時期に、

希望する保育所等に子供を預けられる環境整備

が重要であると認識しております。このため県

では、保育所等の利用定員の増加を図るため、

施設整備に対する支援を行うとともに、安定的

に保育士を確保していくため、保育士の処遇改
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善や保育士を目指す学生等への貸付事業を行っ

ているところであります。

また、育児・介護休業法が本年３月に改正さ

れ、原則１歳までの休業期間には変わりありま

せんが、保育所に入れない等の特別な事情があ

る場合には、１歳６カ月まで延長できた期間

が、本年10月からは最長２歳まで再延長できる

ようになります。今後とも、県民の皆様が安心

して子育てできるよう、子育て環境の整備を

図ってまいりたいと考えております。

ゼロ歳児３人に対して保育士○二見康之議員

１人が必要だという基準になっていると思うん

ですが、びっくりしたのは、うちの子供、４月

２日生まれがいるんですけれども、４月２日生

まれになると、ゼロ歳児扱いが約２年間になる

わけなんですよね。４月１日生まれだったら約

１年間だけで、次は満１歳になるんですけれど

も、今回の延長というのは、非常に望ましいこ

となのかもしれないなと思っております。あ

と、これは職場との関係や親としての立場と

か、いろいろ複雑に絡み合っている部分ですか

ら、分野を超えて、雇用の面からも、福祉の面

からも、そして地域のあり方とか、そういった

ところからも多角的に見て、よりよい宮崎モデ

ルというものができるように、これからも研究

を進めていきたいなと思います。

あと、保育士等に関するキャリアアップにつ

いてなんですが、保育士の処遇改善の一つで、

また本年から始まっているというふうに伺って

います。適切な研修やキャリアパスの構築とい

うものは、保育士を魅力ある職業にしていくた

めにも重要であると思います。制度は始まって

おりますが、この研修をどのように行っていく

かというところについては、まだ不明なところ

が多いものですから、この保育士等を対象にし

たキャリアアップ研修に県はどのように取り組

んでいくのか、福祉保健部長に伺います。

近年、全国的○福祉保健部長（畑山栄介君）

に保育士が不足するとともに、保育所等に対す

るニーズも複雑化・多様化してきております。

このため今般、一定の経験を持つ保育士等を対

象に、職位や職務内容に応じたキャリアアップ

研修の実施と、その研修を受講した保育士等に

対し、給与面など処遇の改善が行われることと

なったところであります。

相当数の保育士等を対象としていることなど

から、現在県では、九州各県とも情報交換を行

うとともに、民間ノウハウの活用や、県内の大

学など保育士養成施設との連携も視野に入れな

がら、効果的な研修となるよう、実施に向けた

具体的な検討を進めております。県としまして

も、保育士等のキャリアパスの構築や処遇の改

善は、保育士等の資質向上はもとより、その安

定的な確保のためにも大変重要でありますの

で、関係団体の御意見も伺いながら取り組んで

まいりたいと考えております。

なかなかこれは難しい課題な○二見康之議員

のかなと。ほかの各県も手探り状態が非常に大

きい案件なんだろうと思いますが、制度自体は

始まっておりますし、各団体のほうも非常に不

安な思いもあるようでありますから、いい制度

設計ができるように、速やかなる対応をお願い

したいと思います。

次に、私立幼稚園に対する特別支援教育補助

事業について伺いたいんですが、これは以前、

ここで質問させていただいたときには、他県に

比べて、本県は補助額が低いということでお話

しさせていただきました。その件については、

改善が図られて、他県並みに同じように補助さ

れるようになったということなんですけれど
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も、以前も指摘させていただいたように、特別

支援が必要な園児が１人いる園と２人以上いる

園では、１人の場合は、２人以上いるときの園

児１人の単価の半分になっている、これはいか

がなものかということ等をお話しさせていただ

いたと思います。

自分の子供が障がいを持っているということ

をなかなか認めにくい親もいると思いますし、

その辺を何とか解消することは、行政として、

公平性の観点、また教育の機会均等の観点と

か、いろんなところを勘案しても、同じ基準に

持っていくのが望ましいというふうに思うわけ

なんです。この補助事業について、国のほう

が、この制度を２人以上というふうに縛ってい

るものですから、その辺の制度の改善を国に求

めていくことも必要なのではないかなと思うん

ですが、福祉保健部長に、どのように考えてい

るのか伺います。

私立幼稚園に○福祉保健部長（畑山栄介君）

対する特別支援教育補助事業の対象となる園児

数につきましては、国はこれまでその基準を段

階的に引き下げてきたところですが、平成11年

度以降は現行の２名以上となっております。こ

のため、議員から御指摘がありましたとおり、

県では、保護者や幼稚園の負担軽減のため、障

がいを有する園児が１名在籍している幼稚園に

対しても、国庫補助が適用された場合の県費負

担相当分について、県単独で補助を行っている

ところであります。

現在の国庫補助事業においては、受け入れる

園児の数によって取り扱いに差が生じている状

況にありまして、教育の機会均等や就学前教育

の推進、公平性の観点から課題があると考えて

おりますので、１人目から国庫補助事業の対象

となるよう、国に対して要望を行ってまいりた

いと考えております。

ぜひよろしくお願いします。○二見康之議員

これは、今の現状がどうかというよりか、考え

方がどうかということだと思っておりますの

で、公平になるように、制度設計はよろしくお

願いしたいと思います。

次に、教育行政について。まず、学力向上に

ついて伺いたいと思います。先日、１冊の本に

出会いました。題は「ユダヤ人の教養」とい

う、小さな新書版なんですけれども、ノーベル

賞受賞者を数多く輩出し、金融界やマスメディ

アを押さえ、名立たる世界企業を創業、そして

医師や弁護士といったエリート専門職も多いと

言われているユダヤ人であります。

そのユダヤ的学習方法というものが載ってお

りまして、トーラーという本があるそうです。

これは、いわゆる神の律法という本を常に声を

出して反復、復唱、暗唱するということ。そし

てタルムードは、律法の伝承ということについ

ての本らしいんですが、そのままうのみにする

ことなく、常に質問、疑問を提示し、議論を重

ね、十分な話し合いを持って論争をし、その

後、その時々にふさわしい律法の適用を学ぶと

いうものであって、基礎学習を重視し、常に習

得チェックを行い、また家庭における親の役割

というものが重要であるというふうな考えを

持っている方法だということです。

また、優秀な生徒とは、すぐれた質問を投げ

かける生徒であり、返答、解答よりも、よりよ

い質問、問題の提議こそすぐれているあかしで

あるということでした。

また、ユダヤ人の大学生に共通するものが５

つ挙げられておりました。１つは、文化の中心

である都市の出身者が多いということ。２つ目

は、平均して経済的に恵まれていること、これ
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は学問に専念できる環境にあるということらし

いです。３つは、過去の背景があり、みずから

の地位を高めたいと熱望している。４つ目、最

高学府で学び、他にまさる学識・技術を身につ

けたい志向を持っている。５つ目、それは自分

一人の努力次第で可能であると思っている。こ

の５つが共通する特徴だということでありまし

た。１つ目、２つ目の部分、都市出身であるこ

と、経済的なことは、与えられた環境かなと思

うわけなんですが、３つ目以降については、比

較的自分の考え方、自分のあり方というものが

重要になってくるんだと思います。

さきの政策調査会勉強会で、学校政策課から

学力向上の取り組みについてのお話も伺いまし

た。まずは、子供たち一人一人がやる気になる

こと、本気になること、自分の人生は自分でし

か生きることができないという人生の理法に気

づくことが大事だと思います。「心ここに在ら

ざれば、視れども見えず、聴けども聞こえず、

食らえどもその味を知らず」、見ていても見え

ていない、聞いても聞こえていない、食べても

その味がわからないというようなことではいけ

ないと。本人の学習意欲を引き出すことが重要

だと思いますが、県教委としてどのような取り

組みを行っているのか、教育長に伺います。

子供たちの学習意欲○教育長（四本 孝君）

を引き出すことは、教える側にとって最も重要

なことでありまして、「学ぶ心に火をつける」

ような授業を実践していくということが大切だ

と考えております。そこで、県教育委員会とい

たしましては、昨年度から、授業改善に焦点を

当て、子供たちが「わかった」「できた」と実

感できる授業改善のチェックポイントを示した

ところでございます。また、直接学校を訪問し

て、このチェックポイントに基づいた授業改善

の支援を行っているところであります。

さらに、子供たちの学習意欲を引き出すため

には、一人一人の理解力やつまずきなどを正確

に把握し、実態に応じた授業を行うことが不可

欠でありますことから、学力の状況をきめ細か

に把握・分析できる集計システムを再構築した

ところでありまして、現在、各学校で活用が図

られているところでございます。今後、県内の

教職員に具体的な授業の進め方等について研修

会を開催するなど、子供たちの学習意欲を引き

出し、学力向上につながる取り組みを進めてま

いります。

ユダヤの取り組みの中で、最○二見康之議員

初に申し上げたトーラーの暗唱とかタルムー

ド、議論をするということは、日本において

は、素読という文化があったりとか、また吉田

松陰と明治維新をなし遂げた志士たちとのいろ

いろな問答、そういったものというのは、日本

古来の文化でもあるんじゃないかなと感じまし

た。こういうことも踏まえて、今後の研究もお

願いしたいと思います。

次に、学校種間の接続について伺いたいと思

いますが、小学校に入学したばかりの１年生

は、非常に新しい環境で、不安も大きいものだ

と思います。なかなか授業中に座っていられな

かったり、先生の話を聞くことができないとい

う者が多数見受けられました。これは、家庭で

のしつけというものも重要だと思います。

本県も家庭教育支援条例を定めて、これから

取り組んでいきたいという思いもあると思うん

ですが、４年生から学力テストをしてチェック

するというのも、１年生、２年生、３年生のと

きの学力が響いてくるものでありますし、１年

生のときにしっかり理解して、次の学年に進め

ていくことが大事だと思います。生活習慣とか
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を１年生のときに教えるのではなく、地域社会

やそれまでの幼稚園・保育園等でもっとしっか

り教えることができないか、この接続が重要で

あると考えますが、小学校における取り組み等

を教育長に伺いたいと思います。

子供たちの学びの連○教育長（四本 孝君）

続性を保障することは極めて大切でありまし

て、とりわけ、義務教育のスタートとなります

幼稚園・保育所等から小学校への接続を円滑に

行うことは、重要であると考えております。こ

のため、各小学校におきましては、入学前の幼

児を招いて、学びの楽しさを体験させる授業を

計画的に行っております。また、教職員が幼稚

園などを訪問しまして、幼児一人一人の特性を

把握し、指導に生かすための情報交換や協議を

行っております。

さらに、就学時健康診断や入学説明会におき

まして、全ての保護者に対し、入学までに身に

つけてほしい生活習慣や学習に対する心構えを

伝えることで、子供たちがつまずくことなく円

滑に学校生活が送れるよう配慮しております。

県教育委員会といたしましては、子供たち一人

一人が安心して学校生活のスタートができるよ

うに、今後とも各市町村教育委員会及び関係部

局との連携に努めてまいります。

ありがとうございます。よろ○二見康之議員

しくお願いいたします。

最後に、修学旅行関係について伺いたいんで

すが、いろんなところに旅行に行って見ること

ができるというのは、子供たちにとっても非常

に楽しみなイベントの一つだと思います。今、

本県でも修学旅行受け入れについて取り組んで

いらっしゃることだと思いますが、そもそも小

学校や中学校、高等学校における修学旅行の行

き先とか目的というものをどのように思ってい

らっしゃるのか、教育長に伺いたいと思いま

す。

本県の修学旅行の主○教育長（四本 孝君）

な行き先でありますが、小学校は鹿児島県、中

学校は九州や関西方面となっております。ま

た、高等学校の多くは関東方面を訪れておりま

すが、海外のコースを選択できる学校もござい

ます。

修学旅行の主な目的につきましては、日常と

異なる生活環境の中で、豊かな自然や歴史・文

化に触れる体験、企業等への訪問研修などを通

して見識を広めることや、集団生活を通して、

児童生徒が互いを思いやり、ともに協力し合う

態度を身につけることであります。また、旅行

先でのさまざまな活動を通して、社会生活上の

ルールや公衆マナーを学ぶ機会としても期待さ

れているところであります。

それでは、本県の教育旅行受○二見康之議員

け入れの現状というものは今どのようになって

いるのか、商工観光労働部長に伺います。

本県にお○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ける教育旅行の受け入れにつきましては、口蹄

疫などの影響もありまして、平成22年度には延

べ宿泊客数が約1,000人にまで落ち込んだところ

であります。

しかしながら、その後、北きりしま地域を初

めとする農家民泊や宮崎市のマリンスポーツな

ど、本県の強みを生かした新たな素材の開発、

さらには、関西・北部九州を主なターゲット

に、官民一体となった積極的な誘致活動を行っ

た結果、平成23年度以降、年々増加し、昨年度

は、熊本地震の影響もありましたけれども、

約6,800人まで回復してきたところでございま

す。

昨年の熊本地震のことを考え○二見康之議員
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ると、おととしよりか非常に伸びてきていると

いうのは、努力の結果が見えているんじゃない

かなと思います。

この現状についてはわかりましたが、今後、

教育旅行の誘致促進に向けて、どのように取り

組んでいくのか、同じく商工観光労働部長に伺

いたいと思います。

教育旅行○商工観光労働部長（中田哲朗君）

につきましては、求められるニーズが時代とと

もに変化してきておりまして、現在、主流と

なっている現地での交流・体験に加えまして、

最近では、学生みずからがグループワーク等を

通じ、地域の課題の発見や解決方法を探ると

いった学習プログラムを取り入れる動きが出て

きております。

このため、このような時代のニーズを踏まえ

ながら、本県の強みを生かした宮崎らしいプロ

グラムを開発・提供するとともに、昨年設置い

たしました、県や市町村、民間企業、農家民泊

団体等から成ります「宮崎県教育旅行誘致推進

協議会」を中心に、さらなる教育旅行の誘致に

取り組んでまいりたいと考えております。

先日見せていただいたこの旅○二見康之議員

行ガイド、非常にわかりやすく、また県内の魅

力というものが伝わってくるような内容になっ

ているなと感じました。修学旅行ですけど、観

光の語源というものは、中国の「易経」の「国

の光を観る、もって王に賓たるに利し」という

一節に由来するそうです。国の威光を観察す

る、見るということで、学びも、癒やしも、最

先端の科学技術も、さまざまなものが観光資源

になり得るものと思います。それをほかより、

よりすぐれしものにしていくためには、努力も

必要ですし、お金もかかるんだと思います。

新たに認定されました祖母・傾・大崩のユネ

スコエコパークや世界農業遺産、日本ジオパー

クや重要無形文化財、またニニギノミコトの陵

墓である男狭穂塚やコノハナサクヤビメの陵

墓、女狭穂塚など、記紀編さん1300年記念事業

の集大成にかかわるものなど、本県には観光資

源となるものが多数あると思います。これらを

さらに輝かせていただきまして、宮崎の光を、

そして、これは日本の威光であるということを

広く伝えていただきますようお願い申し上げま

して、私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手）

次は、濵砂守議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○濵砂 守議員

んにちは。西都市・西米良村選出の濵砂守でご

ざいます。議会で登壇しますのは実に６年ぶり

でございます。一般質問最終日、質問は18番

目、自民党議員ではラストバッターでありま

す。

また、議場に出席の県執行部の皆様の中で、

以前に御答弁をいただいたことがあるのは、河

野知事お一人ではないかと思います。他の執行

部の皆さん方には初めての質問の機会でありま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

また、きょうは、地元西都市のほうから漁業

組合関係の役員の方もお見えになっておりま

す。どうも御苦労さまです。

それでは、通告に従い質問をいたします。

去る６月14日、ユネスコの国際会合で、本県

と大分県にまたがる「祖母・傾・大崩ユネスコ

エコパーク」の登録が決定いたしました。ユネ

スコエコパークとは、自然と人間社会の共生を

目的に1976年にユネスコが開始したもので、国

内で９カ所目、県内で2014年に登録された綾に

次いで２カ所目であります。

2015年（平成27年）には、国連食糧農業機関
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（ＦＡＯ）の世界農業遺産に、国内では６番

目、県では初めて「高千穂郷・椎葉山地域」の

認定が決定し、宮崎の農山村の文化が世界的に

認められました。地域によって資源は異なりま

すが、そこに住む人たちは、ふるさとの自然に

畏敬の念を抱き、誇りを持ち、それぞれの特色

を生かした活性化を求めて御活躍をいただくこ

とが、宮崎県全体の浮揚策になると期待するも

のであります。

宮崎県が次に目指すべき遺産は、世界文化遺

産であります。

まず、西都原古墳群の世界文化遺産登録につ

いてお尋ねいたします。

世界遺産条約は、「世界の文化遺産及び自然

遺産の保護に関する条約」、1972年にユネスコ

の総会で採択されたことに始まり、科学的な方

法によって、文化遺産と自然遺産を永久に保護

することを目的としたものであります。

世界遺産は、文化遺産、自然遺産と、その両

方の要素を兼ね備える複合遺産とに分類されて

おります。2016年現在、世界遺産条約締約国

は192カ国、世界遺産総数1,052件、内訳は、文

化遺産814件、自然遺産203件、このうち日本で

は、法隆寺や姫路城を初めとする文化遺産が16

件、屋久島や白神山地を含め自然遺産が４件の

計20件であります。なお、世界遺産暫定リスト

記載は９件であります。

また、2017年５月、暫定リスト記載の「宗像

・沖ノ島と関連遺産群」の一部を世界遺産とし

て登録するよう、ユネスコの諮問機関である国

際記念物遺跡会議が勧告しておりますので、こ

れを入れて日本の世界遺産は21件となります。

さて、宮崎でありますが、去る６月５日の新

聞報道で、世界文化遺産登録を受けた沖ノ島に

続けと、県がこれまで大きな価値があるとして

きた宮崎市の生目古墳群、西都市の国の特別史

跡、西都原古墳群、新富町の新田原古墳群、新

たに高鍋町の持田古墳群を追加し、「南九州の

古墳文化」の遺産登録に向けて、活発に活動し

ているとの記事が掲載されました。

既に西都市では、13年以降、世界文化遺産登

録に向けた学術的なシンポジウムを毎年開催し

ており、その期待は各古墳群所在地において日

増しに高まり、今後、一層加速するものと思わ

れます。そこで、西都原古墳群を初めとする南

九州の古墳群の世界遺産登録について、知事の

所見をお示しください。

次に、内水面漁業についてであります。

この件につきましては、平成28年９月定例会

一般質問で、横田照夫議員が質問されておりま

すが、同じ地域に住む者として、引き続き取り

上げさせていただきました。

去る４月22日、アユの稚魚の放流に参加しま

した。西都市や新富町などでつくる一ツ瀬川水

系濁水対策推進協議会と一ツ瀬川漁協が西都市

で開催したもので、市内外から親子連れやスポ

ーツ少年団の団員ら約150人が参加し、稚アユ１

万7,000匹を放流いたしました。参加者の中で

は、アユの成長を願いながらの会話が楽しく弾

んでおりました。

県内40の内水面漁業協同組合は、県知事から

漁業権が免許されております。漁業権とは、河

川や湖において漁業を営む権利であり、同時に

魚などの資源を増殖させることを義務づけてお

ります。

同漁協は、一ツ瀬川流域に５月上旬までに

約16万匹のアユの稚魚を放流しております。し

かしながら、このアユが濁水により成長でき

ず、アユの採捕量が年々減少している実態があ

ります。もともと他の河川に比べると、一ツ瀬



- 243 -

平成29年６月20日(火)

川はアユの採捕量が少ないそうですが、それで

も多いときには10トン程度が採捕されたことも

あるそうです。しかしながら、ここ４～５年の

採捕量は特に少なく、２トンから３トンを推移

しております。これは、一ツ瀬ダムを原因とす

る長期濁水による河川環境の悪化によるものと

思われます。

そこで、一ツ瀬川の濁水対策について、これ

までにどういう対策がとられてきたのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

また、一ツ瀬ダムでは、濁水排除のための非

常用放流設備の改造が完了しており、杉安ダム

で工事が進められていた底部放流設備は５月に

完成したとの話を聞いておりますが、この施設

は濁水軽減や河川環境の改善にどのような効果

をもたらすのか、環境森林部長にお尋ねいたし

ます。

次に、ダムの責任放流量と維持放流量につい

てであります。昭和63年７月14日、国土交通省

は、河川環境の回復を目指し、経済産業省と協

議・調整を図り、発電ガイドラインを両省で合

意したとして、各都道府県土木部長に通達をし

ております。

発電用のダムは、ダムの取水地点において、

河川水の全部または大部分を取水し、下流の発

電所まで河川をバイパスして送水するために、

その区間については、全く水のない状態（水無

川）が発生しており、本来河川の持つ豊かな環

境が失われてきているとして、各発電所におけ

る発電水利権の期間更新時において、ダムから

一定の流量を新たに下流河川に流させるとした

ものでございます。

その後、1997年（平成９年）に改正された河

川法において、河川の全区間にわたり、自然環

境の維持が重要な目的として挙げられ、これを

受けて、平成12年の通知により、洪水時やかん

がいを要する時期以外であっても、ダムからは

常に一定量の放流が行われるよう明確に示され

ております。

これは、下流域にダムがなかった場合と同量

の流水を確保することで、生育環境生態系を維

持するためのものであり、可能な限り、全ての

ダムにおいて河川維持放流が事実上義務づけら

れたものであります。これにより、従来は放流

を行っていなかった発電専用ダムにおいても、

河川維持放流が年間を通じて行われておりま

す。

そこでまず、県が許可する維持流量の設定状

況について、県土整備部長に伺います。

次に、ダムからの放流については、この維持

流量のほかに、責任放流があると聞いておりま

すが、責任放流の内容と目的及び杉安ダムにお

ける責任放流量について、県土整備部長に伺い

ます。

また、残念なことに、杉安ダムには維持流量

が設定されておりません。その理由について、

県土整備部長にお尋ねいたします。

次に、地域振興についてであります。

日本には1,741の市区町村が存在します。人口

の多いほうから数えて1,699番目、人口1,090

人、宮崎県の中でも一番小さな村、西米良村が

きらりと光っております。

おがわ作小屋村を紹介いたします。約400年に

わたり米良を治めた殿様のお屋敷があったとこ

ろに、おがわ作小屋村があります。周りには、

民俗資料館、民話館、桃源郷の宿があり、山と

里の自然が美しい景観を保つ穏やかな山里で

す。澄んだ空気、透き通った水、遠くに眺める

切り立った山々、まさに平成の桃源郷です。

当時、高齢化率が村内で最も高い71％、集落
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存亡の岐路に立たされていた集落に、西米良村

が「作小屋村づくり事業」のモデル地域として

選んだのが小川地区であります。自治公民館組

織の役員を中心に、平成19年に検討委員会を設

立、自立した集落運営に向けた研修や勉強会、

ワークショップなどを重ね、平成21年に協議会

を設立し、ことしで９年目になります。

作小屋とは、農林業の繁忙期に住宅兼作業場

として使われていたカヤぶき屋根の小屋のこと

です。集落拠点施設「おがわ作小屋村」は、最

年長者80歳、平均年齢74歳を超す10人のおば

ちゃんたちが中心となって、食堂やコテージを

運営しております。さらに同協議会は、平成22

年度にＵターン者１名、24年度にＩターン者２

名を採用しており、会長を含め14名のスタッフ

で運営しております。

観光の目玉は、山菜など地元でとれた食材を

ふんだんに使った郷土料理、使用される米は全

て地元で収穫され、昔ながらの掛け干し米を

使っております。

平成29年１月現在で、60世帯92名の集落であ

りますが、集落内の資源を活用したイベント

「カリコボーズの山菜まつり」や、月明かりと

かがり火で神楽を楽しむ「月の神楽」等の相乗

効果もあり、交流人口が格段に増加、現在、年

間２万人の観光客が訪れております。

この集落では、平成28年までに40歳以下のＵ

Ｉターン者は子供１人を含め22名、そのうち17

名が在住しております。それに加えて、この地

で５人の子供が誕生いたしました。21年のオー

プン時と比べ、高齢化率は12％減の58％とな

り、平均年齢も66歳から62歳と４歳も若くなり

ました。

何といってもこの地区には、小学校２年生を

先頭に５人の子供たちが住んでいます。そのう

ち４人がここで誕生いたしました。ことし、も

う一人誕生の予定です。移住者の職業は、農業

や林業、自営業とさまざまでありますが、集落

の活力に大きく貢献いたしております。

年金だけでは楽しく生活はできない、孫にお

小遣いも渡せない、「年金プラスアルファ」が

合い言葉です。おがわ作小屋村は、高齢者雇用

の創出や生きがいづくりの場にもなっておりま

す。スタッフの時給は県の最低賃金に設定し、

年度末には全員に賞与も支給されます。おば

ちゃんたちの年収は平均100万円を超えます。

小さくても身の丈に合ったイベントや取り組

みを着実につくり上げ、ＵＩターン者の雇用の

場として、また自立自走の集落経営を目指し、

収益の一部を周辺の景観づくりに充て、四季の

移り変わりを表現するなど、将来も集落が守り

継がれることを信じて懸命に努力されているお

がわ作小屋村協議会の皆様に、エールを送るも

のであります。本県の地域振興対策の成功例で

もあると思いますが、知事の感想をお聞かせく

ださい。

次に、一ツ瀬川の河川改修事業についてであ

ります。

２級河川一ツ瀬川は、流路延長88キロメート

ル、本県では、大淀川、五ヶ瀬川、耳川に次ぐ

県内有数の川であります。

平成17年９月６日、本県に襲来した台風14号

では、堤防に18カ所の漏水が発生、堤防の決壊

が想定されたことから、周辺の2,303世帯6,932

人に避難勧告、240世帯739人に避難指示が出さ

れました。また、２年後の平成19年、台風４号

の襲来時も、1,458世帯3,828人に避難勧告・指

示が出され、そのたびに周辺の住民は危険と恐

怖にさらされました。

これに対して県は、一ツ瀬川の堤防の漏水
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は、地質調査の結果、川の規模に比べて堤防の

幅が狭い上に、堤防の材料や老朽化が原因であ

るとして、県単独予算で堤防の補修や部分的な

漏水防止工事等の対策はなされましたが、抜本

改修には至りませんでした。

たまりかねた川沿いに生活する住民は、平

成22年９月末に、消防団員を中心とした「一ツ

瀬川の抜本的改修を求める住民の会」を結成

し、署名運動を展開、7,780人の署名簿を取りま

とめて、県土整備部長に要望書を提出いたしま

した。さらには、12月20日、上京し、国土交通

省の河川関係者である大臣政務官、河川局長、

治水課長に直接面会して、一ツ瀬川の実情を訴

えました。

国土交通省では、「このように大量の署名を

添えた要望書を直接受け取るのは極めてまれな

ことである。周辺住民の切迫した状況を強く受

けとめ、一日も早い一ツ瀬川の河川改修事業実

施に向けて努力する」との回答をいただきまし

た。その結果、県が23年度新規事業として国に

対し要望するとしていたものを、１年繰り上げ

て22年度の国の補正予算に計上いただいたもの

であります。台風14号襲来から実に５年を経過

した後のことでありました。

このような経過を踏まえた、一ツ瀬川の周辺

住民にとっては待ち望んだ改修工事であり、一

日も早い安心・安全な生活を求めておられま

す。事業期間20年の長期工事であります。着工

から６年が経過いたしました、一ツ瀬川河川改

修事業の進捗状況について、県土整備部長に伺

います。

次に、同じく一ツ瀬川水系の三財川について

であります。

平成17年の台風14号で、越水により堤防が決

壊し人命が失われるなど、甚大な被害が発生し

たことで、平成19年度からおおむね15年間の計

画で河道掘削が進められておりましたが、昨

年、計画が変更され、平成48年までの30年間に

なったと聞きました。着工から10年が経過した

現在、三財川における河川改修事業の進捗状況

について、県土整備部長に伺います。

次に、沿道修景美化条例であります。沿道修

景美化条例は、昭和44年、全国に先駆けて、時

の県知事、黒木博氏において制定されたもので

あります。その時代の様子が、「はまゆう随想

自然と人間と創造」にこう記されておりま

す。

「世の中が、今日より明日へ、明日より将

来に向かってよりよいものとなることは私ど

も人間共通の願いである。福祉社会の建設と

いう実に響きのよい言葉がある。その福祉と

は何かというと、私共の毎日の生活の中に感

じる総合満足の度合いであると申したい。総

合満足は物質的満足のみではなく私共を取り

囲む環境等の要因となる精神的な満足がなけ

ればならない。（中略）

よく考えてみると、私共の生活時間の中に

道路を通過する時間は相当なものであること

に気がつく。（中略）道路には自然の眺めが

あり、緑があり、花がある等々、人間の心に

快適さを与えてくれる道路が真の道路ではな

いかと思う。道路は快適で、安全に、早くの

３つの機能が整わなければならない。（中

略）このことを集大成する意味で県民の考え

方のまとめとして昭和44年に「沿道修景美化

条例」を制定した。（中略）

さて修景という言葉の意味は意義が深い。

「修」は繕う、直す、飾りつける等の意味が

ある。すなわち自然を保護し繕い直しながら

美しくする保護の意に解し、「景」は景色、
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情景、見渡される等の意味があり、見渡され

る美しい景色を新たにつくる、自然の創出を

意味する。（中略）

修景美化の基本は路側の雑草を定期的に刈

り取ることから始まり、病害虫駆除や施肥、

補植、野焼きから木を守ること等の肥培管理

なくして沿道修景はない。植える気（木）を

持ち、育てる気（木）を持って大地に愛情を

注ぐことが沿道修景の基本である。

と結んであります。

先人の目指した観光立県宮崎は、県内の主要

道路に花木が植栽され、全国の新婚旅行者100万

組のうち、37万組が宮崎を訪れました。県内に

は新婚さんがあふれ、街はにぎわい、流れる曲

は「フェニックス・ハネムーン」、道路にはワ

シントニアパーム、みやざき新婚旅行専用列車

「ことぶき号」の運行、県外観光客は年間520万

人を超えました。まさに美しい宮崎づくりの実

現でありました。ちなみに、このころの流行歌

といえば、由紀さおりの「夜明けのスキャッ

ト」、いしだあゆみの「ブルー・ライト・ヨコ

ハマ」等々であります。

沿道修景美化条例は、当時の宮崎県観光の父

と言われた岩切章太郎氏と知事の黒木博氏の

タッグによって生まれたと言われ、宮崎の誇る

べき財産の一つであります。

50年近くが経過した今では、道路事情も大き

く変わり、本県の道路網も当時とは比較になら

ないほど充実してまいりました。県において

は、29年度も全国に先駆け、昭和44年に制定し

た沿道修景美化条例に基づき、沿道修景美化推

進対策事業が今日まで脈々と引き継がれている

ことに、敬意を表するものであります。

本県では、全国に先駆けて沿道修景美化条例

が制定され、この先人たちが築き上げた、宮崎

らしい沿道の美化にもっと磨きをかけていく必

要があると思います。知事はどのように思われ

ているのか、お聞かせください。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席からの質問にいたします。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、西都原古墳群を初めとする南九州の古

墳群の世界文化遺産登録についてであります。

西都原古墳群を初めとする南九州の古墳群の

世界文化遺産への登録は、こうした地域の宝に

つきまして、住民の皆様が改めて見詰め直し、

そして、その魅力を国内外に発信していくこと

ができるわけでありまして、観光振興や地域の

活性化が期待され、その効果は非常に大きなも

のがあると考えております。世界文化遺産の登

録に向けましては、まず、国内の候補地である

暫定リストに掲載される必要があります。近い

将来、国において暫定リストの見直しがなされ

るものと見込んでおります。

これまで県におきましては、この新たな暫定

リストの中に西都原古墳群を初めとする南九州

の古墳群が掲載されるよう、国内外の研究者を

招いての調査研究や、関係機関と連携したシン

ポジウムや講演会の開催などを通して、県内の

みならず、首都圏や関西などへの情報発信に取

り組んでいるところであります。今後とも、文

化庁との協議を継続させながら、調査研究や情

報発信に加え、他県との情報交換を行うなど、

これまで以上に、県と市町村が一体となって積

極的な取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、おがわ作小屋村の取り組みに対する所

感についてであります。私はこれまで、機会を
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捉えて県内の中山間地域を回り、地域の実態と

いうものを肌で感じ、またその厳しさも感じて

いるところでありますが、このような中にあり

まして、小川地区は、住民の皆様の地域に対す

る誇りや、地域活性化に向けた強い意欲・結束

力を持っておられるということを大変心強く感

じたところであります。

オープニングのときでありますとか山菜まつ

り、何度か私も訪れておるところであります

が、地域の皆さんが本当に元気だな、誇りを

持っておられるな、輝いておられるなという感

じがいたしております。

四季折々の地元食材を使った「おがわ四季御

膳」が人気を得ることなどにより活気づき、御

指摘がありましたような移住者の呼び込みにも

つながっているわけであります。地域の維持・

活性化に資する先進事例である、また、今現

在、進められております地方創生の一つのモデ

ルであると認識しております。

作小屋村の向かいにある花見山、桜や桃が植

えられて、これが将来、大きく育っていくこ

と、大変これも楽しみであります。今後も、こ

れらの取り組みがしっかりと守り継がれ、展開

されていくことが重要であろうと考えておりま

す。

県としましては、小川地区のような取り組み

が県内全域に波及し、地域の特性を生かした特

徴ある取り組みを行う地域が拡大していきます

よう、引き続き、市町村、関係機関等と連携し

ながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後に、沿道修景美化についてであります。

沿道修景美化条例は、本県観光の父、岩切章太

郎氏が、「大地に絵を描く」という思いのも

と、県内各地にさまざまな花や木の植栽を行っ

た取り組みが受け継がれ、形となったものであ

ります。宮崎を訪れる方が皆さん、フェニック

スやワシントニアパーム、南国らしい風景に心

を奪われ、また花いっぱいの町並みというもの

に大変感銘を受けられる、多くの皆様からそう

いう声を聞くところであります。

これまでの沿道修景美化の取り組みを発展的

に継承し、県内全域へと広げていくために、今

回、美しい宮崎づくり推進条例を制定したとこ

ろであります。

条例の制定に先立ちまして、昭和12年に岩切

氏がフェニックスを植樹した堀切峠で開催した

イベントには、私も参加したところでありま

す。県内外から、それぞれの思いを胸に集まっ

ていただいた皆様と一緒に、スコップを手に新

たなフェニックスの苗を植樹しながら、この美

しい沿道の景観をみんなの手で未来へとつない

でいくことこそが、まさに美しい宮崎づくりの

一歩であると強く感じたところであります。こ

れからも、宮崎らしい美しい沿道環境の創出

に、県民の皆様と一緒に、しっかりと取り組ん

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○環境森林部長（川野美奈子君）

答えします。

一ツ瀬川の濁水対策についてであります。一

ツ瀬川の濁水対策につきましては、県、流域市

町村、九州電力、宮崎大学などで構成する評価

検討委員会において、平成20年６月に策定した

一ツ瀬川濁水軽減対策計画に基づいて、関係者

一体となって取り組んでいるところでありま

す。

具体的には、県及び流域市町村におきまして

は、濁水の原因となる土砂の流出防止を図るた

め、山林の植栽等の森林整備事業や、崩壊地な
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どへの重点的な緑化事業を推進してきたところ

であります。また、九州電力におきましては、

濁水を長期化させないよう、選択取水設備や濁

水制御膜を一ツ瀬ダムで運用するとともに、本

年５月に杉安ダムの底部放流設備を完成させる

など、ダムの施設改善を行ってきたところであ

ります。

次に、杉安ダムの底部放流設備の効果につい

てであります。一ツ瀬川におきましては、一ツ

瀬ダムの選択取水設備等により、濁水軽減対策

に取り組んでまいりましたが、平成17年９月の

台風14号の影響により、濁水が240日間続くとい

う事態になりました。

このため、平成22年に一ツ瀬ダムの非常用放

流設備を、平成29年５月に杉安ダムの底部放流

設備を整備し、県、関係市町、九州電力、内水

面漁協、水利組合等で締結された基本協定書に

基づき、関係者で協議しながら運用していくこ

ととなったところであります。今後は、これら

の新たな設備を活用することで、大量の濁水を

早期に排除することができるようになり、濁水

長期化が軽減されるとともに、河川環境の保全

につながるものと期待しているところでござい

ます。

なお、県におきましては、今後とも、一ツ瀬

川の水質検査を継続して実施し、河川環境の状

況を監視して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○県土整備部長（東 憲之介君）

答えいたします。

県が許可するダムの維持流量の設定状況につ

いてであります。一ツ瀬川など２級河川に設置

されているダムについては、県が許可を行って

おり、九州電力の一ツ瀬ダムなど13基がござい

ます。このうち、維持流量が設定されているダ

ムは、一ツ瀬ダムなど10基、設定されていない

ダムは、杉安ダムなど３基となっております。

次に、責任放流についてであります。責任放

流には２つの目的があります。１つ目は、ダム

から下流で使われる農業用水や水道水などに必

要な利水流量を確保することであり、２つ目

は、ダムから下流の動植物の生息・生育環境、

塩害の防止など、河川の正常な機能を維持する

ための維持流量を確保することであります。責

任放流量は、これらの利水流量と維持流量を合

計した量になります。

杉安ダムにおきましては、ダムの約２キロメ

ートル下流にある発電所から、責任放流量とし

て、かんがい期間で毎秒13立方メートル、それ

以外の期間で毎秒９立方メートルの放流を行っ

ておりますが、この中に維持流量は含まれてお

りません。

次に、杉安ダムに維持流量が設定されていな

い理由についてであります。昭和63年の国の通

知により、ダムから発電所までの水が少ない区

間において、河川環境の維持が図られるよう、

水利権を更新する際に、維持流量を設定するこ

ととなりました。この通知に該当するダムの判

断基準の一つとして、ダムから発電所までの区

間の延長が10キロメートル以上であることが、

平成12年に国の通知により示されたところであ

ります。

杉安ダムにつきましては、ダムから発電所ま

での区間延長が約２キロメートルであること、

水利権更新時期に来ていないことなど、国から

の通知の基準に該当していないことから、維持

流量の設定がされておりません。

次に、一ツ瀬川の河川改修事業についてであ

ります。

一ツ瀬川につきましては、平成17年の台風14
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号の洪水により、堤防からの漏水が発生しまし

たことから、災害復旧事業や県単独事業で対策

を進めておりましたが、平成22年度から国の交

付金により、河口から西都市の杉安橋までの20

キロメートル区間で、必要な箇所の堤防補強や

河道掘削などにより整備を行っているところで

あります。

このうち、現在、２つの区間で重点的に堤防

補強を実施しており、河口から日向大橋までの

区間では、今年度までに約1,600メートルを完成

させることとしております。

また、杉安橋から下流の千畑潜水橋までの右

岸の区間では、今年度までに約1,000メートルを

完成させることとしております。また、杉安橋

から穂北橋までの用地買収も完了させることと

しております。

最後に、三財川の河川改修事業についてであ

ります。

三財川につきましては、平成17年の台風14号

において、堤防から川の水があふれたことか

ら、平成19年度より国の交付金で、一ツ瀬川の

合流点から川原川の合流点までの13.5キロメー

トル区間で、洪水時の水位を低下させるため、

河道掘削などにより整備を行っているところで

あります。

議員の御質問にありましたように、事業期間

につきましては、単価上昇や土捨て場が遠距離

になったことなどにより、事業費の増加や予算

の状況等から、昨年、公共事業評価委員会に諮

りまして、事業期間を30年間としたところであ

ります。

これまでに全区間において工事を実施し、計

画の半分に当たる約100万立方メートル これ―

は概算ですが、10トンダンプトラックで約20万

台相当に当たります の掘削を行いまして、―

平成17年規模の洪水を堤防からあふれずに流す

ことが可能となったところであり、さらに安全

度を高めるため、引き続き河道掘削を行うこと

としております。

今後とも、一ツ瀬川及び三財川の早期整備を

図るために、地元の皆様の御協力をいただきな

がら、用地の取得や必要な予算の確保に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

ありがとうございました。○濵砂 守議員

それでは、質問者席から質問をさせていただ

きます。

まず、流水占用料なんですが、毎年14～15億

程度、県に使用料として入っております。この

使用料は、発電所を通過する水の使用料であり

ます。ところが、一般会計に入れられるもので

すから、目的がはっきりとなされていないとい

うことで、全体的に使われているんだろうと思

いますが。その発電所があるために被害を受け

ている河川がある。何とも理不尽な話でありま

すが、そこへの還元が非常に少ないということ

であります。それを前提に質問してまいりたい

と思います。

内水面環境保全対策として、ダムのフラッシ

ュ放流について伺います。流域の河川形態をよ

り自然な状態にする、そういう意味で、ダムで

ためている水を定期的に放流することにより、

人工的な小規模洪水を起こす、それによって水

質の正常化や流砂の確保を図る目的で行う放流

をフラッシュ放流と言うそうです。これはよど

みの発生を抑えて、河川をリフレッシュする効

果があると言われております。

山形県にある寒河江ダムでは、この放流に

よって、浮遊して悪臭を放っていた藻類を除去

でき、瀬やふちが保全されるなど、河川環境の
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保護が確認され、現在は、６月から11月までの

間、週１回程度、実施されておるそうでありま

す。

こうしたフラッシュ放流は、漁業協同組合な

どの協力で実施されており、河川環境が改善さ

れ、従来有効な手段がなかった堆砂対策の一つ

の方法として注目されておるようであります。

そこで、杉安ダムにおいて、河川の管理者であ

る県が中心となり、市町村、内水面漁業組合、

電力会社、そういう関係機関との調整を図っ

て、河川の正常化に向けたフラッシュ放流の採

用について検討できないか、県土整備部長に伺

います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 杉安ダムで

のフラッシュ放流の採用につきましては、九州

内でも、佐賀県の伊岐佐ダムなど複数のダムで

既に実施されているとお聞きしておりますの

で、速やかにこれらの実施状況と効果を調査

し、情報収集を行ってまいりたいと存じます。

その調査結果をもとに、県、西都市及び地元関

係者と、ダムの管理者である九州電力とで協議

してまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 ぜひよろしくお願いします。

恐らく55～56年、２キロ、この区間は水が流れ

ていないんですよ。ですから、自然な形態に戻

すという意味では、洪水時は別として、渇水

期、雨が降らないとき等に流していただけれ

ば、自然に戻っていくと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。

次に、内水面漁業の振興に関する法律では、

「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生

育に資するため、魚道の整備及びその適切な維

持管理、産卵場の造成その他必要な措置を講ず

るよう努めるものとする」として、内水面水産

資源の生育に関する施設の整備を唱えておりま

す。農政水産部長に、内水面漁業振興を図るた

めのこれまでの県の取り組みについてお尋ねい

たします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 内水面漁業で

は、特に、稚魚の放流など継続的な水産資源の

維持・増殖や生態系の保全に向けた取り組みが

重要であります。このため県では、内水面資源

の増殖を図るための稚魚の放流や、魚の産卵場

等の造成に対する支援を実施しますとともに、

生態系の保全を図るため、在来の天然資源に影

響を与えますブラックバス等の駆除への支援

や、コイヘルペスウイルス病などの疾病の蔓延

防止に取り組むなど、内水面漁業の振興に努め

ているところでございます。

○濵砂 守議員 次に、漁業権を有する漁協

は、稚魚の義務放流に加え、資金力に合わせた

自主放流と、河川放流委託事業として、九州電

力や県からの助成金による補殖、放流を行って

おります。近年、漁業者の高齢化や組合員の減

少が続き、組合の機能が低下しているのに加え

て、漁獲量が少ないため、遊漁者の数も減少し

ていると聞きます。農政水産部長に、内水面漁

協の状況についてどのように捉えられておるの

か、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 内水面漁協

は、水産資源の保護・育成はもとより、河川の

美化活動や環境学習の場の提供などにも大きな

役割を担っております。

しかしながら、近年、高齢化や採捕量の減少

などによりまして、平成27年の組合員数は8,835

人と、実は平成52年のピーク時（２万3,187人）
※

に比べまして、約３分の１にまで減少している

状況にございます。

また、漁協の収入も減少し、運営が厳しくな

る中で、これまで漁協が担ってきた役割の維持

※ 251ページに訂正発言あり

平成29年６月20日(火)
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が難しい状況になってきていると認識している

ところであります。

要するに、時代の変化に伴っ○濵砂 守議員

て、川遊びをする人が少なくなってきた、高齢

化のために組合員が減少している、魚がとれな

いために遊漁者が減少する、河川の正常化が図

られていない、このような状況の中で、漁協に

は、魚をふやすために最も効果的な自主放流を

する体力がなくなってきているということなん

です。そこで、農政水産部長に、県内における

漁協の状況はこれまでになく厳しい状況にあり

ますが、県は今後、内水面漁業の振興を図るた

めどのように取り組んでいかれるおつもりか、

お尋ねいたします。

内水面漁業の○農政水産部長（大坪篤史君）

振興を図るためには、減少している水産資源を

維持・回復させることが喫緊の課題でありま

す。このため、今後も稚魚の放流などによる資

源維持の取り組みを継続しつつ、より効果的な

対策を実施するため、現在、宮崎県内水面漁業

活性化計画の策定を進めているところでありま

す。

その中では、１点目としまして、漁協を含む

多くの関係者が参画する体制を構築すること、

２点目としまして、科学的なデータに基づく資

源状況の把握や分析を行うこと、３点目としま

して、その結果に基づいた効果的な増殖や環境

の改善などの取り組みを実施すること、この３

点を基本方針としたいと考えております。

今後、できるだけ早急に計画を策定しまし

て、漁協や流域の関係者と十分な連携を図りな

がら、水産資源の維持・回復に向けた対策の推

進に取り組んでまいりたいと存じます。

なお、先ほどの答弁の中で、私、内水面漁協

の組合員数のピーク時を「昭和52年」と申し上

げるところを「平成52年」と発言した模様でご

ざいます。訂正させていただきます。

ありがとうございました。内○濵砂 守議員

水面漁業組合は、地域にはなくてはならない組

合であります。河川の管理あるいは環境整備に

ついて、しっかり取り組んでおられますので、

県のほうからも御指導なり御支援をよろしくお

願いいたします。

次に、地域振興、おがわ作小屋村についてで

あります。現在、小川集落から村の中心部に抜

ける道路、森林基幹道小川石打谷線が開通に向

けて工事中です。完成すると25分で村の中心部

まで行けるそうです。この工事の進捗状況につ

いて、環境森林部長にお尋ねいたします。

森林基幹道○環境森林部長（川野美奈子君）

小川石打谷線につきましては、平成20年度から

工事に着手しており、総延長5,456メートルのう

ち、これまでに開設した延長が5,014メートル

で、進捗率は91.9％となっているところでござ

います。しかしながら、施工中の区間は、地形

が急峻で、地すべり性の地質のため、難工事と

なっておりまして、のり面工事費の増大によっ

て、工事進捗のおくれが生じている状況でござ

います。

完成後には、交通の利便性が向上し、西米良

村小川地区と村所地区の間の所要時間が短縮さ

れ、林業の振興はもとより、地域の活性化にも

大きく貢献するものと考えているところでござ

います。今後とも、国に対しまして、強く予算

確保についての要望を行いながら、西米良村と

一体となって早期完成に努めてまいりたいと考

えております。

小川集落には、先ほど申し上○濵砂 守議員

げましたように、５人の子供が生活しておりま

す。一番上の子供さんが小学校２年生の男の子
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です。毎日、片道１時間かけて一人で村営バス

に乗って小学校に通学しております。来年、も

う一人、小学校に入学します。この道路が利用

できるようになれば、通学時間は１時間から25

分に短縮できます。

また、西米良村への入り込み客数は年間13万

人、メーン施設である温泉センターとも短時間

で結ぶことができ、観光の相乗効果も期待でき

ます。

この林道工事の当初の完成予定は平成29年

度、この工期には間に合わないとの話を聞いて

おります。事情があってのこととは思います

が、早く完成させてほしいものです。早期完成

に向けてどのように取り組んでいかれるおつも

りか、環境森林部長に伺います。

小川石打谷○環境森林部長（川野美奈子君）

線の早期完成に向けた取り組みを進めることに

つきましては、議員御指摘のとおり、大変重要

であると認識しているところでございます。こ

のため、工期短縮を図る新たな工法の採用や、

発注者、受注者間の綿密な工程管理に努めると

ともに、工事区間を複数に分割した上で、年度

間の切れ目のない発注にも取り組んでいるとこ

ろでございます。

本路線は、非常に厳しい現場条件にございま

すが、今後とも、関係者と一体となって、工法

や発注方法、工程管理にさらなる工夫を重ねな

がら、早期完成を目指し、鋭意努めてまいる所

存でございます。

よろしくお願いいたします。○濵砂 守議員

次に、西都市の東米良地区について質問させ

ていただきます。東米良地区は、純粋な山、

山、山、山の真ん中にある山間地域にありま

す。昭和37年、西都市との合併時には、5,000人

以上の人が住んでおりましたが、現在では、140

世帯、人口266人、高齢化率は60％を超えていま

す。実に５人に３人は高齢者です。

その中で何とか集落の体をなしているのが銀

上地区であります。銀鏡・上揚地区です。集落

人口180人、東米良地区の70％が銀上地区で生活

をしております。小中一貫校の銀上学園の生徒

数は総数23人、県内で唯一山村留学を受け入れ

ております。学校がなくなれば集落がなくなる

と、子供を預かる里親さんは語ります。

この地域には、ほかに郵便局、ＪＡの支所、

雑貨店が１店、ユズ加工施設を営む農業生産法

人が１社あります。今後、この地区の10年

後、20年後を心配しながらも、絶対にこの村を

終わらせないと頑張っている人たちがおりま

す。そこで、総合政策部長に、県は、この東米

良地域のように、限界集落を通り過ぎたような

厳しい状況にある小規模な集落を応援するよう

な施策は講じてあるのか、お尋ねいたします。

中山間地域の○総合政策部長（日隈俊郎君）

振興を図るためには、その基本的単位であり、

活力の源泉であります集落の活性化を促進する

ことが重要であると認識しております。

このため、県といたしましては、中山間地域

振興計画に基づきまして、中山間盛り上げ隊に

よる集落活動への支援や都市住民との交流の促

進、また、外部専門家のアドバイスによる地域

資源の掘り起こしや磨き上げ、それらの資源を

活用した地域活性化への取り組みなどを支援す

るなど、各般の施策を推進しております。

さらに、地域には仕事があることが何よりも

重要でありますので、農山漁村における所得向

上のためのモデル構築にも取り組んでいるとこ

ろであります。今後とも、これらの施策等を通

じまして、中山間地域の振興に向け、積極的に

取り組んで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。○濵砂 守議員

次に、知事にお尋ねいたします。知事にはこ

れまで、銀鏡神楽の祭典などで、何度かこの地

区に足を運んでいただいておりますので、実情

はよくおわかりのことと思います。先日、銀鏡

・上揚地区の視察にも行っていただいたようで

あります。集落の維持・存続について、知事の

思いをお聞かせください。

「いきいき集落」とし○知事（河野俊嗣君）

て地域づくりに熱心に取り組んでいただいてい

る代表的な事例ということで、先日、銀鏡・上

揚地区を訪れたところでありますが、改めて、

中山間地域の抱える課題については、その現場

にこそ解決のヒントがあり、答えがあるんだな

ということを実感したところであります。

この地区における山村留学の取り組みは、子

供がふえることで地域の活力につながっている

ということで、地域社会にもよい刺激になって

おりましたし、何よりも印象的だったのは、そ

こで学ぶ子供たちの生き生きとした表情であろ

うかと思います。留学生の里親家庭の確保や地

域との連携、生徒の募集など、さまざまな課題

や御苦労がある中、大変熱心に取り組んでおら

れる関係の皆様に、心から敬意を表したいと

思っております。

また、地元特産のユズ加工場を視察させてい

ただきました。厳しい山間地の中にあって、地

元の特産を活用しながら加工品をつくり、地元

に雇用と所得を確保するための御努力、地域づ

くりのためのさまざまなアイデアを伺ったとこ

ろでありまして、こういう雇用の場があること

によって、地域の伝統的な神楽も、そして学校

も維持されていると、深く感銘を受けたところ

であります。

今、地方創生の取り組みとして、全国から注

目を浴びている島根県の離島、海士町というと

ころがあります。これは、「ないものはな

い」、でも大事なものは全てここにあるんだ

と、そういうキャッチフレーズで、海を生かし

た取り組みが進められておりますが、銀鏡・上

揚地区は、山におけるさまざまな資源を生かし

た取り組みが進められている、そういう代表事

例の一つであろうかなと受けとめたところであ

ります。

今後、人口減少等により、特に山間地におけ

る小規模集落においては、集落機能の低下が懸

念されるところであります。銀鏡・上揚地区の

ような住民みずから考え行動する意識の醸成を

図るとともに、仕事のある中山間地域づくり等

を通じて、引き続き、集落の維持・活性化に取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、沿道修景美化条例につ○濵砂 守議員

いてお尋ねいたします。私は、県議会を離れて

５年と数カ月の間、議会とは関係のないところ

で、一般県民として生活しておりました。割と

自由に活動しておりましたので、しょっちゅう

車を運転して沿道を走っていたわけであります

が、その中でいつも気になるのが、沿道の生い

茂った雑草、ガードレールに絡まったつる草、

そういったものでした。

議場の皆さん方、予算の関係など状況を知っ

ている方たちは、事情はおわかりでしょうけれ

ども、一般の県民の方には事情はわかりませ

ん。まして、県外からの流入客とか観光客には

わかるはずもありません。何か寂しい気持ちに

なります。

どうかお願いであります。先人たちが築き上

げた沿道修景美化条例に恥じないよう、県民や

県外客に嫌な思いをさせないように、しっかり

と道路環境の整備に取り組んでいただきたいと
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思いますが、県土整備部長のお考えをお聞かせ

ください。

県ではこれ○県土整備部長（東 憲之介君）

まで、沿道修景美化条例のもと、県民の皆様の

御協力をいただきながら、良好な道路環境の整

備に努めてきたところであります。しかしなが

ら、条例の制定から50年近くが経過し、樹木の

高木化や老木化が進み、さまざまな課題が生じ

ているほか、高速道路などの整備により、交通

の流れや玄関口の変化など、道路を取り巻く環

境は大きく変化しております。

こうした課題や変化に対応するため、路線ご

との今後の整備や維持管理方針を盛り込み、県

民の皆様との協働の視点も踏まえた沿道修景美

化基本計画をことし３月に策定したところであ

ります。この計画のもとで、路線ごとの草刈り

回数の見直しや植栽のリニューアルなどを進め

ながら、めり張りのある維持管理に取り組んで

いくこととしております。今後とも、県民の皆

様と一緒に、しっかりと道路環境の整備に努め

てまいりたいと考えております。

ありがとうございました。こ○濵砂 守議員

れで終わりたいと思いますが、知事、西米良村

も東米良地区もそうなんですが、旧菊池藩で、

もともとは一緒の地域だったんです。それが廃

藩置県によって、西と東に分かれたわけであり

ますが、その違いは何かというと、ほとんど人

口もそんなに大きく変わっておりませんでし

た。西米良は今でも1,100人程度の人口が存在し

ておりますが、東米良は既に300人切っているん

です。このように、行政があるかないかで非常

に違いが出てきております。ぜひ県としては、

全般的な地域振興という意味で、いろんな形で

御支援をいただければありがたいと思います。

以上をもちまして、私の一般質問の全てを終

わります。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 長原正三議

ます。

次は、髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） 会派の調査○髙橋 透議員

で、日本遺産第１号に認定されました「「日本

茶800年の歴史散歩」～京都・山城～」、宇治茶

の郷に行ってきました。山城地域は12市町村で

構成され、その中の京田辺市で意見交換を行い

ました。宇治茶は玉露で有名ですが、一番茶だ

けをすべて手摘みで行っています。したがっ

て、値段も高く、１番安いもので10 0グラ

ム5,000円です。飲みなれない私からすれば、何

とも表現しがたい深みのある味わいでした。京

田辺市は、京都の南部、大阪府と奈良県の境に

位置し、同志社大学と同志社女子大学があるた

め、人口はふえ続け、合併20周年のことし、７

万人を超える勢いだそうです。京田辺市長の施

政方針には、「まちの魅力である交通利便性を

最大限に生かす」とか、「新名神高速道路の整

備インパクトなどを生かしたまちづくりを進め

る」とあり、京田辺市のキャッチフレーズが

「便利でええやん！京田辺」でした。「不便で

ええやん！日南」にしてはならないと、歯を食

いしばったところでございます。

そこで、これまでも申し上げてきましたが、

都市部に比べ、本県の社会資本整備はおくれて

います。格差是正に向け、国の公共事業予算の

あり方を抜本的に見直すべきではないでしょう
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か。また、今後の社会保障費の伸びを考えれ

ば、公共事業予算は再び減少していくことが考

えられます。そのときに、減少した分を社会資

本整備がおくれている地方に押しつけてはなら

いと思います｡公共事業予算の確保にどのように

取り組んでいかれるのか、知事にお尋ねしま

す。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

国の公共事業予算の確保についてでありま

す。厳しい財政状況の中、社会資本整備のおく

れている本県にとりまして、国の公共事業予算

の確保は、極めて重要であると認識しておりま

す。このため、私自身も先頭に立って、これま

であらゆる機会を捉え、国等に対しまして、必

要な予算の確保や本県への重点配分などを要望

しております。先月も、 原議長とともに財務

省や国土交通省等を訪れ、本県の実情を強く訴

えてまいりました。本県への重点配分を要望す

るのはもとよりでありますが、全体の公共事業

予算のパイを確保すること、これも大変重要で

あろうかと思っております。全国知事会等にお

きましても、地方の実情を踏まえた社会資本整

備の充実や地域間格差の早期是正などを、国等

に対して要望してきたところであります。

このような中、今年度は、国土交通省から県

事業に対して、全国の対前年度比101.2％を上回

る102.7％の約291億円が配分されたところであ

ります。今後とも、「くらしの豊かさ日本一の

宮崎」実現のため、県議会や市町村、経済団体

等とも一緒になって、さらなる公共事業予算の

確保に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〕

ことしは多く配分されたとい○髙橋 透議員

うことで、ありがとうございました。私、以前

から思っていたんですが、九州自動車道、そし

て九州新幹線がなぜ西九州と名前をつけられな

かったのかなと。勝手な解釈かもしれません

が、東九州自動車道、東九州新幹線、何かしら

後手後手に回されたような気がいたします。東

西対抗歌合戦とか、大相撲の番付の１番は東正

横綱でございます。太陽は堂々と東から上っ

て、静かに西に沈みます。東がまず先なんで

す。そのことをしっかり踏まえて、今後も予算

獲得をお願いしたいと思うんですが、東九州

道、未完成です。清武南から北郷間は、いまだ

供用開始時期が明示されておりません。地元の

方々は、まだかまだかと待ち望んでおられま

す。一日でも早く供用開始時期が明らかになる

よう、どうか知事の決意のほどを堂々と答弁い

ただきたいと思います。

東九州自動車道が北九○知事（河野俊嗣君）

州から宮崎までつながりまして、私どもは、企

業立地や観光などで大いにストック効果を実感

しているところであります。これを県内全域に

わたって波及させるためには、一日も早く全線

開通することが必要であると考えております。

このような中、県南区間の日南北郷―日南東郷

間については、今年度開通予定でありますが、

清武南―日南北郷間につきましても、開通と同

時にストック効果が発揮できるよう、早期に供

用予定年次を明示していただきたいと考えてお

ります。高速道路は、つながってこそ、その真

価が最大限に発揮されるものと考えております

ので、私が先頭に立って、東九州自動車道の県

南区間の一日も早い全線開通に向け、関係各県

や沿線地域の皆様とさらに連携を図りまして、

国に対する要望活動など、全力で取り組んでま



- 256 -

平成29年６月20日(火)

いります。

一日も早い全線開通、前内田○髙橋 透議員

副知事もかなり努力されましたが、鎌原副知事

もどうかよろしくお願いいたします。

次に移ります。環境農林水産常任委員会で県

北調査に行きました。世界農業遺産の認定を受

けました高千穂町と日之影町で調査いたしまし

たが、高千穂郷・椎葉山地域は、厳しい環境下

で、森林からの恵みを巧みに利用した複合的な

農林業システムを築き上げ､その源である森林を

大切に保全管理してこられました。認定された

地域には、総延長500キロメートル以上の山腹水

路網と1,800ヘクタールを超す棚田が造成されて

います。棚田で生み出された米などの農産物

は、平野部のものと比べて高く売れているわけ

ではございません。これらの説明を聞きながら､

極めて条件不利な田畑を未来永劫守ることがで

きるのかと考えさせられたところであります。

現在は、地域のきずなとか支え合いで耕作放棄

地を出さないようにしているとの説明があり、

それはそれで大事なことで、引き継いでいかな

ければならないと思ったところです。しかし､い

ずれ限界が来るのではないか、そう思った次第

であります。

その後､農作業の受託、あるいは、耕作放棄地

になる可能性がある農地を借り受けるなどの事

業を行う「ひのかげアグリファーム」を調査し

ました。「日之影は険しい地形で、農地集約や

効率化が難しい｡農作業が困難な土地や後継者不

在の農地を守るためには赤字も覚悟の上です」

と、力強く自信あふれる町長の言葉に、条件不

利地域の農業のありようを考えさせられまし

た。耕作放棄地を生まない方策、世界農業遺産

を守るためには、「ひのかげアグリファーム」

の取り組みは有効だと考えますが、どう評価さ

れているのか、知事にお尋ねします。

人口減少や高齢化が急○知事（河野俊嗣君）

速に進展する中山間地域におきまして、棚田に

代表される農村景観や伝統文化など、世界農業

遺産でも評価されたような、こうした貴重な資

源を守っていくためには、地域の担い手の確保

や地域で支え合う仕組みづくりが大きな課題だ

と考えております。

このような中、日之影町では、町出資によ

り、地域を守るプラットフォームとしまして、

「ひのかげアグリファーム」が設立されたわけ

であります。農作業の受託や担い手育成の取り

組みが行われておりまして、今後は、地元農産

物を活用した加工品の開発・販売等、幅広い事

業を展開する予定だというふうに伺っておりま

す。この取り組みは、町がみずから農業経営に

踏み出すという、これまでにない大きな挑戦で

あると受けとめております。地域農業を守って

いくためには、この方式しかない、また、今動

くしかないという町長の熱い思いを感じており

まして、今後の事業展開にも大変期待をしてい

るところであります。県としても、地域農業を

守る有効な取り組みとして、その設立を支援し

てきたところであります。世界農業遺産の展開

も含めて、今後もこの挑戦を後押ししてまいり

たいと考えております。

お話にありましたように、高○髙橋 透議員

千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺産の冠を活用

して、そこで生み出される農産物に付加価値が

つくことを期待するとともに、ある程度の公の

支援も検討していかれるよう要望するものであ

ります。

次に、人材確保についてお尋ねをしてまいり

ます。平成29年度職員採用試験の申し込み状況

が明らかになり、全体の競争率は、昨年度の倍
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率6.8倍を下回り、5.5倍に低下しました。知事

部局に限らず、教職員や警察官の採用において

も競争倍率が年々低下しており、優秀な人材の

確保が懸念されます。この状況をどう考えてい

らっしゃるのか、知事にお尋ねします。

人材の確保は、県政を○知事（河野俊嗣君）

推進していく上で、その根幹にかかわる最も重

要なことであろうかと考えております。今年度

の職員採用試験の申し込み状況を含め、近年の

競争倍率の低下や、一部の技術職における採用

予定数の確保が厳しい状況にあることについて

は、大変危惧しているところであります。人口

減少、グローバル化や危機事象への対応といっ

た喫緊の課題を県は抱えているわけでありまし

て、県政の推進に当たりましては、社会経済情

勢の変化を的確に捉え、明確な目的意識を持っ

て困難な課題に積極果敢に挑戦する、そのよう

な人材が必要不可欠であると考えております。

今後とも、人事委員会等と連携しまして、県政

の魅力を発信する広報等の充実を図るなど、よ

り積極的な採用活動を展開しますとともに、職

員が仕事に誇りや意欲を持ち、県政への貢献が

実感できるような魅力ある職場づくりにも努め

ることで、本県の将来、「みやざき新時代」を

担う人材を確保してまいりたいと考えておりま

す。

２月議会の代表質問で我が会○髙橋 透議員

派の満行議員が、採用予定数に満たなかった土

木職員を初めとする採用対策を質問しておりま

す｡今年度の申し込み状況と採用予定者数の確保

が困難な技術系職種対策を、人事委員長にお尋

ねします。

今年度の申し込○人事委員長（村社秀継君）

み時点における大卒程度全体の競争倍率でござ

いますけれども、5.9倍となっておりまして、平

成以降では最低となっているところでございま

す。特に、土木2.9倍、建築1.7倍、農業土木1.4

倍となっておりまして、これらの技術系職種

は、近年、競争倍率の低い状況が続いておると

ころでございます。

このため、昨年度から関係部局との検討会を

設け、大学での説明会や職場見学会の実施、職

種別のパンフレット作成、さらには、技術系職

種に関心を持つ学生等を募集し、若手職員が相

談に応じるなど、啓発・広報活動の充実強化を

図り、県職員として働くことのやりがいや魅力

等を積極的に発信しているところでございま

す。加えて、今年度から技術系の大卒程度試験

では、専門試験を重視し、教養試験の負担軽減

を図ることで、受験しやすい内容に改めている

ところでございます。今後とも、こうした取り

組みの効果を検証しながら、関係部局との連携

をさらに強化し、県の将来を担う優秀な人材の

確保に努めてまいりたいと考えております。

さまざまな努力をされている○髙橋 透議員

ようですが、技術系職種、倍率が低いようです

ね。土木職、昨年度、28年度の募集状況は12名

だったんですね。申し込みは27名あったんです

が、実際に１次試験を受けた人は12名だったん

です。結果的に８名が合格採用で４名不足した

わけですが、そのときには高卒程度の土木及び

農業土木の採用者数を３名ほどふやされたとい

うふうに伺っております。今年度の大学卒業程

度の受験申し込み状況を見ますと、今ありまし

たように、一部の技術系職種において、昨年同

様、合格者が採用予定者数を下回る懸念があり

ます。その場合に、高卒者の採用枠を拡大する

などの対応をしていかれるのか、総務部長にお

尋ねいたします。

試験はこれから実○総務部長（桑山秀彦君）
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施されるわけでありますけれども、実際に懸念

していらっしゃいますような、合格者が採用予

定数を下回る、そういった職種が出てきた場合

には、関係部局とも協議しながら、今後募集が

行われる高校卒業程度の試験区分での採用枠拡

大を、昨年度と同様、検討いたしますほか、実

際に欠員が生じた場合には、非常勤職員等の配

置のほか、業務量に応じた職員配置の見直し、

あるいは所属での担当制の活用を行うなどし

て、業務への影響が最小限に抑えられるよう適

切に対応してまいりたいと考えております。

できるだけ正規職員の後は正○髙橋 透議員

規で補充できるように、可能な限り検討、努力

をしていただきたいと思います。

次に移ります。食品ロス削減対策でございま

す。

食品ロス、食べられるのに、毎年632万トン、

これは平成25年度の数値なんですが、食品が廃

棄されています。そのうちの約半分が家庭から

の排出でございます。毎日、国民１人当たり茶

碗１杯分の御飯が捨てられている、そういう量

に相当するらしいです。そこで、食品ロス削減

の県民運動を実施していく取り組みとして、環

境森林部と農政水産部、それぞれの当初予算に

盛り込まれています。事業の内容を関係部長に

答弁を求めます。

食品ロス○環境森林部長（川野美奈子君）

は、食料生産現場から飲食店や家庭で消費され

るまで、さまざまな状況で発生しますことか

ら、その対策におきましては、食品ロス発生の

原因となる関係者が連携して取り組むことが非

常に重要でございます。このため、環境森林部

におきましては、関係者の連携や廃棄物の削減

を目的とする「食品ロス削減運動推進事業」に

今年度から取り組んでいくこととしておりま

す。本事業におきましては、食品ロス削減の推

進組織となる「食品ロス削減対策協議会」を新

たに設置しますとともに、フォーラムの実施や

さまざまな媒体による情報発信を行うことによ

り、食品ロス削減に向けた県民意識の醸成を図

ることとしております。

農政水産部で○農政水産部長（大坪篤史君）

は、食べられるのに廃棄されている食材や、生

産現場において規格外品等として廃棄されてい

る農水産物の活用を図るため、｢もったいないプ

ロジェクト｣といたしまして、食品ロス削減に向

けた普及啓発活動を進めているところです。具

体的には、食育・地産地消を推進します「みや

ざきの食と農を考える県民会議」と連携しまし

て、現在、県内大学と連携した食品ロスを削減

するアイデア企画の募集、「もったいない」レ

シピ集の作成、食フェスタや料理講座等の各種

イベントにおける啓発活動などに取り組んでい

るところであります。

環境森林部の事業で、「食品○髙橋 透議員

ロス削減対策協議会」を設置するという答弁が

ございましたが、どのようなメンバーで構成さ

れるのか、答弁を求めます。

） 本協議会は､○環境森林部長（川野美奈子君

食品ロスの削減に向けた取り組みを、県民や食

品関係事業者､行政などの関係者が一体となって

進めていくことを目的とするものでございま

す。組織構成につきましては、現在、委員の選

定中でございますが、学識経験者を初め、食料

生産者や食品加工業者、小売店や飲食店、さら

には消費者団体や福祉団体などにも御就任いた

だく予定にしておりまして、８月をめどに設置

することとしております。今後は、本協議会に

おいて、食品ロスの削減方法や、関係者相互の

連携・協力のあり方等について協議を行い、県
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民への普及や協議会の構成員による実践的な活

動などにも取り組んでいくこととしておりま

す。

８月をめどに設置ということ○髙橋 透議員

でありますが、県民の意識の醸成・啓発を目的

としているわけで、できれば県内全域にその啓

発、醸成が行き渡らないかんわけです。食品ロ

ス運動が広がるためには、例えば地域ブロック

ごとにも、こういった協議会を設置していくべ

きではないかと思われます。環境森林部長に答

弁を求めます。

食品ロス○環境森林部長（川野美奈子君）

は、私たちの日常生活に密着したもので、県民

に理解されやすいものと考えておりますが、今

後、さらに食品ロスの削減を浸透させていくた

めには、議員御指摘のとおり、地域的な広がり

や、より多くの関係者の取り組みが必要になっ

てくるものと考えております。現在、既存の４

Ｒ推進協議会地域支部などを活用して啓発を

行っているところでございますが、取り組みの

裾野を広げていくため、地域ブロックごとの協

議会について、そのあり方や構成員等について

検討してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜひ○髙橋 透議員

検討していただきたいと思います。

昨年、フランスで、食品廃棄禁止法とドギー

バッグ法が相次いで成立しております。食品廃

棄禁止法では、比較的多くの廃棄食品が出る大

規模店（400平方メートル以上の店）に廃棄物の

発生が禁じられ、どうしても発生する食品ロス

は、福祉団体、例えばフードバンク活動と契約

を結び、寄附をする義務が生じます。ドギー

バッグ法では、１日当たり180食以上を提供する

レストランで、食べ残しを持ち帰りたい客の要

望があれば、ドギーバッグという持ち帰り用容

器を提供することが義務となりました。元来、

フランスでは、食べ残しを持ち帰ることはマナ

ー違反だったそうです。ドギーバッグのドギー

は子犬の意味で、犬の餌を持ち帰るバッグとい

うことなんです。だから、賛同はしても実際に

持ち帰る人の数は少なかったということであり

ます。フランス人は上品でおしゃれです。そう

いうイメージがあります。それで、ドギーバッ

グをグルメバッグという名称に変えたことで世

論をまとめたとお聞きしております。フランス

以外でも、米国では、善意の寄附に伴う瑕疵に

ついて責任を問わないグッドサマリタン法があ

ります。我が国では、食中毒からの風評被害を

恐れるために、持ち帰りを禁止する飲食店が多

くあります。昨年発覚しましたカツ横流し事件

では、過度な衛生管理で対応せざるを得なく

なって、結果的にフードバンクヘの寄附をやめ

てしまう企業も出てきました。韓国には、食品

寄附控除が受けられる食品寄附推進法などの整

備が進んでいます。フードバンクの推進を行政

の観点で見ますと、日本はその法的整備に多く

の課題があると思います。

そこで、本県でも、消費期限が迫った商品を

引き取って生活困窮者へ無償配付しているフー

ドバンクの活動団体の存在があります｡フードバ

ンクの活動団体をふやし、活性化させること

で、食品ロスの削減を進めることになります。

今後、食品ロス削減に取り組んでいく上で、フ

ードバンク活動団体との連携や支援は必要と考

えられますが、知事の考えを伺います。

食品ロスの削減につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、発生を抑制していくことだけでな

く、ロスになる前の食品を活用していくことも

重要であると考えております。フードバンク等

の活動につきましては、食品を提供する側であ
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る食料生産者や食品加工業者、流通・販売業者

と、受ける側である福祉団体などが連携して初

めて可能となるものでありまして、団体間の連

携が必要不可欠と考えております。今年度設置

します協議会には、さまざまな分野の方々に参

加いただく予定でありますので、関係団体間の

連携に向けた仕組みづくりなどにつきまして十

分議論し、団体等の支援についても検討してま

いりたいと考えております。

よろしくお願いします。数値○髙橋 透議員

目標を示すことも大事なことであります。食品

ロス削減目標とかも今後検討されることをお願

いしたいと思います。

次に、種子法廃止に伴う影響と課題につい

て、順次質問してまいります。

過日閉会しました通常国会で､農業競争力強化

支援法を初めとする農業改革関連８法が成立し

ました。通常国会では、共謀罪の構成要件改め

「テロ等準備罪」新設の強行採決を初め、森友､

加計学園問題をマスメディアが多く取り上げま

した｡その間に、重要法案でありました主要農作

物種子法の廃止法案も本格的な議論がないまま

可決されたところであります。

我が国の食料自給率はカロリーベースで39％

と、先進国では極めて低いことは御承知のとお

りであります。一方で、圧倒的に強い要素もあ

ります｡主食の米は消費量の95％が自給です。そ

の種子は100％国産です。種子が戦略物資である

ことは古今東西を問いません｡特に、麦や稲など

主食の種子の確保は食料安全保障に直結しま

す。この数少ない優位性をみずから放棄する政

策が、安倍政権で進められているのでありま

す。そこで、主要農作物種子法が廃止されます

が、本県の生産者へどのような影響が考えられ

るのか、農政水産部長にお尋ねします。

お尋ねの主要○農政水産部長（大坪篤史君）

農作物種子法につきましては、平成30年４月１

日に廃止されますが、国は、その後も引き続

き、種子の安定供給が行われるよう、都道府県

における種子生産の運用に関するガイドライン

を定めますとともに、必要な地方交付税を確保

するなど、これまでの体制を活用した種子の開

発等を進めることとしております。県としまし

ては、農業者への影響がないよう、原種の生産

や種子の開発を継続しますとともに、宮崎県産

米改良協会を中心とした現在の種子供給体制を

維持してまいりたいと考えております。

本県は､長年の研さん､御努力○髙橋 透議員

の積み重ねによって、多くの育成品種があると

伺っておりますが、本県が育成した品種は今後

どうなっていくのか、農政水産部長にお尋ねし

ます。

これまでに本○農政水産部長（大坪篤史君）

県が育成した稲の品種は、45品種ございまし

て、現在でも権利を維持しているものは、こと

し２月に登録しました酒米の「ちほのまい」な

ど、10品種となっております。なお、品種の権

利につきましては、今般廃止されます主要農作

物種子法ではなくて、育成者の権利を定めた種

苗法により保護されている状況ですので、これ

までと同様に保護されるということになりま

す。

わかりました。農業競争力強○髙橋 透議員

化支援法第８条の３に、次のようにあります。

「銘柄の集約の取り組みを促進する」。種子が

絞り込まれる恐れがあるんじゃないかというこ

となんです。通常は、品種を多くして病気など

のリスクを分散する多様性が重要だと言われて

おります。また、種子の価格が５倍から10倍に

なるのではないかということも言われます。収
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量が多くなるから、価格が上がる分は収量でカ

バーするというふうに言う方もいます。しか

し、よく考えていただきたいんです。おてんと

うさま次第ですね。農作物は天候次第で収量は

がくんと落ちます。病害虫もあります。だか

ら、収量が多くなることは約束されたものじゃ

ないんです。毎年大量に種子を購入する大規模

農家とか育苗専業者は生き残れると思います

が、中小農家は相手にされずに、稲作からの撤

退を余儀なくされるかもしれません。将来的に

少なからず影響が出てくると思っております。

そこで、最初の問いで答弁にありましたが、

交付税措置は確保されるという答弁だったと思

います。ただし、根拠法がなくなりますから、

主要農作物種子の生産等に対する交付税措置、

これが将来的にはなくなるんじゃないかと思い

ます。再度、農政水産部長にお尋ねします。

今般の主要農○農政水産部長（大坪篤史君）

作物種子法の廃止に伴いまして、参議院では附

帯決議が採択されております。その内容は、都

道府県の取り組みが後退することのないよう、

引き続き地方交付税措置を確保するように努め

ることというものでございます。また、国のほ

うからも、これまでも説明で、地方交付税を初

めとして必要な措置を講じるとされておりまし

て、県としましては、国に対して、種子の安定

供給に必要な予算の確保を要望してまいりたい

と考えております。

附帯決議は、努力義務だと思○髙橋 透議員

うんです。だから、当分の間というふうに理解

したほうがいいんじゃないかと思っています。

農業競争力強化支援法第８条の４、「種子その

他種苗について、民間事業者が行う技術開発及

び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を

促進するとともに、独立行政法人の試験研究機

関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知

見の民間事業者への提供を促進すること」。つ

まり、都道府県が有する米などの原種、原原

種、優良品種の生産に関する知見を民間事業者

へ提供しなさいということなんです。公から民

間へということなんです。そうであるならば、

いずれ交付税措置はなくなると思います。農業

試験場の機能が縮小される運命にあるんじゃな

いかと危惧をしますが、農政のスペシャリスト

であります郡司副知事に、その点を伺いたいと

思います。

本県におきまして○副知事（郡司行敏君）

は、これまで、この法律に基づいて優良な種子

の開発と普及に取り組んできたところでありま

す。そのような中で、総合農業試験場で開発し

ましたヒノヒカリでございますけれども、現

在、全国で３番目の栽培面積を有しておりま

す。このヒノヒカリに代表されますように、優

良種子の供給により、農業経営の安定に大きく

貢献してきたところであります。御質問のよう

に、今回、民間活力を最大限に活用するとの趣

旨で種子法が廃止されますが、種子は、最も基

礎的な生産資材であり、「種子を制する者が農

業を制する」と言われるほど、戦略的な重要性

を有しております。この法律がなくなること

で、優良種子の安定供給に不安が生じるような

事態は何としても回避しなければならないと、

そのように考えます。県といたしましては、本

県の農業者が安心して営農に取り組めることが

何よりも重要であると考えますので、あらゆる

機会を通じて、国に対し、必要な予算の確保等

を要望してまいりたいと考えております。

「種子を制する者が農業を制○髙橋 透議員

する」、そのとおりなんです。今回の種子法廃

止、生産者及び国民のためになるのか、国はど
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こを向いているのか、本当に心配をしておりま

す。外資の種苗会社に将来、日本の種苗が牛耳

られるときが来るんじゃないかということを物

すごく心配します。そして、一番恐れているの

は、外資の参入によって、遺伝子組み換えの種

子も申請されて作付される、そのことでありま

す。いずれにしても、来年の４月からこの種子

法は廃止されます。それまでに、日本の種子を

保全するための新たな法整備なんかを追求して

いく。そういう危機感を持って取り組んでいく

必要があるということを申し上げておきたいと

思います。

最後になりますが、試験研究機関の将来像に

ついてお尋ねいたします。試験研究の仕事は、

優秀な研究職の方だけでは育成品種は容易に生

まれないと思います。育種を支える研究補助職

員の存在があります。種をまく前の耕起作業か

ら始まり、播種、病害虫の管理等々、そして収

穫となります。研究補助職員は10年前に現業職

から任用がえになり、非常勤職員となりました｡

非常勤職員の指導を、任用がえになった職員が

行っています｡任用がえになった職員も、あと２

年で退職だと伺っています｡再任用で最大５年勤

務しても、あと７年で非常勤職員を指導する職

員はいなくなります。主要農作物種子法の廃止

による影響も今後考えられますが､研究補助体制

を含めた本県農業研究機関の将来像をどう考え

ておられるのか、知事に伺います。

総合農業試験場等の試○知事（河野俊嗣君）

験研究機関は、本県農業の振興を技術開発の面

から推進する重要な組織であると考えておりま

す。県としましては、今後とも、生産現場が直

面する課題解決に迅速に対応できる研究環境の

充実を図るとともに、大学や民間企業と連携

し、ＩＣＴや機能性分析など、最先端の技術開

発にも対応できる研究機能の高度化を図ること

で、常に生産現場を先導する研究機関となるよ

う努めてまいりたいと考えております。そのた

めには、現場で支えている研究補助員を初め、

試験研究体制の充実についても、十分留意して

まいりたいと考えております。

しっかり対応をいただきたい○髙橋 透議員

と思います。

次に、うまい米、売れる米づくり対策につい

て、２問質問します。

国による米の生産調整政策が、2018年産から

廃止されます。現在の減反制度は、強制ではな

く任意の選択制であって、減反に応じた農家に

は、メリット措置として10アール当たり7,500円

の交付金を支給してきましたが、これも廃止さ

れます。ただし､転作作物への誘導策は今後も継

続されますので、完全な減反廃止と言えるかは

疑問点もあります。制度がどう変わるのか､ま

た、生産者にどのような影響が出てくるのか、

農政水産部長にお尋ねします。

米政策の見直○農政水産部長（大坪篤史君）

しの内容につきましては、平成30年度から、行

政が生産数量目標の配分を行わなくなること、

生産数量目標に従って米を生産した販売農家に

支払われています、10アール当たり7,500円の交

付金が廃止されることなどであります。一方

で、国は、引き続き、水田のフル活用が行われ

るように、加工用米や飼料作物といった転作作

物の作付に対する交付金につきましては、30年

産以降も継続するとしております。県としまし

ては、全国ベースの需給見通しを踏まえた米の

作付目安の提示や、それぞれの地域における将

来展望の構築など、農業者の不安解消に取り組

んでまいりたいと考えております。

10アール当たり7,500円の交付○髙橋 透議員
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金、民主党政権時代は１万5,000円だったんです

が、これは大きいですよね。10ヘクタールで75

万、100ヘクタールの人は750万です。すごく収

入減になる。これもあんまり騒いでいません

ね。このことも今後、問題化されるんじゃない

かと思います。

次に移りますが、米の生産調整が2018年産か

ら廃止されるのを前に､各地で、新たなブランド

米の投入など販売戦略を見直す動きが活発に

なってきていると伺っております。そこで、本

県が一流米を目指すことが本県の米づくりに

とって得策なのかどうか、さまざまな角度から

研究していかなければならないと考えるわけで

す。本県は、うまい米づくりを目指すのに、気

象条件で不利な面があると思っています。昨

年、特Ａ米をとれなかった要因に、高温障害が

ありました。米市場では、外食産業などが使う

割安な米が再び不足しておりまして、外国産米

の調達拡大を考える企業も出てきております。

これからは、中食の需要に合う品種が求められ

るのではないかと思われますが、今後の売れる

米づくりを県としてどう進めていかれるのか、

農政水産部長にお尋ねします。

米の消費が年○農政水産部長（大坪篤史君）

々減少する中、売れる米づくりを進めるために

は、量販店や外食産業など、実需者のニーズに

応じた生産を行う必要があると考えておりま

す。このことから、早期水稲「コシヒカリ」で

は、消費地にいち早く新米を届けられる特徴を

生かし、需要に応じた計画的な生産・販売を進

めてまいります。また、普通期水稲の「ヒノヒ

カリ」では、食味ランキング「特Ａ」の取得な

ど、うまい米としてのブランド確立に努めてま

いります。さらには、需要が拡大しております

中食や外食向けの業務用米につきまして、多収

品種の導入や生産規模の拡大によるコスト低減

など、実需者と連携した産地育成に取り組んで

まいりたいと考えております。

農家のプライドとして、うま○髙橋 透議員

い米づくりは追求せざるを得ないと思うんで

す。研究は今後大変だと思うんですが、特Ａ米

ももちろん追求していただきながら、また別

の、今申し上げましたように、ほかの需要も

しっかりと、県としても取り組んでいただきた

いと思います。

次に、教育問題に移りますが、まず、コミュ

ニケーション教育の推進の中の一つとして、家

庭読書に関する調査を県教育委員会で行ってい

らっしゃいます。「家族の中で、読み聞かせを

含む読書をしたり、読んだ本について話し合っ

たりすることがありますか」の問いに対して､

「よくある」「ある程度ある」と答えた保護者

の割合が､平成27年度57.8％に対し、平成28年度

は51.7％と、家庭での読書は減少傾向にありま

す。スマートフォンとかタブレットの普及が背

景にあると考えます｡長文を読む機会が減少して

いるため、子供たちの読解力の低下が心配され

ますが、読書活動の充実のためにどのように取

り組んでいるのか、教育長にお尋ねします。

読書は、子供の想像○教育長（四本 孝君）

力をかき立て、豊かな感性や考える力を育み、

読解力の向上にも大きな役割を果たすものであ

ります。このため、県内の小・中・高の各学校

におきまして、一斉読書や読み聞かせの実施、

学校図書館における推薦図書コーナーの設置、

図書館を利用した調べ学習や探究学習の取り組

みなど、読書活動の推進を図っております。ま

た、県教育委員会では、｢日本一の読書県｣を目

指した総合推進事業におきまして、例えば、高

校では、今年度から県内６エリアの拠点校に学
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校司書エリアコーディネーターを各１名配置

し、中学校では、県内３地区の拠点校に読書活

動推進リーダー及び学校司書をそれぞれ各１名

配置するなど、専門的な立場から担当校を支援

する体制をつくり、読書活動の充実に取り組ん

でいるところであります。

要は、子供が本に興味とか関○髙橋 透議員

心を持つきっかけづくりが大事だと思うんで

す。それは、学校でのかかわり方が大事になっ

てくると思っています｡２月に公立大学で開催さ

れましたシンポジウム、「知の共有と地域創

生」の折に、帝京大学教育学部教授の鎌田さん

が、中学・高校の先生が生徒に本を勧めていな

い現状があるとおっしゃっていました。先生の

意識が変わらないとだめだということです。そ

のためには研修が必要だが、市町村ではその役

割は無理で、県の出番だということをおっ

しゃっていました。先生たちのスキルを上げて

いく取り組みも要望いたしますので、よろしく

お願いします。

香川県綾川町の陶小学校は、2005年度から文

部科学省の研究開発学校に指定されて、「キラ

リ科」を新設しました。そして、豊かな表現力

とコミュニケーション能力を育てる試みを始め

ました。このキラリ科というのは、小学校の全

学年に１週間に約２時間、年間70時間、演劇を

使ったさまざまな教育プログラムを実施するも

ので、当時の公立小学校としては画期的な試み

であったとお聞きします。結果として、明らか

に国語力の向上が見られたとのことでありま

す。

子供たちのコミュニケーション能力の低下が

話題となりがちです。全てにおいてスマホなど

でのＬＩＮＥやメールです。しかも短文。そし

て相手の顔は見えていません。最近の陰湿な出

来事を見聞きするたびに、コミュニケーション

不足じゃないかと感じるところであります。大

人の世界でも同じようなことが言えるのではな

いでしょうか。学習発表会とか文化祭の取り組

みなんかは、児童生徒のコミュニケーション能

力の向上につながると考えます。教育長の考え

を伺います。

学習発表会や文化祭○教育長（四本 孝君）

では、児童生徒が日々の授業で学んだことを発

表したり、演劇や音読、合唱に取り組んだりす

るなど、各学校においてさまざまな取り組みが

行われております。児童生徒は、学習発表会や

文化祭での発表に至る過程の中で、お互いの意

見を伝え合うことの難しさや、他者とのかかわ

りの大切さを学びながら、よりよい人間関係や

チームワークを形成していきます。また、人前

で発表することを通して、相手に伝える喜びを

感じるとともに、ほかの発表を聞くことで、少

しでもうまく相手に伝えたいという意欲が高ま

り、コミュニケーション能力の基礎である表現

力等を養うことにもつながると考えておりま

す。このようなことから、学習発表会や文化祭

は、各教科等を発展的に取り扱った学習の発表

の場であり、コミュニケーション能力の向上に

つながる大切な機会であると考えております。

ぜひ力を入れていただきたい○髙橋 透議員

と思っているんです。実は、人口減少と少子化

でしょう。今、１学年１クラスの学校が結構ふ

えてきているはずです。特に小規模校の児童生

徒にとっては、大切な取り組みだと思っている

んです。私は酒谷小・中出身ですけど、小規模

校でした。木造校舎でした。私は51年の３月卒

ですけど、体育館がなかったんです。高校に

行ったらばかにされるんですね。飫肥、吾田、

油津、南郷中も大規模校でしたけど、ここは
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ファッションはアイビーでした。私たちはラッ

パズボンですよ、恥ずかしながら。そして、彼

らの話題になるのは、「ロードショー」だった

り音楽、全く私たちが知らない世界を知ってい

るんです。今わかってきたんですけど、あ、こ

れ、町に本屋があったなと。酒谷にはありませ

んでした、本屋さんは。彼らは、ふだん本屋に

行って「メンズクラブ」を見たり、昔は「ロー

ドショー」とか雑誌がありましたが、そんな本

を見ながら情報を得ていたんだなということを

思ったりするところであります。試練を乗り越

えてコミュニケーション能力をつけて、今ここ

に立っている自分であります。

次に、高校適正規模４～８学級の考え方につ

いてお尋ねしていきます。県立高等学校入学者

が宮崎地区に集中していると考えられますが、

現状についてどのように認識し、どう分析され

ているのか、教育長にお尋ねします。

現在、本県では通学○教育長（四本 孝君）

区域を全県一区としておりますけれども、その

大きな狙いは、中学生が「行きたい学校」を主

体的に選択できるようにすることと、特色ある

高校づくりを推進し、学校を活性化することで

ございます。近年、宮崎地区の全日制県立高等

学校におきまして、ほかの地区からの入学者

は300名程度であり、これは、宮崎地区の全日制

県立高等学校定員の10％程度となっておりま

す。一方で、宮崎地区からほかの地区の県立高

校への入学者は100名程度となっているところで

ございます。

「行きたい学校」ということ○髙橋 透議員

を、これまでも幾度となく答弁で聞いてきまし

たが、最終的には本人が決めるんでしょうけ

ど、親にいろんな情報が入ってきて、親がここ

に行きなさいと言うということもよく聞きま

す。それと、今、学習塾に行っている生徒は多

いですよね。学習塾が勧めているんだわという

話も、私は同級生の親から聞いたことがありま

す。そういう一連の調査もしていただきたい

し、今、約100名が宮崎地区外へ出ていっている

ということでありました。みずから受験はして

いますよ。でも、中には、宮崎地区内の高校に

合格するのは厳しい、だから他地区に行くんだ

という生徒もいるんじゃないでしょうかという

ことを私は言いたいんです。宮崎地区には他地

区から300名来ているでしょう。300名入学して

いるんです。そのことで志望校の間口が狭くな

るはずです。だから、100名全員とは言いません

けれども、この中には、行きたい学校があるん

だけれども、どうしてもそこは厳しいというこ

とで、先生の指導もあって地区外に行かざるを

得ない、そういう生徒もいるんじゃないかとい

うことも、そういう背景があることもしっかり

分析をしていただきたいなと思います。

次に、全日制高等学校における１学年の適正

規模は、４学級から８学級が基本となっていま

すが、９学級以上の高等学校の募集定員の見直

しはされないのか、教育長にお尋ねします。

） 現在、１学年９学級○教育長（四本 孝君

以上の学校は、宮崎市内にある普通科高校３校

となっております。１学年９学級以上の高等学

校につきましては、現行の「宮崎県立高等学校

教育整備計画」におきまして、ほかの高等学校

との調和を図りながら、漸次、適正規模への対

応を検討していくこととしております。御質問

にありました、９学級以上の高等学校の募集定

員の見直しにつきましては、県全体及び各地区

ごとの中学校卒業者数の推移等を勘案しなが

ら、生徒たちにとってよりよい教育環境を提供

するという視点に立って、検討してまいりたい
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と考えております。

推移、いわゆる数ですね、こ○髙橋 透議員

れから数の推移を見ながら検討していくだか

ら、結果、これはしないんですね。私は、タイ

ミング、時期を失したような気がしてならんと

です。３学級以下を統合再編でスタートした

じゃないですか。あのときに並行して、８を超

える学校の定員を見直すべきだったと思ってい

るんです。あんまり話題にならなかったですよ

ね。そのときに見直しをしていれば、今のよう

に宮崎地区に流入することにはならなかっただ

ろうし、いろいろと考え方はあるんでしょうけ

ど、やっぱりタイミングを逸したような気がし

てなりません。検討されるのでしょうから、検

討してください。

次に、教職員大量退職に向けての採用対策に

ついて伺いますが、本県教職員は、５年後に大

量退職のピークを迎えると聞いております。本

県の今後の教職員採用試験のあり方について、

教育長にお尋ねします。

） 今年度の教員採用試○教育長（四本 孝君

験の採用予定者数は323名で、昨年度より50名の

増加となっております。志願者数は1,594名で、

志願倍率は4.9倍となりまして、前年度比で1.3

ポイント低下しております。今後も教員の退職

者数がふえ、採用予定者数の増加が見込まれま

す中、優秀な人材の確保が課題となっておりま

す。そこで、県教育委員会では、即戦力となる

経験豊富な人材を確保するため、スポーツ、芸

術分野等で以前から実施しておりました特別選

考試験の対象者に、昨年度から、他県の現職教

員、本県の元教員を加え、さらに今年度からは

他県の元教員を加えたところでありまして、今

年度の特別選考試験の志願者は44名となってお

ります。今後も、人間性にあふれ、専門性にす

ぐれた人材の確保のため、受験年齢制限の緩和

を含め、教員採用試験の実施方法や内容の工夫

・改善につきまして、引き続き検討してまいり

たいと考えております。

今、答弁がありました中の特○髙橋 透議員

別選考、ここは、優秀な即戦力の人材を宮崎県

が採用するかどうかにかかっていると思うんで

す。去年の話でいいますと、昨年は1,696人に対

して合格者277人。うち特別選考は16名ですね、

合格者が。そして、その中の他県現職と本県元

職が13名です。わずかな数字ですよね。社会

人、いわゆる経験者枠である特別選考は、一般

採用と区別して採用数をふやすことはできない

のか。即戦力としての人材確保につながると思

われますが、教育長の答弁を求めます。

） 他県の現職教員ある○教育長（四本 孝君

いは元教員等を対象としました特別選考試験

は、即戦力となる人材確保のための有効な方策

でございます。しかしながら、特別選考試験の

対象となるスポーツや芸術分野にたけた人材

や、他県の現職教員、元教員であっても、教師

としての資質や能力を公正公平に判断して採用

を行う必要がございます。このため、特別選考

試験の採用は、別枠でなく一般選考による採用

者の内数としているところでございます。

なかなか難しいような答弁で○髙橋 透議員

ございますが、全国都道府県が大量退職に向け

ていろんな知恵を絞っているんです。他県と同

じようなやり方では、即戦力、優秀な人材は採

用できないと思うんです。ぜひ知恵を出して、

５年後の大量退職のピーク、ここに照準を当て

て取り組んでいただきたいと思います。

最後の質問になりました。警察官の人材確保

についてであります。

警察官も、先ほどからありますように、倍率
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が下がってきておりまして、優秀な人材を確保

するのに苦労されているというふうに伺ってい

ますが、警察官も経験者枠を設けて、県外で活

躍する警察官を採用することは考えられないの

か。年齢の上限を年々上げてこられて、今、29

歳ですか。こういった年齢も、できれば35歳ぐ

らいまで上げられていいんじゃないかと思いま

すが、そういった検討はできないのか、警察本

部長にお尋ねいたします。

年齢にかかわら○警察本部長（野口 泰君）

ず、県外で活躍している警察官を当県警察で採

用することは、即戦力の採用となるわけです

が、現行の採用試験と異なる採用方法となりま

すので、採用されたときの階級や処遇面を十分

整理した上で、採用試験を所管する人事委員会

と慎重に検討していく必要があります。

また、採用試験の受験対象年齢につきまして

は、より多くの方に受験していただけるよう、

平成28年度から、大卒や大卒見込み者を対象と

した警察官Ａ採用試験では、年齢上限を29歳未

満から30歳未満へ１歳引上げ、それら以外を対

象とした警察官Ｂ採用試験では、年齢上限を27

歳未満から30歳未満へ３歳引上げを行ったとこ

ろであります。受験対象年齢のさらなる引き上

げについては、平成28・29年度試験の受験申込

者の分析を行うとともに、他県警察の基準等も

参考とした上で、人事委員会と適宜検討してい

く予定であります。今後とも、より多くの方が

受験できるような公平中正、適正な採用試験に

より、優秀な人材の確保に努めてまいりたいと

考えております。

適宜検討していくということ○髙橋 透議員

でしょうから、検討いただきたいと思います

が、教職の特別選考は59歳なんですね、上限

が。警察官に59歳はちょっと厳しいと思うの

で、35歳ぐらいまでは年齢幅を広げていかれて

もいいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

準備しました質問は終わりましたが、冒頭申

し上げました東九州自動車道の未完成区間、私

が議員になったころに、日南の松永でくい打ち

式があったんです。あのときに、「あと10年か

かりますわ」とおっしゃっていました。2004年

でしたから、もう14年ですか。待ち望んでい

らっしゃいます。北郷―日南間はことしですか

ら、これが清武南からつながっていけば、あっ

という間に志布志まで行きます。ぜひよろしく

お願いしまして、全ての質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

次は、新見昌安議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○新見昌安議員

疲れモードでしょうけど、あと１時間おつき合

いください。

通告に従い、順次一般質問を行います。知事

を初めとして、関係各部長、教育長、警察本部

長に答弁をお願いいたします。

「私が知事時代に一番苦労したのが、公務員

獣医師の確保でしたから、獣医学部の新設で、

感染症対策、それから動物由来の薬の開発、ラ

イフサイエンス等々、果たすべき役割が非常に

大きいと、夢が一石二鳥、三鳥でかないそうな

ときに、こんな騒ぎが起きているので怒り心頭

に発している」、これは、５年前まで愛媛県知

事を務め、その在任中、今治市への加計学園の

獣医学部誘致を進めた加戸守行前知事が、マス

コミの取材に応じたときの発言であります。加

戸氏はまた、「四国では獣医師が不足してい

て、獣医学部の開設は悲願だった。大学誘致を

目指していた今治市には、12年前、加計学園か

ら獣医学部開設の申し出があり、若者の増加で
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今治市の活性化につながるならと、喜んで話を

受けた。在任中、宮崎県で起きた口蹄疫の四国

への上陸を食いとめようとする中で、四国の獣

医師不足を痛感した」と述べ、さらには、「安

倍首相と加計理事長が親しい関係にあること

は、大学誘致の際には知らなかった」とした上

で、「知っていれば、「友達ならば早くやって

ください」と首相に直訴したかもしれない」と

まで述べております。この発言には、利権とは

全く無縁の、公務員獣医師不足を解消するため

の獣医学部新設に対する熱い真剣な思いがあふ

れております。

今回の問題が起こる前、宮崎日日新聞が「特

報インサイド」で、「県 獣医師確保に奔走」

「防疫 畜産推進に欠かせず」「自治体 奪い

合い続く」等々の見出しをつけ、獣医師確保・

育成の重要性を特集してくれました。先月15日

のことであります。そこには、地元宮崎日日新

聞の有能な記者が丁寧に取材を重ねた上で、現

場の声を読者にきちんと伝えており、県と危機

感を共有していこうという思いが感じ取れ、う

れしく思ったところでありました。ところが、

であります。「安倍晋三首相の友人が理事長を

務める学校法人加計学園の獣医学部新設計画を

巡り」云々と、わざわざ御丁寧な説明をつけ

て、政局にしたがる方々のお先棒を担ぐがごと

き書き出しの記事が、同じ新聞の１面トップに

踊ったのは、その３日後、５月18日でありまし

た。その後については、皆さん御存じのとおり

でありますし、これ以上述べるとちょっと過激

になりますので、本論に戻ります。

畜産王国宮崎県の知事として、県職員獣医師

の確保に向けどのように取り組んでいくのか、

河野知事の熱き思いをお聞かせください。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

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。

獣医師の確保についてであります。口蹄疫の

発生を踏まえ、県では、県職員獣医師を増員す

ることとし、インターンシップの受け入れや、

本県への就職希望者へ修学資金を貸与するなど

の対策に取り組んでまいりました。その結果、

口蹄疫発生後の平成23年度の163名から、本年度

は176名になるなど、徐々にその成果が出てきて

おります。現在、全国の獣医系大学の卒業生の

うち、都道府県への就職は、その約１割の100名

余りにとどまるなど、県職員獣医師の確保は厳

しい状況にあります。家畜防疫対策や食肉の安

全性確保など、県職員獣医師の担う役割は、本

県畜産の発展にとって大変重要であると考えて

おりますので、今後とも、県職員獣医師の安定

的な確保に向け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〕

今の答弁にあったように、本○新見昌安議員

県において県職員獣医師の増員に本格的に取り

組むきっかけは、平成22年の口蹄疫発生です

し、不測の事態に万全の態勢で臨めるよう、こ

れからもしっかり取り組んでいただきたいと思

います。

一方、加計学園が今治市に獣医学部をつくり

たいと申し出たのは、宮崎での口蹄疫発生の５

年前、平成17年であります。愛媛県ではその翌

年から、何度も国に対して獣医学部新設の提案

をしては断られ、苦労の末にやっと開設にこぎ

つけたやさきの、一連の流れを見れば、まさし

く幼稚な言いがかりとしか言いようのない今回

の問題であります。前知事の怒り心頭に発する

思い、よくわかります。これ以上深入りはしま

せんけれども、今後の動向を注視していきたい
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と思います。

次は、公明党らしく、先週の一般質問で重松

議員も取り上げておりましたが、文化芸術につ

いて、引き続き知事に伺いたいと思います。

今月７日、メディキット県民文化センターで

行われた第35回国民文化祭宮崎県実行委員会、

第20回全国障害者芸術・文化祭実行委員会の設

立総会に出席をいたしました。委員会の構成メ

ンバーは、県、市町村、経済団体、教育、報道

機関などから111名、県議会からは、議長、そし

て総務政策、厚生、文教警察企業の各常任委員

会委員長が委員になるということでありまし

た。今年度中に大会のコンセプトや会期などを

決めていくということで、国民文化祭、全国障

害者芸術・文化祭に向け、いよいよ取り組みが

スタートしたという感を強くしたところであり

ました。

ところで、これらが開催される平成32年は、

言うまでもなく東京オリンピック・パラリン

ピックが開催される年でもありますが、東京オ

リパラに向け、全国各地で文化プログラムがス

タートしております。文化プログラムというの

は、言葉自体がなかなかなじみが少ないです

し、実はオリンピック憲章の中で、スポーツと

ともに開催が義務づけられていることも余り知

られていませんけれども、2012年のロンドン大

会では、４年間で18万件近くのイベントを実施

して、大成功をおさめたようであります。東京

オリンピックの運営主体は大会組織委員会であ

りますけれども、文化庁や国、自治体も参加し

て、文化庁によりますと、ロンドン大会を上回

る20万件のイベント開催を目指すようでありま

す。そこで、県としてはこの文化プログラムへ

どう取り組んでいくのか伺いたいと思います。

文化プログラムに積極○知事（河野俊嗣君）

的に取り組むことは、発表や鑑賞の機会をふや

しますとともに、文化活動の充実、地域の魅力

発信にもつながりますことから、文化振興を図

る上で大変重要であると考えております。ま

た、国民文化祭への機運を盛り上げていくため

にも、大変効果的であると考えております。こ

のため県では、大会組織委員会による認証を受

けまして、県内文化プログラムのスタートとな

るキックオフイベントを本年２月に開催いたし

ました。約1,100人の参加者の方々に、地域文化

の魅力を再認識いただくとともに、文化プログ

ラムの積極的な展開を呼びかけたところであり

ます。県といたしましては、今後も、県内各地

の多彩な文化プログラムの開催を支援しなが

ら、県民の文化活動への参加機会を充実させる

ことで、国民文化祭、そしてその先の未来に本

県の文化を継承していけるよう、文化力の向上

を図ってまいりたいと考えております。

７日の実行委員会設立総会の○新見昌安議員

中で示された設立趣意書の中に、次のようにあ

りました。「平成32年に開催される2020東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会に向け

て、全国津々浦々で文化プログラムが展開され

るなど、文化への注目が集まるこの絶好の機会

に国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭を開催

することにより、県内外から参加者や来場者を

お迎えし、新たな宮崎の魅力を国内外に発信し

ます」。確かにプラスの面はこのとおりですけ

れども、私が心配するのはマイナス面、すなわ

ち、文化プログラムが全国で展開される中で、

本県で開催される国民文化祭、全国障害者芸術

・文化祭の影が薄くなってしまうのではないか

ということであります。これが杞憂に終われば

いいんですけれども、本県でのこの２つの大会

を全国にどうアピールしていくのか伺いたいと
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思います。

東京オリパラに向けま○知事（河野俊嗣君）

して、全国で数多くの文化プログラムが実施を

され、国民の文化活動に対する関心が高まって

いく中でこの大会を開催できることは、大きな

チャンスであると受けとめております。この

チャンスを最大限に生かすには、文化プログラ

ムとの相乗効果を図りながら、全国から注目を

される宮崎らしい魅力的な事業内容にすること

が、何より大事であると考えております。この

ため今後、さまざまな芸術文化分野の皆様の御

意見を伺いながら、事業内容につきまして十分

に検討してまいりたいと考えております。ま

た、国内外への情報発信の絶好の機会となるこ

とを踏まえまして、ロゴマークやキャラクター

の活用、ＳＮＳなどさまざまな広報媒体による

発信、プレイベントやカウントダウンイベント

の実施など、効果的な方法につきまして、実行

委員会の中でも検討してまいりたいと考えてお

ります。今後とも、大会成功に向けまして、県

民の皆様の機運醸成と参加意識の向上に努めま

すとともに、より多くの方々に興味を持ってい

ただけるよう、情報発信に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○新見昌安議員

しくお願いしておきます。

次に、防災対策について、危機管理統括監に

何点か伺いたいと思います。

まずは、タイムラインに関してであります。

大規模災害の被害の軽減を図るために、国だけ

でなく自治体や住民、企業などが、最悪の事態

を想定し、いつ、誰が、何をするかといった行

動をまとめておくことが重要であります。その

観点で始まったのが、「タイムライン」と呼ば

れる米国発の防災行動計画であります。台風が

発生してから日本に上陸し、実際に被害が発生

するとの前提で、その数日間の必要な準備・対

策、実施主体などを時系列に整理した防災行動

計画にのっとって行動を開始し、被害の防止、

発生後の早期復旧を目指すというのが目的であ

ります。このタイムラインで有名なのは、東京

の荒川の氾濫に備えた荒川下流タイムラインで

あります。国交省は現在、国が管理する全国109

水系の河川でタイムライン簡易版の試行を進め

ているようでありますけれども、そんな中、三

重県では、この６月から県版のタイムラインを

試行するようであります。三重県以上に台風と

は縁が深い本県でもあります。同様の取り組み

に努めるべきだと考えますけれども、見解を伺

いたいと思います。

風水害への○危機管理統括監（田中保通君）

対策につきましては、気象庁が発表します大雨

・洪水警報や台風の進路予報などに応じまし

て、災害警戒本部や災害対策本部を設置するな

ど、対応マニュアルに基づいて段階的に体制を

強化します。そして、関係機関への連絡などの

初動対応や、情報収集・提供等を行うこととし

ておりまして、三重県のタイムラインとおおむ

ね同様の体制をとっております。また、毎年、

出水期前の５月には、本県に甚大な被害をもた

らした平成17年の台風14号をモデルに、自衛

隊、消防や警察など救助・救急を担う機関と連

携した図上訓練を実施しまして、風水害への対

応力向上を図っているところでございます。こ

のような取り組みを継続しますとともに、三重

県のタイムラインも参考にしながら、対応マニ

ュアルの改善を図り、風水害への備えに万全を

期してまいりたいと考えております。

三重県のタイムラインは試行○新見昌安議員

であって、初期段階でトラブルもあったようで
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すけれども、この試行結果は10月以降に関係機

関が連携して検証するようであります。ツイッ

ターで情報発信するのも一つの売りのようです

けれども、その結果等も含めて、今後参考にし

ていただきたいと思います。

次に、東日本大震災や、それ以降に発生した

熊本地震などの大災害を教訓に、女性の視点に

立った対策が進められておりますけれども、取

り組みの一つとして、昨年６月に内閣府が、

「男女共同参画の視点からの防災研修プログラ

ム」を策定しております。内閣府は平成25年、

東日本大震災などの教訓を踏まえた上で、災害

の予防、応急措置、復旧・復興などの各段階に

おいて、自治体が取り組む際に参考となる事項

を、「男女共同参画の視点からの防災・復興の

取組指針」として取りまとめ、さらに、自治体

の防災施策に携わる職員が、男女共同参画の視

点を持って施策を企画立案・実施できるよう育

成するためにつくられたのが、このプログラム

でありますけれども、去年からことしにかけ

て、全国の11自治体で、このプログラムの試行

研修会を実施しているようであります。本県は

この研修会には参加していないようですけれど

も、男女共同参画の視点を踏まえた災害対策は

重要であります。本県ではどのように取り組ん

でいるのか伺いたいと思います。

地域社会に○危機管理統括監（田中保通君）

は、高齢者や障がい者、外国人など多様な人々

がいる中で、性別は最も基本的な属性であり、

災害が与える影響や支援ニーズも異なることか

ら、男女共同参画の視点で防災に取り組むこと

は大変重要であります。県では昨年度、防災士

や自主防災組織などを対象とした研修におい

て、国の「防災における女性のリーダーシップ

推進に関する検討会」の委員を務められた方な

どを講師に迎えまして、男女共同参画の視点を

取り入れた避難所運営研修や講演会を実施した

ところであります。県としましては、議員から

御案内のありました、内閣府策定の「男女共同

参画の視点からの防災研修プログラム」の内容

も踏まえながら、防災研修の充実を図り、地域

に住む人々の多様性に配慮した防災対策に努め

てまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

次に、３点目ですが、政府のＩＴ総合戦略室

は本年３月、自治体が災害発生時にツイッター

やフェイスブックなどのＳＮＳを活用するため

のガイドラインを作成して、ホームページに公

表しています。大規模災害発生時の情報伝達手

段として、電話やメールよりもＳＮＳがすぐれ

ているということは、既に経験済みでありま

す。救命・救援活動の最前線を担う自治体が、

ＳＮＳを積極的に活用する意義は大きいと思い

ます。本県での取り組み状況はどうか。また、

活用している場合、信頼性の確保などについて

はどのように取り組んでいるのか伺いたいと思

います。

県や市町村○危機管理統括監（田中保通君）

では、ホームページに加え、フェイスブックや

ツイッターなどのＳＮＳを活用しまして、防災

情報を発信しているところであります。また、

東日本大震災や熊本地震において、ＳＮＳは、

情報の発信だけでなく、安否確認や被災状況等

の情報収集の面においても有効な手段として注

目を集めたところでありますが、一方で、誤っ

た情報が流れ、混乱が生じた事例も見られたこ

とから、信頼性の確保が大きな課題となってお

ります。国がこの３月に策定いたしました「災

害対応におけるＳＮＳ活用ガイドブック」で
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は、ＳＮＳの情報を、信頼性の高い報告者から

の情報や行政の防災情報等ともあわせて分析を

することで、的確な判断・対応が可能になると

されております。県としましても、ガイドブッ

クの内容を市町村にも紹介、説明するととも

に、先進事例を参考にしながら、ＳＮＳを活用

した効果的な災害情報の受発信について検討し

てまいりたいと考えております。

熊本地震では、「ライオンが○新見昌安議員

逃げた」などといった悪質なデマが拡散して、

行政の災害対応を妨げております。答弁にあっ

たように、誤った情報やフェイクニュースが

ネット上にあふれております。信頼性の確保

が、ＳＮＳ活用の成否を握る鍵だというふうに

思います。ガイドブックには、この点をクリア

する具体的な対策などが示してあります。ＳＮ

Ｓ未活用の市町村には、しっかり紹介していた

だきたいと思います。

災害対策の最後になりますけれども、本年３

月の新聞報道によりますと、災害発生時、他の

自治体からの応援職員を円滑に受け入れるため

の「受援計画」と呼ばれる対応マニュアルを策

定しているかどうかの、全国の都道府県を対象

にした調査において、「策定済み」と答えたの

は14府県、「策定中」あるいは「検討中」と答

えたのは26都道府県という結果の中、本県は

「そのどちらでもない」という答えだったよう

であります。報道から既に３カ月以上たってお

ります。今後どういう取り組みをしていくよう

になったのか伺いたいと思います。

大規模災害○危機管理統括監（田中保通君）

時の被災地への応援につきましては、国を初

め、地方公共団体間の災害時応援協定に基づく

ものなど、その仕組みが整ってきております。

また、県におきましては、南海トラフ地震が発

生した場合の、初動期から応急期における医療

や物資等の応援受け入れのための計画を、既に

昨年３月にまとめているところであります。こ

のような中、熊本地震においては、被災地側で

応援受け入れに多くの混乱が生じたことから、

国は、受け入れ側の体制整備を促進するため、

「災害時受援体制に関するガイドライン」を本

年３月に策定いたしました。県としましては、

応急期から復旧期においても応援を円滑に受け

入れることができるよう、国のガイドラインを

踏まえた受け入れ計画を策定するとともに、市

町村に対しましても、受け入れ体制の整備を働

きかけてまいりたいと考えております。

受け入れ側の体制整備を促進○新見昌安議員

するための国のガイドラインの策定そのものが

遅かったと理解しました。宮崎市も今後、受援

計画策定に取り組むようでありますけれども、

県としても早急に策定していただき、未整備の

市町村への働きかけをよろしくお願いいたしま

す。

次は、教育問題についてであります。

まず、進学者への支援対策について、何点か

伺いたいと思います。今年度から、日本学生支

援機構の返済不要の給付型奨学金、卒業後の所

得に応じて返済額を変えられる所得連動返還型

奨学金などの新しい奨学金制度がスタートして

おります。これらは、高校等において成績がす

ぐれ、大学等に進学したいという意思があるに

もかかわらず、経済的な理由で進学を断念せざ

るを得なかった子供たちを後押しすることを目

的に、我が党が先頭に立って取り組んだもので

あります。希望の光になると思いますけれど

も、募集対象者や基準、申し込み手続等を子供

や保護者に理解してもらうためにも、周知が極

めて重要であります。どのように取り組んでい
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くのか、教育長に伺いたいと思います。

日本学生支援機構の○教育長（四本 孝君）

奨学金事業につきましては、お話がありました

ように、給付型奨学金や所得連動返還方式な

ど、今年度大幅に拡充をされております。これ

らの新制度につきましては、日本学生支援機構

より直接、各学校に対して本年１月から随時、

周知についての依頼がなされております。県教

育委員会といたしましても、その都度、各学校

に対し、生徒や保護者への周知を徹底するよう

指示をするとともに、県立学校長会あるいは県

立学校事務長会におきましても、重ねて要請を

したところでございます。今後も、進学を支援

するための制度についてしっかりと伝えていく

よう、努めてまいりたいと考えております。

「桜さく成長応援ガイド」と○新見昌安議員

いうピンク色のかわいい小冊子が、昨年の12

月、私たち県議会議員のところにも送付されて

きました。これは、進学及び就職の際に利用で

きる経済的な支援策をまとめたもので、我々前

期高齢者にとっては、使用されたイラストなど

に少々抵抗はありますけれども、内容的にはよ

くまとまっております。ただ、その配付時期が

年末というのは、ちょっと遅いのではないか。

新たな奨学金制度の内容等も盛り込んだ「桜さ

く成長応援ガイド」を早目に作成して、活用を

図るべきと考えますが、福祉保健部長の見解を

伺いたいと思います。

県では、経済○福祉保健部長（畑山栄介君）

的な理由により、希望する進学や就職を諦める

ことのないよう、奨学金などの支援制度を紹介

する、議員から御指摘のありました「桜さく成

長応援ガイド」を、平成27年度より作成し、進

路を決めるに当たり重要な学年である、県内の

全ての中学２年生や高校１年生、２年生に配付

しております。内容につきましては、毎年度見

直しを行いますが、今年度においては、先ほど

質問にもありました、給付型の日本学生支援機

構奨学金や、「ひなた創生のための奨学金返還

支援事業」などの新たな支援制度を追加して掲

載する予定としております。また、学校等への

配付につきましては、進路を決める時期を考慮

し、年末としておりましたが、できるだけ早く

配付できるよう、スケジュールを検討したいと

考えております。

せっかくお金をかけてつくる○新見昌安議員

冊子であります。大いに活用されることを期待

したいと思います。

ところで、昨年末に配付対象であった高校２

年生は、今３年生、新しい制度を知るべき今年

度は配付されません。「桜さく成長応援ガイ

ド」の配付対象とならない、そのような既に

持っている生徒に対して、新たな奨学金制度の

内容の周知にはどう取り組んでいくのか、同じ

く福祉保健部長に伺いたいと思います。

現在、多くの○福祉保健部長（畑山栄介君）

中高生は、インターネットを活用して情報を収

集するということが一般的となっております。

このため、「桜さく成長応援ガイド」は、問い

合わせ先の電話番号や各奨学金制度のホームペ

ージを掲載するほか、最新の「桜さく成長応援

ガイド」の内容を盛り込んだ特設サイトへ簡単

にアクセスできる仕様としております。今後と

も、担当の部局などとも十分連携を図りなが

ら、情報の周知に努めてまいりたいと思いま

す。

私もＱＲコードを読み込んで○新見昌安議員

スマホで見てみましたけれども、使いやすいと

いうふうに思いました。最新の内容への更新

を、どうぞ早目に対応していただきたいと思い

平成29年６月20日(火)
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ます。よろしくお願いします。

次に、通級指導に関して、教育長に伺いたい

と思います。発達障がいや言語障がい等の障が

いのある子供たちが、小中学校の通常学級に在

籍しながら、週１回程度、別室や他校で授業を

受けるのが通級指導であります。この通級指導

を担う教職員数は従来、毎年の予算編成のたび

に決まる不安定な加配定数の一部でありました

けれども、今年度から、対象となる児童生徒数

に応じて自動的に決まる基礎定数に位置づけら

れ、今後10年かけて計画的に増員されるという

ことになりました。複数年度にわたる計画的な

定数改善は16年ぶりというふうに聞いておりま

す。まずは、これに対する思いを伺いたいと思

います。

今お話にありました○教育長（四本 孝君）

ように、通級による指導を行う教員の配当数に

つきましては、法改正により、本年度から、通

級での指導を希望する児童生徒数に応じて決定

する仕組みとなりまして、今後10年間で、段階

的に加配定数から基礎定数に移行していくこと

になっております。平成29年度の本県の配当総

数は76人で、今回の措置によって、そのうち９

人が基礎定数化されております。この基礎定数

化につきましては、教職員の安定的、計画的な

採用・配置ができますことから、通常の学級に

在籍する障がいのある児童生徒の指導に大きく

寄与するものと期待をしております。また、特

別な支援を必要とする児童生徒の多様な学びの

場の整備は、ますます重要となりますことか

ら、今後、通級指導教室についても、専門性を

有する教員の育成等に取り組んでまいりたいと

考えております。

このような拡充の背景には、○新見昌安議員

発達障がいのある子供が急増し、希望しても、

教員不足で通級指導を受けられない、まさしく

待機児童が全国で１万人にも上るという実態が

あるからのようであります。

ところで、本県において今年度、通級指導を

受けている児童生徒は、76教室、983人。その内

訳は、自校通級が719人、他校通級が207人、巡

回指導が57人ということのようでありますけれ

ども、全国的には、先ほど述べたように、通級

指導に通いたくても通えない子供もいるという

中、本県においてこのような状況は発生してい

ないか伺いたいと思います。

現在、本県におきま○教育長（四本 孝君）

しては、在籍校に通級指導を希望する児童生徒

が一定数いないというような理由で、通級指導

教室を設置できずに、在籍校において通級によ

る指導を受けられない児童生徒もおります。こ

のような児童生徒に対しましては、近隣の通級

指導教室で指導を受ける他校通級や、教員が対

象児童生徒の在籍校へ出向く巡回指導の制度に

よりまして、通級による指導を受けることがで

きる体制を整えているところでございます。

通級指導の教員拡充によっ○新見昌安議員

て、障がい児に寄り添う適切な教育が広がり、

多様な学びの中で子供たちの可能性が引き出さ

れることを期待したいと思います。

教育問題の最後になりますが、来年度から高

校においても通級指導が導入されます。課題も

さまざまあるのではないかと思いますが、それ

らをどのように認識し、解決に向けてどう取り

組んでいくのか伺いたいと思います。

高校における通級に○教育長（四本 孝君）

よる指導の導入におきましては、対象生徒の決

定方法や個別の指導内容のあり方等が課題と

なっております。これらの課題の解決に向け

て、本県におきましては、今年度、県内に４つ



- 275 -

平成29年６月20日(火)

の高校を指定し、小中学校の通級指導教室の運

営や、他県の取り組みを参考にしながら研究を

行っているところでございます。今後は、これ

らの研究成果を踏まえ、保護者等への理解啓発

に努めるとともに、教育課程の編成や指導体制

の整備などの準備を進めてまいりたいと考えて

おります。

小中学校から、さらに高校に○新見昌安議員

至るまで、学びの連続性が確保されます。そし

て、障がいのある子供たちの自立や社会参加に

つなげていくこともできます。しっかり取り組

んでいただきたいと思います。

次は、県民の安心と安全を守る観点から伺っ

ていきます。

まずは、還付金詐欺対策について、警察本部

長に２点伺います。警察庁によると、還付金詐

欺の被害は、2016年で前年比67.4％増の42

億6,000万円に上り、振り込め詐欺の中でも急速

に被害が広がっているという報道がありまし

た。まずは、本県における還付金詐欺の発生状

況とその対策について伺います。

本県における平○警察本部長（野口 泰君）

成28年中の還付金詐欺の発生状況は、認知件数

３件、被害額283万円で、前年に比べ、認知件数

でマイナス３件、被害額でマイナス344万円と、

ともに減少しておりますが、現在も不審電話は

高齢者宅を中心に散発的にかかってきており、

予断を許さない状況であります。警察では、還

付金詐欺を初めとした特殊詐欺から高齢者を守

ることに重点を置き、高齢者が集う会合におけ

る防犯講話、交番等の警察官が各世帯を訪問し

ての巡回連絡時に、高齢者や家族に対する防犯

指導、マスメディアや防犯メール等を利用して

の広報啓発を行っているほか、金融機関や郵便

事業者に対し、犯罪を阻止するためのチェック

シートを活用した高齢者への声かけを依頼する

など、事業者対策も推進しているところであり

ます。

本県では、還付金詐欺につい○新見昌安議員

ては認知件数、被害額とも前年に比べ減ってい

るとのことで、ちょっと安心をいたしました。

還付金詐欺を含む特殊詐欺から高齢者を守るた

めのさまざまな対策が奏功しているというふう

に思います。今回、還付金詐欺に限定して質問

するのは、一定期間以上、ＡＴＭでの振り込み

実績がない預金者の振り込み限度額をゼロ円に

する取り組みを行っている金融機関が出てきて

いるという新聞報道を目にしたからでありま

す。紹介しますと、例えば愛知県では、岡崎信

用金庫が昨年の11月、３年以上ＡＴＭで振り込

み実績がない70歳以上の預金者の振り込み限度

額をゼロ円に設定、その後、この４月までに、

愛知県内の全15信金と全３地銀がゼロ円設定を

実施したようであります。その結果、昨年８月

に１カ月で66件だった愛知県内の還付金詐欺の

認知件数は、本年２月時点で１件にまで激減し

ております。警察庁によりますと、３月末まで

に19都県の90金融機関で振り込み限度額の引き

下げ対応を実施したようであります。確かに、

ＡＴＭを使ってキャッシュカードでの振り込み

を何年もしていないというか、できない預金者

が、急にキャッシュカードを使って振り込みを

するということはあり得ない。不満も出ないと

思いますし、これは有効であります。本県では

どういう状況か伺いたいと思います。

ＡＴＭ利用制限○警察本部長（野口 泰君）

とは、特殊詐欺による被害防止対策の一つで、

一定期間、ＡＴＭ利用による振り込み実績がな

い高齢者を対象として、口座の振り込み限度額

をゼロまたは少額とする金融機関における取り
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組みであります。このシステムを導入すると、

無人のＡＴＭコーナーであっても、犯人に誘導

されての振り込みができず、還付金詐欺等の被

害を防ぐ対策として大変有効であります。県内

の金融機関では今のところ導入されておりませ

んが、警察では現在、各金融機関に対して、Ａ

ＴＭ利用制限システムの導入について協力を依

頼しているところであります。今後も引き続

き、金融機関と連携を密にし、特殊詐欺の抑止

に努めてまいります。

ぜひとも強く協力要請をして○新見昌安議員

いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

次は、ＡＶ（アダルトビデオ）出演強要問題

についてであります。みめ麗しいとの誉れも高

い佐々木さやか参議院議員を座長とする、公明

党のＡＶ出演強要問題対策プロジェクトチーム

が、首相官邸において菅官房長官に対し、同問

題の対策に関する申し入れを行ったのは、こと

しの３月15日でありました。提案内容について

は、ここでは触れませんけれども、官房長官は

「きちんと対応する」と述べ、速やかに取り組

む意向を示してくれ、その言葉どおり、政府に

おいては先月、各都道府県警察に専門官を配置

するほか、相談窓口整備や対応マニュアルの作

成などを盛り込んだ対応策をまとめたようであ

ります。これを受けて、本県警察本部でもいち

早く対応していただき、ホームページには、

「アダルトビデオ出演強要・「ＪＫビジネス」

問題に関する相談窓口について」というページ

が、６月１日に開設をされております。幸い本

県では、相談窓口の開設後、またそれ以前にお

いても相談の実績はないということで、一安心

というところでありますけれども、警察本部に

おいては、アダルトビデオ出演強要被害防止に

関してどのような体制をとっているのか伺いた

いと思います。

アダルトビデオ○警察本部長（野口 泰君）

出演強要問題の対策に関する統括責任者とし

て、警部１名を「アダルトビデオ出演強要問題

専門官」に指定して、被害実態の把握、被害防

止に向けた広報啓発、警察庁及び都道府県警察

並びに関係機関との連絡調整など、必要な対策

を推進させることとしております。また、警察

本部及び県下全警察署に警察安全相談窓口を設

置しており、24時間の相談受け付け体制も整備

し、相談の受理に当たっては女性警察官に対応

させるなど、相談しやすい環境も整えておりま

す。警察としましては、アダルトビデオ出演強

要事案を認知した場合は、各種法令の適用を視

野に入れた厳正な取り締まりを推進することと

しております。

対応策では、地方から進学や○新見昌安議員

就職で上京する若い女性の被害が多いため、４

月を被害防止月間としておりますけれども、そ

れらを踏まえれば、高校時代における被害防止

教育が重要であります。本県における現在の取

り組み状況と、今後の高校生等に対する被害防

止教育にどう取り組んでいくのか伺いたいと思

います。

警察では、本年○警察本部長（野口 泰君）

４月と５月の２カ月間に、緊急対策として、25

回、述べ約3,100人に、高等学校などの生徒及び

教職員に対する被害防止教育を実施しました。

また、警察安全相談窓口の案内を警察本部のホ

ームページに掲載して県民への周知を図ったほ

か、ラジオ番組への出演やキャンペーンなどに

よる被害防止の広報啓発活動も実施しました。

今後もこのような対策を継続的に実施し、特に

卒業前の時期には、学校関係者と連携した、中
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学生、高校生に対するアダルトビデオ出演強要

被害防止に関する教育を実施することとしてお

ります。

「モデルの撮影」などと勧誘○新見昌安議員

された若い女性にとって、本人の意思に反して

ＡＶ出演を強要され、性的な撮影をされること

は、著しい人権侵害でありますし、深刻な暴力

であると思います。被害に遭うのを未然に防止

するための教育について、しっかりと成果を上

げていただきたいと要望します。

次に、サイバー攻撃への対策について、何点

か伺います。先月、世界中で、マルウエア（悪

質・有害なソフトウエア）の一種であるランサ

ムウエアを使った大規模なサイバー攻撃が猛威

を振るいました。その被害は、日本を含む150カ

国で30万件を超えたようであります。本県でも

先週、県立高校の業務用パソコンが１台感染

し、使用不能になる被害が発生をしておりま

す。幸い、ほかのパソコンやサーバーへの感染

拡大、情報漏えいは確認されなかったというこ

とで、一安心ではありますけれども、決して他

人ごとではない、自分もいつ被害に遭うかわか

らないという状況の中で、ネット社会における

安全性をどう確保していくか、しっかり考えて

いかなければならない問題であります。こうし

た中、サイバー攻撃からの防衛に当たる専門家

を育成するため、この４月、ナショナルサイバ

ートレーニングセンターと産業サイバーセキュ

リティセンターが相次いで新設をされました。

前者は総務省、後者は経済産業省がそれぞれ所

管する法人がかかわっていますが、高度な対応

力を備えた技術者をたくさん輩出してもらいた

いと思います。

ところで、ナショナルサイバートレーニング

センターが設置された情報通信研究機構では、

公的機関に対するサイバー攻撃の増加を踏ま

え、昨年９月から、「実践的サイバー防御演習

（ＣＹＤＥＲ）」を、自治体に向けて全国で本

格実施しておりますけれども、本県ではこの演

習にどのように取り組んだのか、総合政策部長

に伺いたいと思います。

「実践的サイ○総合政策部長（日隈俊郎君）

バー防御演習（ＣＹＤＥＲ）」につきまして

は、昨年度から受講枠が拡大されまして、地方

公共団体も対象とされたところでございます。

このため、本県におきましても、情報システム

の担当者を演習に参加させまして、実践的な技

術の習得に努めたところでございます。また、

今年度からは、全国全ての都道府県において、

合計100回実施される予定となりましたので、県

だけではなく、県内市町村に周知し担当者の参

加を促し、多様化、悪質化するサイバー攻撃に

対抗できる人材を育成することによりまして、

県全体の情報セキュリティーのレベルアップに

役立ててまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○新見昌安議員

それでは次に、行政機関である県として、サ

イバー攻撃にどのように対処しているのか、同

じく総合政策部長に伺います。

サイバー攻撃○総合政策部長（日隈俊郎君）

に対しましては、まず、県庁内の対策といたし

まして、目まぐるしく変化、悪質化する攻撃手

法に対応するため、常に情報収集や技術導入に

努めまして、外部からの不正な侵入や不適切な

メールをブロックするほか、ウイルスの駆除な

どを行っているところでございます。また、行

政機関全体の対策といたしましては、一昨年あ

りました日本年金機構の個人情報流出事案を踏

まえ、マイナンバー利用事務機器をほかのシス

テムと完全分離するとともに、その他の業務シ
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ステムにつきましても、インターネットと切り

離す作業を進めているところでございます。ま

た、全市町村が参加する自治体情報セキュリ

ティクラウドを構築いたしまして、７月から運

用を開始することといたしております。さら

に、県民向けの対策といたしましては、消費者

相談の一環として注意喚起等に努めているとこ

ろであり、今年度は、先ほどもございました

が、独立行政法人情報処理推進機構などが主催

するセキュリティ・キャンプ九州が本県で開催

される予定でありますので、その実施協議会と

連携・協力して、若年層の情報セキュリティー

人材の発掘・育成にも取り組んでまいりたいと

考えております。

セキュリティ・キャンプとい○新見昌安議員

うのは、今回初めて知りました。積極的にかか

わっていただきたいと思います。

ところで、警察本部においては、サイバー犯

罪対策室を課に格上げし、２名増員のもと取り

締まりを強化しており、この点は評価したいと

思います。まずは、ことしに入ってからのサイ

バー犯罪に関する相談件数、摘発件数はどのよ

うな状況か、警察本部長に伺いたいと思いま

す。

平成29年５月末○警察本部長（野口 泰君）

のサイバー犯罪に関する相談件数は、暫定値で

はございますが、1,167件で、前年同期と比較し

て579件増加しております。同様に、５月末現在

の検挙件数は18件で、前年同期と比較して16件

減少しております。

次に、警察本部のホームペー○新見昌安議員

ジを見てみると、サイバー犯罪対策課の業務の

一つとして、サイバーセキュリティカレッジを

開催しているようですけれども、今年度の開催

状況について伺いたいと思います。

また、同カレッジの周知にどのように取り組

んでいるのか、あわせて警察本部長に伺いま

す。

サイバーセキュ○警察本部長（野口 泰君）

リティカレッジとは、県民の方々に対しまし

て、サイバー犯罪の現状や被害防止対策等の啓

発を図るため、警察官等を派遣して行う講習会

のことでございます。警察では、平成29年５月

末現在、この講習会を68回開催し、約9,700人の

方に受講していただいたところで、前年同期と

比較しますと、18回、約1,100人増加しておりま

す。この講習会の周知方法につきましては、教

育委員会や商工３団体等と連携して、小・中・

高校や民間企業等に対して開催を呼びかけるな

ど、その周知を図っているところでございま

す。

大事な取り組みだと考えま○新見昌安議員

す。そこで提案ですが、このサイバーセキュリ

ティカレッジをさらに広く県民に知ってもらう

ためにも、県の出前講座のメニューに組み入れ

てはどうかと考えるところですけれども、同じ

く警察本部長の見解を伺いたいと思います。

サイバーセキュ○警察本部長（野口 泰君）

リティカレッジの受講者の多くは、児童やその

保護者、教育関係の方でありますが、サイバー

犯罪は、年齢等に関係なく誰もが被害に遭う可

能性があることから、児童やその保護者以外に

も、多くの県民の皆様に、この講座を受講して

いただく取り組みを行っております。警察とし

ましては、さらにこの講座を広く県民の皆様に

周知していくことは重要であると考えておりま

すので、県秘書広報課が企画する県政出前講座

に組み入れていただくことを前向きに検討しつ

つ、さまざまな広報媒体を活用することによ

り、サイバーセキュリティカレッジの周知を
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図ってまいります。

また、今後とも、サイバーセキュリティカ

レッジの開催を含め、関係機関と連携して、サ

イバー空間の安全と安心を確保するための諸対

策を推進してまいる所存であります。

「前向きに検討」という、私○新見昌安議員

たち議員にとっては心地よい響きの答弁をいた

だきました。ありがとうございます。

警察本部では、サイバー犯罪に関して専門的

に助言する「サイバー犯罪対策テクニカルアド

バイザー」として、通信・ネットワーク工学が

専門の宮崎大学教授・岡崎直宣氏を任命した

と、先般報道されておりました。さまざまな取

り組みが相乗効果をもたらすことを期待したい

と思います。

最後に、宮崎の魅力の発信について。これは

１点に絞って伺いたいと思います。ＮＨＫ総合

テレビの土曜日の人気番組に「ブラタモリ」が

あります。私も大好きな番組で、録画して欠か

さず見ていますけれども、タモリ氏が民放のお

昼の長寿番組から解放されて、一昨年、平成27

年の４月から第４シリーズという形でスタート

しております。先週土曜日で76回目となりまし

た。約２年３カ月、全国に出かけているわけで

すけれども、実はこの間、九州で行っていない

県が２県あります。佐賀県と、甚だ残念ながら

我が宮崎県であります。長崎、福岡、沖縄、大

分、熊本がそれぞれ２回、鹿児島県に至って

は、奄美大島に特化して３回取り上げられてお

ります。この番組を愛している者としては、本

当に寂しい思いです。伊万里や吉野ヶ里に先を

越されてはいけないというふうに思います。Ｎ

ＨＫに強く働きかけをしていただきたいと思う

んですが、知事どうでしょうか。

「ブラタモリ」は、○知事（河野俊嗣君）

「まちの新たな魅力を再発見する」というコン

セプトで、知られざる町の歴史や文化等を紹介

する、平均視聴率が10％を超えるということ

で、大変な人気番組であります。この番組に取

り上げられますと、地域の魅力の発信による認

知度の向上が図られ、観光客の増加だけでな

く、自分の地域を見直すことにもつながるもの

と考えております。本県には、例えば柱状節理

とか甌穴群、また、さまざまなジオパークに見

られるような特徴ある地形でありますとか、ユ

ネスコエコパークに認められたような特徴ある

自然もありますし、歴史や文化、古墳群だと

か、番組のコンセプトにふさわしい素材は十分

にあると考えております。こうしたことから、

昨年、県の担当職員がＮＨＫを訪問しまして、

番組のスタッフに対し、本県でのロケに向けた

ＰＲ、要望を行うとともに、番組に関する情報

収集を行ったところであります。今後とも、具

体的なストーリーを描いて提案を行うなど、Ｎ

ＨＫに対し働きかけてまいりたいと考えており

ます。

「ブラタモリ」は一昨年、日○新見昌安議員

本デザイン振興会の「グッドデザイン賞」、そ

して昨年６月３日の「測量の日」には、国土地

理院から団体としての功労者表彰を受けており

ます。国土地理院や、その前身の機関が作成し

た旧版、古い地形図、あるいは基盤地図情報が

番組で使われて、視聴者が地理や地図に興味を

持つきっかけになったという点が評価されたよ

うですけれども、確かに、単なる地方の観光地

などを紹介する陳腐な番組ではなく、町なかを

ぶらぶら歩きながら、地形や地図をもとに、そ

れぞれの地域の歴史や文化を掘り起こして、博

識のタモリ氏に地元の専門家がびっくり、たじ

たじする様子をおもしろおかしく見ながら、
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「へえ」とか「ほう」とかついつい発してしま

う、本当にすばらしい番組だというふうに思い

ます。この番組のファンは全国にあまたおられ

るというふうに思います。宮崎在住の私たちで

も知らないような、宮崎の新たな魅力を取り上

げて発信してもらえれば、本当に新鮮な気持ち

になって、私たちもうれしいし、全国に散ら

ばって頑張っている宮崎県出身者の方も、帰っ

て見てみたいなとか、宮崎に無縁の全国のファ

ンの心理としても、行ってみたいなという気持

ちになるのではないかと思います。番組のチー

フプロデューサーのガードは極めてかたかった

というふうに聞いております。確かにハードル

は高いかもしれませんけれども、相手がうなる

ような企画をぜひプレゼンしていただいて、ま

さしく規制改革、抵抗勢力をはねのけて、岩盤

規制にドリルで穴をあけるような思いで取り組

んでいただきたいということをお願い申し上げ

て、私の質問の全てを終わります。

ありがとうございました。お疲れさまでし

た。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

次に、今回提案されました議○ 原正三議長

案第１号から第11号まで及び報告第１号の各号

議案を、一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第８号から第10号まで採決◎

まず、公安委員会委員及び収○ 原正三議長

用委員会委員の任命の同意についての議案第８

号から第10号までの各号議案について、お諮り

いたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

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○ 原正三議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第８号から第10号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

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○ 原正三議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第７号まで、第11号及び◎

報告第１号委員会付託

次に、議案第１号から第７号○ 原正三議長

まで、第11号及び報告第１号の各号議案は、お

手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係の

委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす21日から26日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、27日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会


