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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であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、中野 明議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○中野 明議員

ざいます。きょうから一般質問であります。今

回の私の質問の根底には「手段と目的」という

概念があります。目的があって手段があるとい

うことであります。したがって、県の施策、私

は全てが手段だと思っております。

ということで、質問に入ります。

平成32年４月に総務省が施行予定の内部統制

に関する地方自治法の改正があります。まず、

改正の目的、概要はどのようなことか、総務部

長にお尋ねいたします。

以下、質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（桑山秀彦君）

たします。

ことし６月に公布されました今回の地方自治

法の改正は、国の第31次地方制度調査会の答申

におきまして、地方公共団体の事務の適正な執

行を確保する体制の整備等が求められたことを

踏まえたものでありまして、具体的には、「内

部統制に関する方針の策定」「監査制度の充実

強化」「決算不認定時の長から議会への報告規

定の整備」、それから「地方公共団体の長等の

損害賠償責任の見直し」などを内容としており

ます。このうち内部統制につきましては、財務

に関する不適正な事務処理発生の防止を目的と

するものでありまして、その方針の策定が、都

道府県知事等に義務づけられたところでありま

す。法の施行は平成32年４月となりますので、

今後国から示されますガイドラインを踏まえ、

事務処理上のリスク管理のあり方や、全庁的な

推進体制などにつきまして検討を行ってまいり

たいと思います。以上であります。〔降壇〕

内容は私もちらちら見ました○中野 明議員

けど、要は、県が作成しているみやざき行財政

改革プランに明記されているようなことかなと

思っております。それに関して、地方制度調査

会の答申、「ガバナンス」の項目があります。

この中に、長、監査委員等、議会、住民が連携

することなく、漏れや重複が生じないように、

それぞれが有する強みを生かして事務の適正性

を確保することが重要である、こういうくだり

もありました。それを受けて、最近、課名がち

らちら変わって、我々は一番近くにおってもよ

くわかりません。課名変更等の目的はどのよう

なことか、総務部長お願いします。

所属の名称に関し○総務部長（桑山秀彦君）

ましては、原則として、簡潔で、対外的に業務

の内容がわかりやすいものとなるように、他県

の状況なども参考にしながら決定をしておりま

す。課とか室など本庁の組織の名称につきまし

ても、このような原則を踏まえて決定しておる

ところでありますが、その際には、県が力を入

れております政策を表現に盛り込んだり、ある

いは時代の流れに即した文言に改めるなど、さ

まざまな視点に配慮しながら検討を行っている

ところでございます。

中に「他県の状況も参考にし○中野 明議員

ながら」という文言がありました。悪いこと

平成29年９月15日(金)
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に、「他県の状況を参考にする」というのは、

私が一番嫌な言葉なんです。やっぱり決断のな

さかなと思います。そういうことを含めて、新

しくすることはいいと思います。先進県になれ

ば、いろんなところから視察に来てくれて、外

貨を落としてくれると思いますから。

そういう中で、一番長い室名13文字、みやざ

きの森林（もり）づくり推進室、食品・メディ

カル産業推進室、これを見てわかるのは林務部

長ぐらいかなと思います。いや、環境森林部長

でした。そういうことで、県民が問い合わせる

ときなど、県民にわかりやすくとか、県民に対

する配慮もあっていいんじゃないかなと思いま

すけど、総務部長お願いします。

先ほどの答弁でも○総務部長（桑山秀彦君）

申し上げましたが、簡潔で、対外的に業務の内

容がわかりやすいことが原則ということを申し

上げたところでございます。御指摘にあります

ように、組織の名称等を県民にとってわかりや

すいものとすべきという視点は、大変重要であ

ると思っております。今後とも、組織の見直し

に当たりましては、御意見を踏まえ、県民目線

に立った、簡潔でわかりやすいものとなるよう

配慮してまいりたいと思っております。

課名なんかも、先ほど間違え○中野 明議員

ましたけど、昔は林務部と言ったんです。そん

なもので、余り名前がくるくる変わるとわから

んなるなと思います。

次に、政策評価に移りたいと思います。その

中で、「新しいゆたかさ」とはどういうこと

か、知事にお伺いいたします。

我が国の社会も経済も○知事（河野俊嗣君）

成熟化する中で、価値観が多様化してきており

ます。経済的な豊かさはもとより、恵まれた自

然の中での暮らしや伝統文化、人や地域のきず

な、安全・安心なども重視されるようになって

まいりました。このようなことから、現在の県

総合計画におきましては、経済的な豊かさと、

お金にはかえられない価値が調和をした「新し

いゆたかさ」の実現を目指しているところであ

ります。「ゆたかさ」の感じ方は一人一人異

なっているところでありまして、その「ゆたか

さ」について改めて考えていただく材料といた

しまして、ことし２月に、経済や暮らしの便、

自然など７つの分野を設定して、客観的な統計

データ等をもとに、本県の現状を捉えた「ゆた

かさ指標」を作成したところであります。こう

いう指標を通じて見えてきた本県のよさや課題

を県民の皆様と共有しながら、「新しいゆたか

さ」の実現を目指してまいりたいと考えており

ます。

私はなかなか理解することが○中野 明議員

できませんけど、こういうことが県民と共有で

きることかなと、そんな疑問を持っておりま

す。

それで、新しい「ゆたかさ」展開プログラム

に関する報告書、これは知事に答申があります

よね。答申を受けた知事の所感をお聞かせくだ

さい。

この政策評価は、本県○知事（河野俊嗣君）

のさまざまな施策の取り組みというものがどの

ような成果を上げているのか、効果が出ている

のか、また出ていない部分があるのか、それを

吟味する大変重要なプロセスであると考えてお

ります。今回の結果につきましては、目標値の

達成に向けておおむね順調に推移しているとい

う評価をいただいた一方で、安心して出産でき

る環境づくりなど、さまざまな課題も御指摘を

いただいております。しっかりとこれを受けと

めて、今後の施策に生かしてまいりたいと考え
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ております。

私は、この評価制度、全面的○中野 明議員

に否定するものじゃないんです。私が問題視し

ているのは、評価項目のあり方なんです。

次に、総合政策部長に、以下、「保健所にお

ける関係機関との連携強化のための会議の開催

回数」「自己研鑽により、授業における児童生

徒の満足感を高め、学習目標の達成を目指し授

業改善を図る教員の割合」、それから「売上高

が新たに５億円以上10億円未満に成長した製造

業企業数」「肉用牛繁殖基盤強化を支援する施

設数」「「本県の医療体制全般に満足してい

る」割合」、これの評価目的、目安、目標値、

どういうふうなことになっているか、総合政策

部長お願いします。

御質問にあり○総合政策部長（日隈俊郎君）

ました項目の、まず、保健所と関係機関との会

議の関係でございますが、これは感染症対策に

関する情報共有や連携強化のため、全ての保健

所管内での開催を目指すという指標になってお

ります。

次に、授業改善を図る教員の割合につきまし

ては、児童生徒の学力向上を図るため、基準値

より10％高く、また全国平均を上回る目標を設

定しております。

次に、売上高が新たに５億円以上10億円未満

に成長した製造業企業数は、このような企業が

ふえることが、県内企業の取引拡大や良質な雇

用の拡大につながることから、毎年１社ずつは

ふやしていこうということを目指しておりま

す。

次に、肉用牛繁殖基盤強化を支援する施設数

につきましては、担い手が減少する中、地域単

位で繁殖雌牛等を飼養することが農家負担の軽

減につながるため、畜産新生推進プランに合わ

せて目標を設定させていただいております。最

後に、医療体制全般に満足している割合につき

ましては、医療に関する満足度を高めていくた

め、近年、30％台から40％台に上昇した数値

を、さらに50％台まで目指していこうというこ

とで指標を設定しているところでございます。

いろいろ今聞きましたけれど○中野 明議員

も、この目標設定、それから数値目標、かなり

考え考えせんと出てこん答えだと思います。特

に、保健所における関係機関との連携強化のた

めの会議を何回開いたかということです。８回

分を、１時間ですれば８回、２時間ですれば４

回。要は回数じゃないと思うんです。回数を幾

ら設定して目標値つけても こんなのがもと―

になっているということなんです、知事。

それから、「自己研鑽により、授業における

児童生徒の満足感を高め、学習目標の達成を目

指し」、この項目だって、こんなアンケート調

査したら、先生みんなマルつけるんじゃないで

すか。いや、俺は知らん。バツになるか。こう

いう不確定とか、そういうパーセント、今、目

安が88％、これが80～90％になったら、既に学

力テストはもうちょっと上がらんとおかしい

話。こういうアンケート方法、項目は本当に根

拠を得ない話だと。

それから、「売上高が新たに５億円以上10億

円未満に成長した製造業企業数」、ここに対し

て宮崎県が施策として何か打ち込んでいるかと

いうことになると、こういうところは全くあり

ません。企業の自助努力、不景気、景気で売り

上げが下がったり上がったりする。こんな数字

を目標とするのは……。目標達成のために何を

するか していないんです。―

それからもう一つ、肉用牛基盤強化、これは

畜舎のことですよね。今、私が追っているのは
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頭数なんです。畜舎だって1,000頭の規模もあれ

ば１万頭の規模もあるんだし、畜舎を追いかけ

たって意味がない。追っかければ頭数だと思い

ます。

それから、「「本県の医療体制全般に満足し

ている」割合」、これは医療に関しては、やっ

ぱり高齢者。今、病院にかかっている人。健康

な人は余り感じていないと思うんです。国富町

は開業医の病院が７軒ある。国富町でいったら

満足しているという話。これを全体にとってど

ういう使い方があるか。これはまだたくさんあ

るんです、回数の話とか。

これを含めて部長に聞きますけど、この評価

項目は読めば読むほど理解できない、合理性が

ない、生産性がない。審議会、懇話会への諮問

を知事はされていますけど、私はあの光景をテ

レビで見て、何か違和感がある。根底のやり方

がそういうことですから、単なるセレモニーに

感じるんです。何でこういうこと 優秀な職―

員の労力がもったいないです。客観的な数に基

づく抜本的な政策評価方法に見直すべきだと思

います。

そしてまた、以前、企画調整部はシンクタン

ク的な業務をやっていたんです。総合政策部が

それです。つまり、もうちょっとシンクタンク

的な役割を果たすべきじゃないかと思います。

総合政策部長お願いします。

政策評価につ○総合政策部長（日隈俊郎君）

きましては、これまでも、評価の対象項目数

を77から28に削減するなど改善に努めてきてお

りますが、今後、アクションプランの策定等に

合わせて、お話にありましたけれども、例えば

重点施策の絞り込みによる評価対象の削減と

か、会議の開催回数など、成果ではなくて手段

をあらわしている指標の見直し、あるいは評価

結果の次年度の施策への反映などについても、

さらに工夫し、より効率的・効果的な政策評価

となりますよう、改めて取り組んでまいりたい

と考えております。このような考え方で今後取

り組みまして、総合政策部につきましては、県

民ニーズや社会情勢等を把握・分析し、中長期

的に展開する分野横断的施策の企画・推進を担

う役割を、着実に、より一層果たしていけるよ

う努力してまいりたいと思います。

これは、部長の３代前の部長○中野 明議員

から始まっているんです。部長は新しい感覚で

見られる。これは誰かが思い切って改善、改革

しないと、私は進化はないと思っています。部

長、期待しておりますから、ぜひ頑張ってくだ

さい。私もこの政策評価の評価委員に今後なり

たいなと思っていますから、また見せていただ

きます。

次に、訪日外国人誘客対策についてでありま

す。今、外国人観光客が本県に及ぼす経済波及

効果はどのようなことか、商工観光労働部長に

お尋ねします。

本県の平○商工観光労働部長（中田哲朗君）

成28年における外国人延べ宿泊者数は、対前年

比21.4％増の24万5,180人と、過去最高を記録し

たところであります。また、「平成28年宮崎県

観光入込客統計調査」によりますと、外国人宿

泊客全体の消費額は約70億5,000万円で、これは

県全体の観光消費額の5.3％を占め、その比率は

高まってきており、１人当たりの消費単価も、

観光目的で４万7,000円余、ビジネス目的で５

万7,000円余と、それぞれ日本人宿泊客の約２倍

となっております。観光は、農林水産業や運輸

業、製造業等幅広い分野に経済効果をもたら

す、いわば総合産業でありますことから、今後

とも観光誘客に積極的に取り組むことにより、
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本県経済の活性化につなげてまいりたいと考え

ております。

今、規制緩和いろいろやられ○中野 明議員

ております。私は、この規制緩和で一番結果が

出たのが、ビザの緩和じゃないかなと思ってお

ります。前年度に対して今年度はかなり伸びて

いますから、まだかなり伸びると思っておりま

す。

そういう中で、平成28年の訪日外国人の延べ

宿泊数を見ますと、福岡県が267万人、佐賀県

が25万人、大分県が83万人、長崎県が73万人、

熊本県が52万人、鹿児島県が48万人、宮崎県

が25万人、全国30位であります。まだまだ九州

に来ていますから、今、重点的に取り組むべき

だと思っております。そういうことを考えます

と、やはり宣伝が大事だと思っています。宣伝

費を幾らにするか。総務部長、権限があります

から、海外宣伝費を増額すべきじゃないかと考

えておりますけれども、どうですか。

先ほど商工観光労○総務部長（桑山秀彦君）

働部長からの答弁にもありましたように、観光

関連産業は、裾野が広く波及効果の高い産業で

ありまして、本県の産業全体の振興を図る上で

も、大変重要な分野であると考えております。

特に、お尋ねの外国人宿泊客につきましては、

１人当たりの消費単価が日本人の宿泊客よりも

高く、経済効果も大きいということであります

ので、外国人観光客の誘客促進のための効果的

な事業の構築に向けて、商工観光労働部としっ

かり議論してまいりたいと考えております。

きのう、知事答弁の中で、一○中野 明議員

部ですけど、「限られた予算」という言葉が出

てきたと思うんです。予算は確かに限られてお

ります。やっぱり我々、県もそうです。県税を

伸ばすことを重点的な目的にしてもいいんじゃ

ないか。県税も、平成24年が820億円、平成28年

が990億円、４年間で170億円伸びています。こ

の財源というのは自由に使える財源ですから。

そういうことで、いかに県税を伸ばすかという

ことも大きな目標だと思います。ちなみに、外

国人入り込み客、全国でですけど、多いのが韓

国、中国、台湾、香港。大体これで70％ぐらい

を占めます。ちなみにドイツ、いろいろ話が出

ます。ドイツからの入り込み客は18万3,000人、

こんなに違います。やっぱり力を入れるところ

は上位のところをやるべきだと思っておりま

す。

次に、畜産の付加価値向上についてでありま

す。

畜産を含め農業は成長産業だと思っていま

す。しかし、畜産も、高齢者の廃業により、子

牛、肉用牛は減少しております。全国的に子

牛、肉用牛の高騰が続いたが、高どまりしてい

ると。今年８月の和牛子牛取引価格は、全国の

主要家畜市場で４カ月連続下落したということ

で、これは全国大体一緒です。特に岐阜県なん

かが高いですね。そういうことで高どまりする

のかなと思っております。そこで、県の畜産農

家戸数、頭数、新規就農者の現状と、今後の畜

産振興はどのようなことか、農政水産部長にお

尋ねします。

国の畜産統計○農政水産部長（大坪篤史君）

によりますと、平成29年２月１日時点の飼養戸

数は、肉用牛が前年比220戸減の6,280戸、養豚

が29戸減の453戸となっております。同じく飼養

頭数は、肉用牛が200頭増の24万3,800頭、豚が

１万1,300頭増の84万6,700頭となっておりま

す。次に、県の調査になりますが、平成28年度

の屠畜頭数は、牛が前年比1,2 4 8頭減の４

万9,340頭、豚が１万9,390頭増の99万5,861頭と
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なっております。また、新規就農者数につきま

しては、肉用牛と養豚合わせまして、36名増

の96名となっております。今後とも、本県畜産

のさらなる振興に向け、畜産クラスター事業等

の活用により、生産基盤の強化等に取り組んで

まいります。

全国的に見ても本当に減って○中野 明議員

おります。本県は繁殖牛については、政策で去

年3,000頭ぐらいふえた。しかし、肉用牛肥育は

全国でも３年間ぐらい減っている。去年、28年

度、黒毛和種だけですけど、宮崎県は４万3,283

頭になっているんです。そのうち宮崎県で屠畜

されたのが２万3,671頭、それと鹿児島に１万頭

ぐらい行っています。それから福岡が2,900頭。

そして、これから質問する兵庫県に2,357頭、東

京が500頭、これは生体出荷。こういう状況です

から、今後肥育についてはいろいろな変化が出

てくると思っております。以下質問しますけど

……。

今回、全共、肉用牛３連覇ということであり

ました。全体の３連覇は逃しましたけれども、

それなりにいい結果が出た。特に生産者、情熱

を持って我が子を育てるように育てられた皆さ

んに対し、本当に敬意を表したいと思っており

ます。

そこで、私がテレビを見ている中で非常に感

銘、共鳴したのは、高鍋農業高校の生徒の頑張

り。これに非常に感心しました。この生徒が今

後宮崎の畜産の担い手になってほしいと思って

おります。そのためには、高校でも畜産経営学

を学習する必要があると思いますけど、どのよ

うに履修されているか、教育長お願いします。

本県畜産業の発展を○教育長（四本 孝君）

担う人材育成を図ります上で、経営感覚という

ものを身につけさせる授業を行うことは、大変

重要であると考えております。例えば、お話が

ありました高鍋農業高校の畜産科学科では、

「農業経営」という科目で、経営に必要な基礎

的・基本的な知識を学ばせておりますほか、畜

産農家を講師とした講演会を開催し、経営者に

必要な心構えについても学ばせているところで

あります。

なお、経営診断の基本となる収支決算につき

ましては、農業簿記を題材としてその仕組みを

学ばせておりますが、演習につきましては、商

業簿記を中心に教えているという現状にありま

す。今回の全共における高校生の活躍により、

畜産経営者を志す高校生がふえることを期待し

ているところでありまして、畜産を学ぶ高校生

に対する経営感覚を身につけさせる授業につき

ましては、今後も力を入れていきたいと考えて

おります。

今後の後継者になり得る人た○中野 明議員

ちですから、しっかりサポートしていく必要が

あるかなと思っております。

それから、ちょっと話は変わりますけど、畜

産農家が減少している中で、後継者が畜舎に隣

接して住居を構えたいということになります

と、県の方針は、管理棟はいいけれども、住居

は原則だめですよという方針になっておるんで

す。私は、後継者が出た、県としてもウエルカ

ムな話だと思うんです。どのようなことか、農

政水産部長。

農用地区域と○農政水産部長（大坪篤史君）

いいますのは、農振法に基づき農業上の利用を

すべき土地を定めたものでありまして、管理棟

については、農業用施設として農用地区域内で

も建設できますが、住居については、後継者住

居を含めて、代替地がないことや、周辺の農業

上の利用に支障がないことなど、法定の要件を
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満たさなければ建設できないとされているとこ

ろであります。しかしながら、本県の重要な産

業である畜産の振興を図る上で、畜産後継者の

確保は大変重要でございます。また、昼夜を問

わない飼養管理の必要から、畜舎に隣接して住

居を建設したいとの要望もございます。した

がって、県としましては、畜舎に隣接した後継

者住居の建設に向けた要件の解釈・運用の緩和

ですとか、例外的に建設を可能とする地域の農

業の振興計画の積極的な活用などにつきまし

て、市町村と一緒になって前向きに検討してま

いります。

今のいろんな考え方、やっぱ○中野 明議員

り担当者によってある程度違ったりすると思う

んです。県内でも、あるところはできて、国富

はできんかった、そんな話もあります。これは

大事なことです。これにまた調整区域も関係し

ますけれども、県土整備部長、これについては

３月にしっかりやりますから。そういうこと

で、ある程度方向性、どっちの立場に立ってや

るかということです。許認可を持っておる担当

者が、しゃくし定規に法律だけするか。やっぱ

り何とかして建ててやりたい、そういう感覚を

持つことが大事だと思いますので、しっかりこ

れは頑張ってください。

それから、５月１日ですけど、「東京市場に

本格進出。訪日客需要を狙う」「銘柄の価格一

層向上」という新聞記事が出ています。これ

は、「神戸牛、訪日客需要を狙い東京市場に本

格進出」ということであります。神戸牛は、神

戸市内で屠畜され、格付され、神戸市内の３市

場だけの競りに出荷される。そのため、東京の

食肉卸業者は兵庫の市場に出かけて競り落と

す。または他の業者を経由して購入するという

ことであります。年間約5,000頭 神戸牛、少―

ないんですよ の神戸牛の３割以上を取り―

扱っている食肉卸売業のエースフーズが、神戸

で屠殺した牛の枝肉をトラックで運ぶというこ

とであります。輸送の手間や費用が発生する

が、兵庫の相場に比べて２割高だということで

す。これを見て、宮崎と比べると何かやっぱり

違うなという感じがするんです。そこで農政水

産部長、東京市場に、神戸は卸売業者が枝肉で

出荷している、宮崎では成牛で出荷している、

この違いはどのようなことか。

牛肉の県外出○農政水産部長（大坪篤史君）

荷につきましては、県内の食肉処理場で処理し

て出荷する方法と生体で出荷する２つの方法が

ありますが、前者、すなわち県内の食肉処理場

で屠畜し、付加価値をつけて県外へ出荷するこ

とを基本としているところでございます。しか

し一方で、首都圏における宮崎牛の認知度向上

も重要でありますので、首都圏のバイヤーが宮

崎牛の枝肉を実際に見て評価する生体出荷に

も、現在、関係団体と一緒になって取り組んで

いるところです。また、枝肉での遠距離輸送に

つきましては、大型保冷車の確保や、枝肉の接

触を避けて輸送するなど課題も大きいことか

ら、神戸牛などの比較的東京に近い一部の銘柄

牛で実践されているというふうに認識している

ところでございます。

何をするにもリスクはあると○中野 明議員

思います。私は、今、宮崎牛を東京市場に直接

枝肉で搬入できる権利を持っている業者がいな

いということも聞きました。そこの違いかな。

神戸はしっかり神戸で付加価値をつけて、宮崎

は補助金を出して東京まで送って、東京で屠殺

して売るということです。それはそれでいいと

ころもあります。そういう流通構造の違い、こ

こを何とかせんと、このままでは宮崎は先細り
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になるんじゃないかと思っております。

次に、今、建設中の都農町の屠殺場の概要

と、その目的はどのようなことか、農政水産部

長。

ミヤチク都農○農政水産部長（大坪篤史君）

工場につきましては、事業費約80億円に対して

県から５億円の補助を行いまして、牛、豚の食

肉処理の完全分離化など、ＥＵ等への輸出基準

を満たす衛生水準の高い食肉処理施設として整

備が行われているところでございます。今回の

整備により、県内で生産された家畜の食肉処理

による付加価値向上や、屠畜頭数の増頭に取り

組み、平成33年度の食肉処理量は、牛、豚合わ

せまして約２割増の１万4,000トン、輸出量は約

３割増の100トンを目指しているところでありま

す。今回の施設整備を契機に、日本とＥＵとの

ＥＰＡ大枠合意に基づく牛肉の輸出促進等に対

応しますとともに、県内食肉処理頭数の増加に

努めてまいります。

私も当然、海外を狙うべきだ○中野 明議員

と思うんです。ただ、今、県内の屠畜頭数が

ずっと減ってきているんです。それでまた外国

向けにやる。本当に県内の屠畜数がふえるのか

なという疑問というか、証拠が見当たらんので

す。これはかなり自信持って担当も言っていま

すから、私は担当とかけをしたんです。「あん

た、屠畜数がふえんかったら、牛肉おごれ。ふ

えたら俺がおごるから」と。本当、それぐらい

難しいですよ、これは。私の勝ちだと思うんで

すけどね。そういうことで、これは非常に厳し

いものがある。これは頑張らんとしようがない

と思っています。

それで、私は、今言っても仕方ない話。建設

中の食肉処理場に枝肉の競り市場を併設すべき

じゃなかったか、つくるべきじゃないかなと

思っているんです。農政水産部長、お願いしま

す。

現在建設中の○農政水産部長（大坪篤史君）

ミヤチク都農工場では、枝肉競り市場を整備す

る計画はございません。なお、県としまして

は、昨年８月に策定した畜産新生推進プランに

おきまして、民間企業や関係機関・団体から構

成される販売・輸出戦略部会を設置しまして、

その中で、本県食肉産業の振興について、さま

ざまな観点から検討を行っているところであり

ます。その中で、枝肉競り開催の可能性につい

ても議論を深めていきたいと考えております。

何か部会ができているという○中野 明議員

話であります。こういう改革というのは、誰か

が頑張って改革しないと、前に進まないと思う

んです。部会もできて１年になろうとしていま

す。さっき言った回数じゃないと思うんです。

中身だと思っております。そういう意味で、あ

る程度、できるかできんかも含めて、何十年の

歴史を持っている中の検討ですから、方向性ぐ

らい出すべきじゃないかと思いますけど、部

長。

本県の食肉産○農政水産部長（大坪篤史君）

業の振興につきまして、さまざまな視点から検

討を行います販売・輸出戦略部会で、枝肉競り

開催の可能性についても議論しているところで

すが、今後、スピード感を持って検討を進めて

まいりたいと考えております。

ぜひ頑張ってください。○中野 明議員

畜産については最後になりますけど、郡司副

知事にお尋ねします。これまで知事、郡司副知

事 前は部長です と議論してきました。― ―

その内容はかなり建設的でしたから、そんなに

議論はなかったかと思いますけど。先ほど言っ

た、黒毛和種の県内屠殺数をいかにふやすか、
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全体も含めて。ということが私は一番の課題だ

と思っているんです。極端な言い方をすると、

農業産出額、平成26年度3,326億円、食料品製造

品出荷額3,170億円、食料品製造品出荷額が農業

産出額より低いのは、九州で宮崎だけになりま

した。ということは、率で言えば県税の収入が

一番低い、そういうことも言えるんです。これ

は少しでも何とかしないと、何のために畜産を

やっているのという話になると思うんです。郡

司副知事は前は部長でした。副知事になると、

政治的にも動けますよね。そういうことで、製

造品出荷額も含めて、販売戦略にも出ようと思

えば出られると思うんですけど、このような本

県の実態をどのように認識しているのか、副知

事にお尋ねします。

議員御指摘のとお○副知事（郡司行敏君）

り、本県で生産された肥育牛や肉豚の約４割が

県外で食肉処理されていることは、畜産物の付

加価値向上の面から大きな課題であると認識を

しております。このような中、都農町に最新鋭

の食肉処理施設が着工されたことは、課題解決

への大きな一歩であると考えているところであ

ります。今回の施設整備を契機に、県外で食肉

処理されている家畜を呼び戻すとともに、食肉

加工業等の誘致や既存企業の食肉部門の拡大の

推進、さらには、生産基盤の強化による処理頭

数そのものの増加にも、しっかりと取り組んで

いきたいと考えているところであります。

また、このことは、畜産物に限らず農産物に

おいても同様であろうと思います。例えば、需

要が伸びております国産の冷凍ホウレンソウで

は、本県が全国の約７割のシェアを占めている

ところであります。このように、宮崎で生産さ

れたものを宮崎で加工し、付加価値をつけてい

くという方針は、今後の本県の農業振興を図る

上で極めて重要な施策であろうと考える次第で

あります。このような取り組みを進める中で、

平成30年には、宮崎県総合計画の目標である農

業産出額3,500億円を、ぜひとも達成していきた

いと考えているところであります。

この話はずっとありますか○中野 明議員

ら、要はするかしないかです。今回、副知事

は、部長も務めた副知事、かなり政治的に動け

ると思うんです。そういう中で販売・輸出戦略

部会、名前は格好いいですけど、中身です。こ

ういうのの司令塔になってやるべきじゃないか

と思うんです。知事が任命されればね。私はで

きると思うんですけど、どうですか副知事、司

令塔になってやる気はないですか。

立場はどうなるかわ○副知事（郡司行敏君）

かりませんが、この問題については、議員とも

ずっと議論してきた内容でございますので、

しっかりと気を引き締めて取り組んでまいりた

い、そのように考えます。

本当にこの改革、県税をいか○中野 明議員

に伸ばすか、大きな部分、足元にある部分で

す。ぜひ副知事を司令塔にして、そういう組織

でやってください。もう答えはいいです。

次に、銀行改革。今、私がすごいなと思うの

は、森金融庁長官の改革です。銀行改革。商工

観光労働部長、どのようにこの改革を受けとめ

ているのかお尋ねいたします。

金融行政○商工観光労働部長（中田哲朗君）

改革は、地域経済の発展なくして地域金融機関

の発展も持続可能性もないとの考え方のもと、

金融庁におけるこれまでの検査・監督のあり方

などを見直し、金融機関の健全性や収益性を重

視するという姿勢から、地域経済の貢献を重視

する姿勢へと、大幅に方針が転換されたもので

あります。この方針に基づき、地域金融機関
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は、担保や保証に過度に依存することなく、取

引先企業の事業内容や成長可能性を適切に評価

し、借り手の立場に立った融資や経営支援等を

行うことにより、地域経済や地場の産業、企業

の発展に貢献することが強く求められていると

ころであります。このような改革が推進される

ことで、金融機関による企業ニーズへのきめ細

やかな対応が促され、県内企業の経営安定や活

性化が、より一層図られるものと期待している

ところであります。

本当にこれはすごい改革だと○中野 明議員

思います。今まで不良債権ばかりチェックして

おった金融庁が、借り手目線でやっていくとい

うことであります。これを受けて、大事なのは

保証協会の対応がどのように変わるかというこ

とだと思うんです。商工観光労働部長。

金融行政○商工観光労働部長（中田哲朗君）

改革が推し進められている中、中小企業庁にお

きましても、信用補完制度の見直しが行われ、

信用保証協会の役割も変わってきております。

具体的には、信用保証協会法が一部改正され、

信用保証協会の業務に、中小企業に対する経営

支援が追加されますとともに、業務の運営に当

たりましては、金融機関と連携することが規定

されたところであります。このことによりまし

て、信用保証協会は、専門家派遣や経営相談、

経営改善計画の策定支援など、これまで以上

に、保証先企業に対する経営支援に積極的に取

り組むことが求められております。

去年の保証協会の代位弁済件○中野 明議員

数は166件あります。この中には放漫経営とかあ

りますけど、この改革にのっとれば、代位弁済

した企業、もう少し中身に入って、再建できな

いか、企業融資できないか、そういう話です。

ぜひしっかり、部長も保証協会と連絡をとって

茂会長、私と同じような本も読んだという―

ことですから、かなり変わってくればと。ちな

みに、４人以下の宮崎県の事業所数、平成４年

が2,565件、平成26年には1,508件、1,000件減っ

ています。本当に、新しくできる事業は難し

い。いかに既存の事業をしっかり指導していく

かという観点において頑張ってください。

次に、南海トラフ津波対策についてでありま

す。国の中央防災会議の有識者会議の、南海ト

ラフ津波対策の対策強化に向けた報告書案が出

ました。この案について、危機管理統括監、内

容はどのようなことか。

国の中央防○危機管理統括監（田中保通君）

災会議ワーキンググループで取りまとめ中の報

告書案では、南海トラフ沿いの大規模地震は、

現在の科学的知見からは、地震の予知を前提と

する事前の防災対策は困難であるという認識の

もとで、南海トラフ沿いで観測され得る異常な

現象、例えば、東側だけで大規模地震が発生す

るなどの４ケースについての評価、あるいはそ

の観測時における防災対応についての検討を行

うこと、このため、南海トラフ沿いの西側（足

摺岬から日向灘海域）の観測体制の強化を行う

ことなどが記載されているところであります。

今後、国において、報告書を踏まえた具体的な

防災対応が検討・実施されると考えております

ので、県としましても、国の動きを注視しなが

ら、本県がとるべき具体的な防災対応について

検討してまいりたいと考えております。

要は、早く避難しましょう○中野 明議員

と。当然の話だと思います。

次に、前回の質問で、南海トラフ地震が発生

した場合、県の防災計画は死傷者３万5,000人を

想定、8,600人ぐらいに軽減できたという、福祉

保健部長の答弁をもらいました。この根拠はど
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うなっているのか、危機管理統括監。

南海トラフ○危機管理統括監（田中保通君）

巨大地震が発生した場合、特段の対策を講じな

ければ、地震による建物倒壊あるいは津波で約

３万5,000人の人的被害が発生すると想定してお

りますが、新・宮崎県地震減災計画では、東日

本大震災など過去の大規模地震の教訓を踏まえ

まして、建物の耐震化率、住宅で70％程度です

けれども、これを90％に、津波から早期に避難

する人の割合を70％に向上させることにより、

人的被害を約8,600人にまで軽減できると見込ん

でおります。このため県では、市町村と連携し

ながら、住宅の耐震診断、耐震改修への補助を

行うとともに、津波から安全かつ迅速に避難で

きるよう、津波避難タワー等の整備や避難訓練

に対する支援等を行っているところでございま

す。今後とも、市町村や防災関係機関と連携し

て、これらの取り組みを着実に推進し、被害の

軽減を図ってまいりたいと考えております。

私が前回聞いた内容というの○中野 明議員

は、がっかりしたんです。仮定の話もありま

す。しかし、やっぱりいかに人命を守るかとい

うことだと、私はこれに尽きると思います。

そういう中で、津波避難は、私は自助だと

思っているんです。避難する場所の確保等は公

助、行政の役割だと思っております。早急に避

難場所の確保をすべきではないか、危機管理統

括監。

津波から身○危機管理統括監（田中保通君）

を守るためには、短時間のうちに安全な場所へ

避難することが重要であります。身近な場所に

避難場所等の確保・整備を進める必要があると

考えております。これまで沿岸の市町では、民

間ビル等を活用した津波避難ビル651カ所、高台

等514カ所を緊急避難場所として指定するととも

に、このような避難場所がない地域につきまし

ては、県と市町村が連携して、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、これまでに13基が完成しております。ま

た、県では、沿岸市町による津波避難タワー等

の整備を促進するための支援を行っておりまし

て、今年度からは、本体工事費に加え、新たに

用地補償費を補助対象として加えたところでご

ざいます。今後とも、津波の避難場所等の整備

がより迅速に進みますよう、県も沿岸市町と一

体となって取り組んでまいりたいと考えており

ます。

私は以前、高知県に行ってき○中野 明議員

ました。高知県は３年で全ての避難タワーがで

き上がった。ということは、防災タワー１基に

ついて市町村負担が３割あります。その３割

を、３年間で設置すれば県が全額補助しますと

いうシステムです。だからできました。本当

に、津波、南海トラフ、いつ来るかわかりませ

ん。100年先、しかし、あした来るかもわからな

い。とりあえずは行政としてはしっかり 避―

難場所確保は行政の責任だと思っているんで

す。いろいろ市町村の関係もありますけど、そ

ういうことで頑張ってください。

次に、東北大震災で消防団員が254名亡くなっ

たんです。消防団員の津波対応についてはどの

ようになっているか、危機管理統括監。

県内で津波○危機管理統括監（田中保通君）

の被害が予想されます沿岸部の10市町におきま

しては、津波災害時の消防団活動につきまし

て、安全管理マニュアルを策定しております。

マニュアルでは、自分と家族の安全確保を最優

先とした上で、ラジオ等を活用した情報収集、

ライフジャケットの着用、複数名での活動の徹

底など、消防団活動における原則を示しますと
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ともに、津波到達予想時刻の10分前には、全て

の活動を中止して高台へ避難することなどが定

められております。また、このマニュアルに基

づきまして、消防団員への研修、あるいは住民

と連携した避難訓練を実施することによりまし

て、災害時の安全確保に努めているところでご

ざいます。

私は、大災害か小さい災害○中野 明議員

か、やっぱり死傷者の数で決まると思うんで

す。絶対津波から死傷者を出さないという覚悟

で、しっかり頑張ってもらいたいと思います。

これも引き続きまたやります。

次に、本部長。新しい本部長が就任されまし

た。本部長の意見、考え方をぜひ聞きたいと思

います。これまで質問してきました避難につい

て、この議論は、地震と津波は分けて議論しな

ければすっきりしないなと思っているんです。

自助、共助、公助という言葉がありますが、地

震の発生の場合は、発生直後は自助、共助しか

ないと思っているんです。地震が来て逃げる

か、さらわれるかということであります。そう

いうことで、津波の避難は自助、共助、公助に

よってスムーズにできると思っております。特

に車の避難誘導、警察の事前計画が大事だと思

うんですけど、いろいろ議論すると、これは難

しいなという話で、余り進んでおりません。事

前の避難誘導等について、ぜひ新本部長の考え

をお聞かせください。

津波の災害時に○警察本部長（郷治知道君）

おける住民の避難につきましては、宮崎県の地

域防災計画で、原則として徒歩とするとされて

おりまして、県警の基本方針としましても、こ

れにのっとって、住民に対して、平素の防災講

話や避難訓練などにより、徒歩避難の原則の浸

透を図っております。ただし、高齢者の方な

ど、徒歩による迅速な避難が困難である災害時

要配慮者等の自動車避難対策につきましては、

沿岸警察署の交番・駐在所ごとに作成します津

波避難誘導マニュアルにのっとって、沿岸地域

の主要な交差点において、津波による浸水域へ

の自動車の進入を禁止し、一方で、浸水域から

の流出車両を優先的に通行させるなど、必要な

交通規制を行い、避難者が迅速かつ安全に避難

できる対策を推進していくこととしておりま

す。

東北大震災、お巡りさんが交○中野 明議員

差点に立って車を誘導している、その姿が目に

焼きついてですね。この人もおそらく亡くなっ

たんだろうなと思うんです。ぜひ、誘導も含め

てしっかり頑張っていただきたいと思います。

それから、今ちょっと出ました要配慮者。個

人情報の関係で、市町村しか知らない。よそに

出さないという話もよく聞きます。要配慮者の

避難は、事前にそういうのがわからんで……。

個人情報関係で出さないということですから、

危機管理統括監、その辺も含めてしっかり対応

してください。

最後になりました。全国学力テストの結果に

ついて、教育長お願いします。

今年度の全国学力・○教育長（四本 孝君）

学習状況調査の結果につきましては、市町村教

育委員会や学校と県教育委員会が一体となって

取り組みました結果、小学校、中学校ともに、

全ての教科で、基礎的・基本的な知識を見る、

いわゆるＡ問題におきまして、全国平均を上回

ることができました。これは、今までの調査結

果を的確に分析し、その分析結果に基づいた学

校支援や授業づくり研修会を実施するなど、授

業改善に努めてきた成果であると認識しており

ます。一方で、活用する力を見る、いわゆるＢ
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問題におきましては、残念ながら、いまだ全国

平均に達することができませんでしたので、今

回の調査結果をさらに分析し、改善点を明らか

にしながら、引き続き学力向上に取り組んでま

いりたいと考えております。

政策評価で評価するとＢぐら○中野 明議員

いかな。Ｃじゃないですよね。とにかく高い目

標を持って頑張ることです。ぜひ今後も、教育

長、中心となって、司令塔となって、宮崎県の

学力向上、頑張ってください。

以上で質問を終わります。（拍手）

次は、外山衛議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○外山 衛議員

ざいます。台風が迫っております。大きな災害

がないことを祈っております。

また、けさ、北朝鮮がミサイルを発射いたし

ました。遺憾どころではございません。安全保

障に係る政策の議論を深めていただきたいと、

強く国に望みます。

さて、進展する少子化、超高齢化など、過去

に経験したことのない人口減少時代にあり、本

県におきましても、この問題に対し、さまざま

な対策を講じられているとのことでありますけ

れども、なかなか活路を見出せないというのが

現状であります。また、若年人口の減少も相

まって、進学や就職など都市部への流出にも歯

どめがかからず、地方はますます過疎化し、東

京圏など都市部への一極集中が問題となってお

りますが、都市部へ人口が集中することは、あ

る意味、必然的な結果であるとも考えます。地

方分散型の政策が推進される中、これからは、

さらに自治体間の競争が厳しさを増していくと

思われますので、この競争に勝っていくために

は、都市機能をある程度集約化したまちづくり

を目指して、仕事を生み出す産業を築き、そし

て全県的に広げ、特色ある都市を国内、世界に

根づかせていくことが必要なことではないかと

考えます。そうして、全ての県民がより安全に

安心して暮らし続けられますよう、避けられな

い人口減少を前提とした魅力ある宮崎県づくり

に向けて、今後さらに、官民一体となって取り

組むべきと考えます。

それでは、通告に従いまして一般質問を行い

ます。

まず、災害への対応についてでございますけ

れども、御案内のとおり、６月20日、集中豪雨

のため、国道220号の日南市大浦地区におきまし

て、大規模な斜面崩壊が発生いたしました。宮

浦―風田間が全面通行どめとなり、降り続く雨

の中、２次災害も懸念される状況でございまし

たが、国交省宮崎河川国道事務所並びに関係各

建設業の方々の、まさに不眠不休の復旧作業に

よりまして、わずか１週間余りで片側交互通行

が可能となりました。復旧工事に携わっていた

だいた皆様へ、この場をおかりしまして、深く

感謝を申し上げる次第であります。

ただ、この間、鵜戸、宮浦、富土を初めとす

る沿岸地区の住民の方々にとりましては、日南

への通院、通勤等に支障を来し、大変な御苦労

があったと聞いております。観光の分野へも大

きく影響するわけであります。そして、何より

もこの道路は、地域住民の生活や命を守る、ま

さに命の道であるということを御理解いただ

き、トンネルによるルート整備など抜本的対策

が望まれますので、国に対し強く要望していた

だきたいと思います。

今回の斜面崩壊による全面通行どめに至る経

緯についてでございますけれども、通常です

と、連続雨量が170ミリに達した時点で全面通行

どめとなるわけでありますが、午後８時ごろに
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現場近くで落石が見られたため、連続雨量が規

定に達する前の午後８時半から全面通行どめと

しております。その１時間後の午後９時半に斜

面が崩壊したとのことですから、まさしく宮崎

河川国道事務所のすばらしい判断、ファインプ

レーであったと思います。ちゅうちょしていれ

ば、時間帯、崩壊の規模からして、通行車両が

巻き込まれた可能性は否定できません。危機管

理の視点からも評価に値する事例と言えます。

そこで、災害突発事故など、今後起こり得る事

案に対し、県民の安全・安心を担う最高責任者

としての知事の心構えといいますか、考え方、

御所見を伺います。

以下、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。

今後起こり得る災害等への対応についてであ

ります。近年、国内では、東日本大震災や熊本

地震を初め、九州北部豪雨など、大規模な災害

が続発をしております。改めて、自然災害の脅

威と、日ごろからの備えの重要性を痛感してい

るところであります。ことし８月の台風５号

は、幸いにも本県への直撃は免れましたが、最

悪のコースを通過することを想定しながら、早

目に災害対策本部を立ち上げ、市町村や関係機

関と連携し、住民避難や警戒活動を実施したと

ころであります。

御指摘のように、現在、非常に強い台風18号

が九州を直撃する見込みもあるところでありま

して、この対応が迫られているところでありま

す。また、地球温暖化の影響により、台風がま

すます巨大化しているという見込みが発表され

ておりますし、頻発しております線状降水帯の

発生、これも地球温暖化の影響ではないかとい

う指摘がありまして、こうした激甚化への備え

というものも必要になってまいろうかと考えて

おります。また、南海トラフの地震、これは一

たび起これば甚大な被害が見込まれているとこ

ろでありまして、可能な限りこの被害を最小限

に抑えるために、県民の防災意識の向上や建物

の耐震化など、ソフト、ハードの両面から対策

に取り組むことが重要だと考えております。

また、御指摘がありましたような北朝鮮のミ

サイルの発射、こういったものに対しても、県

民の備えを強めてまいりたいと考えておりま

す。また、御指摘がありました220号線の対応に

つきましては、私も何度か現場を視察させてい

ただいておりますが、事前の備え、事後の早急

な復旧について、宮崎河川国道事務所、建設業

関係の皆様の対応に、心から感謝を申し上げた

いと思っておりますし、関係機関が連携して、

こういう災害への事前の備え、また事後の対応

というものをしっかりと強化してまいりたいと

考えております。今後とも、常在危機という意

識を徹底し、自然災害を初めとしますあらゆる

災害から県民の生命・財産を守るため、防災・

減災対策に全力を尽くしてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

次に、地震・津波観測監視シ○外山 衛議員

ステム（ＤＯＮＥＴ）についてであります。現

在、国におきまして、和歌山県沖、高知県沖

に、従来よりも地震や津波を早期に検知できる

地震・津波観測監視システム（ＤＯＮＥＴ）を

整備し、運用を開始しているところであります

が、本県の日向灘海域にはこのシステムが整備

をされておりません。松村悟郎議員のＤＯＮＥ

Ｔ整備に関する代表質問で、知事から、「国の

概算要求に日向灘海域へのＤＯＮＥＴの調査費

用が計上されたことから、予算確保及び早期整
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備に向けて、さまざまな機会を捉えて国に要望

していきたい」との答弁がございました。そこ

で、日向灘海域への整備に要する期間など、今

後の整備の見通しについて、知事に伺います。

南海トラフ地震は、従○知事（河野俊嗣君）

来、東海、東南海、南海の連動が想定をされて

おりまして、東日本大震災の教訓を踏まえて、

日向灘沖地震も連動ということの備えが意識さ

れるようになったところであります。したがい

まして、この日向灘海域は、御指摘がありまし

たような地震・津波観測監視システム（ＤＯＮ

ＥＴ）の空白地帯となっていたところでありま

すが、今回、文部科学省の平成30年度予算の概

算要求に、この海域への設置を検討するための

調査費用が盛り込まれ、整備に向けて動き出し

たところであります。今後の見通しにつきまし

て、現時点では明らかではありませんが、日向

灘海域は、整備する面積が広く多額の費用を要

することや、既に設置されている海域では整備

に５年程度を要していることなどから、完成ま

でには一定の期間が必要だと考えております。

県としましては、南海トラフ地震は、今後30年

以内の地震発生確率が70％と大変高くなってお

りますことから、早期整備に向け国に対し強く

働きかけるとともに、可能な限り早期に防災活

動等に活用するため、段階的な整備・運用につ

いても要望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。○外山 衛議員

次に、ＤＯＮＥＴの活用法についてでござい

ます。地震・津波の早期検知等が可能となると

のことでありますが、一方、大規模地震対策特

別措置法に規定をいたします、予知を前提とす

る東海地震の防災対策について、「現在の科学

的知見では、予知はできないことから見直す」

との記事が、先般掲載をされたところでもあり

ます。このシステムによる海底の監視や観測

データの蓄積によって、今後の防災対応にどの

ように活用できるのかを、危機管理統括監に伺

います。

ＤＯＮＥＴ○危機管理統括監（田中保通君）

は、従来より、地震の発生を最大10数秒程度、

津波を10分程度早く検知できますので、早期か

つ正確な情報の提供による迅速な避難への活用

により、人的被害を軽減する効果が期待される

ところであります。また、このシステムを利用

してリアルタイムで津波の浸水地域を予測する

ことで、津波到達前までの避難あるいは救助活

動等に役立てることができないかなどについ

て、実証試験等が行われているところでありま

す。さらに、ＤＯＮＥＴにより地殻変動あるい

は地震活動等を常時観測することによりまし

て、異常な現象を捉えることが可能になります

ので、こうした現象を観測した際にどのような

防災対応をとるべきかなどについて、国におい

ても検討が進められております。それを踏まえ

て県でも検討してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、昨今発生する自○外山 衛議員

然災害におきましては、九州北部豪雨災害の惨

状を見るまでもなく、過去の体験、前例ではは

かれない、想像を絶する規模で被害がもたらさ

れております。「想定外」であるとか「何十年

に一度」とかの表現、認識を改め、今やそれが

常態化しているとの観点から、大規模崩落や大

規模氾濫等に備えるべきと考えます。また、自

然災害による被害を最小限に抑えるためには、

減災の取り組みが重要であります。危機管理の

業務は多岐にわたるわけですが、今回は、自然

災害への対応について、県の考えを危機管理統

括監に伺います。
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近年の自然○危機管理統括監（田中保通君）

災害は、全国各地で激甚化しておりまして、議

員御指摘のとおり、前例にとらわれることな

く、行政や関係機関、県民が一体となって減災

対策に取り組むことが重要となっております。

これまで県では、市町村と連携しまして、洪水

や土砂災害、津波の危険性のある地域を知らせ

るハザードマップを作成・配布するとともに、

災害情報を迅速に伝達するため、防災行政無線

や防災メール、ホームページなどを整備・構築

してまいりました。こうした中、急激な気象変

化等で、避難のための時間が十分とれないとい

う事例も発生しておりますので、県民にも、想

定外のことが起こり得るということをしっかり

認識していただき、いざというときには直ちに

命を守る行動をとっていただけるよう、日ごろ

からの心構えと備えをお願いしているところで

あります。今後とも市町村と連携し、減災のた

めのさまざまなソフト・ハード対策を計画的に

進めるとともに、災害の発生予測に関する情報

を迅速に届け、被害の最小化が図られるよう努

めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思い○外山 衛議員

ます。発生してからではなくて、防災が非常に

重要と考えますので、よろしくお願いします。

続きまして、県内の雇用状況についてでござ

います。

先日の山下博三議員の代表質問におきまし

て、総合政策部長から、「本県経済は、全体と

しては緩やかに改善しているものと考えており

ます」との答弁がございました。本県経済は、

全体としてはそのような状況にあるかもしれま

せんが、例えば、有効求人倍率が高い水準にあ

るとはいえ、雇用のミスマッチの解消には至っ

ていないと思われます。また、「倒産件数が数

カ月連続１桁」などの報道を耳にすれば、経済

が至って良好であるかのように思いがちであり

ます。しかしながら、確かに１部上場企業など

は大幅に業績を伸ばしているようであります

が、中小企業にとりましては、まださほど実感

がないのではと思います。県内におきまして

も、倒産は少ないとはいえ、後継者がいない、

将来の経営見通しが立たないなどの理由から、

廃業の道を選択する企業は相当数あるようであ

ります。

そんな環境の中、地方に限ったことではあり

ませんが、直面している人手不足、募集をして

もなかなか応募がない現状でもあります。人材

の確保のために初任給を高く設定せざるを得な

い事例もございまして、高卒採用者に20万円ほ

どを支給する県内企業もあると聞きます。これ

は所得向上に向けた動きとしては歓迎をされる

ところでありますが、実体経済が伴っていない

とすれば、地域間格差、企業間格差はさらに進

むとも考えられます。急激な雇用環境の変化に

よって、経営が厳しくなることも懸念されると

ころでありますが、宮崎県における雇用情勢と

課題についてどのように考えているのかを、商

工観光労働部長に伺います。

本県の有○商工観光労働部長（中田哲朗君）

効求人倍率は、ことし７月時点で1.44倍と、過

去最高となっておりますけれども、求職者の数

は年々減少しておりまして、求人する側の企業

にとりましては、人材確保が難しい状況になっ

ております。県では先般、県内企業の労働力不

足の実態を把握するため、アンケート調査を実

施したところでありますが、約７割の企業が

「不足している」と回答しており、業種別で見

ますと、特に運輸業、情報通信業、建設業の不

足感が強いという結果が出ております。このよ
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うな中で、本県には、若者の県外流出や、女

性、高年齢者の活躍促進といった課題もござい

ますので、現在、若者や女性、高年齢者などの

労働参加をさらに進めるため、県内企業の魅力

発信や働きやすい職場環境づくりの推進など

に、労働局等の関係機関と連携して取り組んで

いるところであります。

大変な環境下ではございます○外山 衛議員

が、よろしくお願いしておきたいと思います。

これは余談でございますけれども、日本経済

におきまして、ＡＩ、いわゆる人工知能導入に

よる省力化が進んでいくという内容の新聞報道

がございました。何と、2020年代には完全失業

率が再び上昇に転じ、働く人が余るようになる

こともあり得るそうです。人手が足りない足り

ないと言われていて、これから人口が減少して

いく中で、数年後には人が余るとは、本当に驚

きでありますが、近い将来でも、社会構造がど

うなっていくのか想像つかないのが現実であり

ます。今後、企業がロボットやＡＩの導入で徹

底した効率化に取り組むのは必然の流れとは思

いますが、人間にしかできない心の通った仕事

も数多くあると考えているところであります。

県におかれましては、県内の雇用環境の改善に

向けて、引き続き積極的に取り組んでいただき

ますようお願いを申し上げます。

次に、産業人財の育成・確保についてであり

ます。

少子高齢化や東京一極集中等によります地方

の人口減少が進む中で、県として地方創生の実

現に向けての取り組みが進められております

が、その目指す形の一つが、本県が、若者に

とって働きたい、住みたいと感じられる地域と

なることと思います。そのための重要な要素の

一つが、良質な雇用の場の確保であり、これを

実現するには、地域の企業、産業が大きく発展

しなければならないと考えます。県におきまし

ては、昨年度から、企業成長促進プラット

フォームによる成長期待企業の認定・支援であ

りますとか、産業人財育成プラットフォームに

よる産業人財の育成など、さまざまな観点での

企業の成長支援・産業振興施策を開始されてお

りますが、企業の現場においては、近年、企業

が事業継続・拡大していくための人材確保、人

材育成への危機感が急速に増しております。産

業界共通でさらに深刻さを増しております２つ

の課題に対しまして、県として早急に対策を講

じていく必要があると考えます。

そこで、昨年度から新たに取り組まれており

ます事業について質問いたします。最も深刻な

人材確保の観点での新たな事業についてであり

ますが、県では、新たな人材確保対策の一つと

して、本県出身の大学生等の県内就職を促進す

ることを目的とした奨学金返還支援事業に、今

年度から取り組まれておりますが、これまでの

取り組み状況と今後の進め方について、総合政

策部長に伺います。

地方創生の実○総合政策部長（日隈俊郎君）

現を図るためには、本県の産業と地域を支える

若者の県内定着が喫緊の課題でございます。お

話にありましたとおり、県では、今年度から新

たに、県内企業とともに奨学金の返還支援によ

る県内就職促進に取り組んでいるところであり

ます。これまでの取り組み状況でございます

が、４月以降、具体的な制度設計を行った上

で、本事業に登録し返還支援を行う企業の募集

を行いまして、７月末現在で応募のあった35社

全てを認定し、公表したところであります。今

後は、まず、来年度支援企業に就職する学生等

を募集しまして、実際に返還支援を受ける者を
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決定するほか、奨学金返還支援の対象となりま

す無利子奨学金を希望する高校３年生を募集す

ることとしております。加えて、ＰＲチラシや

ＳＮＳの活用などさまざまな手法を用いまし

て、本制度の活用や県内企業の情報、宮崎で働

き、暮らすことの魅力を、学生や保護者等に対

して、効果的に発信してまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、もう一つの課○外山 衛議員

題、人材育成の観点での事業についてでござい

ますけれども、人材育成は、企業経営者にとっ

ては、その重要性が理解をされているものの、

特に中小企業におきましては、必要な労力や費

用の面での負担は非常に大きく、なかなか自力

で十分な育成を図ることは難しい状況であるの

が現実と考えます。知事も、政策提案の中で、

みやざきビジネスアカデミー（ＭＢＡ）を重要

施策の一つとして取り上げ、昨年度実施に移さ

れております。県内企業の成長を支える中核人

材の育成を目的としてスタートしたひなたＭＢ

Ａの昨年度の実績や成果について、総合政策部

長に伺います。

ひなたＭＢＡ○総合政策部長（日隈俊郎君）

についてでありますが、これは、経済団体や金

融機関等と連携しながら体系的に実施します人

材育成プログラムとして、昨年度スタートした

ところであります。昨年度は、全体で41プログ

ラムを実施し、100社を超える県内企業等から社

内研修として活用されまして、1,350名の方々が

修了したところであります。受講者からは、

「マネジメントやマーケティング等について深

く学ぶことができ、また、業種や年齢層等を超

えた交流も深めることができた」というような

声を多数いただいているところでございます。

ひなたＭＢＡにより、新たな学びの場や交流の

場の創出等が図られたものと考えているところ

でございます。

続きまして、これまでの取り○外山 衛議員

組みを踏まえまして、将来に向かってさらに県

内産業を飛躍させていくために、知事の重要施

策の一つでありますひなたＭＢＡについて、産

業政策としてどのように位置づけ、今後展開し

ていかれるのかを、知事に伺います。

県の発展を考える上○知事（河野俊嗣君）

で、さまざまな分野の人づくりは大変重要であ

りまして、企業の成長と産業の活性化、こうい

う産業振興という面でも、人材の育成は極めて

重要ということでの取り組みであります。ひな

たＭＢＡにつきましては、本県産業振興の土台

づくりに重要な役割を担う取り組みであると考

えております。このひなたＭＢＡは、戦略的な

経営者及び事業拡大や起業に挑戦していく人材

等の育成を目指すものであります。加えて、異

業種の方々がともに学ぶことによりまして、交

流によるイノベーションの創出でありますと

か、産業間の垣根を越えた横の連携の創出にも

期待をしているところであります。今年度から

ステップアッププログラム 昨年度基礎的な―

プログラムを履修した方を対象に、より高度な

プログラムの提供も行っておりますし、また、

受講者の利便性に配慮いたしまして、インター

ネットを活用したｅラーニングなどにも取り組

んでいるところであります。今後、産学金労官

から成る産業人財育成プラットフォームでの意

見を踏まえながら、大学との連携プログラムや

習熟度別のカリキュラムなど、一層の魅力向上

に向けた検討を行いますとともに、受講者の人

的ネットワークの形成を促進するなど、ひなた

ＭＢＡが県内産業を支える基盤として強く根づ

いていくよう、取り組みを強化してまいりたい
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と考えております。

続きまして、グリーンツーリ○外山 衛議員

ズムについて伺います。

先ほど質問いたしました雇用の確保ととも

に、地域の活性化のためには地域の内外の交流

が不可欠であると考えます。そのための手段と

しましては、県の有する最大の資源であります

豊かな自然を最大限に活用するとともに、個々

の農家・漁家がその個性を十分に発揮し、都市

部の方々とのコミュニケーションの機会となる

グリーンツーリズムが役立つのではないかと考

えております。宮崎県におけるグリーンツーリ

ズムの現状と県南地域での取り組みについて、

環境森林部長時代に「山会議」を創設するな

ど、地域活性化政策の実施に実績のある農政水

産部長に伺います。

本県では、農○農政水産部長（大坪篤史君）

山漁村における交流人口の拡大や経済効果の創

出を図るため、グリーンツーリズムに積極的に

取り組んでまいりました。その結果、県内の農

林漁家民宿は168軒にふえ、それらの民宿で実施

する学生・生徒向けの教育旅行の参加者は、昨

年度約2,500人となったところです。また、県南

地域におきましては、カンショやイチゴの収穫

等の農業体験や、森林セラピー、マリンスポー

ツなどの多彩な体験メニューが好評を博してい

ます。さらに、県では「農山漁村で年収100万円

アッププロジェクト」をスタートさせ、農山漁

村での所得向上に取り組んでいるところであり

ます。グリーンツーリズムはその大きな柱にな

るものと期待しておりまして、地域や農家の個

性を生かした新たなビジネスとして、所得向上

や地域活性化にもつながるよう、努めてまいり

たいと考えております。

ただいま答弁にございました○外山 衛議員

年収100万円アッププロジェクト、これは単純に

生産量を増加させて年収アップというわけでは

なくて、新たな取り組みを始めることによっ

て、所得の向上につなげることが大事だと思い

ます。成果が出ることを期待いたします。

次に、水産業についてであります。

本県のカツオ・マグロ漁業は、全国有数の水

揚げを誇る本県を代表する漁業であります。し

かし、最近、海外諸国のまき網漁業の漁獲圧が

年々高まっており、日本近海に来遊するカツオ

が少なくなっていると言われております。ま

た、クロマグロの資源量が大幅に減少したとし

て、漁獲量削減を盛り込んだ国際的なクロマグ

ロの資源管理が進められているところでありま

して、厳しさを増す本県カツオ・マグロ漁業の

経営にさらなる影響を及ぼすものと、危惧して

いるところであります。このような中、カツオ

・マグロ漁業を維持・発展させていくために

は、コスト削減などによります収益性改善の取

り組みが不可欠と考えます。そこで、カツオ・

マグロ漁業における収益性向上について、県は

どのような取り組みを行っているのかを、農政

水産部長に伺います。

カツオ・マグ○農政水産部長（大坪篤史君）

ロ漁業は、広い海域の中での漁場の探索に大量

の燃油を消費いたします。また、多くの船員を

抱え、操業に多大な経費を要することから、現

在の漁獲水準のもとで経営の安定化を図るため

には、経費の削減が不可欠であります。このた

め現在、調査船「みやざき丸」が、本県で開発

したカツオ・マグロ漁場予測システムに基づき

試験操業を実施し、その結果に基づいた漁場情

報をそれぞれの漁船へ提供するなど、効率的に

操業するための支援を行っております。また、

国の事業等を活用しまして、漁船の小型化と船
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員の少人数化による操業コストの削減、新たな

漁船やエンジンの導入による高性能化などの取

り組みを進めることによりまして、収益性の向

上に努めているところであります。

収益性の向上につきまして○外山 衛議員

は、経費の削減が不可欠であることは同意見で

ございます。日南市におきましても、各漁船が

さまざまな経営努力を行っているところであり

まして、こうした取り組みに対しましては、積

極的な支援が必要ではないかと感じているとこ

ろでもあります。経費の削減を具体的に進める

ためには、国の事業をいかに有効に活用してい

くかという視点も重要と考えております。そこ

で、先ほど部長の答弁にございました、国の事

業を活用した漁船の小型化と、船員の少人数化

による操業コストの削減に関しまして、国の事

業の概要と、県が進めている具体的な取り組み

内容について、農政水産部長に伺います。

操業コストの○農政水産部長（大坪篤史君）

削減につきましては、国のもうかる漁業創設支

援事業がございまして、漁業者が高収益型漁業

への転換を図るための具体的な計画を策定し、

認可を受けたものについて、その実証経費が３

年間にわたって支援されるものでありまして、

自己資金の不足する漁業者への支援として大変

有効な事業であります。このため本県では、漁

業者に対して、この制度の周知に努めてきたと

ころでありまして、これまでに、カツオ・マグ

ロ船９隻を含む11隻について事業を実施いたし

ました。具体的には、１点目ですが、カツオ船

については、70トンから19トンへの小型化によ

りまして、燃油消費量の５割削減や、18人か

ら10人体制への少人数化。さらに２点目としま

して、マグロ船につきましても、19トンから15

トンへの小型化によりまして、燃油消費量の３

割削減や、８人から６人体制への少人数化を実

現するなど、着実に収益性の向上につながって

いるところであります。

漁業者にとりましては、担い○外山 衛議員

手の問題を含めて、船のコスト、非常に大きい

ものでありますから、よろしくお願いしたいと

思います。

次に、漁港の防災対策についてであります

が、さきの東日本大震災におきましては、気仙

沼漁港を初めとする多くの漁港におきまして、

津波が防波堤を倒壊させ、主要水揚げ岸壁が沈

下、倒壊するなど、漁港施設の多くが壊滅的な

被害を受けました。その結果、被災した漁港で

は、水産物の水揚げや、漁船への燃料や氷の供

給など、漁港としての機能を失い、復旧するま

でに多大な経費と年月を要しております。本県

におきましても、近い将来、高い確率で発生が

予想される南海トラフ地震による津波において

は、東日本大震災と同様に、基幹漁業の操業拠

点となる漁港が被災をし、水産業の停滞を招く

ものと考えられます。そこで、県内漁港の南海

トラフ地震における津波対策について、どのよ

うな取り組みがあるのかを、農政水産部長に伺

います。

漁港の津波対○農政水産部長（大坪篤史君）

策につきましては、県内23の漁港のうち、流通

や生産、そして防災の観点から10カ所の拠点漁

港を選定しまして、まずは防波堤を、津波に対

しても壊れにくい、いわゆる粘り強い構造に改

良することとしたところであります。この考え

方に基づきまして、平成25年度から、目井津漁

港など８つの拠点漁港におきまして津波対策を

進めているところであります。さらに、本年度

からは、新たに大堂津漁港と宮之浦漁港に着手

をしまして、全ての拠点漁港の津波対策の事業
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化が図られたところであります。今後は、防波

堤の整備状況を見ながら、主要な水揚げ岸壁の

補強を行うなど、漁港における津波対策の推進

に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○外山 衛議員

次に、道路整備について伺いますが、その前

に、油津港におきましては、本年度は港の耐震

に係る工事が施工中でございます。また、22万

トン級クルーズ船の入港を可能とすべく、係船

柱や防舷材の追加整備の実施も決定をいただき

ました。感謝を申し上げたいと思います。そし

て、さらなる整備もお願いをしておきたいと思

います。

では、質問に入ります。国道220号の防災対策

についてであります。国道220号は、これまでに

も大規模な崩壊を繰り返しておりまして、その

たびに通行どめ等の規制が行われ、沿線住民に

とっては、安全・安心とはほど遠い生活を強い

られているのが現状であります。この道路は、

沿線住民にとりましては唯一の幹線道路であ

り、命の道としての役割を果たしております。

道路管理者である国土交通省におきましては、

異常気象時の通行規制に伴う孤立集落の解消な

どを目的に、計画的な改良工事を実施されてお

り、現在、日南防災北区間として、伊比井地区

と富土地区を結ぶトンネルの工事が進められて

いるところであります。そこで、国道220号日南

防災北区間の進捗状況について、県土整備部長

に伺います。

国道220号の○県土整備部長（東 憲之介君）

日南防災北区間は、宮崎市内海から日南市富土

間の延長2.6キロメートルにおいて、異常気象時

の通行規制区間の解消等を図ることを目的に、

国において、平成23年度より整備が進められて

おります。ことし３月までに約54％の用地を取

得し、７月には伊比井地区側から延長724メート

ルのトンネルの掘削が開始されたところであり

ます。引き続き、残る事業を進めるために必要

な用地の取得や設計などを行っていると伺って

おります。国道220号は、議員のお話にもありま

したように、沿線住民の命の道であるほか、観

光振興にも大きく寄与している道路であります

ことから、引き続き、沿線自治体や地域の皆様

とともに、早期完成に向け、国に対ししっかり

働きかけてまいりたいと考えております。

何度も申し上げますが、こと○外山 衛議員

し６月に発生しました国道220号の災害におきま

しては、約10日間通行どめとなりました。海岸

沿いの住民の方々は、迂回路が近くにないた

め、大きく迂回しなければなりません。特に、

復旧に時間を要した場合には、住民の方々への

負担や影響はより大きくなるものと思われま

す。当該地区には、富土地区と北郷町郷之原地

区を結ぶ市道富土郷之原線がございます。国

道220号が途絶した場合の迂回路としての役割を

担っております。この道路につきましては、長

年にわたり、その整備が地元の願いでございま

した。もちろん、東九州自動車道の早期整備や

国道220号防災事業の早期完成は、優先的に取り

組んでいただく必要がございますが、緊急時に

交通を確保し、住民の方々の負担を和らげるた

めにも、この富土郷之原線につきましては、何

とか早く整備できないものかと思うところであ

ります。この道路は市道であるため、管理して

いる日南市の役割かとは思いますが、市道を整

備する手法についてもさまざまな方法があるか

と思います。そこで、市道富土郷之原線につい

ては、国道220号が途絶した場合の迂回路として

の役割がありますが、その整備手法についての

県の考えを、県土整備部長に伺います。
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日南市が富○県土整備部長（東 憲之介君）

土郷之原線を整備するに当たっては、この道路

が、地域の方々にとって重要な生活道路であ

り、また、国道220号が途絶した場合の迂回路と

しても利用されていることから、防災・安全交

付金や社会資本整備総合交付金といった国の交

付金事業を活用できると考えられます。しかし

ながら、当該道路は地形が急峻で地質も脆弱で

あり、その整備には多額の費用がかかることが

想定されますことから、県といたしましては、

日南市に対し、整備手法や技術的な内容に関す

る助言を行ってまいりたいと考えております。

なかなか難しいということで○外山 衛議員

ありますが、市の取り組み次第では、事業化の

可能性はゼロではないと理解してよろしいです

ね。

次に、宮崎北郷線についてであります。この

道路は、県南地区におきましては、県立日南病

院などの救急医療施設から、第３次救急医療施

設であります宮崎大学医学部附属病院等を最短

距離で結ぶ道路であります。しかしながら、総

延長30キロメートルのうち、半分以上を占め

る16.4キロメートルが未改良となっておりま

す。そのうち2.8キロメートルは幅員が3.5メー

トルにも満たない状況で残されております。こ

の道路の日南市側におきましては、北郷町山仮

屋地区において、改良済みである県道日南高岡

線と日南市道を介して接続しているため、その

地点から宮崎市の椿山森林公園までの区間を優

先して整備すれば、利便性は相当改善されるの

ではと思います。この区間が整備をされます

と、この道路は、国道220号、県道日南高岡線と

並ぶ県南地区の経済発展のための幹線道路とし

て、また、救急医療を担う命の道としての機能

が期待をされることとなります。そこで、この

区間における県道宮崎北郷線の整備についてど

のように取り組んでいかれるのかを、県土整備

部長に伺います。

県道宮崎北○県土整備部長（東 憲之介君）

郷線は、宮崎市清武町と日南市北郷町とを結ぶ

幹線道路であり、沿線住民の生活を支える道路

でもあります。当路線には、幅員が狭く離合の

困難な箇所があることから、現在、椿山森林公

園から宮崎市側にある未改良区間の整備を進め

ているところであります。御質問にありまし

た、椿山森林公園から北郷町山仮屋間の未改良

区間につきましては、山間部の急峻な地形を通

過していることから、抜本的な道路改良を行う

ためには多くの費用が必要だと考えておりま

す。県といたしましては、事業中区間の進捗状

況や道路予算の推移を踏まえながら、この区間

の整備について、部分的な拡幅を含め、検討し

てまいりたいと考えております。

この道路に関しましても、御○外山 衛議員

検討をよろしくお願いします。答弁いただきま

した部分的な拡幅も含めて、事業化に向けての

前向きな検討を強くお願いしておきたいと思い

ます。

次に、教育行政についてでございます。

全ての若い世代というわけではございません

が、最近よく耳にしますのが、就職の面接等

で、雇用条件を問うのではなくて、「土日が休

めますか」と尋ね、「職種柄、土日出勤もあ

る」と答えますと、「では、結構です」と帰っ

てしまうこともあるということです。また、建

設会社での話でありますが、工事現場におきま

して、少しの油断や不注意が大きな事故、けが

につながるので、どうしても大きな声、荒い言

葉での会話となります。すると、時に、入社間

もない若い人が、「毎日こんなに怒られるので
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は仕事を続けられない」と、退社を願い出るこ

ともあるそうです。先輩社員は、決して怒って

いるわけではありません。これは極端な例かと

思いますが、今、教育現場におきまして、叱れ

ないのか、叱らないのかよくわかりませんが、

叱ることを避ける風潮があるやに聞いておりま

して、先ほどの例の要因になっているのではと

感じております。そこで、現在の教育では叱る

ことが少なくなり、さまざまな弊害が出ている

のではと思いますが、教育長の見解を伺いま

す。

叱ることにつきまし○教育長（四本 孝君）

ては、教育的な観点からいろんな考え方があろ

うと思いますが、児童生徒に正しい判断力を身

につけさせる上で大切な指導であると考えてお

ります。具体的な叱り方につきましては、感情

に任せて叱るのではなくて、子供の立場になっ

て考えるとともに、特に命の危険があるような

行為については、厳しく指導すべきであろうと

考えております。県教育委員会といたしまして

は、教職員が児童生徒一人一人の健全な成長を

願い、相互の信頼関係に基づき、褒めるときは

褒め、叱るときはその意味をしっかり伝えると

いった、心の通った指導が大切であることを、

今後とも全ての教職員に徹底してまいりたいと

考えております。

もう一点の例でございます○外山 衛議員

が、部活等においても、例えば、「根性で頑張

れ」とか「死に物狂いで頑張れ」とか、こうい

うことを言っても、口にした指導者のほうが浮

いてしまうようでありまして、なかなか響きま

せん。私どもの時代とは違うと言えばそこまで

でありますが、例えば、時に「もういいから帰

れ」などと言うと、「頑張ります」ではなく

て、「はい、わかりました」と帰ってしまうこ

ともあるようですので、困ります。今、教育の

現場におきまして、「子供に失敗をさせないよ

うに、先回りをして配慮、指導をする傾向が強

くなっている」という声もあるようですが、子

供たちにとっては、時には失敗を経験すること

は、その後の人生を考えたときに大きな意味が

あると考えますが、教育長の考えを伺います。

御指摘のとおり、子○教育長（四本 孝君）

供たちにとって、失敗を経験することは、それ

が心に刻まれ、後の人生で役立つことも多々あ

ると考えております。例えば、失敗を経験する

ことで、自己認識が深まり、心が打たれ強く

なったり、また、他人の失敗を許すことができ

るようになったりすることもございます。ま

た、失敗を乗り越えて手にした成功体験という

のは、揺るがない自信につながるものでありま

す。学校教育では、各教科や学校行事、部活動

等のあらゆる場面において、失敗を恐れること

なく挑戦し、たとえ失敗しても、それを糧にさ

らに成長できるよう適切な支援を加えていくこ

とにより、失敗体験が児童生徒にとって意義あ

るものになるよう、教育活動の充実に努めてい

るところであります。

今、２点伺いました。１つ○外山 衛議員

は、失敗をさせないようにする教育とか、叱ら

ない教育、あるいは叱れない教育、この点は少

し改善をお願いしたいと思います。

子供たちが失敗を経験するには、やはり自分

の頭と体を使った体験が重要と考えます。小中

学校ではさまざまな体験学習を行っているよう

ですが、この体験活動を行う時間として、「総

合的な学習の時間」が重要な時間であると考え

ています。そこで、小中学校で行われておりま

す「総合的な学習の時間」とは、何を目指し、

どのようなことを行っているのかを、教育長に
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伺います。

「総合的な学習の時○教育長（四本 孝君）

間」とは、児童生徒が、各教科等で学んだこと

を生かしながら、みずから課題を見つけ、みず

から学び、みずから考えるなど、問題の解決に

主体的に取り組む資質や能力の育成を目指して

導入された教育活動であります。その内容や方

法につきましては、各学校が創意工夫しており

まして、例えば、小学校では、地域の歴史を知

ることや伝統芸能を体験するなど、地域のよさ

に直接触れることを通して、ふるさとを愛する

心を培う学習などが行われております。また、

中学校では、さまざまな職業について理解する

ことや、実際に働くことを体験する学習を通し

て、望ましい職業観、勤労観を培い、自己の将

来や生き方について考えを深める学習などが行

われているところであります。

失敗を経験することは、子供○外山 衛議員

たちを成長させ、自分の生き方を真剣に考える

ことにもつながると考えます。生きる力を育む

ためにも、改善されることを期待します。一

方、現場の先生方がいろんな意味で萎縮してし

まって、意欲を失うような教育の現場とならな

いように、環境づくりもお願いをしたいと思い

ます。

もう一点、特別支援学級についてでございま

すが、現場の先生に伺いますと、担当の先生へ

の負担が大きく大変とのことであります。教員

定数の見直しについては、全国的に言われてい

るようではありますが、本県の特別支援学級に

おける教員の負担の現状と配置人員の見直しに

ついて、教育長に伺います。

小中学校の特別支援○教育長（四本 孝君）

学級におきましては、在籍する児童生徒の障が

いの状態に応じ個別の指導が行われておりま

す。現在、特別な支援を必要とする児童生徒の

増加に伴いまして、特別支援学級の１学級当た

りの在籍者は平均3.6人で、特に６名以上の在籍

学級数は５年前の約２倍となっておりまして、

議員の御指摘のとおり、学級担任等の負担は大

きくなっていると思われます。しかしながら、

特別支援学級の定数につきましては、１学級の

児童生徒数を８名とする国の学級編制基準に基

づき算定をしておりますことから、県独自で学

級編制基準を引き下げるためには、多額の財政

措置が必要であり、厳しい状況にあります。こ

のような状況から、私も８月に文部科学省へ赴

き、基準見直し、教員定数の改善を直接要望し

てきたところであります。今後とも引き続き、

国へ強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

さらに現場の意見等を吸い上○外山 衛議員

げて、検討方お願いしたいと思います。

最後に、警察行政についてでございます。本

部長におかれましては、着任早々の質問となり

ますが、よろしくお願いいたします。

代表質問でもございましたが、世界各地で悲

惨なテロが発生しておりますことから、本県に

おきましても、国際テロの未然防止に向けた警

察の基本方針「テロリストを入れない、テロの

拠点をつくらせない、テロを起こさせない」に

基づいた各種テロ対策を、しっかりと推進して

いただきたいと考えております。また、ことし

の４月には、油津港に寄港した海外クルーズ船

の外国人観光客５名が、一時失踪するという事

件も起こっております。このような国際的なテ

ロの脅威の増大でありますとか、犯罪の温床と

なる不法滞在外国人対策等に対して、現場で捜

査や捜索に当たる警察官が対応していくために

は、ある程度の語学力も必要であると考えま

平成29年９月15日(金)
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す。そこで、本県警察における外国語研修制度

について、警察本部長に伺います。

外国人犯罪等に○警察本部長（郷治知道君）

対応できる通訳人を育成することを目的に、警

察大学校の附属機関である国際警察センターに

おける語学研修、県の警察学校における語学研

修などを実施しております。本年度は、警察大

学校と県の警察学校におきまして、英語、中国

語、韓国語、インドネシア語など６カ国語につ

いて、合計約35名が研修を受けております。研

修期間は、県の学校では約10日間、警察大学校

では約２カ月から２年間程度です。今後とも、

増加が予想される来県外国人に対して適切に対

応できるように、外国語研修を進めてまいりま

す。

現在は犯罪事件というのが非○外山 衛議員

常に多様化しておりますので、本部長におかれ

ましては、地域の安全のためにしっかり御尽力

をお願いしたいと思います。

以上で一般質問を終わります。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53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、渡辺創議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○渡辺 創議員

崎の渡辺創です。今回の一般質問では、１、県

が分散整備の方針を示した新しい県有体育施設

の整備に関し、その判断に至った経緯と、将来

的な県内体育施設の全体イメージを少しでも具

体化させること、２、河野知事が多様性を認め

合う社会の必要性をどう認識し、どのような価

値観を持っているかを問うこと、この２つを大

きなテーマとしながら質問を進めたいと思いま

す。知事を初め、執行部の皆様には、ぜひ、県

民の疑問を解消すること、そして、それぞれの

環境の中で生きづらさを抱えている方々の力に

なることを意識した答弁を期待したいと思いま

す。

まず、性的マイノリティーの皆さんにかかわ

る質問をいたします。３年の月日が流れました

が、平成26年６月議会での太田清海議員の一般

質問によって、私は、私自身の無関心と無理解

を強く認識しました。ＭtＦ(Male to Female)、

つまり、生物学的な性は男性だったが、性自認

は女性という、性同一性障がいを抱えた御家族

の話をされました。その発言やその後の太田議

員の活動も含め、メディアでも大きな反響があ

り、県内における理解促進に大きな意義があっ

たと思います。私も太田議員の質問で目が覚め

た一人であり、できるだけ多くの人たちの生き

づらさを解消することが政治の大テーマと考え

る以上、無関心ではいられないとの思いで、少

しずつ学び、当事者とも話をし、少なくとも私

は友人になったつもりの方々もいます。

この間、私が知ったことは、性別は、女か男

かだけではなく、それぞれの顔が違うように性

別にも違いがあり、性自認とも言われる心の

性、表現する性、体の性、性的指向とも言われ

る好きになる性、この４つが集まってできる性

のあり方をセクシュアリティーと言います。こ

とし６月に宮崎市の南九州大学であったシンポ

ジウムのタイトルにもなっていましたが、まさ

に性はグラデーションであり、千差万別である

わけです。
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近年、セクシャルマイノリティーの総称とし

て「ＬＧＢＴ」という言葉が使われます。Ｌは

女性として女性を愛する人「レズビアン」、Ｇ

は男性として男性を愛する人「ゲイ」、Ｂは男

性、女性どちらの性にも引かれる人、または好

きになるときに性別を前提としない人「バイセ

クシャル」、Ｔは性別違和を含む体の性に縛ら

れない生き方をする人「トランスジェンダー」

をあらわします。前者３つは、好きになる性の

多様性であり、トランスジェンダーは、心の性

の多様性です。ほかにも、旧来の価値観でこう

あるべきとされるあり方に当てはまらないとい

う意味では、恋愛感情や性的欲求を持たない

「アセクシャル」や、自分の性別や好きになる

性をはっきり決めていない、もしくは決めない

「クエスチョニング」、先天的に、性に関する

さまざまな発達状況を持つ「ＤＳＤｓ」など、

まさに多様です。性的マイノリティーは、人口

の８％という調査があります。私は血液型がＡ

Ｂ型ですが、その割合と変わりません。決して

珍しいことではありません。

世の中には、たくさんの生きづらさを抱えて

いる人たちがいます。例えば、体に障がいを持

つ方々もそうでしょうし、人口減少にさらさ

れ、地域で苦悩する中山間地域の方々も、不当

な労働環境で働く人も、一人で一生懸命子育て

するお父さんやお母さんたちも。私たちは、さ

まざまなアプローチで、その課題解決につなが

る政策をつくろうとします。ＬＧＢＴへの理解

を深め、課題解決に取り組むことも、それと同

じです。みんなの環境や背景を認め合いなが

ら、少しずつでも生きづらさを減らしていく社

会をつくっていく。その先頭にぜひ知事に立っ

ていただきたいと思うところです。

さて、全国に目を転じると、2015年に渋谷区

が、同性カップルを「結婚に相当する関係」と

認める「パートナー証明書」を発行する条例を

制定し、世田谷区や札幌市など、全国的な広が

りを見せています。昨日は、九州で初めて福岡

市が条例化を決め、全国で７番目の自治体とな

ることになりました。また、ＬＧＢＴであるこ

とを表明している地方議員が中心となった議員

連盟が発足するなど、さまざまな動きが出てい

ます。福岡県は、６月議会で小川洋知事

が、2020年東京五輪・パラリンピックを踏ま

え、観光事業者が性的少数者に対応する際の配

慮事項をまとめたガイドブックを作成し、セミ

ナーを開催する方針を明らかにしました。福岡

県に取材したところ、2014年に五輪憲章に性的

指向による差別禁止が盛り込まれたことを意識

した対応であり、この秋から間もなく本格始動

するとのことです。

このような状況の中で、ＬＧＢＴなど性的少

数者が暮らしやすい多様性を認め合う社会の確

立に向けて、知事はどのような考えを持ってい

らっしゃるのかお伺いしたいと思います。

残余の質問につきましては、自席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

ＬＧＢＴを初めとする性的少数者の方々につ

きましては、誤解や偏見によって、いじめや差

別の対象とされるなど、さまざまな問題、御苦

労に直面しておられるものと認識しておりま

す。さらに、悩みや苦しみを家族や友人にも打

ち明けられず、自殺を考えたことのある人の割

合が高い、そういう指摘もございます。私たち

が幸せに暮らしていくためには、年齢や性別、

障がいのあるなし、国籍など、一人一人の個性

や違いを尊重し合い、それぞれが夢や目標を持
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ち、活躍できる社会であることが大切であると

考えております。私としては、性的少数者の

方々も、当然に、この社会の一員として尊重さ

れるべきであり、自分らしく生きる権利を有し

ていると考えております。そのためには、まず

は周囲の人々が、今、議員から御指摘がありま

したような、多様な性のあり方、生き方につい

て認識し、理解を深めることが肝要であります

ので、当事者の皆さんにも御協力をいただきな

がら、各種の啓発活動を積極的に展開している

ところであります。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○渡辺 創議員

た。知事は、ＬＧＢＴというふうに言われる皆

さんと直接お会いになってお話を 私的なこ―

とも含めて、そういう機会は今までお持ちに

なったことはおありでしょうか。

） アメリカに留学してお○知事（河野俊嗣君

りましたときに、同じ寮のそのフロアのいわば

管理人といいますか、鍵を管理している方が、

いわゆるゲイの方でありまして、普通に接して

おりました。日本では特にそのような方との接

点というのはございませんが。

ぜひ提案を申し上げたいと思○渡辺 創議員

いますが、宮崎県内でも、当事者団体をつくら

れて、少しでも理解を広げていこうという動き

が広がりつつあります。そういう方々にとって

も、知事に直接お話を聞いていただいて 県―

内で暮らす県民の中の皆さんのお話ですので、

ぜひ当事者の声を聞く機会もつくっていただけ

ればと思いますけれども、そのあたり、知事、

いかがお考えでしょうか。

対話と協働というのが○知事（河野俊嗣君）

一つの私の政治姿勢であります。さまざまな立

場の方の声を伺いながら県政を進めていく、そ

れも、こういう性的少数者の方についても同様

であろうかと考えております。

ありがとうございました。○渡辺 創議員

それでは次に、学校における男女混合名簿

（性別で区別をしない名簿）についてお伺いを

いたします。この件については、２月の議会で

も質問をいたしましたし、６月にも質問が出て

いますので、県の基本的な考え方はある程度理

解をしておるつもりでおりますが、改めて県内

での使用状況について、教育長にお伺いいたし

ます。

平成28年度における○教育長（四本 孝君）

県内公立小中学校での男女混合名簿の使用状況

でございますが、小学校では236校中25校、率に

しますと10.6％、中学校では131校中６校、率に

しますと4.6％、また、県立高等学校及び中等教

育学校では39校中17校、率にして43.6％でござ

います。

数字としては６月の調査と変○渡辺 創議員

わらないというところかと思います。２月に質

問させていただいて以降、男女混合名簿に関し

ては、学童期の子供を持つお母さんたちが、宮

崎市の二見教育長と意見交換を実施されたり、

また、県内では、導入の進んでいる日向市で行

政からのヒアリングをされたりと、いろいろな

動きが出ています。日向市で開催されたヒアリ

ングには、私も参加しましたが、太田議員や前

屋敷議員も参加されておりましたし、宮崎や日

向の市会議員さんも参加されておりました。新

聞報道等でも、こういう動きについての報道は

あっておりますが、このような動きを教育委員

会としてはどのように受けとめていらっしゃる

でしょうか。教育長にお伺いします。

男女混合名簿の使用○教育長（四本 孝君）

に関する意見交換会が行われていることは、新

聞報道等により承知しているところでありま
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す。このような動きは、男女平等の理念の推進

や男女共同参画社会の実現、または性的マイノ

リティーの方々への配慮といった、個別の人権

課題に対する意識がこれまで以上に高まってい

るあらわれではないかと感じております。

私自身は、男女共同参画の観○渡辺 創議員

点や、または一人一人を尊重するという社会の

実現、また、必要以上に固定的な性別による役

割分担意識を子供たちに植えつける仕組みは必

要ないのではないかとの立場で、男女混合名簿

が進めばいいのではないかと考えています。例

えば、入学式や卒業式で男子、女子の順で入場

すること、また、スリッパの色を男女で分ける

必要があるのかということ。これはよく考えて

みると、別に何ら合理性のある理由はないんだ

と思いますけれども、何となくそれが自然だと

いう意識が 少なくとも私は持っていました―

し、多くの方にあるんじゃないかと思います。

こういうのは、いわば無意識の中のすり込みと

いう部分であって、間違いなくあるんだろうと

思います。

実は、ある意見交換会で、元学校の先生をさ

れていた方のお話を伺ったんですが、「教育の

現場では、管理するという立場から子供たちを

見るのが自然であって、管理するという観点で

は、男女で区別することに違和感はなく、その

視点であれば、一度も男女混合名簿が必要だと

いう考えに至ったことはなかった」というふう

におっしゃっていました。こういう意識の学校

現場に、仮に、教育委員会からトップダウンで

男女混合名簿を押しつけてみても、現場の皆さ

んに本質的な理解はされずに、形だけを整える

ことになってしまうわけなので、やはり一番大

事なのは、きちんと問題意識を理解するような

対応が重要ではないかと思っています。そこ

で、教育長にお伺いしますが、この間、ヒアリ

ングをしました日向市では、市の男女共同参画

プランに、「男女混合名簿の実施」というのが

明確に書かれています。宮崎県では、男女混合

名簿について、何らか県の指針等に明記されて

いるものがあるのでしょうか、お伺いいたしま

す。

平成17年に定めまし○教育長（四本 孝君）

た宮崎県人権教育基本方針の中では、男女混合

名簿につきましては、具体的な記載はしており

ません。しかしながら、県教育委員会におきま

しては、男女混合名簿の使用につきまして、本

年５月、６月に開催いたしました、県内全ての

公立小中学校、県立学校の校長を対象とした人

権教育研修会におきまして、その意義等につい

て説明をしたところであります。今後も、人権

尊重を基盤とした男女平等の意識を確立する教

育の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

今回の質問に向けて、いろん○渡辺 創議員

な資料を見返してみたんですけれども、県が発

行している「イシキをかえてシャカイをかえる

実現しよう男女共同参画社会」（平成28年３

月発行）の中では、その５ページに、「私たち

が目標とする男女共同参画社会とは？」という

問いに答える形で、学校のあり方として、ま

ず、その冒頭で、「性別にとらわれず、一人ひ

とりの個性や能力を伸ばすような教育が行わ

れ、子どもたちも互いの個性を尊重している」

と、あるべき姿として実は書かれています。そ

うであれば、男女混合名簿の考え方というの

は、まさに今、その土台になるのではないかと

思っているところであって、低学年のときから

無意識に、例えば、男・女の違いであるとか、

社会的な役割の違いというのをすり込みかねな
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いという対応は、一考してみてもいいのではな

いかという気がしているところです。

ここで、知事にお伺いしたいと思いますが、

男女混合名簿、今、全国では７割から８割のと

ころで採用されているという状況になっていま

す。けさ、ネットニュースで見たんですが、那

覇市でも、来年度から全ての学校で男女混合名

簿の導入をするというのが決まった 多分９―

月議会でだと思いますが という話が出てい―

ました。正直、私自身は、宮崎で生まれ育った

ので、実はこの件についても余り違和感を持た

ずに、数年前までそういう意識を持たずに過ご

してきたというのが正直なところであって、県

内には同じような意識の方も決して少なくはな

いんじゃないかなと思っています。県外から宮

崎に来られた方に、「どうしてこうなっている

の」と聞かれて、それで初めて、「はて、なぜ

そうなんだろう」というふうに考え始めるとい

うパターンも少なくないと思っているところな

んですが。知事は、東京だけではなくて全国、

東京以外のところでも生活の経験もあります

し、また、３人のお子さんを子育てされた経

験、宮崎の学校じゃないところの経験もあおり

じゃないかと思いますが、保護者としての経験

や認識、または、今まで議会でも行われてきた

議論等をお聞きになって、個人的な見解でも構

いませんので、男女混合名簿についてどういう

お考えをお持ちか、お伺いしたいと思います。

これにつきまして、自○知事（河野俊嗣君）

分は３人の子供を育ててまいりましたが、３人

の子供がどのような名簿だったのか全く知らな

いところでありました。たまたま家族の引っ越

し等の関係で、長男だけが神奈川の高校、あと

２人は宮崎でということでありますが、神奈川

では男女混合であったということであります。

ただ、妻の友人に聞いてみますと、東京の都立

高校などでは別々であったと、そういう実態と

してはあるところであります。

大事なことは、子供のころから男女共同参画

の理解の促進を図っていくということ、そし

て、今回の名簿の御指摘が、今、無意識のすり

込みという表現をされました。既存の名簿を使

うことによって、男子が先というようなすり込

みがされるようになる。その指摘は受けとめつ

つも、その解決策は混合名簿なんだろうかとい

うところが、なかなか私は腑に落ちないところ

がありまして、そうであれば半年ずつ交代する

とか、そういうやり方もあろうかと思います。

頭の体操かもしれませんが。

性差に基づく合理的な取り扱いの異なるこ

と、例えば、体育の授業だとか身体測定を別に

するだとか、第二次性徴に伴う特別な配慮とい

うものを、さっきの性的少数者という御指摘も

ありましたけど、それはあるわけで、そういう

取り扱いがあるのであれば、別々にしておいた

上で、でも、既存のものが男子が先というよう

な意識があるのであれば、今言ったような別の

方法があるのではないかなという思いもあるわ

けです。例えば、今、下駄箱と言わないんで

しょうかね、靴を入れるところとかロッカーと

かは、混合順に並んでいるんでしょうか。非常

に思春期でデリケートな男性、女性は、そうい

うものが隣り合っているよりも別にしてもらっ

たほうがいいんじゃないかと。いろいろ学校現

場の実態がわからないものですから、先ほど言

いましたように、御指摘を受けとめつつ、

じゃ、どういう解決策がよいのかというのは、

しっかり学校現場で考えていただく、そこが大

事かというふうに受けとめております。

学校における保健面とかでの○渡辺 創議員
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男女を分ける対応が必要になるというのはまた

別の次元で、それは、必要だと思っている方々

も認識されているところだと思いますので、今

の知事の御答弁も含めて、考えるきっかけとし

て、まずは持っていただければと思うところで

す。

続いて、今回の一般質問の大きな柱として考

えております、２巡目国体に向けた体育施設の

整備についてお伺いしたいと思います。

県は、今回、３施設、それぞれ今まで２カ所

に絞っていた候補地を、アリーナ型の体育館に

ついては延岡市に、そして、陸上競技場につい

ては都城市の山之口を選択して、いわゆる分散

整備の方針を決めたわけですが、その理由を知

事にお伺いいたします。

今回、国体を視野に入○知事（河野俊嗣君）

れながら新たに整備する３つの施設につきまし

ては、これまで市町村や競技団体等からさまざ

まな要望を伺ってまいりました。異なる立場の

意見があり、各候補地それぞれに一長一短課題

がある中で、大変難しい問題でありました。私

といたしましては、今回の新たな投資というも

のを、本県の将来の発展にいかにつなげていく

か、スポーツランドみやざきの発展にいかに結

びつけていくかといった視点が重要であると考

えたところであります。さらに、都城市や延岡

市とも協議をした結果、施設整備や活用だけで

なく、競技団体の負担や不安への対応等につい

ても、県と連携して取り組んでいきたいという

お話をいただいたところであります。このよう

なところを総合的に勘案し、私といたしまして

は、課題はあると思いますが、既存施設の活用

ということも含めて、全県的なスポーツ振興、

地域振興を図る基盤として整備を進めることと

したところであります。

主要３施設の整備をめぐって○渡辺 創議員

は、県の方針決定を見据えて、自治体や競技団

体、経済団体等、いろいろな要望や陳情が相次

いだというふうに理解しています。私も宮崎市

議会の議連の皆さんに帯同する形で、宮崎市選

出の県会議員全員そろっていたかと思います

が、知事のところに一緒に陳情に行ったことも

あったと思っています。今回、国体の体育施設

整備に関する要望や陳情は全部で幾つあったの

か、また、要望があった時期をあわせてお伺い

したいと思います。また、判断に至るまでにど

の程度の意見交換を重ねてきたのか、教育長に

お伺いいたします。

） 平成27年７月に、本○教育長（四本 孝君

県における２巡目国体開催の内々定をいただき

まして以降、県有主要３施設に関して、各自治

体、競技団体、経済団体等から29回の要望が

あったところであります。要望がなされた時期

といたしましては、平成27年度に６回、平成28

年度に10回、今年度は13回となっております。

また、地域別に見ますと、３施設の整備地であ

る宮崎と都城からそれぞれ３回、延岡からは５

回となっており、そのほか、日向、西都、串

間、えびのといった地域になっております。要

望いただいた各自治体とは、県と連携した整備

の提案内容等について、また、競技団体とは、

施設の望ましい仕様や規模、場所等について意

見交換を行ってきたところであります。

２巡目国体の構想が浮上して○渡辺 創議員

以来、何度もこの本会議でも、国体受け入れの

判断、また施設整備について、繰り返し県の基

本的な考え方をただしてまいりましたし、でき

るだけ早く県民に、その整備のイメージや県の

方針を伝えて理解してもらうことが重要ではな

いかという指摘をしてまいりました。３施設の
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建設については、当初は、昨年度末までに方向

性を示すという方針だったと思います。結果的

に約半年おくれることになって、先ほど伺った

要望・陳情の数を考えても、計29回のうち13回

は今年度ということですから、本来であれば方

向性を示した後の時期に要望が相次いでいると

いうふうにも考えることができます。特に、２

カ所に絞るという形にしたわけですので、それ

以降は、要望合戦という言い方が正しいかわか

りませんが、非常に過熱した感もあったという

ふうに受けとめているところです。

また、県の方針が報道で伝えられた後は、新

聞やテレビ、またＳＮＳ等々を見ていても、喜

びの声を上げるところもあれば、がっくりとい

う声もありますし、納得がいかないという声も

さまざまあって、結果的には、半年間判断が延

びたことによって、やや感情的とも言える地域

的な気持ちのしこりが残ったということも否定

しづらいかなという状況にあるような気がして

います。きょう、宮日新聞の１面に企画記事が

始まっていましたけれども、その記事の中で

も、そういう面があるということも指摘が出て

いたと思います。だからこそ、今議会以降、知

事も冒頭の発言でおっしゃいましたけれども、

県は、なぜ今回の判断になり、県全体のスポー

ツ施設のあり方が将来的にどうなっていくのか

ということを、できるだけ丁寧に、かつ早期に

県民に提示していけるかが極めて重要になると

いうふうに思っています。

そこで、アリーナ型の体育館整備についてお

伺いしていきたいと思います。今回の整備は、

２巡目国体がきっかけになることはもちろん間

違いありませんが、これから数十年間にわたっ

て県内体育施設の柱となるものをつくろうとい

う取り組みだと思います。特に県内では、いわ

ゆるアリーナ型の体育館というのはない状況で

ありますので、多くの県民も大きな期待を持っ

て見ていると思います。今回の整備に当たり、

多くの県民が期待していたアリーナ施設という

のを県はどのようにイメージしてきたのか、教

育長にお考えをお伺いしたいと思います。

アリーナといいます○教育長（四本 孝君）

か、体育館の整備に当たりましては、２巡目国

体等において、競技の実施に必要な施設基準を

満たすための適合性はもちろん、空調設備やバ

リアフリー対応などといった快適性、また、災

害発生時には地域の避難施設や防災拠点として

活用可能な安全性なども、考慮すべき条件であ

ると考えております。また、文化イベントな

ど、スポーツ以外にも多目的に利用できる施設

が望ましいとの意見を伺っておりまして、ス

ポーツをするだけの体育館ではなく、観戦す

る、あるいは人が集まるといった施設への期待

もあるものと考えております。

今の答弁の後段の部分がとて○渡辺 創議員

も大事だったんじゃないかなと思うんです。文

化イベントであったり、スポーツ以外にも多目

的に利用できる施設というのが、非常に大きな

期待を集めていたと思いますし、県の今まで出

してきた資料の中でも、例えばコンサートやプ

ロスポーツのイベント等にも対応できるという

ところが、いわゆる前にステージがあってこっ

ち側にフロアがあるという旧来の体育館という

イメージではなくて、アリーナ型というのに県

民が期待を持ったポイントになるのではないか

と思っているところです。そこで確認したいの

ですが、今回、延岡に建設するという判断に

よって、アリーナ型の体育館の整備内容や活用

方法が変更になることがあるのか、教育長にお

伺いしたいと思います。
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今回、新たに延岡市○教育長（四本 孝君）

に整備する体育館は、県北地域におけるスポー

ツランドの展開に資する拠点として、また、ス

ポーツだけでなく、多目的に活用可能な施設と

して整備する必要があると考えております。施

設の整備内容や求められる機能等については、

宮崎市と延岡市のどちらの場合でも違いはござ

いません。観客席につきましては、整備地検討

の過程において、固定席と可動席を含めて5,000

席程度の施設規模が望ましいと考えております

が、荒天時の国体の開閉会式会場として想定し

ない場合であっても、現在の県体育館よりも規

模の大きい3,000席程度のものを標準に検討して

いくことになるものと考えております。今回、

体育館を延岡市に整備することが決定し、これ

から基本計画を策定していく中で、適正な収容

規模についても検討してまいりたいと考えてお

ります。

今の答弁は、フロアの規模で○渡辺 創議員

あったりとか整備内容には、宮崎だろうが延岡

だろうが変更はないと。ただし、観客席につい

ては、今まで県議会の議論の中でも、陸上競技

場が都城になった以上は、雨天時の開会式が延

岡に行く可能性は限りなく下がるという状況だ

と思いますので、そこを前提に考えれば、今ま

で5,000席相当だったものが3,000席を標準に検

討していくということで、場合によっては、あ

る種のスケールダウンが、観客席に関してはあ

るということだろうと理解しました。

ただ、今お話がありましたように、仮に3,000

席の観客席であっても、今の県体育館の約２倍

という規模になるわけですから、利用圏の人口

や建設後に実際に獲得できる現実的な集客イベ

ントの規模等を考えれば、私は、観客席の縮小

というのは妥当な判断ではないかと思います

し、むしろ県の構想にある施設のイメージとい

うのは、どこにつくっても同じものをつくると

いうわけではなくて、建設する場所によって現

実的な整備のイメージをこれからリアルにして

いけるんだという姿勢が、はっきりと今の答弁

によってわかったと思っていますので、大きな

意義があったと思っています。

その上で、今回の方針が９月２日の宮日新聞

で報道されて以降、宮崎市議会の一般質問で宮

崎市の戸敷市長が、宮崎市独自でのアリーナ整

備の方針を表明されていますが、この構想を県

は承知していたのでしょうか。また、宮崎市の

構想が県の分散整備という判断に影響したの

か、総合政策部長にお伺いします。

宮崎市のア○総合政策部長（日隈俊郎君）

リーナ構想につきましては、現在開会中の宮崎

市議会の中で戸敷市長が、今後検討を始めたい

との意向を明らかにされたとのことでございま

して、まだ具体的な内容は承知しておりませ

ん。したがいまして、今回の私どもの検討にお

いて、宮崎市の今回の構想は影響しておりませ

ん。

わかりました。いずれにせ○渡辺 創議員

よ、県のほうが長く施設整備の構想をつくって

きていると思いますので、宮崎市の構想が県の

構想より前に行っているということは恐らくな

いと思います。もしこれから宮崎市が、市長の

おっしゃったように、構想を具体化していっ

て、県に対して、例えば県有地の提供など、宮

崎市から具体的な協力要請があった場合には、

協力が可能というふうに考えていいのか、総合

政策部長にお伺いします。

） 宮崎市の構想○総合政策部長（日隈俊郎君

は、これから検討されるとお聞きしております

ので、今後、宮崎市から相談があれば、まずは
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その内容等をお聞きしたいと思います。

今までの、今度の施設をつ○渡辺 創議員

くっていく構想の議論の中を振り返ると、例え

ば宮崎市の錦本町では、プールとアリーナ型の

体育館を一体的に整備することも選択肢の一つ

としてはあったと理解してきたところなんです

が、今回、アリーナは延岡ということになった

わけですけれども、もし宮崎市が自前で、先ほ

ど来話をしてきたみたいな、県民や市民の期待

感も大きいアリーナの整備をやろうという場合

には、プールと一体型の整備ができれば、それ

は、県都宮崎に新しいスポーツゾーンを形成で

きるという意味でも、なかなか魅力的な構想で

はないかと思いますが、その際には連携が可能

なものか、総合政策部長にお伺いしたいと思い

ます。

先ほどからあ○総合政策部長（日隈俊郎君）

りますが、宮崎市の構想がどのような計画に

なっていくのか、現時点ではわかりませんの

で、具体的なことはお答えできませんが、宮崎

市から相談があれば、まずはお聞きして適切に

対応していくものというふうに考えておりま

す。なお、宮崎市のほうはアリーナ型の体育館

という構想でございますが、先ほど教育長が申

し上げましたけれども、県のほうはアリーナ型

の体育館という定義では検討してきておりませ

ん。

今の総合政策部長の答弁は、○渡辺 創議員

アリーナ型の体育館は構想として持っていない

ということをおっしゃっているんですか。それ

は、少なくとも今まで我々が議会内で説明も聞

いてきたことを含めて、説明の方向性が全く違

うという気がするんですけど、改めてお伺いし

ます。

言葉足らずで○総合政策部長（日隈俊郎君）

したが、宮崎市が検討されているというアリー

ナ型の体育館の規模とは違うものというふうに

理解しております。

了解いたしました。それなら○渡辺 創議員

理解ができました。

続いてお伺いしたいと思いますが、現在の県

体育館については、これまで、新しい体育施

設、今のアリーナ型の体育館を建設する際に

は、敷地を売却してそれを整備費用に充てるん

だということが、県議会に示された資料 充―

てる可能性があるとか、充てることができると

いうことが資料の中にも示してありましたし、

有力な方向性の一つであり、前提だというふう

に理解をしてきたところです。確かに宮崎駅至

近に１万5,000平方メートルあるわけですから、

それなりの価値もあるだろうと思います。た

だ、今回、決定後にもいろんな声が出ています

が、宮崎市への集中整備を望んできた各種競技

団体の事情や、宮崎市に競技人口が集中してい

る種目等もあることを考慮すると、現体育館の

早期閉鎖というのは、とても現実的な選択だと

は思えないと思っています。延岡での新体育館

の整備後も現在の県体育館の活用が必要ではな

いかと考えますが、知事の見解をお伺いいたし

ます。

） 現在の県の体育館、老○知事（河野俊嗣君

朽化して、残念ながら空調がきかないという課

題がある中で、近くに宮崎市の体育館がある、

大きな大会のときはこの２つをうまく活用して

という実態があったということはまず踏まえる

必要があろうかと思います。それから、御指摘

がありましたように、これまで競技団体からさ

まざまな意見を伺う中で、競技者が限られてお

り、宮崎市に集中しているような競技につい

て、御指摘のような課題があることは私も認識
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しております。そのような課題に対しては、延

岡市に体育館を整備しても、競技会等を開催で

きる環境を整えること、また、そのための支援

のあり方を検討することも必要であるというふ

うに考えておりますが、競技団体の不安、また

御意見等も考慮すると、新たに体育館を整備し

た直後に現在の体育館を閉鎖することは難しい

と考えております。このようなことから、現在

の体育館につきましては、当面、活用する方向

で対応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。県○渡辺 創議員

内の実情を考慮して、現体育館と延岡の新設ア

リーナで役割を補完し合うようなイメージが確

認できたと思います。

質問の角度を少し変えたいと思いますが、延

岡で建設予定となる新しいアリーナは、現在の

延岡市体育館の敷地に市の体育館を解体して整

備されるというわけですが、感覚的には、新し

いアリーナが市体育館の代替施設になるイメー

ジがあるかと思います。これまで市の体育館が

担ってきた市民利用の水準が維持されるのかが

大変気になるところであります。現在の県体育

館の使用ルールでは、全国規模、九州規模、県

規模の大会が優先的に日程確保されます。それ

以外の際に、市レベル以下のものが使用可能と

なるわけですが、実際に昨年度のデータを検証

してみると、市民が利用しやすい土日に限って

言えば、対象となる104日間中、市レベルの大会

が行えたのはわずか５日間にすぎません。２カ

月に一度以下という水準です。さらに、アリー

ナとなれば、スポーツ以外の活用もあるわけで

す。先ほど示された観客席、例えば3,000程度の

施設のイメージに近い北海道の函館ドームの実

態を調べてみると、昨年度、メーンアリーナが

使用された84イベントのうち、約２割の18イベ

ントは、コンサートや学会、観光フェアなど、

スポーツ以外のイベントとなっています。この

ような状況を考えると、立地自治体の市民利用

は相当程度制限されるわけですが、そういう事

態が予測されることは延岡市にも伝わっている

のでしょうか。教育長にお伺いします。

現在の県体育館の利○教育長（四本 孝君）

用につきましては、県レベル以上に相当する規

模の大会、競技会等を優先し、その後、市レベ

ルの大会等について調整を行っており、このよ

うな実態につきましては、これまで延岡市にお

伝えしてきているところであります。新設する

体育館に関しましては、極力、市民の利用が制

限されることのないよう、延岡市とも連携し、

その対策について検討してまいりたいと考えて

おります。

このテーマの最後の質問とし○渡辺 創議員

ます。陸上競技場に関しては、都城の山之口に

新設を決めたわけですが、宮崎の木花の既存競

技場はどのようにするのか、教育長に方針を伺

います。

現在の陸上競技場に○教育長（四本 孝君）

つきましては、2020年東京オリンピック・パラ

リンピックの事前合宿等、今後もさまざまな使

用が見込まれておりまして、必要な改修を行い

ながら、引き続き、スポーツランドみやざきの

中心施設として活用してまいりたいと考えてお

ります。

いろいろとお話を伺わせてい○渡辺 創議員

ただきましたが、現状でいえば、県内さまざま

な考え方があるのが事実だと思います。それを

解決するには、できるだけ早期に、できるだけ

具体的なイメージを、丁寧に県民に示していく

ことしかないというふうに思いますので、ぜひ

その姿勢で、極めて大きなプロジェクトである
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という認識を持って取り組んでいただければと

思います。

次に、スポーツイベントを活用した海外誘客

についてお伺いします。

観光に関する意見交換を行う中で、マラソン

やサイクル、トライアスロンなど、台湾で人気

の高いスポーツイベントを柱にしたツアーの造

成ができれば、台湾から宮崎への観光客誘致の

柱になるのではないかという指摘をいただきま

した。県内スポーツイベントへの台湾からの観

光客の方々の参加状況について、商工観光労働

部長にお伺いします。

スポーツ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

イベントを活用した台湾からの誘客につきまし

ては、例えば青島太平洋マラソンにおきまし

て、台湾の旅行会社が募集した参加者につきま

しては、会場に専用エリアを確保するなどの対

応を行っており、ことしも30名余りの方から参

加申し込みが来ております。また、台湾ではサ

イクリングの人気が高いことから、ことしの３

月に、日南海岸をコースに開催されましたサイ

クルイベントに、台湾で人気のブロガーを招聘

し、ＳＮＳで情報発信するなどの取り組みを

行ったところであります。このほかにも、本県

のすぐれたスポーツ環境を生かしたイベントが

県内各地で開催されておりますので、台湾から

の誘客を図るため、その可能性などについて、

関係者と意見交換をしてまいりたいと考えてお

ります。

現在週２便となっています台○渡辺 創議員

北線における個人客、団体客の利用の状況をお

伺いしたいと思います。あわせて、スポーツ利

用のツアーが頻繁に組まれるようになれば、搭

乗率の向上、また、３便体制の回復にもつなが

るのではないかと考えますが、総合政策部長の

お考えをお伺いします。

まず、台北線○総合政策部長（日隈俊郎君）

におけるインバウンドの利用状況であります

が、運航する航空会社によりますと、個人客が

おおむね２割であり、残りの８割が団体客との

ことでございます。また、スポーツ関連の利用

者についてでありますけれども、スポーツイベ

ントを介して宮崎と台湾との交流がさらに深ま

るとなりますと、議員のお話のとおり、台湾か

らの団体客の増加が期待されますことから、台

北線の搭乗率の向上にも寄与するものと考えて

おります。いずれにいたしましても、台北線の

増便のためには、本県と台湾との双方向での交

流を一層拡大し、年間を通して安定的に搭乗率

を向上させることが大変重要でありますので、

今後とも、商工観光労働部とも連携を図りなが

ら、利用促進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

実際に昨年、台湾からのツ○渡辺 創議員

アーを企画した会社によると、１日目に観光を

やって、２日目に自転車の試走をやって、さら

に観光して、その上で、３日目には大会に出

て、４日目は関之尾の滝の見学をして韓国岳に

登山して、５日目に帰る。非常にハードだなと

も思いますが、そういう日程で楽しまれたそう

です。ただ、残念ながら、宮崎便とのタイミン

グが合わずに、宮崎でずっと過ごしたのに、鹿

児島から入って鹿児島で出るということになっ

ていたようです。

こういうスポーツイベントを柱にする上で

は、青島太平洋マラソンのような最大規模のも

のだけではなくて、例えば、都城さくらマラソ

ンや、みやざきツーデーマーチこばやし霧島連

山絶景ウオークなどなど、10大会ぐらい柱にで

きるものがあるのではないかと聞いています。
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こういうところの情報発信の強化に取り組むな

ど、今後の海外誘客の柱とする意識が必要では

ないかと思いますが、商工観光労働部長のお考

えをお伺いします。

） 本県で○商工観光労働部長（中田哲朗君

は、現在、海外の旅行会社や航空会社等と連携

いたしまして、ゴルフやトレッキングを組み込

んだ旅行商品の造成やプロモーション活動に取

り組んでいるところであり、特にゴルフは、韓

国や台湾から多くのお客様に来ていただいてお

ります。今後は、サイクリングやサーフィンな

ど、本県ならではの快適な環境を生かしたさま

ざまなスポーツツーリズムについても、新たに

取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、あわせまして、ラグビーワールドカップや

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、

国内外の著名なスポーツチームのキャンプやス

ポーツイベントの誘致を図り、スポーツの聖地

としての本県の魅力を海外へも積極的に情報発

信することにより、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。

ありがとうございました。○渡辺 創議員

次に、学校給食費徴収の課題についてお伺い

します。

これは、昭和31年の文部省通達に基づいて、

学校及びＰＴＡが給食費の徴収作業を行ってい

る実態があるということについてです。しかも

その徴収金が、ＰＴＡの口座であったり、校長

先生の口座など私的な口座で管理される上での

課題がいろいろありまして、例えば不正使用を

誘発したり、管理する上で非常に大きいストレ

スがあるとの指摘があります。県としては現状

をどう認識しているでしょうか。教育長にお伺

いします。

給食費につきまして○教育長（四本 孝君）

は、全額補助している諸塚村を除きまして、県

内の市町村では保護者から集金されておりま

す。集金を含めた給食に係る業務につきまして

は、一部の市町村では、教育委員会事務局の職

員が行っておりますが、ほとんどの市町村で

は、学校ごとに、教員や学校事務職員、ＰＴＡ

が雇用する職員が行っております。これらの業

務は、未納者に対する集金等もございまして、

教員等の負担になっているものと考えておりま

す。

文部科学省は、今月、学校業○渡辺 創議員

務の適正化に向けた取り組みの中で、現場の負

担感を減らすことを目的として、学校給食の公

会計化の方針を示しました。県内の自治体でも

今後、文科省の研究等に合わせて、公会計化に

向けた動きが出てくるというふうに思います

が、県教委としてはどのようにその動きを捉え

ていらっしゃるでしょうか。教育長にお伺いし

ます。

給食費を自治体の公○教育長（四本 孝君）

金として取り扱う、いわゆる公会計化につきま

しては、学校における働き方改革との関連で、

中央教育審議会により提言がなされ、文部科学

省が今年度から関連の施策に着手しておりま

す。県内の公立小中学校における給食費の徴収

等に関する業務の公会計化につきましては、学

校給食の実施主体である市町村において、学校

や地域の実情を踏まえながら判断されるものと

考えております。県教育委員会といたしまして

は、今後、国の動向を注視するとともに、市町

村への調査を行うなど、現状の把握に努め、適

切に対応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。今○渡辺 創議員

月、文科省の方針が示されたばかりですので、

これからかと思います。もちろん基本的な業務
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は市町村のお話だと思いますけれども、ぜひ県

教育委員会でも関心を持って見ていっていただ

きたいと思います。

次に、昨年の９月定例会で質問しました、遷

延性意識障がいについてお伺いします。

遷延性意識障がいは、重度の昏睡状態を指す

症状のことで、大脳の全面、また大部分、広範

囲が壊死、損傷することによって発症するもの

です。直接的な原因は、事故による脳挫傷や脳

梗塞、脳腫瘍など、さまざまなパターンがある

わけですが、いわゆる植物状態と言われる状況

でもあり、御家族にも非常に重たい負担がある

わけです。昨年９月の定例会で実態調査の必要

性を指摘しましたが、その後の対応を福祉保健

部長にお伺いします。

実態調査につ○福祉保健部長（畑山栄介君）

きましては、ことしの２月から３月にかけ、県

内の医療機関や障害者支援施設など、944カ所に

調査票を配付する方法で実施いたしました。そ

の結果、回収率を加味すると、県内に少なくと

も1,007名の遷延性意識障がいの方がおられると

認識しております。内訳といたしましては、男

女比では女性が７割、年齢構成では60歳以上の

方が９割を占めており、また、市町村別では、

宮崎市、都城市、延岡市の３市で全体の約半数

の方が生活されております。その所在について

は、特別養護老人ホームが最も多く361名で、在

宅の方は34名でした。この結果を受け、多くの

方々がこの障がいに苦しまれていること、ま

た、意思疎通が難しく、自力で移動や食事がで

きない方々を日々見守っておられる御家族の御

苦労を、改めて認識したところであります。

全国的に実態把握がなかなか○渡辺 創議員

進まない中で、宮崎県は非常に早い段階で実態

調査を行っていただきましたことに、心から感

謝を申し上げたいと思います。県内での実態の

一端だと思いますけれども、ようやく明らかに

なってきたわけですので、その状況を受けて、

県としては今後どのように対応していくのかと

いうことを、福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

今回の実態調○福祉保健部長（畑山栄介君）

査で、その年齢構成や所在等が明らかになると

ともに、発症原因が脳血管障がいや頭部外傷な

どさまざまであり、また、現在必要とされてい

る医療的ケアは、胃ろうなどの経管栄養やたん

吸引など、それぞれ違う状況にあることがわ

かったところです。このような中、遷延性意識

障がいの方々は、それぞれの状態に応じ、介護

保険制度を初め、各種制度を活用して生活され

ていますので、制度の課題の有無ですとか、今

後どのような支援が必要なのか、家族会や施設

など、現場の方々と意見交換を行うとともに、

他県の状況も踏まえながら研究してまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。九○渡辺 創議員

州の中でも、例えば北九州市が、家族会の皆さ

んが企画する講演会に共催という形で協力され

たり、そういう動きも出てきていますので、

ケース、ケースで状況も違いますし、御家族の

苦労もあると思いますが、ぜひ寄り添った対応

を今後もお願いしたいと思います。

項目としては最後となりますが、中山間盛り

上げ隊についてお伺いいたします。

中山間地域と県内都市部との交流人口をふや

し、マンパワーの不足によって中山間地の集落

での維持が困難になってきた、お祭りであった

り、イベント、草刈り、また、時には傾聴活動

等々、要請に応じて取り組む中山間盛り上げ隊

は、９年目を迎えているわけですが、私は、宮
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崎県の誇るべき取り組みの一つではないかとい

うふうに高く評価をしているところです。その

中山間盛り上げ隊が、ことしの４月から、県内

を３地域に分割して、コーディネートを請け負

う事業者も変更があったというふうに聞いてい

ますが、見直しの理由と派遣の状況がどのよう

に変わっているのか、総合政策部長にお伺いし

ます。

中山間盛り上○総合政策部長（日隈俊郎君）

げ隊につきましては、近年、参加隊員や活動範

囲が固定化されつつあったこと等を踏まえ、支

援を必要とする新たな集落の掘り起こしや、よ

りきめ細かな対応等を目的としまして、今年度

から、集落と隊員との調整を行う事務局の業務

を県内３地区に分割して公募し、委託している

ところでございます。派遣状況につきまして

は、８月末現在で、17件の依頼に対し、延べ148

名を派遣しているところでございまして、前年

度の同時期と比較すると、５割程度の実績と

なっておりますが、所期の目的である、これま

で派遣のなかった市町村にも活動が広がってい

ること、また、新規の隊員登録もふえるなど、

集落と参加隊員との新たな交流も生まれている

ところでございます。

先ほども申しましたように、○渡辺 創議員

極めて重要な取り組みだと思っています。昨年

度までの事業者さんが、新しい団体を立ち上げ

て、同様の活動に熱心に取り組んでいらっしゃ

るわけですので、盛り上げ隊の数自体下がるの

は、いたし方ないというか、当然の流れだと思

いますが、中山間盛り上げ隊も、また新しい動

きのところも、ある種の連携協力もしながら、

実質的に中山間を盛り上げていく手助けがつく

れるというのが一番重要なことだと思っており

ますので、今後の展開について総合政策部長に

お伺いしたいと思います。

中山間盛り上○総合政策部長（日隈俊郎君）

げ隊は、集落と隊員との継続的な交流が行われ

る中で、双方に喜びや気づきがあるとともに、

新たなきずなが生まれ、個人的な支援活動等に

もつながるなど、集落の維持・活性化に資する

共助と協働の先進事例であります。県としまし

ては、人口減少や高齢化の進展により、中山間

地域の状況がますます厳しくなる中、こうした

盛り上げ隊の活動・交流を通じまして、一つで

も多くの集落が都市住民とのきずなを深め、本

事業の枠を超えて応援してもらえるような、そ

ういった関係が生まれることを期待していると

ころでございます。今後とも、盛り上げ隊の参

加者及び活動地域の拡大に努めまして、中山間

地域における交流人口の増加につなげてまいり

たいと考えております。

ありがとうございました。○渡辺 創議員

きょう、冒頭、ＬＧＢＴの方々が抱える課

題、また、生きづらさを少しでも減らしていく

社会のことについてお話をさせていただきまし

たが、多くの県民の皆さんが多様性を認め合い

ながら暮らしていける社会をつくるというの

は、恐らく河野知事の理念ともずれるところで

はないというふうに思いますので、引き続きの

取り組みをお願い申し上げまして、一般質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

次は、徳重忠夫議員。○横田照夫副議長

〔登壇〕（拍手） それでは、○徳重忠夫議員

通告に従いまして、順次質問をしてまいりま

す。

まず最初に、2025年問題についてお伺いいた

します。

今から８年後の2025年には、全国で約800万人



- 150 -

平成29年９月15日(金)

いるとされる団塊の世代が全て75歳以上の後期

高齢者になり、我が国は本格的な超高齢社会を

迎えます。本県においても、現在、総人口が減

少する一方で、高齢者人口は増加を続けてお

り、県が行った推計によりますと、平成27年の

高齢者人口32万3,000人が2025年には35万4,000

人となり、高齢化率は34.5％まで上昇すると見

込まれております。このように、高齢化社会が

急速に進展しますと、県民福祉の向上や産業の

振興など、あらゆる分野で多大な影響が出るの

ではないかと、私は懸念しているところであり

ます。

今年度、県議会では、2025年問題対策特別委

員会を設置し、私もその委員として、さまざま

な観点から調査活動に取り組んでおりますが、

地方創生のトップランナーを目指す本県にとっ

て、この2025年問題に真正面から向き合うこと

が大変重要であると考えております。そこでま

ず、知事に、2025年問題についてどう認識され

ているのか、お伺いしておきたいと思います。

次に、2025年問題に対する具体的な対応につ

いて、福祉保健部、商工観光労働部、農政水産

部にそれぞれ伺ってみたいと思います。

まず、福祉保健部長にお伺いしますが、今

後、増加する高齢者に対して、医療と介護を提

供できる体制の充実が必要であると考えており

ます。医療や介護のニーズの増加にあわせて、

医療費、介護費の増加が見込まれるわけであり

ますが、これから国全体が人口減少となってい

く中、現役世代の負担は、なお一層厳しくなっ

てくるものと考えます。これらの課題に対応し

ていくためにも、医療と介護がしっかり連携

し、住民みずからも介護予防や生活支援に取り

組む「地域包括ケアシステム」の構築が、極め

て重要になってくると考えております。そこ

で、2025年に向けて、地域包括ケアシステムを

構築するためにどのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長に伺っておきます。

また、近年、多くの企業から「人手が足りな

い」とか「人材を確保するのが大変である」と

いった声をよく聞くところであります。少子高

齢化が急速に進展し、本格的な人口減少社会に

突入している中で、今後ますます労働力人口が

減少していくことが見込まれておりますが、労

働力の確保ができなければ、企業活動にも大き

な影響を及ぼすのではないかと懸念していると

ころでもあります。特に、資金面や人材面など

経営資源に乏しい中小企業は、事業継続にも支

障が出てくるのではないかと、大変心配をいた

しております。そこで、今後、県内中小企業の

労働力確保にどのように取り組んでいくのか、

商工観光労働部長にも伺っておきます。

また、本県の基幹産業であります農業分野に

おいても、労働力不足は大きな問題になるので

はないかと考えています。農業は、既に基幹的

農業従事者の６割近くが65歳以上となってお

り、全国第５位を誇る本県の農業産出額や優良

農地の保全など、多くの面で支障を来すことが

大変心配されるところであります。

県では、第七次農業・農村振興長期計画の中

で、平成32年度には、920の農業法人が約２割の

農地を担い、県全体の約半分の農業産出額を生

み出すという将来像を示しておりますが、この

姿に近づけていくためにも、農業法人の雇用者

の確保は重要になります。これまで、農作業の

省力化・効率化を目指した農作業の機械化が進

んではおりますが、施設野菜の収穫作業など、

機械化が困難で多くの人手を必要とする作業も

まだまだ多く、安定した労働力が見込めない中

で、規模拡大にも限度があるのではないでしょ
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うか。そこで、今後、農業分野での労働力の確

保にどのように取り組んでいくのか、農政水産

部長にお伺いしておきます。

以上を壇上での質問といたしまして、後の質

問は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

2025年問題についてであります。団塊の世代

が75歳に到達する2025年に向けて、急増する社

会保障費への対応や、医療・介護サービスの維

持向上が喫緊の課題となっております。これら

の課題に対応するためには、国や県・市町村が

一体となった改革、またその仕組みづくりが必

要であり、効果的・効率的な医療提供体制の充

実や、「地域包括ケアシステム」の構築を着実

に進めていく必要があると考えております。

また、今後、若年人口の減少に伴い、さまざ

まな産業における担い手の確保がより一層厳し

くなることも懸念されますので、元気な高齢者

や女性が活躍できる環境の整備や少子化対策

を、総合的に推進していく必要があると考えて

おります。2025年問題は、県民生活に多大な影

響を及ぼしますことから、県内市町村はもとよ

り、関係機関との連携を深め、そして県民にも

幅広く参加・協力いただきながら、さまざまな

課題解決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〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（畑山栄介君）

えします。

「地域包括ケアシステム」についてでありま

す。地域包括ケアシステムの構築に向けた市町

村の取り組みを促進するため、県ではこれま

で、市町村や地域包括支援センターの職員等を

対象とする研修を実施し、県内外の事例の紹介

や情報交換の機会を提供してきたほか、市町村

の個別の課題について、現地に足を運び、丁寧

な相談支援に取り組んできたところです。

また、「医療・介護連携」や「介護予防」な

どのテーマごとに、市町村に対し、先進的な取

り組みを行っている県外の自治体等から直接助

言をいただくなど取り組みを行ってきた結果、

成功事例も生まれてきているところであり、今

後は、それらの事例を県内全域に拡大していき

たいと考えております。引き続き、市町村はも

とより、県医師会を初めとする医療・介護の関

係団体とも連携しながら、地域包括ケアシステ

ムの構築に積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（中田哲朗君）

お答えいたします。

中小企業の労働力確保についてであります。

県内中小企業の労働力を確保するためには、若

者の県内就職の促進や、女性、高年齢者の活躍

推進を図っていく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、企業と高校との

ネットワークの強化や企業説明会の開催等を通

して、若者に対し、県内企業の魅力や宮崎の暮

らしやすさをしっかり発信しているところであ

ります。

また、セミナーやイベントの開催等により、

女性の再就職を支援するとともに、シニア人材

バンクの活用等により、高年齢者の就業機会の

拡大にも取り組んでおります。これらの取り組

みにより、高校生の県内就職率を平成31年度ま

でに60％に引き上げることなどを目標に、引き
※

続き、労働局等の関係機関と連携し、中小企業

の労働力確保を図ってまいりたいと考えており

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（大坪篤史君）

えいたします。

※ 152ページに訂正発言あり

平成29年９月15日(金)
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農業分野での労働力確保についてでありま

す。県では現在、規模拡大を目指す農業法人等

の労働力確保に積極的に取り組んでいるところ

であります。具体的には、首都圏における就農

フェアや農業法人とのマッチングにより、ＵＩ

Ｊターン者等の法人等への就農支援に努めます

とともに、農業で働きたい人を幅広く募集し、

人手の必要な農場に必要な働き手を紹介する

「援農隊」の仕組みづくりにもモデル的に取り

組んでおります。今後、農業分野の労働力不足

は一層深刻になることが予想されますので、子

育て世代の女性や高齢者、障がい者など、より

幅広い方々が快適に働けるようなユニバーサル

な環境づくりを進め、労働力の安定確保に努め

てまいりたいと存じます。以上であります。

〔降壇〕

先ほどの○商工観光労働部長（中田哲朗君）

私の答弁の中で、修正をお願いしたいと思いま

す。私、高校生の県内就職率の31年度の目標

を60％というふうに申し上げましたけれど

も、65％でございます。訂正し、おわび申し上

げます。

それぞれありがとうございま○徳重忠夫議員

した。2025年問題は大変大きな問題でございま

す。知事を先頭に、それぞれ県民総力戦という

形で頑張っていただきますようにお願い申し上

げておきます。

それでは次に、吉都線など鉄道ローカル線の

維持について伺ってまいります。

一昨日、松村議員も、代表質問で鉄道につい

て聞かれましたが、私も地元議員の立場から

伺ってまいります。吉都線は、歴史を申し上げ

ますと、当初は「宮崎線」として、明治44年に

鹿児島県側から、明治45年に宮崎県側から工事

が開始されまして、大正元年に吉松―小林間が

開通したと言われております。４年前には、吉

都線の開通100周年を記念する盛大なイベントが

開催されました。「ふたりの吉都線」という歌

もつくられたところでございます。この盛り上

がりがずっと続くことを願っていたところでご

ざいますが、８月18日の宮日新聞で「吉都線や

日南線の利用激減」という新聞報道があり、大

ショックを受けたところでございます。

ＪＲ九州の発表によれば、ＪＲが発足した30

年前と比べると、吉都線の昨年度の利用者は３

分の１以下となっておるところであります。現

在、通勤・通学や通院などに利用されている方

はもとより、高齢社会が進展する中で、車を運

転できない方もたくさん出てまいりますので、

そのような方のためにも何とか維持しなければ

ならないと、このように思っております。そこ

で、本県の鉄道利用の減少を踏まえ、吉都線な

ど歴史あるローカル線の維持にどのように取り

組むのか、総合政策部長にお伺いしておきたい

と思います。

ＪＲ吉都線や○総合政策部長（日隈俊郎君）

日南線は、少子化等に伴いまして、利用者が大

きく減少しておりますが、通勤・通学や通院な

ど地域住民の生活交通手段として、また観光な

ど地域の産業を支える基盤として重要な役割を

果たしておるというふうに認識しております。

このため、沿線自治体で組織します利用促進協

議会が設置され、これまで県やＪＲ九州とも連

携しながら、イベント列車の運行や駅周辺の環

境美化活動の支援などを実施しているところで

あります。

また、吉都線の協議会では、沿線での利用を

ふやすため、本年度より、地元の小中学生が鉄

道を団体利用して遠足等に行く際の助成事業を

開始したところであります。県としましては、
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今後、これまでの協議会の取り組みに加え、沿

線の人口が減少し続ける中、他の地域からの利

用も伸ばしていく必要がありますことから、食

の魅力やラッピングを生かした列車等、他県で

の事例も参考にしながら、官民一体となった利

用促進策を展開するなど、さらなる取り組みの

強化について検討してまいりたいと考えており

ます。

大変厳しい問題でございます○徳重忠夫議員

が、吉都線などのローカル線の維持に向けて

は、県のリーダーシップを期待いたしておると

ころでございます。どうぞよろしくお願い申し

上げておきたいと思います。

次に、農政水産部長にお尋ねしてまいりま

す。肉用牛の生産についてお伺いしてまいりま

す。

国の統計調査によりますと、本県における平

成29年２月現在の肉用牛繁殖雌牛の頭数は８

万600頭で、前年調査時から1,800頭増加し、鹿

児島県に次いで全国２位であります。全国的に

繁殖農家の高齢化や担い手の減少が進む中、本

県では、いち早く、繁殖センターやキャトルセ

ンターといった「牛の飼養管理の一部を請け負

う専門施設」を整備し、肉用牛生産の分業化が

進められた成果だと考えております。

しかしながら、依然として、全国的な子牛出

荷頭数の不足により、子牛価格は、一時の高騰

はやや落ち着きを見せておりますが、現在も、

これまでにない高値で推移しておりまして、肥

育農家の素牛確保は、今後の枝肉相場を推測し

ますと、非常に厳しい局面を迎えるものと思い

ます。

こうしたことから、優良な子牛を安定生産

し、肥育農家などに供給するためには、繁殖農

家において、かなりの労働時間を占める自給飼

料生産部門を、地域の担い手等に受託してもら

い、分業化して、繁殖農家の自給飼料の確保の

向上と効率化が図れるシステムづくりが、肉用

牛の振興策として重要ではないかと考えている

ところでございます。そこで、自給飼料生産の

受託作業を担う生産組織、いわゆるコントラク

ターの現状について、農政水産部長にお伺いい

たします。

お尋ねのコン○農政水産部長（大坪篤史君）

トラクターにつきましては、畜産農家にかわっ

て、自給飼料作物の収穫を中心に、作付や堆肥

散布などの作業を行う組織でございまして、畜

産農家の労働の負担を軽減し、家畜の生産性の

向上を図る上で、大変重要な役割を果たしてお

ります。平成28年度現在、県内では47のコント

ラクターが活動しており、受託作業面積は

約3,700ヘクタールに達し、年々増加傾向にあり

ます。また、受託作業のみならず、みずから農

地を管理し、飼料作物の生産から販売までを手

がける組織も育ってきている状況でございま

す。

県内各地域に整備された大型○徳重忠夫議員

農場やＪＡが運営する繁殖センターなどの生産

拠点施設では、安定的に数量を確保できること

などから、自給飼料よりも輸入飼料が多く利用

され、中山間地域においては、農地の形状や作

業効率の面から、十分な自給飼料の確保が困難

であると聞いております。

また一方では、沿海地帯において、コントラ

クターによる大がかりな自給飼料生産が手がけ

られているとの話も聞きます。大型農場や中山

間地域に対し、コントラクターが生産した自給

飼料について、広く流通させる取り組みも必要

だと、このように考えます。そこで、自給飼料

の広域流通の取り組みについて、農政水産部長
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に伺っておきます。

自給飼料の生○農政水産部長（大坪篤史君）

産効率の高い平場地域で自給飼料の増産を行い

まして、その自給飼料を必要とする大型農場や

ＪＡが運営する生産拠点施設、さらには中山間

地域への広域流通を図りますことは、飼料の自

給率向上のためにも大変重要なことであると考

えております。そのため、県におきましては、

中山間地域等への広域流通に要する輸送経費の

支援をこれまで実施し、その結果、現在も広域

流通が継続されるなど、成果が上がってきてい

るところであります。また、広域流通が可能な

コントラクターの情報を地域へ提供し、自給飼

料を必要とする畜産農家等とのマッチングにも

努めているところであります。

ありがとうございます。○徳重忠夫議員

さて、北諸県地域におきましても、コントラ

クターが活躍しておりまして、その中心は畜産

農家の担い手であります。受託作業は年々増加

しておるようでございますが、コントラクター

の労働力はフル活動の状況で、農業経営にも支

障を来すおそれがあることから、これ以上の受

託作業の拡大は限界に来ているとの声も聞かれ

ております。このため、今後、専門的に作業の

引き受けが可能な、受託面積を拡大できるコン

トラクターの育成が必要であると考えます。

また、北諸県地域において、コントラクター

による自給飼料の委託生産から、さらに進ん

で、粗飼料と濃厚飼料をバランスよく混合した

飼料をそのまま給与することで、飼料の全てを

委託できる、いわゆる給食センターのようなＴ

ＭＲセンターが２つ稼働しておりまして、その

原料のほとんどは輸入飼料を利用していると聞

いております。今後、自給飼料を活用した施設

の運営も必要と考えております。そこで、今後

のコントラクターやＴＭＲセンターの育成に関

する考え方を、農政水産部長にお伺いしておき

たいと思います。

まず、コント○農政水産部長（大坪篤史君）

ラクターにつきましては、将来にわたって安定

的に自給飼料の増産を担えるよう、オペレー

ターの人材確保や農地集積を図りますととも

に、受託作業に必要な機械の導入支援などによ

り、受託作業のみならず、自給飼料の販売も可

能とする組織づくりも推進してまいります。

次に、ＴＭＲセンターにつきましては、現

在、県内で５つの施設が稼働しているところで

すが、その多くが輸入飼料が主体となった給与

飼料の製造が行われている状況にございます。

したがいまして、今後は、コントラクターと連

携し、自給飼料を主に活用した飼料製造を進め

ますとともに、新たなＴＭＲセンターの整備を

図るなど、飼料の自給率向上に努めてまいりた

いと存じます。

自給飼料生産の分業化のため○徳重忠夫議員

に、コントラクターやＴＭＲセンターを育成強

化することは、地域の雇用の場まで広がってく

ると、こう思っております。高齢の畜産農家で

は、飼料生産の確保を心配せず、安心して経営

を継続できますし、大型農家等では、機械導入

費の削減とともに、飼料生産の労働力低減によ

り、その時間を飼養管理に回すことができ、一

層の生産性向上が図られ、儲かる農業の実現に

よる後継者の確保へもつながると考えておりま

すので、今後とも引き続き、分業化の取り組み

支援をよろしくお願い申し上げておきたいと、

このように思っております。

それでは次に、県土整備部長にお尋ねいたし

ます。都城志布志道路について伺います。私

は、宮崎自動車道の都城インターチェンジと志
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布志港を結ぶこの地域高規格道路の一日でも早

い完成を願っており、これまでもたびたび県議

会で質問をしてきたところでありますが、平

成29年度において、前年度を大きく上回る道路

整備予算が配分され、宮崎、鹿児島の両県で、

より一層の整備が進むものと期待しているとこ

ろであります。

このような状況の中、国の施工区間である都

城インターチェンジから五十町インターチェン

ジまでの国道10号都城道路のうち、平成30年度

の供用が予定されている南横市インターチェン

ジから平塚インターチェンジ間2.8キロメートル

は、畑や宅地を掘削して道路がつくられる区間

であり、用地取得が完了していると聞いておる

ものの、掘削工事がほとんど進んでいないよう

に感じられ、地元では、予定どおり供用できる

のか、心配する声も多く聞かれております。

その原因といたしましては、掘削残土を処理

する場所がないためではないかと、こうも思っ

ているところでございます。そこで、国施工区

間である国道10号都城道路の南横市インター

チェンジから平塚インターチェンジ間の進捗状

況について、県土整備部長にお伺いしておきた

いと思います。

国が施工す○県土整備部長（東 憲之介君）

る延長約13キロメートルのうち、これまでに五

十町インターチェンジから平塚インターチェン

ジ間の約1.9キロメートルが供用されておりま

す。それに続く平塚インターチェンジから南横

市インターチェンジ間の約2.8キロメートルにつ

きましては、橋梁などの構造物が14カ所で計画

されておりまして、これまでに９カ所が完成

し、残る５カ所についても工事が進められてお

ります。

さらに、今年度から本格的な掘削工事を行う

予定であり、発生土については、盛り土区間や

公募により確保した土地へ搬出することとして

おり、平成30年度の開通に向け、計画的に工事

を進めていると伺っております。県としまして

は、今後とも、国や鹿児島県とも連携しなが

ら、都城志布志道路の整備促進に取り組んでま

いりたいと考えております。

ぜひよろしくお願い申し上げ○徳重忠夫議員

ておきたいと思います。

次に、えびの高原にアクセスする県道につい

て、県土整備部長にお尋ねいたします。宮崎県

側からえびの高原にアクセスする道路は、現

在、小林えびの高原牧園線とえびの高原小田線

の２本の県道があります。このほか、県道栗野

停車場えびの高原線といいまして、鹿児島県湧

水町の栗野駅からえびの高原に至る道路が、昭

和36年に鹿児島県側が、昭和37年に宮崎県側が

県道認定されておりますが、県境部の約3.5キロ

メートルにおいて、宮崎県側の約３キロ 全―

てでございます 、鹿児島県側の約500メート―

ルがいまだ供用されていない状況であります。

この未供用区間の周辺の地形や自然環境など

を考えますと、この整備には多くのハードルが

あることは察しているところでありますが、私

もメンバーとなっております、宮崎、鹿児島両

県の議員有志で組織された「環霧島県議会議員

連盟」の意見交換会の場において、この県道が

えびの高原へのアクセス道路として、また霧島

山での火山活動による災害発生時の避難路とし

ての役割が期待されることから、その整備を強

く望むとの意見が出されたところであります。

そこで、県土整備部長にお尋ねいたしますが、

県道栗野停車場えびの高原線の未供用区間につ

いて、部長は現地を見られたことがあるのか。

また、整備に対する考え方を伺っておきたいと



- 156 -

平成29年９月15日(金)

思います。

県道栗野停○県土整備部長（東 憲之介君）

車場えびの高原線の未供用区間につきまして

は、国立公園区域内にあることや地形が険しい

こと、また希少生物のクマタカが確認されたこ

となど、さまざまな課題があることから、これ

まで事業化に至らなかったところであります。

このような中、近年、硫黄山の火山活動が活

発化している状況にあり、この区間の整備を望

む意見がありますことから、私自身、ことし４

月に、未供用区間やその周辺の状況を確認した

ところでありまして、えびの高原へのアクセス

道路が複数あることは、防災体制の充実や観光

振興に有効であると感じたところであります。

しかしながら、この区間の整備につきまして

は、自然環境の保護などさまざまな課題もあり

ますことから、どのようなルートが実現可能な

のか、鹿児島県と連携して調査を進めてまいり

たいと考えております。

ただいま、部長も現地を見て○徳重忠夫議員

いただいたということでございますが、実は８

月４日、議員連盟の宮崎・鹿児島両県議会議員

８名、湧水町長や周辺自治体の職員など、総

勢20数名で現地調査を行ったところでありま

す。

その際、宮崎県側に県境部まで延びる林道も

調査をさせていただきました。私見であります

が、これを利用すれば、比較的安い予算でつな

げられるのではないかと感じたところでありま

す。既に林道として幅員2.5メーターぐらいの道

路が通っているわけであります。さまざまな

ルートを御検討いただきながら、何とか実現し

ていただきたいと考えておるところでございま

す。そこで、知事にもお尋ねしたいと思いま

す。県として、県道栗野停車場えびの高原線の

未供用区間の解消に向けどのように取り組んで

いくつもりなのか、お伺いしておきたいと思い

ます。

えびの高原は、霧島錦○知事（河野俊嗣君）

江湾国立公園の一部を構成します県内有数の観

光地でありまして、ことしは、熊本の八代港に

寄港しましたクルーズ船の周遊コースにも組み

込まれたということで、海外からの観光客も多

く訪れているところであります。近年、活発化

しております硫黄山の火山活動の状況を考えま

すと、防災機能の強化を含めた道路ネットワー

クを充実させることは、えびの高原の観光振興

を図る上でも重要であると考えているところで

あります。この県道の未供用区間の解消につき

ましては、さまざまな課題もございますことか

ら、議員の御提案も踏まえて、鹿児島県とも連

携を図りながら対応を考えてまいります。

ぜひ前向きに御検討いただき○徳重忠夫議員

ますように、お願い申し上げておきます。

次に、ドローンについて伺ってまいります。

先日、会派調査で、宮崎市内の旧穆佐小学校

がベンチャー企業向けの賃貸オフィスとして活

用されている施設を視察いたしました。そこに

はドローン関連の会社も入居しており、そこで

の操縦技術や安全運航管理の研修を受けると、

ドローンの操縦技能証明証等が取得でき、ま

た、その会社は、行政や企業からの依頼で写真

撮影も行っているとのことでございます。

ドローンについては、最近になって、新聞報

道等で見聞きしているところでありますが、今

後、さまざまな分野での活用が期待され、本県

においても、既に県土整備部や企業局で導入し

ていると聞いております。ドローンの活用によ

り、業務が効率的に実施できるのは喜ばしいの

ですが、その一方で、飛行に関するトラブルや
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事故も少なからず発生しており、一歩間違える

と人命にかかわるおそれもあります。

また、飛行に際しては、航空法による規制も

あり、操縦技術の習得にも大変時間がかかると

聞いております。そのため、専門機関による講

習や訓練など、安全対策も非常に重要であると

考えております。現在、県が保有しているド

ローンの活用状況と安全対策について、県土整

備部長及び企業局長にそれぞれお伺いしておき

たいと思います。

まず、活用○県土整備部長（東 憲之介君）

状況であります。県土整備部では、建物の劣化

状況調査において、これまで職員が、体育館の

屋根など危険が伴う高い場所で作業を行ってお

りました。このような状況を解消するため、平

成28年度にドローンを導入し、年間50棟ほど

で、安全で詳細な調査が可能となったところで

あります。

次に、安全対策でありますが、市街地で飛行

させるため、航空法に基づく許可を受け、さら

に、国のガイドラインや飛行マニュアルに基づ

き運用しております。具体的には、民間機関で

操縦訓練を定期的に受講したり、指示、操縦及

び監視の３名体制で運航するなど、安全確保に

努めております。また、独自の取り組みとし

て、機体はメーカーによる定期点検を受け、万

一に備え、賠償責任保険にも加入しておりま

す。今後とも、引き続き、安全な運用に努めて

まいりたいと考えております。

まず、活用状況で○企業局長（図師雄一君）

あります。企業局におきましては、平成28年度

にドローンを導入いたしまして、発電所や送電

線などの設備の点検調査等に活用しておりま

す。これによりまして、送電線鉄塔上部などの

危険を伴う高所での作業負担が軽減されますと

ともに、目視が困難な箇所についても、より詳

細な調査が可能となったところであります。

次に、安全対策についてでありますが、国が

示すガイドライン等を踏まえて、企業局独自の

ドローン管理運用要領や操縦者育成研修実施要

領を制定しまして、操縦者の養成を行っており

ます。また、飛行に当たりましては、調査施設

が山間部にあることから、航空法に基づく許可

は不要ではありますが、県土整備部同様、安全

面に留意しながら運用しているところでありま

す。企業局といたしましては、今後とも、ド

ローンのさらなる有効活用を進めるとともに、

操縦者育成研修の充実により、職員の操縦技能

向上を図るなど、引き続き、安全な運用に努め

てまいりたいと考えております。

それぞれありがとうございま○徳重忠夫議員

した。県土整備部や企業局で、昨年度からド

ローンを導入したとのことであります。今後、

講習会など、安全面に配慮しながら運用してい

ただきますように、お願い申し上げておきたい

と思います。ドローンは、建物・設備の調査の

ほかにも、例えば、農業であれば、農薬散布と

か農作物の生育状況の調査とか、また、災害時

には被災状況の把握など、さまざまな分野で活

用を図ることができ、行政の効率化などにもつ

ながるものではないかと考えております。幅広

い活用を今後検討していただくようにお願い申

し上げておきたいと、このように思います。

さて、先ほどお話ししましたが、会派の調査

で視察した、ドローン操縦訓練や研修をしてい

る民間団体は、移転改築した穆佐小学校の旧校

舎を活用した施設内に開業されていました。そ

の民間団体の方とお話ししたところ、ドローン

の操縦訓練には広い場所が必要となりますが、

航空法の規制や河川敷・公園などでは、周囲の
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住民や施設利用者の安全確保とか、いろいろな

課題が多く、訓練場所の確保に苦労していると

のことでありました。

しかし、廃校となった学校施設であれば、ド

ローンの操縦訓練に活用できるのではないかと

考えられます。そこで、県内にはたくさんの廃

校があるように聞いておりますが、廃校となっ

た学校施設の利活用状況と、ドローンの操縦訓

練の場所として利活用することはできないの

か、教育長にお伺いしておきたいと思います。

県内の廃校となった○教育長（四本 孝君）

学校施設の利活用状況についてでありますが、

平成14年度以降に廃校となった県内の学校施設

は84校であります。県立学校につきましては、

高原高校跡地を現在売却に向けて手続中であり

ます。市町村立小中学校につきましては、複数

の用途に活用されている廃校施設もあります

が、主な活用事例といたしましては、社会教育

施設や社会体育施設が33校、福祉施設が７校、

体験交流施設等が５校、市町村の庁舎や避難施

設等が12校、そして企業等の施設が７校となっ

ております。

これら廃校跡地の利活用については、市町村

が判断するものではありますが、県といたしま

しては、お話のありましたドローンの訓練場所

としての活用を含め、利活用に関する情報提供

を行っ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○徳重忠夫議員

す。

ドローンは、先ほど申し上げましたが、さま

ざまな分野で導入が進んでおり、成長が期待さ

れる産業だと考えております。隣の大分県で

は、ドローン産業の振興や集積を目指すための

産学官が連携した協議会を既に立ち上げており

ます。ドローン産業の事業モデルの研究や機材

開発等に積極的に取り組んでいると伺っており

ます。本県において、ドローン関連産業の振興

に取り組む考えはないか、商工観光労働部長に

お尋ねしておきたいと思います。

ドローン○商工観光労働部長（中田哲朗君）

は、昨今の急速な普及によりまして、企業活動

や産業現場に革新的な変化をもたらしており、

今後もさらなる成長が見込まれると考えており

ます。

現在、ドローンの活用事例としましては、お

話がありました、高所、危険箇所での撮影・測

量、農薬散布などが一般的に挙げられますが、

今後ＩｏＴ社会がますます進展し、無線やイン

ターネットなどの通信技術と密接に連携するこ

とで、従来にはなかった新たなビジネスモデル

の創出が期待できるものと考えております。こ

のため、県としましては、県内企業のドローン

に関するビジネスチャンスを後押しできるよ

う、他県の取り組みも参考にしながら、最新技

術に関する情報収集やセミナー等の実施につい

て、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ前向きに御検討いただき○徳重忠夫議員

ますように、お願いしておきたいと思います。

次に、教育長に伺ってまいります。全国学力

・学習状況調査について伺います。本県は、昨

年、一昨年と、小学校国語のＡ問題しか全国平

均を上回っておらず、その他については、全国

平均を下回る結果となっております。

先般、全国学力・学習状況調査で常に全国上

位にある秋田県を視察いたしました。まず感じ

たことが、学力について説明してくれた県教育

委員会の担当者の熱意でありました。秋田県の

学力向上を図るために、効果的な施策を展開す

るとともに、県と学校が一丸となって学力向上
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に取り組んでいる様子が伝わってまいりまし

た。

本県におきましても、学力向上の取り組みが

進められておりますが、もっと秋田県のような

全国学力・学習状況調査の上位県の取り組みに

学ぶ必要があると、私は考えたところでありま

す。そこで、先日公表された本年度の調査の結

果を踏まえ、本県の学力向上のこれまでの取り

組みと今後の対策について、教育長に伺ってお

きたいと思います。

本県では、従前から○教育長（四本 孝君）

学力向上に取り組んでおりますけれども、昨年

度からは、秋田県などの取り組みを参考に「“

ひむか”の授業づくり推進事業」を立ち上げま

して、市町村と連携して、重点的に支援する学

校を訪問したり、現場の教師と指導主事が一体

となって、授業づくり研修会を実施したりする

など、学力向上対策の強化に努めてきたところ

であります。

その結果、先般公表されました今年度の全国

学力・学習状況調査では、小学校６年生、中学

校３年生のいずれも、国語と算数・数学の基礎

的・基本的な知識を見る「Ａ問題」につきまし

ては、全国平均を上回ることができたところで

あります。一方、活用する力を見る「Ｂ問題」

につきましては、今回におきましても、全国平

均を下回っております。県教育委員会といたし

ましては、現在進めております学力向上の取り

組みを継続するとともに、「活用する力」を伸

ばすためのさらなる対策を検討し、市町村教育

委員会や各学校と一丸となって取り組んでまい

りたいと考えております。

本年度は、Ａ問題について○徳重忠夫議員

は、全て全国平均を上回るということでござい

ますが、秋田県と比較すると、かなりの差があ

るということだけは御理解を賜りたいと思いま

す。今後も、秋田県などの取り組みを参考にし

ながら、本県の子供たちの学力が一層向上する

よう取り組みを充実させていただきたいと、こ

のように思います。

また、全国学力・学習状況調査では、あわせ

て、児童生徒の生活・学習面の意識調査も行わ

れております。この調査では、「学習に対する

関心・意欲・態度」や「規範意識・自尊感情」

「学習の基礎となる活動・習慣」等について、

児童生徒が回答するようになっております。私

は、生活面などの意識の高さと学力の向上には

密接な関係があると、このように考えておりま

す。

先ほど申し上げました秋田県の視察の際に、

秋田県の児童生徒の調査結果の資料をいただき

ましたが、秋田県では、「朝食を毎日食べてい

る」「毎日同じくらいの時刻に起きている」

「ものごとを最後までやり遂げて、うれしかっ

たことがある」などの項目に対して、これまで

常に90％以上の子供たちが肯定的な回答を示し

ております。このように、秋田県では、生活や

学習に関する児童生徒の意識も全国より高く

なっておりますが、このことについて、本県の

状況を踏まえ、教育長の所見を伺っておきたい

と思います。

御指摘にありました○教育長（四本 孝君）

ように、秋田県は、基本的な生活習慣や望まし

い学習習慣に関する項目ともに、肯定的な回答

をした児童生徒の割合が高く、このような結果

が学力の向上につながっているのではないかと

考えております。このうち、「朝食を毎日食べ

ている」などの基本的な生活習慣に関する主な

項目については、本県においても秋田県と同様

に、90％以上の児童生徒が肯定的な回答をして
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おります。

一方で、「自分たちで課題を立てる」「相手

の考えを最後まで聞く」「自分の考えをしっか

りと伝える」などの学習習慣に関する項目にお

きましては、本県は、全国的には高いレベルに

あるものの、秋田県と開きがあるのが現状であ

ります。今後とも、本県児童生徒のよいところ

を伸ばしつつ、授業改善や家庭学習の充実を図

り、学力向上へ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す。本県○徳重忠夫議員

の児童生徒の生活習慣は、おおむね全国平均を

上回り、良好な状態にあるとのことでしたが、

秋田県に比べ、学習習慣に関する項目において

課題が見られるということでありました。こう

した学習習慣を改善することが、学力向上にも

つながっていくと考えますので、授業改善に向

けた取り組みをさらに進めていただきたいと、

このように思います。

本県と秋田県では、学力調査の結果に差があ

ります。私なりに分析したところであります

が、意識調査において、本県と秋田県では、学

習習慣の「復習」の項目に約15ポイントの差が

見られました。昔から復習の大切さは言われて

おるところでありますが、私は、この復習が学

力向上の大きな鍵を握ると考えております。そ

こで、秋田県と本県では、学習習慣の復習の結

果に差があり、この復習が学力向上に特に大切

だと考えておりますが、教育長の所感をお聞き

しておきたいと思います。

御指摘のとおり、家○教育長（四本 孝君）

庭での復習は、学習内容の定着につながり、学

力向上を図る上で極めて重要であると認識して

おります。このため本県では、これまでも、学

校や家庭に配付した「みやざき「学びのすす

め」」のパンフレットにおきまして、「宮崎の

学力を伸ばすひむか３か条」を示し、その中

で、授業で学んだことを家庭でしっかりと振り

返ることの大切さについて啓発してまいりまし

た。県教育委員会では、今後とも、市町村教育

委員会や学校と一体となって、子供たちが積極

的に復習に取り組むよう、指導の徹底を図って

まいります。

ぜひ復習については前向きに○徳重忠夫議員

取り組んでいただきたい。復習は学力向上の大

きな鍵となると、このように考えます。今後と

も、御指導のほどよろしくお願い申し上げてお

きたいと思います。

秋田県では、学力向上を図るために、県と各

学校の先生たちが一体となった、マンパワーに

よる取り組みが進められている一方で、小学校

から中学校までの全ての学年で、きめ細かな指

導による基礎学力の定着と向上を図るため

に、30人程度の学級編制ができるよう教員の人

的措置が行われております。今回の視察でも、

学力向上を含め、教育に一定の成果を求めるな

らば、秋田県のように、30人程度の少人数学級

を実現することも必要であり、そのためには、

予算の確保が必要であることを改めて感じさせ

られました。

教育は、施策がすぐに結果としてあらわれる

ものではありませんが、子供たちは未来の宝で

あります。本県の子供たちの学力に課題がある

のであれば、ここに予算を投入すべきだと考え

ておるところであります。学力向上のため、本

県独自に教員を配置するなどの考えはないの

か、知事の考えをお伺いしておきたいと思いま

す。

本県では、児童生徒が○知事（河野俊嗣君）

一人一人抱える課題に応じまして、きめ細かな
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指導ができますよう、国の加配定数を活用しま

して、小学校１・２年生で30人学級、中学校１

年生で35人学級を実施しております。児童生徒

の学びを充実させるために、少人数学級は効果

的であると考えておりますが、県独自でほかの

学年へ拡大を行うには、多額の財源措置が必要

となりますので、困難な状況だと考えておりま

す。このため、私みずから教育長とともに文部

科学省を訪問し、少人数学級の拡大について要

望を行っているところであります。

国においては、本年度からの10年間で、加配

定数の約３割を基礎定数化することとしたとこ

ろでありますが、引き続き、国に対して、教職

員定数のさらなる改善を強く求めてまいりたい

と考えております。

ありがとうございます。本県○徳重忠夫議員

独自の財源措置は大変厳しいというような御答

弁でございました。児童生徒の学びを充実させ

るためにも、少人数学級が実現できるよう、引

き続き、国に対する要望をしっかりとやってい

ただきたいと思います。

最後の質問になりますが、小中一貫教育につ

いてお伺いしてまいります。今年５月に、新富

町の新田学園に視察に行ってまいりました。意

見交換会では、土屋町長、米良教育長も同席し

ていただき、活発な意見交換を行うことができ

ました。特に印象に残ったのは、新富町の教育

に対する思いと、新田学園の先生方の生き生き

とした姿でありました。

校長先生に小中一貫教育の成果を伺ったとこ

ろ、小学生が中学生の姿を見て、「自分もあの

中学生みたいになりたい」と思うようになっ

た、小中学生が交流する中で、学校行事が活発

になったり、学力が向上したりするなど、さま

ざまな成果があるということでありました。

県内には、新田学園を初め、６市２町で小中

一貫教育を進めている学校が18校あると聞いて

おります。私自身、新田学園の視察を経て、小

中一貫教育の可能性を大いに感じたところでも

あります。そこで、小中一貫教育を充実するた

めに、県教育委員会としてはどのような取り組

みを行っていこうとされているのか、教育長に

お伺いしておきたいと思います。

本県ではこれまで、○教育長（四本 孝君）

「一貫教育普及・支援事業」などを推進し、県

内各地の実態に応じて取り組まれてきた小中一

貫教育の普及・啓発に努めてまいりました。そ

の結果、お話のとおり、県内18の学校で小中一

貫教育が進められているところであります。現

在、県教育委員会といたしましては、市町村に

対し、小中一貫教育のすぐれたカリキュラムの

紹介や、国からのさまざまな情報提供を行うと

ともに、県内の小中一貫教育の取り組みを事例

集にまとめ、各学校に配付するなど、小中一貫

教育の充実に向けて、引き続き支援に努めてい

るところでございます。

どうもありがとうございまし○徳重忠夫議員

た。

現在、県教育委員会で進められている取り組

みを今後とも積極的に進めていただき、小中一

貫教育がより充実したものになるようにお願い

申し上げまして、私の一般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）

以上で本日の質問は終わり○横田照夫副議長

ました。

次の本会議は、19日午前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46分散会


