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平 成 2 9 年 1 2 月 ４ 日 （ 月 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（37名）
1番 武 田 浩 一 （自由 民 主 党 く し ま）

2番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 来 住 一 人 （日本共産党宮崎県議会議員団）

5番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

6番 岩 切 達 哉 （ 同 ）

7番 後 藤 哲 朗 （宮崎県議会自由民主党）

8番 右 松 隆 央 （ 同 ）

9番 二 見 康 之 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 原 正 三 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （自由民主党 青の国）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 髙 橋 透 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 徳 重 忠 夫 （宮崎県議会自由民主党）

20番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

21番 中 野 一 則 （ 同 ）

22番 中 野 明 （ 同 ）

23番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 濵 砂 守 （ 同 ）

27番 井 上 紀代子 （県 民 の 声）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 太 田 清 海 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 井 本 英 雄 （ 同 ）

35番 山 下 博 三 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 星 原 透 （ 同 ）

39番 横 田 照 夫 （ 同 ）
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知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文
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危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

環 境 森 林 部 長 川 野 美奈子

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 大 坪 篤 史

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 原 田 幸 二

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 谷 口 浩太郎

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、有

岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。郷中の会の有岡です。通告

に従い質問をさせていただきます。

まず、河野知事の３選出馬表明を受けまし

て、知事の政治姿勢において、私が危惧してい

る課題は財政の硬直化です。長期的な財源の確

保が見通せない現状において、特に宮崎県公共

施設等総合管理計画では、今後40年間で改修や

更新に約6,700億円が見込まれ、大規模施設整備

は待ったなしの状態です。県債においては、臨

時財政対策債を除く県債残高は年々減少してき

ましたが、今後は施設整備費や維持に多額の県

債を発行することとなります。

平成29年度末の県債残高は8,642億円余りであ

り、県債依存度は10.5％となっています。人口

減少の中、県債の発行に伴う償還費の増加は次

世代への負担となります。駅伝競走に例えるな

らば、我々は先人から受け継いだ宮崎県という

たすきをかけて、与えられた今の時代を走って

います。そして、次の世代にたすきを渡すとき

に、安心して頑張っていける状態で渡すことが

できるのか、それとも大きな負担や不安を背負

わせた状態でたすきをつなぐのかが問われま

す。私は、次の世代がたすきを受け取るときに

は、宮崎県という自信と希望を乗せたたすきを

手渡せるよう努力することを決意しています。

それでは、国体施設整備について、知事にお

伺いいたします。

国民体育大会の競技会場は、公開競技を含め

て、県内26市町村及び隣県の協力で実施される

予定と伺っております。現在、県下の市町村の

施設の多くは、昭和54年宮崎国体以前に整備さ

れ、補修を繰り返しながら利用されていると認

識しています。そこで、国民体育大会を全県下

で行うためには、各市町村の受け入れ競技に応

じて施設の整備が必要となります。県として、

市町村の施設の整備をどのように取り組まれる

のかお伺いいたします。

次に、総合政策部長に県有主要施設の整備に

ついてお伺いいたします。６月の一般質問で、

国体に向け、競技力向上を初め、大会運営、国

体後のスポーツランドみやざきの発展には、県

の各競技団体の理解と協力が不可欠であると申

し上げました。県の各競技団体からどのような

意見が出されたのか、内容をお伺いいたしま

す。

次に、教育長にお伺いいたします。今回の整

備地について、６月の一般質問で、延岡市民体

育館を残してほしいという声があること、山之

口運動公園は、旧山之口町運動施設として親し

まれ、体育館、野球場、芝生広場など、地域の

皆さんの広場となっていることはお伝えしてお

ります。そこで、周辺住民や施設利用者への説

明と理解が得られているのかお伺いいたしま

す。

次に、大規模災害廃棄物処理対策について、

環境森林部長にお伺いいたします。

東日本大震災や熊本地震など大規模災害時に

は、多くの災害廃棄物の処理が課題となりまし

た。平常時の備えとして、廃棄物処理法第５条

の２と５に定める県の役割の整理と記載につい

て、どのような災害廃棄物処理計画と対応マニ

ュアルが準備されているのかお伺いいたしま

平成29年12月４日(月)
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す。

次に、熊本地震で例があるように、災害廃棄

物処理施設が地震などで被災した場合は、どの

ような対応を想定しているのかお伺いいたしま

す。特にエコクリーンプラザみやざきのよう

に10市町村の広域化施設の場合など、県として

の対応が必要とされます。また、一例として、

日向灘南部地震の想定される災害廃棄物発生

量520万9,000トンに対して、分別等の仮置き場

の面積は約87ヘクタールが必要と想定されてい

ます。部長に計画についてお伺いいたします。

続いて、エコクリーンプラザみやざき問題に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

平成17年台風14号において、大淀川流域の災

害廃棄物の処理に、エコクリーンプラザみやざ

きの公社の皆さんや多くの関係者に協力いただ

き、大変お世話になりました。特に、台風通過

後約４カ月半、公社の皆さん方に災害廃棄物の

処理に御尽力をいただきました。その後、私

は、エコクリーンプラザみやざき問題につい

て、平成18年度は宮崎市議会議員でありました

ので、話題としては聞いておりましたが、全容

を知るまでには至っておりませんでした。

平成17年当時、公社に県や市から派遣されて

いた３名から、先月、「エコクリーンの真

実19」の文章が届きました。これまでの文章の

中で読み取れることは、一般廃棄物新規処分場

選定において、もともと沢があり、盛り土部分

が多く、軟弱地盤の土地を選定したこと、４万

トンの汚染水をためる浸出水調整池に、その重

みに耐えられる補強くいを打たなかったことが

示され、平成15年11月の時点で「現場において

浸出水調整池工事１工区の施工業者が地盤調査

を行い、地盤補強工事のくいを打つべきである

と進言するが、受け入れられなかった」とあり

ます。このことについて、県としての見解をお

伺いいたします。

次に、善管注意義務について文章の中で、

「公社側がコスト削減を理由として、くい打ち

工法などの提案を採用しなかった」、土地選

定、土地造成、工法の選定、派遣する役職員の

人事管理など今回の問題の原因として、「公社

と県が善管注意義務を怠った」と指摘していま

す。このことについての見解を、担当部長にお

伺いいたします。

次に、障がい者スポーツについて、福祉保健

部長にお伺いいたします。

第17回全国障害者スポーツ大会「愛顔（えが

お）つなぐえひめ大会」において、個人競技で

すばらしい成績をおさめられております。反

面、団体競技においては、参加することができ

ていません。障がい者スポーツの裾野を広げる

ためには、練習環境とともに指導者の育成な

ど、課題が山積しています。そこで、本県にお

ける障がい者スポーツの推進のために、指導者

育成など、どのような取り組みを進めておられ

るのかお伺いいたします。

次に、障がい者スポーツセンターの設置につ

いてお伺いいたします。先月、大阪市長居障が

い者スポーツセンターを視察してまいりまし

た。昭和49年に日本で初めて障がい者スポーツ

センターができ、体力の維持、身体機能の向上

などを目的に、いつ一人で来館しても指導員と

仲間がいて、安心していろいろなスポーツを楽

しめる施設となっています。障がい者スポーツ

の拠点として、選手、指導者、さらに運営ス

タッフ、審判員など総合的に取り組み、将来に

つながる拠点施設整備について御所見をお伺い

いたします。

次に、鮮度保持システムについて、農政水産

平成29年12月４日(月)
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部長にお伺いいたします。

先月、佐賀市に本社を置く株式会社炭化を訪

問しました。平成24年設立の新しい会社です

が、一昨年、九州未来アワード大賞、九州・山

口ベンチャーマーケット優秀賞を受賞された企

業です。青果物の鮮度保持システムとして、海

外への輸出の実証実験を行っています。特に注

目すべきは、鮮度保持剤の原料です。地元の放

置竹林と地元の三番茶から、竹炭と茶カテキン

という自然素材を主体にできている鮮度保持剤

であり、国内輸送・コンテナ海外輸送時、さら

に貯蔵などでの食品ロスに取り組んでおりま

す。そこで、本県の青果物の輸送・保管時の鮮

度保持の取り組みをお伺いいたします。

次に、人材育成とキャリア権について、総務

部長にお伺いいたします。

宮崎県人材育成基本方針の４つの柱に、「職

員の個性や適性を重視した、人を育てる人事管

理の推進」とあり、若手職員のジョブローテー

ションの必要性は私も理解できます。しかし、

採用になったときから職員はキャリアデザイン

を意識し、自分が県政において取り組むべき問

題意識を持ち続けること、さらに行政のプロと

して時代の変化に対応できる専門性が求められ

ます。本県のシンクタンクとして期待する職員

の皆さんの人材育成のあり方について、お伺い

いたします。

次に、道路交通法38条について、警察本部長

にお伺いいたします。

私が、本県出身の外交官、根井三郎氏の功績

を求めて、ウラジオストクの日本総領事館やウ

ラジオストク駅周辺を徒歩で移動しております

と、本通りはかなり渋滞するほどの車社会であ

りました。その８割以上の車が日本車というこ

とでありますが、日本と違う交通マナーがあり

ました。それは、信号のない横断歩道の前に立

つと、必ず車はとまって歩行者に譲るマナーで

す。車が多くて渋滞していても、必ず歩行者優

先でとまってくれました。

先日、二見議員からもありましたが、当たり

前のことでありますが、道路交通法38条を遵守

し、信号機がない横断歩道等における歩行者の

優先が、本県においても徹底できるのではない

かと感じたところです。そこで、子供たちの目

線に立ち、大人が歩行者優先の模範を示せたな

らば、近い将来、歩行者優先・保護が当たり前

となり得ると期待するわけですが、警察本部長

にその取り組みについてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、再質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

２巡目国体に向けた市町村施設の整備につい

てであります。２巡目国体につきましては、10

月に設立しました宮崎県準備委員会において、

会場地は、可能な限り県内各地で開催すること

や、競技施設は、国が示している国体の施設基

準をベースにしつつ、可能な限り県内の既存施

設を活用することなどの基本方針が決定された

ところであります。今後、これらの基本方針を

もとに、市町村とも連携をしながら、県準備委

員会において検討してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 県有

主要３施設に係る競技団体からの意見について

であります。競技団体に対しましては、各団体

が主管する大会の開催場所や参加人数、大会運

営に必要な役員数といった現状のほか、必要な

施設の規模や機能などについて、順次お話を

伺っているところであります。

平成29年12月４日(月)
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その中で、団体によっては、会場地までの距

離が遠くなり、選手や役員の移動で負担が大き

くなる、あるいは宿泊施設の確保について心配

する意見もありました。また、今回の施設整備

に当たりましては、全国あるいは国際規模の大

会開催が可能で、多目的に活用できる施設を整

備してもらいたいといった要望もあったところ

でございます。今後も、引き続き競技団体とも

意見交換を行いながら、施設整備の内容や競技

団体に対する支援策等について検討を進めてま

いりたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（桑山秀彦君）〔登壇〕 お答えい

たします。

人材育成のあり方についてであります。県で

は、行政ニーズが複雑多様化する中、県政の課

題に対応し、効率的かつ効果的な行政サービス

を提供するためには、職員一人一人が意欲を

持って業務に取り組み、個々の能力を最大限に

発揮できることが重要であるとの考え方のも

と、人材育成基本方針を定めているところでご

ざいます。

この方針に基づきまして、専門性を高める観

点から、採用後一定程度の行政経験を積んだ職

員を対象に、その知識や経験をさらに生かし、

必要とされる特定分野のスペシャリストとして

育成するために、在課期間を長期化させるな

ど、柔軟な人事配置を行いますとともに、専門

的な知識や技術の習得に向けた研修等を実施し

ているところであります。今後とも、職員の能

力や適性、さらには本人のキャリア選択の意向

なども十分勘案しながら、専門性の向上につな

がる取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（畑山栄介君）〔登壇〕 お答

えします。

障がい者スポーツの指導者の育成についてで

あります。障がいに対する理解を深めるととも

に、障がい者の社会参加を推進するため、障が

い者スポーツを振興することは重要であり、そ

の指導者に求められる役割は年々大きくなって

いると認識しております。このため県におきま

しては、毎年、初級障がい者スポーツ指導員養

成講習会を実施し、現在255名が初級の資格を取

得しており、上級・中級の指導員を目指す受講

者に対しては、経費の一部を助成することで、

その育成に努めているところであります。

また、特別支援学校の職員を中心に、全国障

害者スポーツ大会の競技種目に係る体験教室等

において、選手の指導法や競技の特性等につい

て学んでいただいているところであります。今

後とも、関係機関と連携しながら、指導者の育

成に取り組んでまいりたい考えております。

次に、障がい者スポーツの拠点整備について

であります。障がい者スポーツセンターにつき

ましては、現在、全国で25カ所あり、障がい者

スポーツ振興の拠点になっていると伺っており

ます。本県におきましても、このような機能が

整備されることは、地域や特別支援学校等で育

成された、障がい者スポーツに取り組む選手や

指導者が、競技力や指導力をさらに向上させて

いく上で、有効な手段の一つであると認識して

おります。このため、障がい者スポーツの振興

を図るための拠点につきましては、既存の施設

の活用や今後整備を進める施設のあり方の検討

の中で、担当部局と協議しながら研究してまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○環境森林部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。

大規模災害廃棄物処理対策についてでありま

す。災害廃棄物は、復旧の妨げとなりますこと
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から、迅速な処理が求められるものであり、事

前の対策が大変重要であると認識しておりま

す。このため県としましては、平成28年３月

に、災害廃棄物の対応マニュアルとなる宮崎県

災害廃棄物処理計画を策定するとともに、処理

責任者である市町村に計画の策定を促し、こと

し９月末には、全ての市町村において計画の策

定を終えたところでございます。

これらの計画を踏まえまして、市町村や民間

団体の人材を育成するため、情報共有や知識の

習得を行う研修会を開催するとともに、県内組

織をネットワーク化し、連携・支援体制を構築

するなどの対策を実施しているところでござい

ます。今後も、こうした取り組みを継続すると

ともに、図上訓練やワークショップなど、実践

的な取り組みを行い、計画の実効性をより高め

てまいりたいと考えております。

次に、処理施設が被災した場合の対応につい

てでございます。宮崎県災害廃棄物処理計画に

おきましては、処理施設が被災し、長期間稼働

を停止せざるを得ない事態に対処するため、県

が、被害の少ない地域に処理を依頼するなど、

市町村境を越えて支援を受けることができるよ

う総合調整を行い、市町村から事務委託を受け

た場合には、仮設の処理施設を含む２次仮置き

場を整備することも検討していくことになりま

す。また、環境省が主催する大規模災害廃棄物

対策九州ブロック協議会など、県域を越えた広

域的な支援体制も整備されているところでござ

いまして、県内の取り組みとあわせて、国や他

県に支援の要請を行っていくことになるものと

考えております。

次に、エコクリーンプラザみやざきの浸出水

調整池の破損問題についてでございます。この

問題につきましては、宮崎県環境整備公社が平

成22年４月、設計・施工監理及び盛り土施工業

者を相手に、損害賠償請求訴訟を提起したとこ

ろでございます。ことし５月に言い渡された第

１審判決におきましては、業者の設計及び対応

に不備があるとされたところでありますが、御

質問の点につきましては、現在、控訴審におい

て訴訟が係属中でありますので、この場での答

弁については差し控えさせていただきます。

次に、宮崎県環境整備公社の善管注意義務に

ついてであります。このことにつきましても、

現在、係争中でありますことから、答弁を差し

控えさせていただきます。

なお、県では、この問題発生後すぐに、弁護

士等の専門家から構成される外部調査委員会を

設置し、原因究明等を行ったところでありま

す。その後、外部調査委員会が取りまとめた報

告書を踏まえ、公社が訴訟を提起するに至った

ところでありますので、県といたしましては、

係争中の裁判において、この問題の原因究明が

図られるよう、今後とも公社を支援してまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○農政水産部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

青果物の鮮度保持対策についてであります。

大消費地から遠い本県にとっては、青果物の鮮

度保持は重要な課題であります。そのため県で

は、企業や大学等と連携し、青果物の輸送・保

管時の効果的な鮮度保持技術の研究・開発や普

及に努めております。具体的には、ニラやヘベ

スといった品質劣化が進みやすい品目について

は、企業と連携し、包装資材の活用等による鮮

度保持技術の検証を行い、効果があったものに

ついて普及に努めております。

また、海外に輸出するカンショにつきまして
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は、２月以降に腐敗が多くなりますことから、

カンショの呼吸を抑制する機能性フィルムや、

御紹介のあった鮮度保持資材等を活用した、効

果的な輸送方法の普及に取り組んでいるところ

でございます。以上であります。〔降壇〕

○教育長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国体主要３施設の周辺住民や施設利用者の理

解についてであります。今回の整備地は、地元

市からの要望も踏まえ、総合的に判断して選定

したものであります。陸上競技場と体育館のい

ずれの整備地も、既存の市の体育施設がある場

所となりますことから、市民の皆様等の利用に

一定の配慮が必要であると考えております。周

辺住民や既存施設の利用者に対する説明等につ

きましては、まずは地元の市が主体で動いてい

ただくこととしておりますが、県としまして

も、市と十分に連携しながら、市民の皆様等に

理解を求めていきたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○警察本部長（郷治知道君）〔登壇〕 お答え

します。

横断歩道における歩行者の優先につきまして

は、議員御指摘の道路交通法第38条に、進路前

方の横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場

合、車両は一時停止をして、歩行者の通行を妨

げてはならない旨、規定されております。県警

では、ドライバーにこのルールを遵守させるた

め、運転免許証の更新時講習を初めとする交通

安全教育や、テレビ・新聞等のマスコミを活用

した広報啓発など、あらゆる機会を通じて、横

断歩道における歩行者優先の周知を図っており

ます。

また、県内では、横断歩道での重大事故も発

生しておりますことを踏まえまして、横断歩行

者妨害違反の取り締まりも重点的に行っており

ます。今後も、ドライバーの歩行者保護意識を

高める活動を推進し、交通事故防止を図ってま

いります。以上であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 それぞれに御答弁をありがと

うございました。それでは、１番から７番まで

の質問をさせていただきましたが、今度は７番

からＵターンして１番まで質問してまいりたい

と思います。

まずは、道路交通法38条について、実際道路

を運転していると、信号のない横断歩道の手前

の路面には、ひし形の白線が引いてあることに

気づきます。ちなみに、路面の白いひし形のマ

ーク、「横断歩道又は自転車横断帯あり」の指

示標示だそうです。外出時には、時間に余裕を

持って、道路交通法を守るよう気をつけてまい

りたいと考えます。

次に、人材育成のポイントとして、先ほど６

番で、人材育成、キャリア権という質問をして

まいりましたが、根井三郎氏の紹介をいたしま

す。宮崎市の広報でも紹介されておりますが、

多くのユダヤ人を杉原氏がリトアニアから、ウ

ラジオストクで根井氏が、日本では小辻氏が命

のバトンをつなぎ、世界各地の安全な国へ渡航

させたとのことです。命のビザを発給した杉原

千畝氏の映画の中で、ウラジオストクから日本

への渡航証明書を発給するとき、根井三郎氏の

覚悟の一言は、「全ての責任は自分がとる」で

ありました。人材を育てるときには、上司の後

押しする声が必要です。覚悟を持った先人の姿

に学びたいと思います。

次に、５番目の鮮度保持システムの炭化の入

江康雄社長のことを紹介いたしますが、東京の

建設会社を定年退職後に地元佐賀に帰り、地元

の課題でありました放置竹林の活用と佐賀県茶
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業試験場の技術指導をされるなど、常に課題解

決のためにアイデアと信念を持って挑戦する姿

は、キャリア権としての参考になると思ってお

ります。ぜひ職員の皆様方にも、キャリア権と

いうものを大切に生かしていただきたいと思っ

ております。

次に、４番目の障がい者スポーツについてお

話しさせていただきますが、団体競技で行う運

営方法、さらには審判員など、大会を支える人

材が育っていないというのが現状であります。

時間のかかる大切な課題です。早急な取り組み

を求めてまいりたいと思います。

次に、３番目のエコクリーンプラザみやざき

問題について、考えさせられたことをお話しさ

せていただきますが、派遣された職員は、派遣

協定の中で身分は公務員のままであっても、派

遣先のスタッフとして役割を果たさなければな

らず、厳しい環境の中で頑張っています。そこ

で、派遣する側の心配りが必要です。職員が現

場においてチャレンジ精神で取り組める環境が

求められます。さらに、現場の声にしっかり耳

を傾けること、ゆとりと自信を持ち、現場にこ

そ宮崎県政の課題があることを忘れてはなりま

せん。

次に、環境森林部長に再質問をさせていただ

きたいと思いますが、災害廃棄物についてであ

ります。大規模災害廃棄物の分別の大切さ、方

法など、市町村を通じ周知すべきと感じます。

例えば、対応マニュアルを自主防災組織の訓練

時にお知らせするなど、分別について周知徹底

するべきと考えますが、担当部長の御所見をお

伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 災害廃棄物

の分別についての周知でございますが、議員

おっしゃいますように、分別の情報をしっかり

と県民に周知することは、災害廃棄物の処理を

円滑に、適正に進める上で大変重要だと考えて

おります。このため、市町村への研修会、団体

への研修会の中で、災害廃棄物の分別の知識と

か処理方法などを研修会の内容に盛り込んで、

しっかりと市町村等に情報を提供し、市町村等

を通じて県民にしっかりと啓発するように、今

後進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○有岡浩一議員 市町村までは情報が届いて

も、最も大切な地元、集落、地域、その中で知

恵を絞りながらこういう分別を徹底するとい

う、そこまで、現場に行けば情報が必要だと思

いますので、ぜひ、地域の住民のところまでそ

ういった分別するときの情報が入って、みんな

で知恵を出し合って協力する、そういう文化を

しっかりつくっていただきたいと思っておりま

す。

次に、最初の施設整備について伺ってまいり

ます。

市町村の施設整備については、利用可能な国

の補助制度を進めると思われますが、私は視点

を九州へ向けて考えてみたいと思います。本県

以外の九州各県は、プロスポーツが盛り上がっ

ております。長崎県は、ＪリーグでＪ１昇格チ

ームのホームとして、長崎国体のメーンスタジ

アム、トランスコスモススタジアム長崎があ

り、キャパシティーの２万246人を超える２

万2,407人が集まったと聞いております。また、

福岡、佐賀、大分、熊本、鹿児島もプロチーム

を育てています。

特に沖縄県は、バスケットのＢリーグが大変

盛り上がり、3,000人以上の集客が常にあり、プ

ロスポーツの興行としても成果を上げていま

す。現在、沖縄市のコザ運動公園に、琉球ゴー
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ルデンキングスのスポーツ興行を中心に、１万

人規模のアリーナ建設を進めているようです。

経済波及効果として、単年度運用時約133億円と

試算し、年間4,000万円程度の指定管理料で維持

可能と試算されています。

また、沖縄県と那覇市の共同で、２万人収容

のサッカーＪ１規格のスタジアムを2023年に開

業を目指しています。イベント開催による年間

観客消費額30億強、波及効果45億強を試算

し、628人の新規雇用を予定しているとありま

す。スポーツ振興課は、Ｊ１チームを出すため

にも必要だし、市街地につくることで集客に寄

与したいとしております。

他県の取り組みに対し、本県の課題の一つが

プロチームを育て切れないということでござい

ます。そこで、総合政策部長にお伺いいたしま

す。県の競技団体から、県の整備方針に反対の

声を多く聞いておりますが、各競技団体の協力

をいただかなければ、次のステップ、ステージ

に上がっていけないということは何度も申し上

げておりますけれども、このことについて、総

合政策部長の見解をお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ９月定例県議

会における整備方針の公表以降、県北及び県西

の団体からは、整備に向けた期待の声が寄せら

れましたが、一方、団体によっては、交通アク

セスや宿泊施設の確保を考えると、全国大会の

誘致を考えていたが難しくなったとか、県レベ

ルの大会については、費用の関係もあり、全て

を新しい施設で開催するのは難しいのではない

かといった意見もいただいたところでございま

す。施設整備を進めるに当たりましては、競技

団体が活用しやすい環境を整えていくことも重

要でありますので、今後も競技団体とも意見交

換を行いながら、整備に向けた検討を進めてま

いりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今答弁いただきましたが、

「団体によっては」ということをおっしゃいま

した。私は、水泳を除く16団体の意見として

は、まず旅費の関係や運営の問題、いろいろ指

摘をされていると思っておりますが、県の提案

に納得している団体が実際にあるのか、その見

解をお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 現在、各団体

に出向きまして、意見交換を行っているところ

でございますが、県の方針を撤回してもらいた

いといった意見は今のところありません。た

だ、団体によっては、県の方針決定に対し、ま

だ戸惑いがあるところもありますので、引き続

き意見交換しながら理解を得ていくとともに、

競技団体への支援策等についても検討してまい

りたいと考えております。

○有岡浩一議員 具体的には、先月の第30回県

武道振興演武大会の祝賀会におきましては、役

員の本音として、県の整備方針とはほど遠い意

見がありました。競技団体が積極的に大会誘致

を行わない限り、大会は運営できません。まし

て、プロスポーツは夢のまた夢であります。人

口減少以上に、実は競技役員の高齢化が進んで

おり、支える側の人材を集め切れないという実

態も予想されます。多くの関係者から反対の意

見を聞く中で、地元市町村の大会までは協力す

るが、県の大会まではもう協力できないよとい

う声も聞いております。

スポーツランドみやざきは、多くの先輩方の

努力の積み重ねによって生まれております。今

後、人口減少とともに、支える側の人材不足に

より、スポーツランドみやざきが形骸化すると

危惧されております。さらに、近い将来、スポ

ーツ全般で、沖縄県や鹿児島県など他県の取り
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組みがさらに成長してくると思われます。危機

感を持って、競技団体との話し合いをしっかり

とやっていただきたいと思います。

次に、教育長に再質問いたします。私の経験

で、宮崎市に合併後、地元の体育館が地元の健

康づくり大会の練習さえ使えない状況がござい

ます。現在の整備地において、地元の市民利用

と必ず重複することが予想されますが、どのよ

うな配慮ができるのかお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 体育館につきまして

は、既存の延岡市民体育館は稼働率が高く、多

くの市民に利用されていると伺っております。

また、山之口運動公園も同様に、多くの住民の

方の利用があると聞いております。今後、施設

の仕様や配置などといった具体的な内容を基本

計画としてまとめることとしておりますので、

この中で、大会・行事等の調整の方法なども含

めて、市民の皆様の施設利用に関する調整につ

きましては、地元市とも十分に協議した上で検

討していきたいと考えております。

○有岡浩一議員 地元市との協議ということで

ありますが、県が施設をつくるということであ

れば、県として、地元利用者としっかりと協議

して解決しなければならないというふうに思っ

ております。

次に、再度、教育長にお尋ねいたします。国

体後の施設の利活用について、具体的な計画を

お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 国体後の施設の利活

用につきましては、都城市や延岡市とも意見交

換を行っているところであり、例えば、都城市

からは、体育大学等と連携した取り組み、また

延岡市からは、旭化成と連携したスポーツイベ

ント等の開催・誘致などといった提案をいただ

いております。また、県内の競技団体が活用し

やすい環境整備が重要でありますので、競技団

体等とも十分に意見交換を行い、連携を図りな

がら、本県スポーツのさらなる振興や、スポー

ツランドみやざきの全県展開につなげてまいり

たいと考えております。

○有岡浩一議員 延岡市や都城市からの御意見

があったようですが、特に都城市の体育大学等

との連携という話もございました。これは、期

待するには大変厳しい現状があると思っており

ますし、本来の運営・運用をするのは、競技団

体が中心に運用しなければならないという、そ

のベースの部分が大切だと私は思っておりま

す。そういった意味では、各競技団体は、利活

用について消極的でありますし、均衡ある発展

と言われるならば、競技者、役員の負担増に対

して、大変配慮すべき財政支援も必要だという

ことも聞いております。

特に中体連や高体連でも、例えば宮崎市内の

生徒を各会場に輸送する、そういった負担がふ

えるということを聞いております。そういった

現場の声をもう一度整理されると、どういった

対策が必要かというのが見えてくると思います

ので、ぜひそのような情報収集をお願いしたい

と思っております。

具体的な一つの例でありますが、ことし行わ

れましたえひめ国体について、教育長も行かれ

たと伺っておりますので、教育長のえひめ国体

の運営についての感想をお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） えひめ国体につきま

しては、私も、総合開会式、自転車競技とテニ

ス競技会場に赴きまして、宮崎県選手団の激励

をさせていただきました。競技会場では、競技

役員を初め、ボランティア、関係者の皆様が一

丸となって大会を盛り上げられている姿に大変

感動したところでございます。
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一方、競技団体からは、会場までの交通アク

セスや宿泊施設の問題などについて、さまざま

な御意見を伺ったところであります。９年後の

２巡目国体を成功に導くためにも、今後、県準

備委員会におきまして、先催県の事例を参考に

しながら、受け入れ準備にしっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今、教育長のほうから御答弁

いただきました。えひめ国体に実際に参加され

て、競技団体からさまざまな御意見を伺ったと

ございますが、具体的にどのような意見があっ

たのか、参考にお聞かせください。

○教育長（四本 孝君） 例えば、シャトルバ

スの運行上、宿泊施設から競技会場まで時間を

要したことなどを伺っております。また、宿泊

について、宿泊施設が少なく、民泊もございま

したが、地域の方々から歓迎を受けるととも

に、試合でも大きな声援をいただいて、励みに

なったということもお伺いしているところでご

ざいます。

○有岡浩一議員 同じような話を私も聞いてお

りますが、ホテルから会場まで移動の時間がか

かり過ぎるということで、選手の負担が大き

かったということも聞いておりますし、宿泊所

が足りないことによって、競技役員は自分の車

に寝泊まりしたというケースもあったと聞いて

おります。そういった意味では、会場の運営の

仕方というのは、一つの参考にしながら対策を

とっていく必要があると思っております。

次に、山之口運動公園へのアクセスについて

お尋ねいたします。以前、アクセス道路の拡張

が必要という説明を受けております。その道路

の拡張について、どの程度取り組みが進んでい

るのか、教育長に再度お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 山之口運動公園につ

きましては、国体の陸上競技会場や総合開閉会

式会場となることが想定されまして、渋滞緩和

対策が課題であると考えております。今後、施

設の基本計画を策定し、施設の規模や配置等を

決めてまいりますが、あわせて、アクセス道路

についても、地元市や関係機関と協議してまい

りたいと考えております。

○有岡浩一議員 特に、こういった道路の拡張

ということになりますと、用地交渉とか用地の

確保というものが大きな課題ですし、取り組む

ならば早急に取り組む計画をつくって実施しな

ければ、計画が間に合わないということはあっ

てはならないと思いますので、ぜひこういった

取り組みについても検討を急いでいただきたい

と思っております。

次に、用地の造成ということで、山之口運動

公園の造成費60億円、駐車場整備費20億円とい

う報告をいただいています。この事業内容につ

いて、再度、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 用地造成費につきま

しては、施設を配置する部分を平準化するため

の土地の造成や、排水対策等の費用を見込んで

おります。駐車場整備費につきましては、大規

模な大会に対応するための駐車場の造成費用を

見込んでおります。いずれの費用も概算の数字

でありまして、今後、施設の基本計画を策定す

る中で、工夫できるところは見直しを行い、事

業費の抑制に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 この場合も用地の確保という

ものが必要になっていきますし、用地造成をす

るということで、住宅地でもよくあることです

が、のり面の崩壊など、そういったリスクもは

らむということで、この工事面積は、私が伺っ

ている分では、用地造成、17ヘクタールの平準
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化ということで排水対策を行うと聞いておりま

すし、駐車場のほうが４～５ヘクタールという

ことで伺っておりますが、この数字でよろしい

でしょうか、教育長、お伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 用地造成につきまし

ては、面積17ヘクタール、駐車場については、

約５ヘクタールということでございます。

○有岡浩一議員 ありがとうございます。今、

さまざまな御意見を伺う中で、私なりに考えた

ことがございますが、例えば山之口の場合で

も、住宅がある関係で、将来、住宅の移転補償

など、さらなる財政負担がふえるんじゃないか

ということも危惧しておりますし、今後、当初

申し上げました県の財政の硬直化を防ぐために

も、財政支出をできるだけ抑えるということが

根底になければならないと思っております。そ

こで、国体施設整備の県の基本方針に対する私

なりの対案を申し上げさせていただきたいと思

います。

まず、延岡市の体育館は、今も稼働率が高い

ということであります。市の体育館として、市

民の皆さんの施設として活用し、延岡市からも

旭化成と連携したスポーツイベントの誘致の提

案がされているということでありますが、現

在、県の武道館が実は国際大会の基準に合って

いないということも伺っています。そういった

意味で、金メダリストを輩出した旭化成柔道部

を中心に、延岡市において国際大会仕様の施設

整備を計画し、先ほど申し上げたように、年間

を通して有効利用、さらに活用できる民間的発

想で整備することが必要であります。沖縄のよ

うに興行的なものばかりは難しいにしても、他

県ができない、オリンピアンのいる世界基準の

施設整備を行うというふうな発想もあっていい

のではないかと思っております。

また、山之口運動公園においては、財政負担

が大きくなる造成の予算ではなく、障がい者ス

ポーツセンターとして、現状の地形を生かし、

全天候型のグラウンド整備、芝生広場や体育館

を利用し、団体競技の育成と、地域住民の利活

用による交流や年間を通した利活用を検討すべ

きと考えております。地域の実情に合った施設

の規模というものがございまして、それを運用

する、そして有効に活用することが大切であり

ますし、先ほど障がい者スポーツについて申し

上げました、指導者の育成、大会運営の人材の

取り組みがおくれているということでありま

す。将来のレガシーとして生かしていくという

ことであれば、ぜひともそのような施設の整備

というものを一考いただきながら、地域の実情

に合った運営しやすい施設整備というものを考

えていただくことも必要ではないかと思ってお

ります。

また、アリーナ整備については、沖縄方式と

同じように、宮崎市とタイアップして、スポー

ツ興行ができる施設として計画することも一案

だと思っています。特に、Ｂリーグの可能性を

探ることも必要ではないかと考えております。

メーンスタジアムにつきましては、県有地であ

る木花の総合運動公園に、盛り土ではなく、施

設利用者を初め、地域の住民の方々が一人でも

多く大規模災害時に助かるような設計・整備を

すべきと考えます。

私は、スポーツランドみやざきが合宿だけで

なく、公式戦に県民挙げて盛り上がる文化を育

てることが必要だと考えています。スポーツラ

ンドみやざきがこれから新しく展開する形とし

て、公式戦に県民みんなが集まってこられるよ

うな、そういうスポーツに対する県民の一歩踏

み出した努力が求められるような文化をつくっ
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ていく、そのことが他県に負けない宮崎のスポ

ーツランドみやざきになると考えております。

そこで、知事にもう一点お伺いいたしま

す。10日に行われる青島太平洋マラソンに参加

されると伺っておりますが、大会を成功させる

ために、大会を支えるスタッフ、ボランティア

などの関係者に対する思いをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 青島太平洋マラソンも

そうでありますし、シーガイアのトライアスロ

ン、また先日のワールドカップのトライアスロ

ンなどもそうですが、ボランティアの皆さん、

大変熱心に大会を支えていただいています。青

島太平洋マラソンですと、例年、約3,400人程度

のスタッフやボランティアに参加いただいてい

るところであります。しっかりとした大会運営

をサポートいただくとともに、競技者に対して

は、途中疲れたときに、ボランティアの皆さん

の声をいただく、またハイタッチをする、その

ことにより元気をいただいているところであり

まして、その献身的な働きによって競技大会の

運営が支えられているというふうに考えており

ますし、大会を大いに盛り上げて、イベント成

功の重要な原動力になっていただいていると考

えております。

○有岡浩一議員 質問の項目が終わりましたの

で、私なりの意見を述べさせていただきたいと

思います。

以前、虫の目、鳥の目、魚の目というお話を

させていただきました。目の前の問題を解決す

るために虫の目も必要ですし、高所の立場から

鳥の目で全体を見る力も必要です。そして、時

代の流れを見きわめる魚の目というものも必要

だというお話をさせていただきました。今、こ

の施設整備におきまして、各競技団体に話を聞

く中で、競技団体の体力が大変脆弱です。大き

なイベントをするにも予算を組み、そして人を

派遣するにも厳しい状態が続いております。こ

の競技団体をしっかりサポートしながら育てて

いかなければ、将来のスポーツランドの基礎は

維持できないという強い思いがございます。

私もいろんな大会やいろんな施設を見に行き

ました。古くはソウルオリンピックのベン・

ジョンソンやカール・ルイスの試合も見ました

し、北京の鳥の巣スタジアムにも行ってきまし

た。いろんな大きな大会の規模を、鳥の目でも

う一度、宮崎県の今後のあり方について見る力

が必要でありますし、沖縄県がこれだけ大きな

規模で今、取り組もうとしています。これに宮

崎も負けじと、県民を巻き込んで、しっかりと

施設整備には力を入れていく、興行性のあるも

のをやっていく、そして費用負担を減らすため

の仕掛けをする、そういう民間的な感覚をしっ

かりと取り込んでいただくことを切にお願い申

し上げまして、私の質問の全てを終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手）

○ 原正三議長 次は、日高博之議員。

○日高博之議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。自由民主党の日高博之でございま

す。それでは、通告書に従い順次質問をしてま

いります。

初めに、長距離フェリー航路の維持について

お伺いいたします。

本県は大都市から遠く、大都市との間の物流

を安定的に確保することが極めて重要でありま

す。物流については、高速道路やＪＲ貨物、航

空機、そして海上輸送と、さまざまな手段があ

り、その特性に応じて、運送事業者が最も効率

的な手段を選択し、毎日365日、県産品を大消費
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地に届けております。物流は見えにくいもので

はありますが、私たちが毎日食べているもの、

飲んでいるもの、着ているもの全てが何らかの

物流によって私たちのもとに届いており、ま

た、県民が汗水垂らして生産したものもそのよ

うに輸送されることを、今回のフェリーの事業

再生の話を聞いて再認識したところでございま

す。

他県においては、フェリーの更新が続々と続

く中、宮崎カーフェリーの船体が古くなってい

くに従って、本県のフェリー航路がどのように

なるのか、私としても最大の関心を持って見

守ってきたところでございます。このような

中、先日、フェリーの事業再生が発表されたと

ころでありますが、今後、県と県内経済界など

が結束して、オール宮崎で航路を長期的かつ安

定して維持していこうとするものであり、必ず

しも強い民間企業が多くはない本県において

は、最善の選択をされたのではないかと受けと

めた次第であります。そこで、このような選択

をされた知事に、改めて、フェリー航路の維持

に向けた思いをお伺いいたします。

次に、働き方改革について、総務部長にお伺

いいたします。

少子高齢化が急速に進展する中、我が国の労

働環境においては、生産年齢人口の減少による

人手・人材不足が深刻な問題になっています。

例えば、2015年のデータですが、我が国の労働

生産性は、ＯＥＣＤ加盟諸国35カ国のうち、ギ

リシャに次いで22番目、主要先進国７カ国では

最下位と、日本の労働生産性の低さは長年指摘

されております。このような中、県庁では、知

事を先頭に、公務能率の向上・長時間労働の是

正を初めとした、４つの柱による働き方改革へ

の取り組みが始まったようであります。そこ

で、働き方改革に取り組むに当たって、県職員

の勤務の実態とこれまでの取り組みについて、

お伺いいたします。

次に、肉用牛の振興について、農政水産部長

にお伺いいたします。本県の肉用牛は、直近の

数値によりますと、飼養戸数で6,280戸、飼養頭

数で24万3,800頭と、全国第３位となっており、

このうち子牛生産を行う繁殖雌牛頭数は８万600

頭で、全国第２位となっております。現在、子

牛価格や枝肉相場は、全国的な子牛生産頭数の

減少から価格が高騰し、高水準で推移しており

ますが、一方では、子牛価格の高騰が肥育経営

の収益を圧迫するため、牛マル緊の発動も懸念

されておるところであります。

こうした状況は、肉用牛の繁殖経営における

高齢化の進行や後継者不足により、十分な子牛

生産頭数が確保されないことから生じているも

のと考えられ、今後より一層の肉用牛の繁殖基

盤の強化が必要だと考えております。特に飼養

基盤の脆弱な県北地域では、繁殖雌牛の増頭が

他の地域と比べて厳しい状況にあり、生産者か

らは、子牛生産頭数の減少に伴い、現在行われ

ている定期の子牛競り市の開催が将来的に厳し

くなるのではないかといった声を聞いておりま

す。そこで、肉用牛の繁殖基盤の強化につい

て、現在どのように取り組まれているのかお伺

いいたします。

次に、国道327号の整備について、県土整備部

長にお伺いいたします。

東九州自動車道、九州中央自動車、そして細

島港の整備が進む中、日向に中国木材が立地

し、日向工場の国産材製材量は年々増加してお

ります。平成27年には、高千穂郷・椎葉山地域

が世界農業遺産に認定されたこともあり、日向

・入郷地域間の物流や人の移動が盛んになって
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いくことが予想されます。そして、重要港湾細

島港と耳川流域の豊富な森林資源をつなぎ、農

商工連携のもと、地産地消や県内外への広域的

な交流連携の機能を拡大していくためにも、国

道327号の機能強化が重要と考えます。

また、国道の改良が進むにつれ、木材運送車

両の大型化でコストの縮減が図られたり、観光

客がふえるなどのストック効果もあらわれてい

ると聞いております。そこで、国道327号の道路

整備にどのように取り組まれているのか、お伺

いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

フェリー航路の維持に向けた思いでありま

す。本県は、大消費地から遠隔地に位置してお

り、県産品を安定して輸送することにより、外

貨を獲得し、雇用を創出・維持していくこと

が、地方創生に向けた取り組みの上で極めて重

要であると考えております。一方、輸送を担う

運送業界におきましては、トラックドライバー

の不足や長時間労働の是正等から、長距離輸送

が困難化しつつあり、この対策として、長距離

フェリーへの需要が高まってきております。

本県の長距離フェリーは、輸送量の約７割を

農畜産物が占めることから、第１次産業を基幹

産業とします本県経済の生命線と考え、この航

路の長期的かつ安定的な維持を、県が主体性を

持って図っていくべきであるとの思いを強くし

たところであります。そのためには、県内経済

界等と連携をして、オール宮崎で支えていくこ

とが最善の方策であると考え、この支援体制を

盤石とするため、県が求心力を発揮すべきであ

るとの決断に至ったものであります。県といた

しましては、今後、関係者との連携を密にし、

本県経済の持続的な発展のため、航路の維持・

発展に全力を挙げて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〕

○総務部長（桑山秀彦君）〔登壇〕 お答えい

たします。

働き方改革についてであります。県ではこれ

まで、「県庁職員子育て・女性応援プラン」に

基づきまして、女性の活躍やワーク・ライフ・

バランスの推進などの面から、職員の勤務環境

の整備に取り組んでまいりましたが、ここ５年

間の知事部局における職員１カ月当たりの時間

外勤務は平均11時間前後、また年休取得は年12

日前後と、ほぼ横ばいとなっております。

このような中、現在検討しております庁内働

き方改革の中で実施した、知事部局の職員を対

象としたアンケート調査では、職員の70％以上

が年休が取得しやすい、あるいはどちらかとい

えば取得しやすい、また45％の職員がワーク・

ライフ・バランスが実現されていると答えた一

方で、今後の課題として、業務処理の効率化、

ワーク・ライフ・バランスのさらなる推進、そ

して時間外勤務の縮減などの順で回答が寄せら

れたところであります。

こうした実態を踏まえまして、働き方改革の

実現に向けましては、事務事業の見直しや事務

処理の簡素・効率化など、所定内の勤務時間を

より一層有効に活用する公務能率の向上に、さ

らに努力していく必要があると考えているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

肉用牛の繁殖基盤強化の取り組みについてで

あります。肉用牛繁殖基盤の強化は、重要かつ

喫緊の課題でありますことから、県では、各地
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域における増頭等の目標を定めました「人・牛

プラン」に基づき、施設整備や繁殖雌牛の導入

等を推進してきたところであります。具体的に

は、国等の補助事業を活用しまして、担い手等

の畜舎86件やＪＡ繁殖センター等の地域拠点施

設６件の整備、また繁殖雌牛の増頭支援、さら

には、自給飼料生産を請け負いますコントラク

ターの育成支援や中山間地域を中心とした放牧

の推進等に取り組んでいるところであります。

このようなことによりまして、本県の繁殖雌

牛頭数は、平成28年、29年と２年連続で増加し

まして、議員もおっしゃいましたように、目標

を上回る８万600頭となっているところでありま

す。今後とも、市町村やＪＡ等と連携をしなが

ら、本県の基幹品目である肉用牛の繁殖基盤の

強化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〕

○県土整備部長（東 憲之介君）〔登壇〕 お

答えいたします。

国道327号の道路整備についてであります。国

道327号につきましては、県内区間約67キロメー

トルのうち、約60キロメートルは２車線での整

備が完了しております。残る諸塚村と椎葉村の

未改良区間約７キロメートルにつきましては、

その全区間において佐土の谷工区及び尾平工区

として工区を設定し、整備を進めております。

この区間は、地形等の制約から５カ所のトンネ

ルを計画し、現在１カ所のトンネル工事を実施

しておりますが、今年度はさらに２カ所のトン

ネルに着手する予定としております。

また、日向市内においては、東九州自動車道

へのアクセス機能の強化を図るため、日向イン

ターチェンジから日向市永田までの区間を永田

工区としてバイパス整備に着手しており、現

在、用地買収を進めているところであります。

本路線は、地域経済を担うなど、重要な幹線道

路でありますことから、必要な道路整備予算の

確保に努め、早期完成を目指し、鋭意取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○日高博之議員 フェリーについて、もう一点

お伺いいたします。今回の事業再生の最も重要

なポイントは、知事が言われましたオール宮崎

で航路を維持していくことだと、私も思ってお

ります。従来、民間事業者である宮崎カーフェ

リーが航路を担ってきましたが、この航路が本

県経済の生命線であるとの認識を産業界と共有

しているからこそ協力を得られたのであり、極

めて公益性が高い航路であることが、今回明ら

かになったものと受けとめております。そこ

で、地元資本を中心にする形で、この航路を引

き継ぐこととした理由について、知事の考えを

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、宮崎―神戸航路

を担います宮崎カーフェリーは、これまで地元

資本の会社として、本県経済の生命線でありま

す長距離フェリー航路を維持し、県産農畜産物

の安定的な輸送及び県外からの観光客の送客に

多大な貢献をいただいてきたところでありま

す。この航路が仮に県外資本が主導する形と

なった場合、県産品の安定的な輸送が困難とな

る懸念もあることや、従業員の雇用の維持が図

れなくなることに加え、航路が再編される可能

性もあると考えております。

このように、本県経済や物流に与える影響を

考慮しますと、県産品の生産や輸送を担う県内

経済界等と結束しましたオール宮崎で航路維持

を図っていくことが最善の方策であるとの結論

に至ったところであります。

○日高博之議員 ありがとうございます。本県
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物流を強化していく上で、大きな第一歩が今回

のフェリーの事業再生であり、県内の各産業界

は、フェリー航路のあり方に非常に大きい期待

を持っております。今後、新船建造は、本県物

流が次のステージに進むための大きな取り組み

になると思われますが、多額の資金調達が必要

であるともお聞きしております。確実に新船建

造が実現できますように、県といたしましても

積極的に支援する方向で検討されることを要望

いたします。

次に、働き方改革についてですが、これから

は、少ない時間で高い生産性を上げる働き方、

すなわち生産性の向上を図ることが重要であり

ます。例えば、大手民間企業では、退社宣言カ

ードを導入しているようです。これは、社員が

退社時間によって色が異なるカードを明示し、

最初の15時は水色、16時、17時と青の色が濃く

なり、19時で退社の注意を促す黄色、21時は警

告のレッドカードとすることで、帰る時間が一

目瞭然となります。このことによって、社員自

身が時間への意識を強く持つことで、上司や同

僚も無駄な時間外を頼めませんし、相互の業務

を支援できる仕組みにもつながります。

公務においても、このような実践的な取り組

みが必要であり、生産性の向上を図るために

は、職員の意識改革を進めることが重要であり

ます。県庁がまず率先して取り組むことで、県

全体の勤務環境の改善にもよい影響を与えるの

ではないかと考えております。そこで、県職員

の働き方改革を実現するために、今後どのよう

に取り組んでいかれるのか、総務部長にお伺い

いたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 知事部局では、本

年７月に庁内推進会議を設置しまして、４つの

視点、具体的には、ワーク・ライフ・バランス

の推進、公務能率の向上・長時間労働の是正、

それから非正規雇用者の処遇改善、高齢者の就

業促進、こういった視点から、より有効な取り

組みを検討しているところであります。この中

で、公務能率の向上に向けた試行的な取り組み

といたしまして、去る10月から、出張した職員

が、用務の前後の時間を利用して、出張先で業

務を行うことを可能としますサテライトオフィ

スの設置や、会議でのペーパーレス化による事

務の省力化を図るためのタブレット型端末の活

用を先行して行っているところであります。

今後は、こうした試行を含めて、これまでの

取り組みの検証と見直しなどを行った上で、幹

部職員の強いリーダーシップの発揮と、職員一

人一人の意識改革という観点も踏まえながら、

県庁内の働き方改革に向けて、より具体的で実

効性のある取り組みを取りまとめまして、実践

に移してまいりたいと考えております。

○日高博之議員 先ほどおっしゃいましたサテ

ライトオフィスは、活用されれば結構おもしろ

いんじゃないかなとは思っております。しか

し、行政は何かやろうとすると計画をつくりた

がるというか、そういう習性があるともお聞き

しております。各部長がリーダーシップを持っ

て即実行、不断の取り組みでこういった問題を

解決していただきたいというのが私の本音でご

ざいますので、これが絵に描いた餅にならない

ように、総務部長はしっかりとやってもらわな

いといけないと思いますので、よろしくお願い

いたします。

次に移ります。肉用牛の件ですが、ＪＡの動

きを注視して、特に県北地区の繁殖基盤の強化

をお願いしたいと思っております。

次に、養豚生産の対策についてお伺いいたし

ます。本県の養豚は、飼養戸数で453戸、総飼養
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頭数で84万6,700頭と、全国第２位の飼養規模と

なっており、飼養戸数は年々減少しているもの

の、法人化による規模拡大や繁殖センターと肥

育専門農場による契約生産体制の構築など、分

業化への取り組みも進められ、生産頭数は年々

増加している現状にあるようですが、生産現場

では、環境問題や後継者の確保といった課題も

あります。

また、株式会社ミヤチク都農工場の再整備も

進められるなど、食肉関連産業の健全な発展の

観点からも、今後一層、県内養豚の生産基盤の

強化を図り、県内における肉豚の出荷頭数を長

期的・安定的に確保していく必要があると考え

ております。そこで、養豚の生産基盤の強化を

図るため、今後どのように取り組んでいくの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 養豚の生産基

盤の強化を図り、肉豚の出荷頭数をふやすため

に、母豚１頭当たりの年間出荷頭数を現在の17

頭から20頭とする目標を掲げまして、生産性や

収益性の高い生産方式の導入に努めているとこ

ろであります。

このため、畜産クラスター事業等を活用した

施設整備によりまして、規模拡大や衛生レベル

向上のための新技術の導入を支援しますととも

に、宮崎大学や関係団体と連携した研修会の開

催により、技術力や経営力の高い次世代の養豚

農家の育成に取り組んでいるところでありま

す。今後とも、こういった取り組みを継続しま

すとともに、地域ぐるみの疾病対策についても

支援をしながら、肉豚の安定的な出荷頭数の確

保に取り組んでまいりたいと考えております。

○日高博之議員 養豚の生産基盤の強化の大前

提であります畜産の環境対策について、お伺い

いたします。畜産業における生産環境は、市街

化が進み、年々厳しさを増してきており、経営

の存続や後継者による経営継承、さらには新た

な経営を開始する上で、環境対策は大きな問題

と考えております。特に、先ほど申し上げまし

た養豚経営を行う上で、家畜排せつ物の処理に

ついては、悪臭対策も含め、高度な技術や適正

処理が求められており、家畜飼養管理とあわせ

て、しっかりと対策を行っていく必要があると

思います。

畜産業に起因した苦情は、農家戸数の減少や

これまでの対策により、年々減少していると聞

いておりますが、以前より増して、地域住民の

畜産環境に対する意識の高まりから、環境保全

について、より一層、適切な対応が必要じゃな

いかと考えます。そこで、本県における畜産環

境対策の現状について、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県の基幹産

業であります畜産の振興を図る上で、環境対策

というのは大変重要であると認識しておりま

す。このため、「家畜排せつ物の管理の適正化

及び利用の促進に関する法律」に基づく県の計

画を策定しまして、環境対策を実施してきてい

るところであります。

具体的には、関係機関と連携しつつ、１点目

としまして、家畜排せつ物処理施設の整備への

支援を行うとともに、２点目としまして、処理

施設の適正管理のための指導や、排せつ物の堆

肥化による有効活用の促進、３点目としまし

て、堆肥の県外も含めた販売や流通の促進等に

取り組んでいるところであります。今後とも、

畜産振興の立場から、引き続きこれらの畜産環

境対策を着実に推進し、本県畜産の健全な発展

に努めてまいりたいと考えております。

○日高博之議員 畜産の振興を図るためには、
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環境対策が必要不可欠であります。今後とも、

適切な家畜排せつ物処理の指導と、地域住民へ

の理解が得られるように、部長、畜産振興の立

場から、啓発のほうもしっかりお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。

次に移ります。国道327号ですが、先日、国

道327号沿線の小野田地区の山陰神社の秋祭りに

おいて、日向土木事務所の職員が５名、みこし

の担ぎ手として参加され、存続危機にありまし

たみこしを復活させたことに、地域住民は感

謝、感謝で、大変喜ばれておりました。私は、

職員が地域住民と積極的に向き合う姿勢に感動

いたしました。これも東イズムが職員に浸透し

ている証左だと、そういうふうに強く感じたと

ころでございます。来年も引き続きよろしくお

願いいたします。

質問を続けます。本県の道路整備を計画的に

進める上で、道路整備予算の確保については重

要であり、県議会としても、９月28日に「道路

整備予算の確保及び道路整備に係る補助率等の

嵩上げ措置の継続を求める意見書」を採択した

ところでありますので、国道327号が早期に全線

２車線で整備されることをお願いいたします。

一方、旧東郷町の日向地区斎場東郷霊苑下か

ら耳川にかかる冠橋付近の切瀬地区には、２車

線あるものの急カーブが続く区間があり、今

後、中国木材日向工場の国産材製材量の増加が

見込まれる中、大型車がふえると安全な交通に

支障が出るため、地元では整備を求める声もあ

ります。そこで、327号切瀬地区の道路整備につ

いて、県土整備部長にお考えをお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 国道327号の

切瀬地区は、議員のお話にありましたように、

２車線での道路改良は終わっているものの、カ

ーブが連続しており、見通しが悪いことから、

大型車同士の円滑な離合に支障が出ている状況

にあります。このため、交通安全の確保の観点

から、これまでに視線誘導標や減速マーキング

などの対策を実施してきたところであります。

しかしながら、今後は、入郷地域から細島港へ

木材を運搬する大型車の増加も見込まれますこ

とから、円滑な交通の確保に向け、道路線形の

改良について検討してまいりたいと考えており

ます。

○日高博之議員 ありがとうございます。切瀬

地区の道路整備は、地元の切実な要望もござい

ますが、圏域全体の大きな要望でございますの

で、ぜひ安全対策もあわせてよろしくお願いい

たします。

次に、話題を変えます。先日行われました

第141回九州地区高校野球大会についてお伺いい

たします。

本県から富島高校と延岡学園が見事にベスト

４に入り、富島は２位、来年春に開催される全

国高校野球選抜大会の九州枠が４校ということ

で、両校が春のセンバツに出場が決まれば、ま

さに本県にとって52年ぶりの快挙となります。

特に富島高校は、４年前は部員が11名で、初戦

突破も厳しい状況であった野球部が、わずかこ

の短期間で、センバツの出場有力校として名乗

りを上げたわけであります。

この弱小野球部を一変させたのは、４年前に

富島高校に赴任した濵田監督の存在なしでは語

れません。濵田監督は、2008年に当時、宮崎商

業を39年ぶりに甲子園に導いた実績もあり、指

導者としても常に前向きで、熱心な指導、戦術

にも定評があり、次の年から「濵田監督のもと

で野球がしたい」という生徒が続々とふえ、今

回の富島の躍進につながったと思います。
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正式決定は来年の１月26日ですが、私の地元

日向では、どこに行っても富島高校の話題で持

ち切りで、あのサンマリンの歓喜が冷めるどこ

ろか、逆に一日一日熱を帯び、期待が高まって

おります。そこで、本県からセンバツ２校出場

の可能性についての手応えを、知事としてどう

分析されているのかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の大変うれしい結

果を受けまして、新聞等の報道にもありました

ように、来春の選抜高等学校野球大会へ２校出

場するのが有力視されていると認識しておりま

す。県民に夢と希望を与えていただいている両

校の皆さんに、心から敬意を表したいと考えて

おります。

先日、高速道路の整備の要望に伺ったとき

に、石井国土交通大臣に「九州代表として日向

と延岡の学校が２校出場する可能性がある。こ

れは東九州道の整備効果にほかなりません」と

思わず言ってしまったわけでありますが、県外

の県人会でも、こういう話題を報告しますと、

皆さん喜んでいただき、本当に県民に元気をい

ただいているというふうに考えております。

出場校は、１月26日に開催されます選考委員

会において、都道府県大会、九州地区大会など

の成績等をもとに選考されることになっており

ます。私自身、大変わくわくする思いで吉報を

心静かに待ちたいと考えておりますが、大事な

ことは、出場することが目標ではなしに、甲子

園で勝つことでありますので、ぜひ両校には、

そのつもりで甲子園で勝つ準備をしていただき

たいと思いますし、そのことがセンバツ以降の

またほかの学校にも刺激となって、全体的なレ

ベルアップにつながる、そのことに大きく期待

しているところであります。

○日高博之議員 いろいろと熱い思いを語って

いただきましてありがとうございます。高野連

の幹部がよく言っているんですが、知事の肝い

りで事業化された「めざせ全国制覇！甲子園優

勝サポート強化事業」の取り組みが、徐々に本

県高校野球の技術力アップにもつながってい

る、またチーム力アップにもつながっており、

今回の九州地区高校野球大会の結果がそれに

はっきりとあらわれたものと実感しているとこ

ろでございます。今のよい流れ、勢いに弾みを

つけて、目標である甲子園優勝をなし遂げなく

てはいけないと思います。そこで、先ほど知事

も答弁されましたが、「めざせ全国制覇！甲子

園優勝サポート強化事業」をさらに拡充し、よ

り強力に推進していく考えはないのか、お伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 甲子園優勝を目指す事

業につきましては、平成24年度から県高等学校

野球連盟と連携をしながら実施しているところ

でありまして、平成25年夏の延岡学園高校の準

優勝や今回の九州地区大会の結果など、一定の

成果を得ているものと感じております。

これも大いに大事なことは、県として大きな

目標を掲げて、関係者が力を合わせて実現に向

けて努力する、その流れをつくったことが非常

に大きなものだというふうに考えておりまし

て、今後とも、県高等学校野球連盟とさらに連

携を深め、また、県民の皆様の熱い応援をいた

だきながら、甲子園優勝という悲願達成に向け

て取り組んでまいりたいと考えております。

○日高博之議員 決定すれば、富島高校、創

立101年目、初となるわけですね。私風に言え

ば101回目のプロポーズでの快挙だと、そういう

こともあります。また、特に黒木正一議員はＯ

Ｂでありまして、本当にわくわくされていると

聞いております。私もしっかりと吉報を待ちた
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いと思っております。

次に、分野横断的な課題への対応についてお

伺いいたします。

時代の変化が激しく、県民ニーズも高度化・

多様化する中、県政の課題は、一つの部の分掌

事務におさまらないケースが多くなっていると

肌で感じています。例えば、港湾や高速道路の

予算を国に要望する場合を見ても、港湾や高速

道路の整備は県土整備部の所管ですが、予算獲

得には、総合政策部、商工観光労働部、農政水

産部などで所管している物流や地域振興、観光

振興など、幅広い分野でのストック効果をアピ

ールしていくことが必要になります。分野横断

的な戦略の構築が大変重要と考えております。

このように、各部が所管する業務の枠を超え

た課題がふえ、分野横断的な対応の必要性が高

まる中、県の状況を見ておりますと、各部各課

は、自分の守備範囲のことは大変一生懸命に取

り組んでおられますが、分野の枠を超えた部分

を取りまとめて、主体的に戦略を構築していこ

うという動きが弱いのではないかと感じている

ところであります。時代の変化に対応していく

ためには、従来型の組織の縦割りを解決する必

要があると思いますが、総務部長に見解を伺い

ます。

○総務部長（桑山秀彦君） 県では、地方自治

法の規定に基づきまして、知事の直近下位の内

部組織として「部」を設置しておりまして、そ

れぞれ条例で規定された分掌事務を担当するこ

ととなっております。このため、各部とも一定

の役割分担のもとで、県政の課題解決に向けて

取り組みを進めておるところでありますが、議

員御指摘のとおり、「部」の枠を超えた分野横

断的な政策目標を達成するためには、関係部が

横の連携を十分意識し、多角的な視点から取り

組んでいく姿勢が大変重要であるというふうに

思っております。

○日高博之議員 県庁は幅広い政策を推進す

る、そして大きな組織でありますので、まず各

部ごとに役割分担をし、責任を持って所管分野

の課題解決を図る考えがあることは理解すると

ころでありますが、部長から今、分野横断的な

課題に対しての横の連携や戦略の重要性の認識

についてもお答えいただきました。そこで、分

野横断的な課題に対して、現在どのように各部

各課の連携を図っているのか、総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 分野横断的な課題

に対しては、各部各課におきまして、日ごろか

ら関係部門との横の連絡調整を図っております

けれども、特に総合政策部につきましては、

「県の総合的政策の企画及び調整に関する事

項」という全庁横断的な分掌事務を担当してお

ります。例えば、今年度からは、部内に「産業

政策課」を設置しまして、全庁的な産業・雇用

政策の企画立案や総合調整機能の強化を図って

いるところであります。

また、部局をまたがる重要施策の実施に当た

りまして、関係部局等の横の連携を確保するた

めの体制といたしまして、知事や副知事をトッ

プとする、関係部局で構成します「本部会議」

を設置しております。現在、「経済・雇用対策

推進本部」や「交通・物流対策推進本部」など

約50の本部会議が置かれておりまして、主たる

担当課が事務局となりまして、個別の分野横断

的課題に対する全庁的な戦略や方向性などにつ

いて、企画・立案や取りまとめが行われている

ところであります。

○日高博之議員 答弁にありましたように、現

在は、知事や副知事をトップとした「本部会
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議」が核となり、各部局が連携を図っていると

のことであります。各部の横の連携への意識を

醸成するのに一定の効果はあろうと思われます

が、年に数回程度開かれる会議がどの程度機能

しているかは、若干疑問を覚えるところでござ

います。形式的な取り組みではなく、確実に実

をとるものが必要であると考えます。

他県や東京23区などでは、「審議監」や

「マッチング課長」といった、現在の組織に横

串を刺して連携を図るためのポストを設置して

いるところもあると聞いております。このよう

な職をつくり、場合によっては若手を登用する

などすれば、部局間の連携を深めるだけでな

く、人材育成にもつながるのではないかなと思

います。分野横断的な課題に対し、より一層の

横の連携を図る観点からの組織体制は考えられ

ないのか、総務部長に再度お伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 部局横断的な課題

への対応につきましては、まずは、先ほど申し

上げました「本部会議」を今後とも積極的に活

用するなど、課題の認識や情報の共有化を一層

図りまして、方向性を一つにして取り組んでま

いりたいと考えております。その上で、必要に

応じて組織改正も行ってまいりますが、組織の

見直しに当たっては、今後とも、簡素で効率的

な体制を基本としつつ、御質問にありましたよ

うな他県の事例も参考として、円滑な横の連携

という観点も十分念頭に置いた検討を行ってま

いりたいと考えております。

また、どのような組織体制にありましても、

組織を動かすのは「人」でありますので、職員

の意識改革が何より重要であります。今後と

も、職員に幅広い分野での経験を積ませますと

ともに、研修なども活用しながら、縦割りにと

らわれない、広い視野を持った職員の育成にも

努めてまいりたいと考えております。

○日高博之議員 人材育成、能力開発という面

もかなり重要になってくると思います。これを

野球に例えるなら―いつも野球に例えて申し

わけないんですが―行政職員は150キロの速球

はスコーンと打ち返せるんですよ。しかし、

ちょっと変化したり曲がったりすると、かすり

もしない。だから、そこで、どういった球種に

も対応できるような組織体制をぜひつくってい

ただきたい。そして、関係各課が主体性を持っ

て横の連携を図れるよう、部長がしっかりと責

任を持って推進していくことを要望いたします

ので、よろしくお願いいたします。

次に、東京事務所についてお伺いいたしま

す。

県に東京事務所があるということは、県民の

皆様、何となく知っていると思いますが、何を

しているかということは、よくわかっていない

のではないでしょうか。昔は、中央省庁の情報

を集め、本庁とのかけ橋をするのが主な仕事

だったと思いますが、時代は大きく変化してお

ります。

将来に夢や希望を持つことができる魅力ある

地方を創生し、地方への人の流れをつくること

が強く求められる今、東京事務所の役割も大き

く変わってきているのではないでしょうか。地

方創生を推進するためには、首都圏で集めた幅

広い情報を本庁と今まで以上に共有し、政策立

案につなげていくことが重要であると考えま

す。そこで、東京事務所の役割と今後の活用に

ついて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 東京事務所で

ございますが、国などの関係機関との連絡調整

を初め、観光振興や企業誘致、農林水産物や県

産品の販路拡大、移住・ＵＩＪターンの促進、
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就農支援など多岐にわたりまして、首都圏にお

ける本県の情報発信・情報収集の拠点としての

役割を担っております。

特に、地方創生を推進する上では、本県の魅

力を積極的に発信し、県外から人・物・金等の

資源を本県に呼び込むこと、さらには、都市部

の自治体や企業等との連携による産業振興や人

的交流の拡大を図ることがますます重要となっ

てきております。これまでも、情報発信や各種

事業等につきましては、準備の段階から東京事

務所と連携して取り組んできたところでありま

すが、今後とも、東京事務所の持つ機能が十分

に活用され、さらなる成果が上がるよう取り組

んでまいります。

○日高博之議員 ３年後の2020年、東京オリン

ピック・パラリンピックが開催されます。県と

しても、情報発信をより強化する必要がありま

す。同じ情報であっても、東京で発信するほう

が効果が高いのは一目瞭然でございます。私

は、東京事務所が情報発信の司令塔になるぐら

いの気持ちで活動すべきであると強く感じてい

るところでございます。平河町という東京の一

等地に事務所を置けば、当然コストは高くなる

と思いますが、重要なことは、そこでいかにそ

れ以上の成果を生み出すかであります。

答弁にありますように、観光ＰＲ、企業誘

致、県産品の販路拡大、移住促進など、今後そ

の役割はますます重要になってくる中、積極的

に情報発信に力を注ぐべきだと考えますが、再

度、総合政策部長に見解をお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 東京事務所に

おきましては、その取り組みや本県の話題等に

ついて、県人会やこれまで事務所で培った人脈

等も活用しながら情報の提供を行うとともに、

ホームページやフェイスブック、各種イベント

等、メディアも活用しながら、幅広く情報発信

を行っているところであります。議員御指摘の

とおり、人口や企業が集中する首都圏での情報

発信は大変重要でありますので、東京にいなが

ら肌で感じる現場の感覚を大切にしながら、御

意見を踏まえ、より積極的かつ効果的な東京事

務所による情報発信に努めてまいりたいと考え

ております。

○日高博之議員 情報発信を宮崎に有効な政策

立案につなげるか、これが現実的に問われてお

るわけでございます。政策立案は部長の得意分

野でございますので、ここに力をしっかりと発

揮していただくことが、東京事務所がいかに効

率的に費用対効果を生み出すか、これにかかっ

ておりますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、スポーツ観光行政についてお伺いいた

します。

本県においては、気候が温暖で快晴日数が全

国でトップクラスであることや、すぐれたスポ

ーツ施設が数多くあること、60年前から読売巨

人軍がキャンプを行っていることなどから、他

県に先駆けて、スポーツキャンプやスポーツ大

会の誘致を核とした、スポーツランドみやざき

の取り組みに力を注いできました。

近年では、７つのプロ野球球団や約20のＪリ

ーグチームがスポーツキャンプを行っているほ

か、先日開催されましたダンロップフェニック

ストーナメント、リコーカップといった歴史の

あるゴルフ大会、日向で今回開催された世界ジ

ュニアサーフィン選手権など、数々の大規模な

スポーツ大会も開催され、多くの県外客がスポ

ーツを見るために本県を訪れ、国際的なＰＲに

もつながっております。

また、南北に400キロある海岸線を活用したサ
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ーフィンや、温暖な気候やプロ仕様の施設を生

かしたゴルフなど、競技者ではない一般観光客

による、いわゆる「するスポーツ」による観光

客も最近盛り上がってきているやにお聞きして

いるところであります。私としましては、この

ように現在盛り上がっているスポーツを核とし

た観光に力を入れることは投資効果も大きいと

考えているところでありますが、これをどのよ

うに認識されているのか、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 議員から

お話がありましたとおり、本県では、プロスポ

ーツキャンプや大規模なスポーツ大会等が数多

く実施されておりまして、平成29年の春には、

選手や観客による直接消費額や関連産業への経

済波及効果が約127億円、マスメディアによって

宮崎キャンプが全国に発信されたことによるＰ

Ｒ効果が約88億円と、非常に大きな成果が出て

いると考えております。

県といたしましては、これらの効果をより一

層高めるために、スポーツ合宿等の全県化や通

年化、多種目化を推進しておりまして、近年で

は、スピードスケートやウエイトリフティング

女子の日本代表チームなど、新たな合宿誘致に

もつながっているところであります。今後はさ

らに、スポーツの観客等に県内観光地を周遊し

ていただく仕組みづくりや、ゴルフ、サーフィ

ン、サイクリングなど、みずからスポーツを楽

しむ観光客誘致にも力を入れ、さらなる経済波

及効果の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

○日高博之議員 「するスポーツ」にも力を入

れていけば、また経済波及効果も上がるという

ことであります。スポーツを核とした観光は、

費用対効果が高いわけですから、ぜひ推進をお

願いしたいと思います。

次に、９月末に日向で行われました世界ジュ

ニアサーフィン選手権では、まさに最小の投資

で最大の効果があったのではないかと考えてお

りますが、大会全体の総括を商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） アジアで

初めての開催となりました本大会は、41の国と

地域から400名を超える選手やコーチ陣が参加

し、日向市小倉ヶ浜で開催されましたが、９日

間に及ぶ大会期間中には、延べ３万8,000人余の

観客が訪れる中、本県選手を含む日本代表チー

ムも大活躍するなど、３年後の東京オリンピッ

クに向けて大変盛り上がった大会となりまし

た。期間中は、日向市内の全小学校の児童が会

場を訪れ、選手の白熱する戦いに声援を送ると

ともに、市民手づくりによる日本文化の体験・

交流イベントなども行われたところでありま

す。

また、地元の宿泊施設や飲食店は、多くの選

手やスタッフ、観光客で大変にぎわったと伺っ

ており、その経済効果も大きなものがあったと

考えております。さらに、大会の模様が連日、

さまざまな媒体を通じて世界に発信されたこと

で、日向市を初め、本県のサーフィン環境の認

知度向上にもつながったほか、国際大会や外国

人の受け入れノウハウも蓄積されるなど、大き

な財産が得られたものと考えております。

○日高博之議員 経済波及効果、またＰＲ効果

という話もございまして、かなりの効果があっ

たということでございます。また、「大きな財

産が得られた」と、すごくいい言葉だなという

ふうに思います。今まで「効果がありました」

という答弁がありました。そういった経済効果

の試算を、予算措置するに当たり、どう考慮さ
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れているのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 県内では、県や市

町村、各種団体などのさまざまな実施主体によ

りまして、多彩なイベントが開催されておりま

す。その際、県は、みずから開催する場合だけ

ではなく、市町村や各種団体等との協働により

開催する場合や、補助金等による支援を行う場

合もございます。

いずれの場合におきましても、予算措置に当

たりましては、そのイベントの意義や目的、効

果、県がみずから実施すべきか、協働して行う

べきものなのか、もしくは補助金等により支援

すべきなのか、総合的な検討を行っております

けれども、その際には、県内外からの参加見込

み人数あるいは開催期間などを踏まえた経済効

果の試算も考慮しているところでございます。

○日高博之議員 このように、スポーツを核と

した観光誘客が大きく盛り上がってきている背

景には、これまで多くのスポーツキャンプや大

会を受け入れ、成功させてこられた実績があ

り、これらの実績の生む信用が信頼につなが

り、新たなスポーツキャンプ、大会の誘致を実

現するという好循環が生まれていると実感いた

しております。今お伺いいたしました世界ジュ

ニアサーフィン選手権につきましても、年が明

けて開催の打診があったと伺っておりますが、

これも、これまでのプロの大会などの大規模大

会の開催実績を評価されてのものだと私は思っ

ております。

こういった国際大会など、経済的な波及効果

の大きい大会誘致は、まさに地域間競争の激し

い分野であり、気を抜くと、すぐ出し抜かれか

ねません。先ほど総務部長が答弁されたとお

り、経済効果はしっかりと試算に考慮するとい

うことですので、それが本当であれば、スポー

ツ観光に携わる県民の士気も高まりますので、

今後とも、大きな大会の誘致にしっかりと対応

していただきますようにお願い申し上げます。

次に、国際大会のほかにも、古くから本県の

スポーツランドみやざきを支えてきたプロ野球

キャンプを大事にしていくことが重要でありま

す。来年２月で60周年を迎える読売巨人軍宮崎

キャンプを記念して、ソフトバンクホークスと

のＯＢ戦が開催されるとのことです。私自身、

子供のころからヒーローでありました王さん、

長嶋さんのお二人が、一緒にサンマリンスタジ

アムに立つ最後の機会ではないかなということ

を考えますと、大変感慨深いものがあります。

今回、議会の補正予算でも盛り上げのための予

算が要求されているわけですが、県民全体でこ

のキャンプ60周年をお祝いし、全国へ向けて発

信することは、今後のスポーツランドみやざき

を盤石なものとするためにも必要不可欠なこと

だと思います。しっかりと取り組んでいただき

ますよう要望いたします。

さて、読売巨人軍のキャンプの話題を続けま

すが、ことしの秋の巨人軍キャンプにＯＢとし

て私が訪問した際、私の大先輩で知人でもあ

り、外山先生の先輩でもございます鹿取ＧＭか

ら、「県総合運動公園は、施設はすばらしいの

だが、広く分散し過ぎていて、せっかく見に来

た観光客に不便なのではないか」との話があり

ました。具体的には、サンマリンスタジアムの

隣に屋内型のブルペンをつくってほしいとのこ

とです。

これができることにより、１軍のキャンプが

サンマリンスタジアムの周辺で完結する形とな

る上、サンマリンスタジアムからブルペンまで

歩いていく動線上がファンと触れ合うことので

きるゾーンとなり、キャンプ地としての魅力は
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ますます高まります。また、ほかの大規模大会

の誘致や今後の侍ジャパンキャンプにも役に立

つものと考えられます。さらなる観光客誘客に

つなげるためにも、必要な取り組みではないか

と考えますが、どのように考えているのか、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） ブルペン

の設置につきましては、県におきましても、読

売巨人軍から議員御指摘のようなお話をお伺い

しております。現在の県総合運動公園のブルペ

ンは、木の花ドーム横にあり、サンマリンスタ

ジアムから約1.8キロメートルと距離があります

ことから、巨人軍のキャンプ期間中は、シャト

ルバスを運行したり、貸し自転車を準備するな

どして、観客が園内で移動しやすいよう対策を

講じておりますが、それでもなお、不便さを訴

える声も聞かれるところでございます。

サンマリンスタジアムの近くに屋内型ブルペ

ンが設置されますと、施設の集約が図られ利便

性が高まるとともに、選手とファンがより身近

で触れ合える環境が整うなど、キャンプの新た

な魅力づけにもつながるものと考えられますの

で、現在、関係部局と協議しながら検討を行っ

ているところでございます。

○日高博之議員 日本相撲協会はすごく上下関

係が激しいんですが、野球界も上下関係があっ

て、鹿取ＧＭが言っていることもごもっともだ

と私は思いますので、よろしくお願いいたしま

す。それと、できれば県産材で検討していただ

けましたら幸いだと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。要望しておきます。

最後に、県所有のタグボートについてお伺い

いたします。

細島港については、日向市に中国木材が立地

した後、製材量が年々増加しており、現在も新

たな工場の増設が進められております。細島港

のますますの利用促進を図るためには、岸壁等

の整備はもとより、タグボート等といった港湾

サービスの機能強化も重要と考えます。

実は先日、細島港の水先案内人であります厚

東さんと会う機会があり、大型貨物船が多く入

港する細島港の県所有のタグボートは、馬力不

足のため作業に支障が生じていることや、風波

が強いときでも、入港が１日おくれると滞船料

が200万から300万ほど余計にかかるため、入港

船からの着岸の要請が強く、揺れる中、縄ばし

ごを伝い貨物船に乗り込み、環境が悪い状況で

も着岸しなくてはならず、本当に苛酷で責任の

重い仕事だと実感いたしました。また、県所有

のタグボートは、就航後かなりの年数を経過し

ているとの話も伺いました。そこで、タグボー

トの現状について、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（東 憲之介君） 細島港に

は、現在、県と民間で所有するタグボートがそ

れぞれ１隻ずつ、合わせて２隻常駐しておりま

す。県が所有するタグボートは、船名を「ほそ

しま」と言い、出力が2,700馬力で、昭和63年に

建造され、その年に細島港に就航し、現在29年

経過しております。また、運航については、地

元の荷役業者が共同出資する細島港荷役振興株

式会社に委託しております。

○日高博之議員 これが本当の最後です。細島

港における県有のタグボートは、貨物船の大型

化への対応や老朽化が懸念され、作業に支障が

出ることから、そろそろ更新が必要であると考

えますが、細島港タグボートの今後の整備方針

について、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 現在の県有

船「ほそしま」は、議員御指摘のとおり、建造
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より29年経過していることに加え、今後入港す

る船舶の大型化に対応するためには、現状の出

力2,700馬力では不足する可能性もあると考えて

いるところであります。このため、現在、他県

の港におけるタグボートの運営体制も含めた整

備状況について調査を行っているところであり

まして、今後、その結果も踏まえ、細島港にお

けるタグボートの整備について、関係者とも協

議しながら、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

○日高博之議員 これで全て終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議

○横田照夫副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、濵砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。西都市・西米良村選出の濵砂守でございま

す。けさ、自宅から県庁に向かう途中に、非常

にすがすがしい気持ちになりました。国道219号

を佐土原町に通りかかりますと、沿道のガード

レールを覆いかぶさっていた雑草がすっかり刈

り取られておりました。すばらしい道路景観に

変化をしておりました。沿道の雑草の除草でこ

んなにも人の心を和ませるものかと思うほどで

ございます。県土整備部長、ありがとうござい

ました。やっぱりきれいなほうがいいですね。

さて、沿道から見える里山には、赤や黄色に

紅葉したゾウキモミジが至るところにあらわ

れ、冬の訪れを感じます。ことしも12月に入り

めっきり寒くなりましたが、やっと平成29年度

になれたばかりなのにと思いながらも、年は暮

れていきます。年齢とともに時の移ろいに気づ

かないようになるのかもしれません。街にはク

リスマスソングが流れ、沿道の樹木やアーケー

ド街にはイルミネーションがあでやかに取りつ

けられ、あと20日余りでことしも年末を迎えま

す。

それでは、県民の皆様とともに元気で新年を

迎えられることを願いつつ、質問に入ります。

まず、「西都原古墳群をはじめとする南九州

の古墳群」の世界遺産登録について伺います。

世界遺産とは、1972年の第17回ユネスコ総会

で採択された世界遺産条約で定められ、人類全

体のための世界の遺産として、損傷や破壊など

から保護・保存することが重要な遺産であるこ

とを、ユネスコが認定するものでありま

す。2017年７月現在、世界遺産の登録件数

は1,073件に上り、日本国内でも、屋久島や

「「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群」な

ど21件が登録されております。

11月16日、私は、ことし７月に世界文化遺産

推薦候補に決定した、大阪府の百舌鳥・古市古

墳群に調査に行ってまいりました。百舌鳥・古

市古墳群とは、古墳時代の最盛期であった４世

紀後半から５世紀後半に築造された古墳で、仁

徳天皇陵古墳、墳丘長486メートル、国内第１

位、応神天皇陵古墳、墳丘長425メートル、国内

第２位を中心とした49基から成る古墳群であり

ます。平成20年に世界遺産登録に向けての要望

を始めて、平成22年、世界遺産暫定一覧に掲載

されたのを機会に、翌平成23年、知事、地元３

市長から成る「百舌鳥・古市古墳群世界文化遺

産登録推進本部会議」を設置いたしておりま

す。また、26年には、地元３市議会の議員連盟
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を発足し、関西の国会議員を中心とした議員連

盟を設立して、文科大臣及び文化庁長官への要

望を開始するとともに、世界遺産登録を応援す

る市民の会や応援隊を結成、さらには大阪府民

会議が設立され、毎年、文科大臣及び文化庁長

官への要望を繰り返してきたとのことでありま

した。こうした活動が実り、本年７月に世界文

化遺産推薦候補に決定したということで、現

在、平成31年を目安に、ユネスコ世界遺産委員

会での百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録決定

に向けて準備が進められております。

本県でも、県がこれまで大きな価値があると

してきた、「西都原をはじめとする南九州の古

墳群」、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、

高鍋町の持田古墳群を、南九州の古墳文化とし

ての遺産登録に向けて、古墳を考えるシンポジ

ウムを毎年開催するなど、活発に活動されてお

りますが、暫定リストに掲載されるまでの取り

組みとしては、いま一つ盛り上がりに欠けるよ

うであります。そこで、知事が呼びかけ人と

なって、「西都原をはじめとする南九州の古墳

群」の世界文化遺産暫定リスト掲載に向けて、

知事と関係４市町長で構成する協議会の結成に

向けて取り組んでいく考えはないか、お尋ねを

いたします。

次に、本県における人口減少と労働力状況に

ついてであります。

日本の総人口の長期的推移と将来推計につい

て、総務省人口統計などのデータによれば、日

本の総人口は、1192年の鎌倉幕府成立時で757万

人、1603年の江戸幕府成立時で人口1,227万

人、1868年の明治維新時で3,300万人であり、

約700年間で2,500万人と緩やかに増加している

のに比べ、1945年、第２次世界大戦終戦時に

は7, 1 9 9万人と、75年間で3, 9 0 0万人の増

加、2010年の国勢調査においての人口は１

億2,806万人であり、終戦から65年間で5,610万

人が増加をしております。日本の人口は、明治

維新からの140年間で9,500万人増加したことに

なります。その後、日本の人口は2008年をピー

クに人口減少局面を迎えており、2015年の国勢

調査によりますと１億2,709万人で、2010年の前

回調査から96万人減少しております。2065年に

は総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は40

％近い水準になると推計されております。

また、労働力人口について目を向けます

と、2015年の宮崎県の労働力人口は54万4,236人

で、同じく2010年の調査と比較して、２万7,056

人、4.7％減少しており、平成29年７月に県が

行った、県内における人手不足アンケート調査

では、県内企業、回答のあった企業数640社での

人手不足の状況は、「かなり不足」「やや不

足」と答えた企業が70.1％に上ります。県内に

おける労働力人口は、将来に向けて減少する一

方、65歳以上の高齢者人口は急激に上昇してお

り、少子高齢化による労働力不足は深刻なもの

となっております。知事は、開会中の一般質問

冒頭において、星原透議員の質問に対し、３期

目の出馬表明をされ、１番目に人口減少対策を

唱えられておりますが、今後の労働力不足につ

いてどのような対策を講じられるおつもりか、

お尋ねをいたします。

次に、農林業問題について伺います。

平成27年の宮崎県の15歳以上の就業者を産業

別で見ると、第１次産業の割合が、昭和22年

の34万168人、69.2％から減少を続けており、平

成27年には５万6,021人、約11％、６分の１とな

り、過去最低を記録しております。本県の基幹

産業である農業産出額は3,000億円台を維持し、
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全国５位の地位を確立しており、また、宮崎県

の杉素材生産量は国内の16％を占め、26年連続

日本一を誇っておりますが、１次産業に携わる

就業者が過去最低となるなどの厳しい状況に直

面し、今後、宮崎の農林業を維持していくため

の人材不足が懸念されております。知事は、農

林業の担い手の確保に向けてどのような取り組

みをなされるのか、お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からお尋ねをいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、西都原古墳群等の世界文化遺産に係る

協議会についてであります。世界文化遺産への

登録に向けては、国内の暫定リストに掲載され

る必要があり、近い将来、国において暫定リス

トの見直しがなされると見込んでいるところで

あります。このため、県におきましては、関係

する市町と「宮崎県の古墳文化に関する勉強

会」を設置して、県民の理解と機運の醸成を図

るためのさまざまな取り組みを実施しますとと

もに、文化庁や暫定リスト入りを目指す他県と

の情報交換などを行っているところでありま

す。御提案のありました協議会の結成につきま

しては、暫定リスト掲載に向けての大きな原動

力になるものと考えられますので、暫定リスト

への掲載という目標に向けて、県及び関係市町

が共通の意識を持ち、地域が一体となるような

さまざまな取り組みとともに検討してまいりた

いと考えております。

次に、人口減少下における労働力確保につい

てであります。平成27年国勢調査によります

と、完全失業者の減少や高齢者の就業増加など

の状況はあるものの、就業者は2.3％減少してお

ります。このような中、県が実施した企業アン

ケートでは、多くの産業で人手不足感が高まっ

てきており、また、高齢化が一層進んでいる中

山間地域においては、農林水産業や建設業、医

療・福祉などの担い手確保が深刻な課題となっ

ております。このため、来年度の重点施策にお

きましては、「未来を支える人財の育成・確

保」を掲げ、県内就職やＵＩＪターンの促進、

少子化対策、女性・高齢者の就労促進などの人

財育成の強化に取り組むこととしております。

市町村や関係団体とも連携を強化しながら、引

き続き、こうした取り組みを粘り強く、かつ着

実に進めますとともに、先端技術の活用、企業

や産業間の協業化に向けた取り組みなど、考え

得る施策を積極的に展開してまいりたいと考え

ております。

最後に、農林業の担い手確保についてであり

ます。本県は、先人のたゆまぬ努力により、農

畜産物や木材の供給基地として全国屈指の地位

を築いておりますが、その維持・発展のために

は、時代の変化に対応し、たくましい実践力を

備えた担い手の確保が喫緊の課題と考えており

ます。このため、本県において農林業へ就業す

ることに関心のある方々を対象としまして、県

内外において相談会や説明会などを開催し、私

からも直接、本県農林業の魅力を伝えるなどの

取り組みを行ってきたところであります。平

成28年は、農業では、平成に入って最高となり

ます396名の、林業では、ここ10年で最も多

い203名の新規就業者の確保に至ったところであ

ります。また、企業等と連携をした農業大学校

での専門教育の実施や、農業実践塾、みやざき

林業青年アカデミーなどでの研修に取り組むと

ともに、実践的な人材育成を総合的に行う林業

大学校の検討を進めているところであります。

今後とも、こうした取り組みを積極的に展開
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し、また、ＩＣＴ等先端技術の活用など魅力あ

る農林業の姿を示しながら、将来を牽引する若

い担い手を確保し、夢と希望を持てる本県農林

業の実現を目指してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○濵砂 守議員 ありがとうございました。

それでは、質問者席から質問してまいりま

す。まず、農林業問題についてであります。西

都市の東米良地域は、県内一番のユズの産地で

ありますが、ユズの導入から約45年が経過をし

ております。生産者の多くは70代から80代に高

齢化をしておりまして、ユズの収穫が困難な状

態になっております。収穫の応援にシルバー人

材センターにも相談をしたんですが、よい返事

がもらえません。遠方であること、ユズ園の地

形が急斜面で危険なことも理由の一つでありま

す。生産者はこれまで、収穫したユズを背負っ

て、地面にはいつくばるようにして坂道を上

り、車の入ってくる道路まで運び出しておりま

した。高齢化した今では、もうそれはかないま

せん。産地を継続することすら難しい状態に

なっております。しかし、そこに育った子供た

ちは町場で生活をしており、もちろん愛着もあ

ります。所得さえ上がれば、引き継ぐ人もふえ

るかとも思いますが、現在のままでは作業効率

が非常に悪く、所得につながりません。この東

米良地域のような中山間地域のユズの産地を存

続させるためには、園内の道路等の環境整備を

して作業効率をよくすることが必要だと思いま

すが、県の取り組みについて、農政水産部長に

お伺いをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 中山間地域に

おきまして、ユズは安定した収入が見込める貴

重な品目でありますので、高齢化や担い手不足

が深刻化する中、将来にわたって産地を維持さ

せ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、集落ぐるみで産地を守っ

ていくために、共同作業や受託作業を行う果樹

版の集落営農組織の育成を図りますとともに、

条件のよい園地への改植や園内道、共同利用機

械の整備、地元加工施設との連携による販売力

強化への支援を行っているところであります。

今後とも、市町村や地域と連携して、中山間地

域の貴重な作物でありますユズの生産振興に積

極的に取り組んでまいりたいと存じます。

○濵砂 守議員 ユズが導入されたのは45年ぐ

らい前なんです。そのころは30代、40代の方た

ちだったんですけれども、既にもう70代後半か

ら80代ぐらいになられております。産地を継続

するのが難しい。場所を変えるといいかもしれ

ないんですが、そのようなところの環境整備を

しないとユズの存続は難しいというのは、現実

的な問題ですので、ぜひまたこの辺の検討をお

願いしたいと思います。

次に、「西郷（せご）どん」についてであり

ます。

身長180センチ、体重100キロ、目が大きく黒

目がち、子供のころから大柄で、正義感が強

く、トラブルでも動ぜず、どっしりと受けとめ

るタイプと表現するのは、國學院大學、矢部健

太郎教授の「日本の武士100人の履歴書」に登場

する西郷隆盛であります。薩摩藩の下級武士の

長男として生まれた西郷は、奄美大島での潜

居、沖永良部に島流しなどの挫折を経験後、薩

摩藩のリーダーとして薩長同盟の締結、王政復

古をなし遂げ、江戸総攻撃を前に江戸城無血開

城を実現いたします。明治に入って新政府に参

議として復職していた西郷は、征韓論で大久保

利通や木戸孝允と決裂して帰郷。緊張が高まる

中、新政府に特権を奪われた不満を持つ士族
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が、西郷隆盛を中心に、現在の熊本県、大分

県、宮崎県、鹿児島県で起こした士族の反乱が

西南戦争へと発展をいたします。開戦から７カ

月、最大かつ士族による最後の反乱は、政府軍

の勝利に終わり、西郷隆盛の自刃によって西南

戦争は終結。豪快で繊細な薩摩の巨人は、1877

年、49歳で生涯を閉じます。西郷は大の写真嫌

いで１枚も写真を残しておらず、よく知られて

いる肖像画についても、弟の西郷従道と親戚の

大山巌をモデルにイタリアの版画家が描いたも

のだそうです。また、上野駅にある西郷隆盛像

の除幕式に招かれた妻の糸子は、「うちの人は

こげんな顔じゃなか」とつぶやいたといいま

す。今なお、その姿を含め謎多き幕末の偉人で

あります。

こうした激動の幕末を駆け抜け、新たな時代

をつくった男の波乱万丈の生涯を描くＮＨＫ大

河ドラマ「西郷どん」が、来年、2018年の１月

７日スタート、全50回にわたり放送されること

になりました。本県は旧薩摩藩の領地で、都城

市を中心とする北諸県郡や佐土原支藩を初め、

深いかかわりを持っており、西南戦争敗走の地

でもあることから、この大河ドラマにどのよう

な形で登場するのか楽しみであります。そこ

で、大河ドラマ「西郷どん」が放送されるに当

たり、西郷どんと本県のかかわりについて、県

はどのようなセールスをされてきたのか。ま

た、その手応えについて、商工観光労働部長に

お尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 来年の大

河ドラマの「西郷どん」につきましては、こと

しの１月、知事が延岡、日南両市長とともにＮ

ＨＫを訪問し、本県には西南戦争の史実、史跡

等が数多くあることや、最後の激戦地となった

延岡で、可愛岳を背に薩軍が本陣を構えた逸話

などを紹介し、ぜひドラマの中で取り上げてい

ただくよう要望を行ったところであります。既

にドラマの撮影は開始されているところであり

ますが、原作となる小説において、薩軍の宿陣

となった俵野の児玉邸でのエピソードが掲載さ

れていることや、脚本家の中園ミホさんが、ド

ラマの制作スタッフとともに西郷隆盛宿陣跡な

どに事前取材に訪れていること、さらには、撮

影の開始前に、西郷隆盛を演じる俳優の鈴木亮

平さんも県内ゆかりの地を訪問していることな

どを考えますと、本県を舞台にしたエピソード

を取り上げていただけるものと、大いに期待し

ているところでございます。

○濵砂 守議員 明治10年２月に開戦した、日

本最後の内戦である西南戦争です。圧倒的な勢

力を持つ新政府軍に追われて、人吉、宮崎へと

転戦をしていきます。耳川の戦い、延岡の和田

越の戦いに敗れて、８月に北川へと敗走、可愛

岳の麓で、現在は資料館になっている児玉熊四

郎邸に宿陣をしております。そこで薩軍を解散

し、鹿児島まで逃げ延びるため、険しい可愛岳

越えを計画して、９月24日に城山で自刃するま

で敗走が続くわけですが、その間、高千穂町の

三田井、美郷町の神門を通過して、西都市の銀

鏡、浜砂重言さん方―家も残っておるんです

―に宿泊して、さらに西米良の児玉愛平さん

方―ここも家が残っています―に宿泊して

おります。その家は現在でも残っておると思う

んですが、そのときの話もまだ言い伝えで残っ

ておりまして、銀鏡の上揚というところに征矢

貫（そやぬき）神社というのがあるんですが、

御承知だと思いますけれども、そこに官軍が先

に待ち構えておったそうです。そこに薩軍が神

門から入ってきた。ドアのほうから入ってきた

んですね。そこでゆっくりしているところを、
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いきなりドアを蹴散らして入ってきて、７人が

斬殺されたそうです。それを目の前で見た人の

孫さんが今いらっしゃいます。そして、そこか

ら今度は西郷は浜砂重言さんのところに泊まる

わけですが、柱に寄りかかったまま刀を抱い

て、朝まで一言もしゃべらんかったそうです。

その朝、出かけると同時に、米良の武士たちと

一緒に山越えで西米良に逃げたというような話

で、かなり険しい山の中を逃げて落ち延びて

いったというような話も、現実のものとして家

も残っておりますので、放映に出てくるといい

なと、そう思うんですが。そういう放送に期待

が高まりますが、ゆっくり見守っていきたいと

思います。

次に、障がい者支援について伺います。

障がい者対策の基本的理念を示す法律「障害

者基本法」では、第２条において、障害者を、

身体障害、知的障害、または精神障害があるた

め、長期にわたり日常生活または社会生活に相

当な制限を受けるものと定義をいたしておりま

す。障がいは、身体障がい、知的障がい、精神

障がいの３種類に大別され、３つのうち身体障

がいが占める割合が最も高いと伺っておりま

す。そこでまず、本県における障がい者の総数

及び３障がい者数の内訳、また、障害年金の受

給者数と、その障害基礎年金の受給額につい

て、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 身体・知的・

精神障がい者の人数につきましては、手帳所持

者数からすると、平成29年３月末の時点で合計

８万2,382人であり、その内訳としましては、身

体障がい者が６万3,521人、知的障がい者が１

万1,244人、精神障がい者は7,617人となってお

ります。また、障害年金につきましては、平

成28年３月末時点で、障害基礎年金受給者が２

万5,222人、障害厚生年金受給者は4,923人と

なっており、障害基礎年金額は、１級で月額８

万1,177円、２級が月額６万4,942円でありま

す。

○濵砂 守議員 次に、教育長に伺います。県

内における特別支援学校の生徒数と障がい内

訳、並びに昨年度（平成28年度）卒業生の進路

状況についてお聞かせください。

○教育長（四本 孝君） 今年度の特別支援学

校における障がい種別の在籍者数につきまして

は、知的障がい1,020名、肢体不自由190名、病

弱101名、聴覚障がい52名、視覚障がい23名の、

合計で1,386名となっております。

また、昨年度の特別支援学校高等部卒業生の

進路状況につきましては、卒業生174名のうち、

大学等への進学が５名、職業訓練校が７名、就

労継続支援Ａ型事業所が11名、その他事業所へ

の就職が38名、福祉サービス事業所等が100名、

入院や施設利用待機などが13名となっておりま

す。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。

次に、障害者就労継続支援Ａ型事業所におけ

る賃金支給は、最低賃金以上が支給されること

になっておりますが、最低賃金を超えて支給し

ているＡ型事業所は県内に何カ所あるのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 利用者と雇用

契約を結ぶことにより、最低賃金以上の賃金を

支払うことが求められるＡ型の事業所で、平

成28年度中に賃金の支給実績があるところは50

事業所となっております。このうち、年間の平

均賃金で見た場合、平成28年10月１日に引き上

げられた最低賃金714円、この額を超えて賃金を

支給しているところは25事業所となっておりま

す。
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○濵砂 守議員 引き続き、就労継続支援Ｂ型

事業所における工賃について、全国の平均月額

と県の目標工賃額、平均月額工賃を、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 雇用契約を結

ばず、生産活動の対価として支払われるＢ型事

業所の全国の工賃平均月額は、平成27年度にお

いて１万5,033円となっております。県が定める

工賃向上計画において、平成28年度の目標工賃

額は月額１万8,000円としておりますが、実績は

１万7,960円で、目標額をわずかに下回るもの

の、前年度と比べると1,093円の増額となったと

ころであります。また、昨年度の工賃月額は、

最高が５万9,141円、最低が4,850円となってお

ります。

○濵砂 守議員 この工賃と障害年金を合わせ

て、将来、障がい者の方は生活していくわけで

すよね。やっぱり12～13万円ぐらいないとなか

なか、グループホーム等に入っても生活が厳し

いんですよ、現実。ですから、平均工賃をなる

だけ上げていただいて……。障がい者を持つ親

が一番心配するのは、自分たちがいなくなった

後の将来のことなんです。ですから、やっぱり

平均工賃を上げて、自立できるような所得を上

げさせるというのが福祉の仕事だろうと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、障がい者の雇用状況について伺いま

す。従来の障がい者就労施設は、食品製造や工

場の下請の軽作業といった分野が中心でありま

した。最近、農業の分野に障がい者が就労する

農福連携が注目をされております。雇用する農

家にとっては担い手の確保ができ、障がい者に

は働く場所が拡大し、双方がメリットを感じて

いると聞きます。そこで、県内企業の産業別の

障がい者の雇用者数及び雇用率について、福祉

保健部長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 障がい者の雇

用が義務づけられている事業主における、平

成28年６月１日現在の雇用者数でございます

が、宮崎労働局が公表している集計によります

と、農林漁業の第１次産業で37人、実雇用

率2.19％、鉱業、建設・製造業の第２次産業

で695.5人、実雇用率2.54％、サービス業等の第

３次産業では1,759.5人、実雇用率2.24％となっ

ております。

○濵砂 守議員 次に、障害者雇用促進法で、

障がい者の雇用を促進するため、民間企業に対

して、常時雇用する従業員の一定割合、法定雇

用率２％以上の障がい者の雇用を義務づけてお

ります。本県における法定雇用義務を持つ民間

企業の障害者法定雇用率の達成状況について、

福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 平成28年６月

１日現在で、雇用が義務づけられている県内の

企業727社のうち、法定雇用率２％を達成してい

る企業は486社で、達成していない企業は241社

となっております。なお、法定雇用率を達成し

ている企業の割合は66.9％で、全国第２位とい

う状況でございます。

○濵砂 守議員 同じく、国及び地方公共団体

の任命権者に対して、常時勤務する職員の一定

割合、法定雇用率2.3％を義務づけており、教育

委員会にあっては、法定雇用率2.2％以上の障が

い者の雇用を義務づけております。県及び県

内26市町村の障害者法定雇用率の達成状況につ

いて、それぞれ福祉保健部長にお尋ねをいたし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県内の地方公

共団体、県、市町村の法定雇用率でございます

が、平成28年６月１日現在において、２つの市
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町が法定雇用率を達成しておりませんでした

が、その後それぞれ、同年８月３日、同年９月

１日に法定雇用率を達成しているところでござ

います。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。

次に、子供の貧困についてお尋ねをいたしま

す。

平成25年６月に成立した「子どもの貧困対策

の推進に関する法律」の基本理念では、子供の

貧困対策は、子供等に対する教育の支援、生活

の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、

子供の将来がその生まれ育った環境によって左

右されることのない社会を実現することを旨と

して推進されなければならないとし、国の責務

と地方公共団体の責務がそれぞれ明記してあり

ます。近年、子供の貧困対策について、報道で

頻繁に取り上げられるようになり、子供の自立

に向けて支援に取り組むＮＰＯ法人や社会福祉

法人などが連携し、「みやざき子ども未来ネッ

トワーク」が発足するなど、その活動も次第に

活発になっております。そこで、貧困対策の対

象者となる子供の環境はどのような境遇なの

か、具体的にはどのような支援がなされている

のか。本県の取り組み状況について、福祉保健

部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 子供の貧困対

策におきましては、経済的に困窮する家庭に暮

らす子供のほか、社会的に孤立するなどさまざ

まな課題を抱える子供を対象としており、将来

において夢や希望を持って成長していけるよう

取り組みを行うこととしております。県におい

ては、関係部局が横断的に連携して、ひとり親

家庭への就労支援や、学校生活や進学などの子

供が抱える課題の相談支援、地域において子供

の貧困に気づき、適切な機関につなぐための人

材育成などに総合的に取り組んでいるところで

あります。また、住民に身近な市町村が実施す

る子供の貧困の実態調査や、計画の策定への支

援を行うほか、子ども食堂や学習支援を行う民

間団体のネットワークづくりにも積極的に参画

しているところであります。今後とも、関係機

関や民間団体とも連携を深めながら、子供の貧

困対策にしっかり取り組んでまいりたいと考え

ております。

○濵砂 守議員 先日、石井記念友愛社の十次

の会創立20周年記念講演に出席をいたしまし

た。全国的に、児童養護施設にいる子供の大学

進学は難しいと言われております。その最も大

きい理由は経済的な問題です。石井記念友愛社

の児嶋理事長は、九州保健福祉大学と岡山県の

学校法人加計学園―例の加計学園と何か関係

があるみたいなんですが―の吉備国際大学、

岡山理科大、倉敷芸術科学大、千葉科学大等に

施設の卒園生が入学する場合、入学金や授業料

を全額免除する包括連携協定を結んでいるとい

うことであります。学校側は、児童養護施設の

優秀な卒園生に、学費などを免除して大学に進

学してもらい、卒園生を大事に育て、世界に羽

ばたく人材を育成したいとして締結したもの

で、昨年度は、18歳になる７名の卒園生のうち

４名が進学をしております。友愛社の児童養護

施設から、現在、九州保健福祉大学に５名、岡

山県の吉備国際大学に２名が在学中であり、来

年度も３名が進学を予定しているそうです。施

設には約50人の子供たちが暮らしております

が、卒業した子供たちが大学生として施設を訪

問することで、他の子供たちに大きな希望と意

欲を与えておるということであります。そこ

で、石井友愛社の児童養護施設と大学との福祉

連携協定は、全国でも珍しいケースではないか
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と思いますが、県内及び全国の児童養護施設か

らの大学進学の状況について、福祉保健部長に

お尋ねをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 全国の児童養

護施設の入所児童で、平成27年度末に高等学校

等を卒業し、大学等に進学した数は、平成28年

５月１日現在で、大学が156人、短期大学が60

人、高等専門学校の高等課程が10人で、計226人

となっております。このうち本県における人数

としましては、大学、短期大学がそれぞれ２人

ずつの計４人となっております。

○濵砂 守議員 次に、地方消費税収の清算基

準の見直しについて伺います。

消費税は、税率８％のうち1.7％が地方に配分

されます。国が自治体にかわりまとめて徴収

し、都道府県に割り当てる仕組みであり、現在

は税収の75％を都道府県ごとの消費額に応じて

配分し、17.5％を人口、7.5％を従業員数に基づ

いて配分されております。先日、総務省が、平

成30年度税制改正の焦点の一つとなっている地

方消費税の配分見直しをめぐり、最終案を固め

たとの新聞報道がなされました。税収を各都道

府県に割り振る３基準のうち、税収の75％を占

める販売額基準の比重を下げて、その分を地方

に有利な人口基準17.5％に上乗せして５割ずつ

にするのが柱で、地方部に不利な従業者基準7.5

％は廃止になるということであります。このた

め、東京都、愛知県などで数百億円から1,000億

円の減収となる一方で、他の都道府県は数億円

から数百億円の増収となると見込まれており、

宮崎県にとっても朗報ではないかと思います。

そこで、地方消費税収配分額は、2017年度見込

みで約４兆6,000億円、この配分見直しにより、

本県における地方消費税収配分額の影響につい

てどのように見込まれているのか、総務部長に

お尋ねをいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 地方消費税は、最

終消費地と納税地が一致しないことから、最終

消費地に税を帰属させるために、消費に係る指

標などにより、都道府県間で清算が行われてい

るところであります。現在、国におきまして

は、御質問にもありましたように、より適切に

税収を帰属させるために、地方消費税の清算基

準につきまして、清算に用いる消費や人口と

いった指標の構成比率の見直し、さらには、消

費に係る指標の中身についても見直しが議論さ

れているところであります。このような動きに

伴い、県といたしましても、収集できる情報を

もとに試算を行っているところでありますが、

国が詳細な見直し内容を示していない現段階に

おきましては、本県への影響についてはなかな

か判断できないところでございます。そのよう

な状況にありますけれども、いずれにいたしま

しても、今回の見直しは、全体的には大都市よ

りも地方に有利に働くものというふうに考えて

おります。

○濵砂 守議員 次に、地域振興について伺い

ます。

公立学校は、少子化による児童生徒数の減少

や市町村合併などを背景として、過去10年間

で2,000校以上が廃校になっているといいます。

文部科学省のホームページによりますと、各自

治体では、その廃校になった学校施設を有効に

活用しようという取り組みが行われており、地

域の活性化や都市と農村・漁村との交流促進、

創業の支援などを担う施設として生まれ変わっ

ているとの事例が掲載されております。施設の

有効活用が求められているにもかかわらず、廃

校になってから活用が図られず、遊休施設と

なってしまっているものも多く存在しておるよ
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うであります。そこで、現在、県内における公

立学校の廃校数は何校あるのか。そのうち活用

されている学校数と活用内容について、教育長

にお尋ねをいたします。

○教育長（四本 孝君） 平成14年度以降に廃

校となった県内の小中学校数は78校であります

が、平成29年５月１日現在で建物が現存してお

りますのは72校であります。そのうち利活用さ

れておりますのは46校であり、複数の用途に活

用されている事例もありますが、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

設等が33校、福祉施設等が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、

企業の施設等が７校となっております。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。

そこで、西都市に小さな村があるんですが

―もう小さい村ばかりなんですけれども―

廃校になった学校施設が残っております。村の

住人や出身者は、その施設を整備して集落の拠

点施設にできないかと検討しております。消防

団の避難訓練とか―そこはちょっと離れてい

るものですから出張診療に行くんですけれども

―出張診療の場としての活用とか、特に村の

交流施設として活用し、活性化を目指すもので

あります。中山間地域における廃校になった学

校施設を整備するための支援策について、総合

政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 地域コミュニ

ティーの維持や地域の活性化を図る上から、中

山間地域における廃校施設等を有効に活用する

ことは、大変有意義であると考えております。

例えば木城町では、平成24年３月で廃校になり

ました石河内小学校を、農作業体験や宿泊が可

能な施設として整備され、地元の方々がそこを

拠点に、交流人口や地域雇用の拡大等に向けて

活動されております。私も一昨日、土曜日にこ

の学校を見学させていただいたところですが、

きれいに整備されて、よく活用されているなと

いうふうに見てきたところであります。県にお

きましても昨年度、この施設を会場として、い

きいき集落の方々や行政関係者等を対象とした

研修会を開催しまして、廃校施設の有効活用等

について啓発を行ったところであります。県と

しましては、こうした事例紹介のほか、廃校施

設等の利活用による新たな活動の場づくりな

ど、地域の意欲的な取り組みを後押しできるよ

う、引き続き、国の補助制度等を活用しなが

ら、積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

○濵砂 守議員 次に、国道219号整備促進につ

いて、県土整備部長にお尋ねをいたします。

国道219号は、熊本市から宮崎市に至る、九州

中央山地沿線14市町村の経済活動を支える大動

脈として重要な路線であり、沿線地域住民に

とっては、生活道路の機能はもとより、産業経

済の振興にとって必要不可欠な道路でありま

す。熊本県側の延長87.6キロメートルは、改良

率100％であります。本県の西米良村―西都市区

間67.6キロメートルにおいては、改良率71.5％

であり、未整備・未改良部分がまだ多く残され

ております。整備促進が強く望まれております

が、まず、国道219号の整備促進について、取り

組み状況を県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 国道219号

は、熊本市から宮崎市に至る延長約171キロメー

トルの幹線道路でありまして、県内区間約83キ

ロメートルのうち、約64キロメートルが２車線

での整備が完了しております。現在、残る未改

良区間約19キロメートルのうち、西都市瓢丹淵

から西米良村小春間の、特に線形や見通しの悪
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い箇所から優先的に整備を進めております。こ

のうち西都市の岩下工区では、大型車の離合困

難箇所の解消を図るため、新たなトンネル工事

の着手に向けた橋梁工事などを進めておりま

す。また、西米良村では、ことし８月に完成し

た横野工区に続く小春工区と越野尾工区で、急

カーブが連続する区間の解消を図るため、トン

ネルや橋梁工事などを進めております。本路線

は、地域経済を担うなど重要な幹線道路であ

り、緊急輸送道路にも指定していますことか

ら、整備に必要な予算の確保に努め、事業中区

間の早期完成を図るとともに、残る未改良区間

につきましても、順次取り組んでまいりたいと

考えております。

○濵砂 守議員 インフラの整備効果は、フロ

ー効果とストック効果があることは御承知のと

おりであります。フロー効果は、公共投資の事

業自体によって、生産、雇用や消費といった経

済活動が派生的につくり出され、短期的に経済

全体を拡大させる効果とされております。実

際、国道219号改良の促進に比例して、西米良村

の入り込み人口は順調に増加をしております。

一方でストック効果は、整備された社会資本が

機能することで得られる効果であります。宮崎

県で一番小さな村・西米良村は、平成27年国勢

調査で、人口1,086人、高齢化率42％で、今のま

ま推移していけば、2025年には1,000人を割り込

みます。しかし、毎年５世帯の移住があれば、

現状を維持する計算になることから、６月議会

で紹介しました「おがわ作小屋村」を初め、地

域の生き残りをかけて、本格的な移住対策に取

り組んでおります。地方創生の根幹となる地方

交通網整備が生活・物流環境を向上させ、人口

維持の足がかりを期待するものであり、村の生

き残りをかけて、住民の全員が国道219号の早期

改良に期待をいたしております。県土整備部長

は、西米良駐在所長も経験をされておりますの

で、その実情は十分御承知のことと存じます

が、部長の思いがあればお聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 私が西米良

駐在所に勤務していたのが平成17年でございま

すけれども、平成17年は、台風14号が襲来いた

しまして、県内各地で大きな被害が発生しまし

た。西米良村管内でも至る所で道路が寸断しま

して、地域の皆様方の生活にいろんな支障が生

じました。こういう状況の中で、西米良村のよ

うな迂回路がない地域での、災害に強い道路整

備の必要性というものを強く感じたことを思い

出します。また一方で、道路整備が進むと、西

米良村の皆様の喜ぶ声をお聞きいたしました。

道路が、地域の生活の向上とか活性化に欠かせ

ない大事な社会資本であると感じたところであ

ります。本県の道路整備は、まだまだ全国的に

もおくれている状況でございます。今後とも、

国道219号を初めとする本県の道路整備に、しっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

次に、県内における信号機の設置状況につい

て、県警本部長にお尋ねをいたします。

2017年刊行の都道府県系列統計指標によりま

すと、本県の運転免許保有者数は76万5,258人

で、47都道府県中36位、人口10万人当たりで比

較すると、６万9,313人で全国12位であります。

交通事故発生件数は、9,455件の47都道府県中15

番目、人口10万人当たりの比較では、856.4件で

全国第３番目となっております。また、道

路1,000キロ当たりで見る横断歩道数は、760.2

本で全国27位、信号機の設置数は、119.3基の全
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国32位であります。比較的都市部に信号機が多

く設置されているようではありますが、本県よ

り人口の少ない香川県の209.1基、全国９位を初

め、福井県の177.6基、全国15位、続いて佐賀県

が21位、鳥取県が22位、和歌山県が27位と連ね

ており、1,000キロ当たりの信号機設置数となる

と、必ずしも人口規模ばかりではないようであ

ります。そこで、統計には道路1,000キロ当たり

でしか表記されおりませんが、本県の信号機の

設置総数は何基あるのか。また、信号機設置に

ついての要望をよく耳にしておりますが、現在

の要望数はどれくらいあるのか。さらに、信号

機の設置基準について、県警本部長にお尋ねを

いたします。

○警察本部長（郷治知道君） 信号機の総数

は、本年３月末現在で県内に2,382基設置してお

ります。また、信号機の設置要望数につきまし

ては、現在までの累計で約400件を把握しており

ますが、設置基準を満たさない箇所も多く含ま

れているのが現状であります。信号機の設置基

準につきましては、警察庁が「信号機設置の指

針」を示しておりまして、本県もこの指針に基

づき設置しております。具体的な指針の内容と

しましては、一定以上の交通量があること、車

が安全にすれ違うために必要な道路の幅や、横

断しようとする歩行者が待つスペースがあるこ

と、学校、幼稚園、病院などの付近における交

通安全確保の必要性などを総合的に判断した上

で、設置の必要性が高い場所を選定することと

なっております。

○濵砂 守議員 次に、近年における信号機の

設置状況と、信号機の設置にかかる費用及び財

源について、県警本部長にお尋ねをいたしま

す。

○警察本部長（郷治知道君） 信号機の設置状

況につきましては、例年15基前後を設置してお

ります。信号機の設置費用につきましては、信

号機の種別や交差点の形状などによって異なり

ますが、１カ所当たりで、一定の周期で作動す

る一般的な信号機が約700万円、半感応式の信号

機が約900万円、押しボタン信号機が約300万円

であります。

次に、信号機の設置に係る財源といたしまし

ては、国からの補助金を受けるものも一部あり

ますが、県内の多くの信号機につきましては、

一般財源により設置しております。県警といた

しましては、今後も、信号機設置の必要性、緊

急性などを総合的に検討しながら、計画的に整

備してまいります。

○濵砂 守議員 いろいろ御答弁をいただきま

して、ありがとうございました。実情をお察し

の上、よろしくお願いいたします。また、信号

機は、どうしても必要な部分については、総務

部長、やはり優先的に、人命を預かる施設であ

りますので。要望数も結構多いようです。た

だ、合致しない部分がたくさんあるということ

でありますので、それが必要な分については、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○横田照夫副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、一般質問を行います。

まず初めに、新燃岳噴火についてお伺いいた

します。

2011年９月以来、約６年ぶりに、10月11日に

新燃岳が噴火しました。また、14日にも噴火

し、噴煙が2,300メーターまで上がりました。７

年前のような大規模なマグマ噴火になり、大変

なことになるのではないかと大変心配しました
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が、現在はある程度落ちついており、安堵して

おります。私が住んでいる高原町では、新燃岳

噴火対策本部をいち早く立ち上げ、万が一に備

えました。入山規制の範囲が３キロから２キロ

に縮小され、現在は準備本部になっておりま

す。高原町の職員の数は限られており、本格的

な噴火が発生した場合、人手が足りないときが

７年前にありました。そこで、今後、本格的に

噴火した場合、高原町の防災対策を支援する必

要があると考えますが、県はどのように支援し

ていくのか、危機管理統括監にお伺いいたしま

す。

道路に降った灰を、高原町、小林市、県、国

が連携して、ロードスイーパーや散水車等を準

備して降灰除去をスピーディーに行っていただ

き、まことにありがとうございました。感謝し

ております。しかし、今回の降灰により、米を

収穫するコンバインの故障や、ニラなどの露地

野菜の出荷停止、ハウスに付着した灰の除去作

業、梨などの観光農園に訪れる客数の減少、さ

らには、畜産農家においては、稲わら、ＷＣＳ

等に灰が付着したので、牛に影響が出るのでは

ないかと心配しております。このように、農家

が苦労して収穫、栽培、飼育を続けておりま

す。今後、農家が安心して営農していくための

降灰対策にどのように取り組むのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

私は、８月末に、ことしの７月の豪雨で被害

を受けました福岡県朝倉町で、高原町ボラン

ティア協議会のメンバーと一緒に、家の中に流

れ込んだ土砂の除去作業のボランティアに参加

してきました。朝倉町の現場に入り、ここまで

水が上がれば怖かっただろう、何でこんなとこ

ろまで土砂が流れ込んだのだろうと感じまし

た。ふと山のほうを見てみますと、山の渓流ご

とに大きな傷、のり面崩壊が見られました。大

雨により渓流に多量の水が集まり、渓流沿いに

立っていた杉を軒並み倒し、杉が流れ出し、小

さな河川が流木により堰上げされ、大量の水と

土砂により被害が拡大したのではないかと感じ

ました。渓流沿いの流木対策が重要だと感じま

したが、本県の対策はどうなっているのか、環

境森林部長にお伺いいたします。

また、九州北部豪雨では、河川の水位計設置

が少なかったため、的確な情報伝達がとれず、

避難できなかったと言われている中、12月１日

に国が発表した中小河川緊急治水プロジェクト

の中に、水位計設置についての記載がありまし

たが、本県の河川水位計の設置状況と今後の対

策はどうなっているのか、県土整備部長にお伺

いいたします。

次に、国際交流についてお伺いいたします。

私の地元で国際交流に取り組んでいる方か

ら、小林にある県水産試験場でニジマスの研究

をして、ネパールに戻り、ニジマスの普及をし

て頑張っているグルング先生という方がいるの

で、ぜひもう一度宮崎に来てもらい、講演会を

開いてほしいという相談を２年前に受けまし

た。県にネパールとの交流について聞いたとこ

ろ、県内に100名以上のネパール人がいることが

わかり、そのほとんどが宮崎市内にある専門学

校の日本語学科の留学生とわかり、専門学校に

相談したところ、快く協力していただけること

になり、さらに、県と小林市も協賛していただ

けることになり、宮崎・ネパール親善交流実行

委員会を立ち上げることができました。実行委

員会でお世話になりました皆様方には、お礼と

感謝を申し上げます。

グルング先生は、先月来県し、「宮崎とネパ
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ールのニジマス養殖を通した関わり」と題して

講演していただきました。30年前にグルング先

生は、ネパールの山岳部の農村生活の厳しい状

況を打破したいという強い気持ちを持って日本

に来られ、小林でニジマス養殖に出会い、ニジ

マスなら病気に強く、ネパールの山岳部の冷た

い水でも養殖できると判断して、小林市、西米

良村、日南市でニジマスの養殖技術を学び、ネ

パールに戻り、山岳部の農家へのニジマス養殖

の普及に乗り出しました。ニジマス養殖を始め

る前の山岳部の農家所得は低く、子供の医療費

を工面するのも苦しかったのですが、ニジマス

の養殖で所得が大きく改善し、都市部の私立学

校にも通わせることができるようになったとい

うことでした。

このようにネパールの山岳地帯の農家の生活

が改善できたのも、日本、宮崎県のおかげで、

特に、県の水産試験場の職員や元県議会議長の

外山先生の尽力がなければ実現できなかった

と、大変感謝しておりました。グルング先生

は、現在、ネパール国家農業研究評議会畜産漁

業研究所の所長をされております。グルング先

生は、県の海外技術研修員として研修を受けら

れたと伺っておりますが、グルング先生のよう

に本県で研修し、母国で活躍されている方々が

多くいるのではないかと思っております。そこ

で、これまでに海外技術研修員を何人受け入れ

たのか、また、宮崎県で研修した方々とのつな

がりを大切にし、国際交流をもっと積極的に行

い、グローバル戦略にも生かすべきだと考えて

おりますが、見解を商工観光労働部長にお伺い

いたします。

次に、ゴルフの振興について伺います。

11月は、男子のダンロップフェニックストー

ナメント、女子プロゴルフの最終戦・リコー

カップが行われ、マスコミでも大きく取り上げ

られました。また、安倍総理とトランプ大統領

とのゴルフ外交がマスコミにも取り上げられ、

ゴルフに対してさまざまな方が興味を示してい

ると聞いております。本県には数多くのゴルフ

場があり、本県の大きなポテンシャルだと考え

ております。私も含めゴルフを愛好される方

は、ゴルフ場利用税を納めております。本県の

ゴルフ場利用税の調定額を調べてみたところ、

平成15年が８億3,000万円余、平成20年が６

億4,000万円余、平成25年が５億円余、昨年、平

成28年は４億5,000万円余と、右肩下がりの状態

になっております。ゴルフ人口の減少の影響で

はないかと思われますが、ゴルフ場利用税が減

少しているのをどのように分析しているのか、

総務部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（桑山秀彦君）〔登壇〕 お答えい

たします。

ゴルフ場利用税についてであります。ゴルフ

場利用税が減少している主な要因であります

が、利用者数は、近年、延べ110万人前後とほぼ

横ばいで推移しておりますものの、70歳以上の

高齢者など非課税措置の対象者数が増加したこ

と、それから、ゴルフ場の利用料金の引き下げ

に伴いまして、適用税率についても引き下げら

れたことによるものと考えております。このう

ち非課税措置につきましては、平成15年度

に、70歳以上の高齢者、18歳未満の年少者及び

障がい者等の利用について設けられたものであ

ります。平成28年度の利用者に占める非課税利

用者の割合は18.4％となっておりまして、平

成15年度の5.0％と比較すると約3.7倍となって

おります。以上であります。〔降壇〕
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○危機管理統括監(田中保通君）〔登壇〕 お答

えします。

新燃岳の噴火に伴う支援についてでありま

す。新燃岳は、10月31日に警戒範囲が３キロか

ら２キロに縮小されましたが、先週土曜日に

は200回を超える火山性地震が発生しており、霧

島山の深い場所でマグマが蓄積されていると考

えられるため、気象台は、引き続き火山活動に

注意するよう呼びかけております。今後とも、

新燃岳の火山活動が活発化する傾向が見られた

場合には、気象台からの最新の情報を迅速に地

元自治体に提供し、立入規制や避難準備など、

円滑な防災対応が図られるよう支援してまいり

たいと考えております。また、本格的な噴火が

発生した場合には、地元自治体へ情報連絡員を

派遣しまして情報共有を図るとともに、関係機

関や県庁各部局と連携しながら、さまざまな支

援を迅速かつ的確に行ってまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。

渓流沿いにおける流木対策についてでありま

す。本県における流木対策としましては、渓流

の侵食によって不安定な状況にある立木の伐採

や渓流に堆積した流木の撤去などにより、下流

への流出防止を図っているところであります。

また、渓流の侵食とこれに伴う斜面の崩壊を防

止し、流木をとめる効果を有する治山ダムの整

備や、木の根の発達を促す間伐などによる災害

に強い森林（もり）づくりに取り組んでいると

ころでございます。今後は、国の治山対策検討

チームの中間取りまとめを踏まえ、保安林の適

正な配置や斜面を安定させる山腹工など流木の

発生防止と、スリット式ダムの設置や既設の治

山ダムの補強などによる流木被害の軽減など、

より効果的な取り組みを進めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（中田哲朗君）〔登壇〕

お答えいたします。

海外技術研修員についてであります。県で

は、開発途上国から研修員を受け入れ、県内の

大学や企業等で専門技術の研修機会を提供する

「海外技術研修員制度」に、昭和55年から取り

組んでおり、これまで28カ国から216名を受け入

れております。研修員につきましては、帰国

後、母国の情報提供や本県のＰＲをしていただ

くなど、本県とのつながりを継続する目的で、

「みやざき海外特派員」に委嘱しております

が、現状としましては、その後のフォローが十

分にできていない状況にあります。お話のあり

ましたネパールの事例のような取り組みは、海

外との交流促進や人的ネットワークの構築など

にもつながることから、グローバル戦略を推進

していく上で有効であると考えられますので、

まずは、今後、研修員ＯＢ等の現状把握を行っ

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○農政水産部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

新燃岳の降灰対策についてであります。今回

の噴火によりまして、西諸県地域を中心に、農

作物の品質低下や、農作業の負担増加などによ

る農家経営への影響が発生しております。この

ため県では、降灰対策会議を開催するなど、関

係機関・団体による対策等の情報共有に努めま

すとともに、被害農家からの営農相談や現場で

の技術指導などの支援を行っているところであ

ります。また、野菜や花卉等への降灰を未然に

防止する被覆施設や洗浄機械等を整備できる国

の降灰対策事業につきまして、地域からの要望
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を取りまとめ、事業実施に向け、国と協議を進

めているところであります。今後とも、農家が

安心して営農できるよう、必要な対策を講じて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○県土整備部長（東 憲之介君）〔登壇〕 お

答えいたします。

県内の河川水位計についてであります。河川

水位計は、住宅などに大きな被害が懸念される

など、水防上重要な河川に設置しており、現

在、県管理の474河川のうち63河川、138カ所、

国管理の17河川のうち10河川、24カ所に設置

し、県のホームページ等で情報提供を行ってお

ります。今回、国が発表した中小河川緊急治水

対策プロジェクトは、ことしの九州北部豪雨を

踏まえ、全国的な緊急点検が行われ、近年浸水

被害があった箇所など、早急な対策が必要な箇

所について、透過型砂防堰堤の整備、河道の掘

削、水位計などの設置を、平成32年度をめどに

推進するものであります。本県では、このプロ

ジェクトで45河川、67カ所の水位計を設置して

いく予定としております。水位計の整備には、

通常多くの費用と時間が必要ですが、今回は、

国が開発中の低コストの危機管理型水位計を活

用することとしております。県といたしまして

は、県民の生命・財産を守るため、今後とも、

水防災意識社会の再構築に向け、国や市町村と

ともに、ハード、ソフトが一体となった防災対

策の推進に努めてまいります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それでは、防災対策につい

て再質問を行います。県土整備部長より、県内

には、重要河川を中心に、国、県を合わせまし

て162カ所の水位計が設置されており、今後、中

小河川緊急治水対策プロジェクトにより増設し

ていくという答弁をいただきましたが、まだか

なり時間がかかるんじゃないかと思っておりま

す。現在、気象庁が洪水警報の危険度分布情報

を出しております。この情報は、３時間先まで

の流域雨量指数の予測値について、基準値に対

しての危険度を５段階に判定しており、非常に

参考になると私は思っております。そこで、気

象庁の洪水警報の危険度分布情報をどのように

活用していくのか、危機管理統括監にお伺いい

たします。

○危機管理統括監（田中保通君） 気象庁で

は、大雨等による災害発生の危険度が、いつ、

どこで、どの程度高まっているのか、わかりや

すく伝えるために、ことしの出水期から、洪水

警報などの危険度分布情報の提供を始めたとこ

ろでございます。この洪水警報の危険度分布情

報は、今お話がありましたように、河川ごとの

洪水警報の危険度を３時間先まで予測しまし

て、色分けをして地図情報として表示してお

り、インターネット上で確認できるようになっ

ております。また、国や県管理のみならず、市

町村が管理する河川も対象としておりますの

で、各市町村において、避難勧告等を判断する

際の情報の一つとして活用できるものと考えて

おります。今後、県民一人一人の自主的な早期

避難につながりますよう、危険度分布情報の正

しい理解と避難行動について、周知・啓発に努

めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 九州北部豪雨でもため池が

被災し、被害を拡大した事例があったようで

す。９月議会の松村議員の質問に対し、本県で

は699カ所あり、被害が生じる可能性がある134

カ所のため池を防災重点ため池に指定して、平

成28年度までに27カ所の整備が完了したと答弁

しております。まだ100以上のため池の整備が必

要だということであります。もっとスピーディ
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ーに整備すべきと考えておりますが、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） ため池につき

ましては、下流に人家等があり、被害が発生す

るおそれのあるものを「防災重点ため池」とし

て位置づけまして、重点的に整備を進めている

ところであります。今年度も15カ所で整備を

行っておりまして、そのうち２カ所が完了する

予定となっております。国におきましては、

「安全・安心のための農村地域の防災・減災」

を国土強靱化対策の一つとして位置づけており

ますので、県としましても、さまざまな機会を

捉えて、予算の確保を強く国に要望し、整備の

促進に努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 近年の雨の降り方は、局地

的に非常に強い雨が発生しており、本県でも起

こる可能性は高いと思っております。まずは、

山や渓流沿いの適切な森林整備を行っていただ

き、流木の被害軽減に努めていただくことを要

望したいと思います。また、大雨により増水し

た河川の正確な水位や気象庁の情報などを的確

に情報伝達して、住民が速やかに避難できる体

制も、改めて市町村と連携して行っていただき

たいと思います。また、河川の水位計の設置も

スピーディーにやっていただくことをお願いし

たいと思います。

次に、ゴルフ振興について再質問を行いたい

と思います。壇上から述べましたように、ゴル

フ場利用税の調定額は毎年減少しております。

総務部長より、ゴルフ場を利用している人数は

さほど減少していないものの、70歳以上などの

非課税のゴルファーがふえたり、ゴルフプレー

料金の引き下げでゴルフ場の等級が下がったた

め、ゴルフ場利用税の税収が減少したという回

答をいただきました。しかしながら、さらなる

高齢化、人口減少の進展が見込まれる中、県内

にあるゴルフ場が閉鎖し、太陽光発電になった

事例が出てきております。何も対策を講じなけ

れば、閉鎖するゴルフ場が毎年ふえ、環境問題

が発生したり、さらに、先ほど言いましたとお

り、ゴルフ場利用税が減少していって貴重な財

源が減少していくなど、危惧しております。鉄

道やバスなどの公共交通で行っている乗って残

す運動のように、ゴルフをしてゴルフ場を残す

運動や、ジュニアゴルファー、また女性のゴル

ファー育成など、ゴルフ人口の確保も重要だと

思っております。本県では、壇上から述べまし

たように、男女のトッププロによりますトーナ

メントがあり、その様子がテレビで放映され、

本県の温暖な気候や豊かな食などの魅力発信に

大きく寄与していると思っています。テレビや

マスコミの報道を見て、県外・国外のゴルファ

ーが訪れていただき、ゴルフのプレーのみなら

ず、宿泊をしてもらい、宮崎の食を堪能してい

ただき、宮崎の経済に大きく寄与していると感

じております。そこで、さらなるゴルフを活用

した観光誘客対策が必要だと考えておりますけ

れども、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、毎年、国内

外のトッププロゴルファーが参戦します、日本

を代表する男女の大会が開催されております。

メディア等を通じて、すぐれたゴルフ環境など

が広く発信されることで、本県の観光振興にも

大きく貢献をいただいているものと考えており

ます。このような中、県では、温暖な気候と恵

まれたゴルフ環境をアピールしながら、国内外

からの誘客に取り組んでいるところでありま

す。主要な２大会が開催されます11月をゴルフ

マンスと位置づけてのプロモーションも行って

おりますし、ナショナルトレーニングセンター
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競技別強化拠点に指定されていることも、しっ

かりとアピールしておるところであります。冬

場は、韓国など海外からも多くの方々が、ゴル

フを目的に来県していただいているところであ

ります。ゴルフはリピーター率が高く、大きな

経済効果が期待できますことから、今後とも、

本県を訪れるゴルフ客のニーズをしっかりと捉

えながら、効果的なプロモーション等につな

げ、また、さらなるゴルフ振興にも取り組む中

で、ゴルフを生かしたさらなる観光誘客に取り

組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 県外・国外からの誘客には

さらに力を入れていただきたいと思っておりま

す。また、先ほど述べましたように、県内のゴ

ルファー養成にも取り組んでいただいて、ゴル

フをしてゴルフ場を残していくんだという運動

にも積極的に取り組んでいただきますことを要

望したいと思います。

次に、医療計画についてお伺いいたします。

今年度、医療計画を策定するに当たり、厚生

労働省から、５疾病・５事業及び在宅医療に関

する338項目の数値データが各都道府県に提供さ

れ、県でもさまざまな観点から分析し、11月の

閉会中の常任委員会で、がん・脳卒中などの５

疾病、救急医療・僻地医療などの５事業、さら

に在宅医療について説明がありました。５疾病

・５事業などに関する大量のデータ分析で、各

疾病、各事業について、県全体の大まかな実態

は把握できたものの、二次医療圏では症例が少

ないため、二次医療圏ごとの課題等が明らかに

なりませんでした。常任委員会の後、県の医師

会に出向きまして、県が今年度策定する医療計

画等について意見交換を行ってまいりました。

今回のデータ分析は貴重だったんですが、残念

ながら、今回策定する医療計画には反映できに

くいのではないかという意見もいただきまし

た。また、医療計画の中で県として力を入れて

ほしい項目の中に、救急医療と在宅医療の充実

ということがありました。救急医療では、特

に、夜間や休日の救急医療体制はぎりぎりの状

態が慢性化しており、医師が疲弊する状態が続

いており、県としての対応、方針をしっかり打

ち出してほしいということでありました。そこ

で、夜間救急医療について、現在の課題をどの

ように捉え、今後の施策の方向性についてどう

考えているのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 夜間の初期救

急患者の医療体制については、市町村が実施主

体となって夜間急病センター等を設置し、郡市

医師会の協力により運営されております。この

地域における初期救急医療体制は、医療従事者

の献身的な努力により支えられており、医師の

高齢化等により、大変厳しい状況であると認識

しております。このため県では、地域医療再生

基金等を活用し、夜間急病センターの施設・設

備の整備を支援するとともに、コンビニ受診を

抑制するため、小児救急医療電話相談の実施

や、地域で活動するＮＰＯ等の活動を支援する

ことにより、救急医療の利用の適正化を推進

し、医師の負担軽減を図っているところであり

ます。今後とも、実施主体である市町村を初

め、医師会、大学等関係機関と連携しながら、

医師の確保や医療体制の維持に努めてまいりた

いと考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、在宅医療・介護につ

いてお伺いいたします。高齢になっても、なれ

親しんだ自宅で医療・介護ができるのが理想だ

と思っております。また、医療費、介護費の伸

びの抑制にもつながるということで、国等で在
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宅医療・介護を推進していく方向で進んでおり

ます。昨年度策定された地域医療構想でも、在

宅医療の充実が掲げられております。しかし、

在宅での医療・介護を行うためには、医師・看

護師やヘルパーのマンパワーの確保が不可欠で

すが、なかなかうまくいっていないのが実態だ

ろうと思っております。国のほうでは、介護療

養病床の医療機能を維持し、生活施設としての

機能を兼ね備えた「介護医療院」という施設の

あり方を検討していると聞いております。そこ

で、在宅医療について、現状と課題をどのよう

に捉え、今後の施策の方向性についてどう考え

ているのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 在宅での療養

を希望する人が、住みなれた地域で、自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けるためには、地

域における関係機関が連携して、在宅医療と介

護を切れ目なく提供することが大変重要であり

ますが、現状としましては、医師や看護師の不

足、関係機関の連携が十分でないなど、在宅医

療を取り巻く環境は厳しい状況にあると考えて

おります。このため県では、県医師会や郡市医

師会と協力して、在宅医療を担う医師の確保・

育成を図るとともに、訪問看護ステーションの

増設や、リハビリ専門職など在宅医療・介護に

携わる人材の育成等に、なお一層取り組んでま

いりたいと考えております。また、圏域ごとに

市町村や医師会等で構成する医療介護連携協議

会が行うネットワーク強化などの取り組みを支

援するほか、医学部や医療系専門学校等の教育

機関による多職種連携教育とも緊密に連携し、

在宅医療と介護の充実を図っていきたいと考え

ております。

○丸山裕次郎議員 救急医療、在宅医療の現状

と課題、また、今後の方向性について答弁して

いただきましたが、今年度中に策定される医療

計画には、県としての方向性をしっかりと打ち

出していただいて、県民が安心して暮らせる医

療体制が構築できるように要望しておきたいと

思います。

次に、土地行政について質問いたします。

所有者不明の土地につきまして、平成26年11

月の一般質問で私が行い、また、平成29年２月

議会で 原現議長が質問され、今議会でも西村

議員が質問されております。新聞の情報なんで

すが、民間の研究所により、現在の所有者不明

地が、2016年で九州を上回る410万ヘクタールと

推計され、今後はさらに所有者不明の土地が雪

だるまのようにふえ、2040年には北海道の面積

に迫る720万ヘクタールになることが推計され、

経済損失累計６兆円と公表されました。平成26

年11月の一般質問で県土整備部長から、関係者

の死亡や行方不明などにより相続登記がなされ

ておらず、用地取得の手続が難航している箇所

が県内でも数カ所あり、苦慮しているという答

弁をいただいており、相当の経済損失が発生し

ていると想定できます。このような状態を受

け、ようやく、所有者不明の土地を有効に活用

する方策等につきまして、現在、国土交通省で

検討がなされているようですが、その内容と今

後の対応につきまして、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 所有者不明

土地につきましては、道路や河川等の公共事業

を施行する際に、共有地や相続人多数により所

有者が直ちに判明しない場合や、行方不明等で

所有者に連絡がつかない場合があり、用地取得

に多くの時間と労力を要しているところであり

ます。このような状況の中、国土審議会におい
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て、喫緊の課題である所有者不明土地を円滑に

利用するための制度の方向性等について審議が

なされているところであります。具体的には、

現行の収用制度の簡素化を初め、収用制度の対

象とならない公共的事業への利用権の設定や所

有者の探索を円滑化する仕組みについて、年内

に中間の取りまとめが行われる予定となってお

ります。県といたしましては、こうした国の審

議を注視し、今後示される新たな制度に基づ

き、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 次に、所有者不明の農地に

ついてお伺いいたします。数年前から農地中間

管理事業を実施し、農地の集約等を行う際に、

所有者不明の農地について、知事裁定で利用権

設定ができる制度をつくっておりますけれど

も、実現したのは全国で２件しかないというこ

とを聞いております。この利用権設定につきま

しては、なかなか使いにくいのが現状だろうと

思っております。そのような中、農水省でも所

有者不明の農地等の利活用について検討がなさ

れているようでありますので、その検討内容と

今後の県の対応につきまして、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 所有者不明の

農地等につきましては、新たに農地の利用権を

設定しようとする場合、相続人の調査に多大な

手間がかかるため、円滑な貸し付けが進まず、

農地の集積や集約化の妨げとなっております。

このため現在、国において、その利活用を進め

るために、１点目としまして、農地を現に管理

している人が簡易な手続で利用権設定を行える

制度の創設、２点目としまして、それらの農地

の利用権の期間を現行の５年以内から可能な限

り長期に延長すること、３点目としまして、事

後に判明した相続人等との利害関係を調整する

仕組みについて検討が行われているところであ

ります。県としましては、こうした国の動向を

注視し、今後示される新たな制度に基づき、対

応してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、所有者不明の森林に

ついてお伺いいたします。政府・与党は、地球

温暖化防止や国土保全のため、森林整備を行う

財源として森林環境税を創設する方針を固めた

ようですが、森林整備を行う際には、土地の所

有者等の明確化が必要ではないかと考えており

ます。現在、木材価格の低迷や山村の過疎化に

よる森林所有者の経営意欲の低下などにより、

所有者不明の土地がふえていると思われます。

そこで、所有者不明森林の利活用について、現

在、林野庁で検討されている内容と今後の県の

対応について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（川野美奈子君） 所有者の不

明な森林につきましては、所有者に連絡がつか

ず、境界が確認できないことなどから、森林の

適正な管理が進まない状況にございます。この

ような中、国におきましては、森林所有者の経

営管理権限を、市町村を介して意欲と能力のあ

る林業経営者に集積・集約化する仕組みについ

て、検討がなされているところでございます。

具体的には、所有者の一部が不明な共有林につ

きまして、より簡素な手続で、市町村において

森林の経営・管理ができる権利を取得する方向

で検討が行われていると伺っているところでご

ざいます。環境森林部としましても、こうした

国の動向を注視し、今後示される新たな制度に

基づき、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○丸山裕次郎議員 県土整備部長、農政水産部
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長、環境森林部長から、それぞれ所有者不明土

地について、国土交通省、農林水産省の対応を

お伺いしました。本格的な人口減少を真剣に捉

え、これ以上、所有者不明土地をふやさないよ

うに取り組んでいきたいという思いは、ある程

度理解できましたけれども、実際に運用する

県、市町村が使える仕組みじゃないと意味がな

いというふうに思っておりますので、国の動き

を注視するだけでなく、国としっかり協議して

いただくよう要望したいと思います。また、現

在の登記制度では、２代、３代登記されていな

い土地もかなり出てきておりまして、財産権等

非常に難しい問題かもしれませんけれども、こ

のことも抜本的に改正される必要があると思っ

ておりますので、ぜひ国のほうと協議していた

だくようにお願いしたいと思います。

次に、里芋日本一奪還についてお伺いいたし

ます。

６月議会でも里芋日本一奪還について質問さ

せていただき、県としても日本一を奪還したい

ということで、市町村・ＪＡ等の団体と連携し

て疫病対策を行う、農薬散布に係る緊急対策事

業に取り組んでいただき、まことにありがとう

ございました。里芋を栽培してきた農家は、こ

れまで疫病に対して農薬がなかったので、里芋

に農薬を散布することはありませんでした。

しっかりした技術指導も行っていただいたおか

げで、ある程度、ことしは疫病の発生は減少し

たと聞いております。疫病対策の農薬散布指導

を行ってみての課題も明らかになったのではな

いかと思っております。そこで、今年の作柄状

況と、農薬散布の効果をどのように把握してい

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） ことしの里芋

につきましては、好天に恵まれたことや、関係

機関と連携して農薬散布への支援を行ったこと

で、疫病自体の発生はあったものの、全体とし

ては発生前の収量にまで回復し、作柄はここ数

年の中では良好でありました。農薬散布の効果

につきましては、適切な時期に農薬を散布した

展示圃では、平年並みの10アール当たり２トン

の収量が得られており、里芋疫病対策マニュア

ルに基づいた防除を推進したことで、疫病の発

生は昨年より約１カ月遅く、また重症化を抑え

ることができたところであります。一方、対策

を十分に行っていない農家の作付地では、疫病

の多発も見られましたことから、県としまして

は、さらなる防除の徹底に取り組んでまいりた

いと考えております。

○丸山裕次郎議員 里芋の宮崎中央卸売市場の

販売単価を調べてみたところ、７月が220円、８

月が258円、９月が194円、10月が159円で取引さ

れております。残念ながら、昨年とすると低い

値段で取引されております。先ほど言いました

とおり、10月から200円を大きく切る価格になっ

たので、収穫を諦めて現在でも放置されている

里芋畑が見られ、もう里芋はだめだと諦めてい

る農家の声も実際聞きます。里芋日本一を奪還

するためには、種芋の消毒、土壌管理の徹底、

早期植えつけ、農薬の適正散布、機械化の促

進、早期出荷が重要だと思っております。ま

た、行政とＪＡ等の団体が一体となった、地域

ぐるみの計画的な作付の推進が必要だと考えて

います。今後、里芋振興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いたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今後の里芋の

生産振興を図るためには、疫病対策のほか、生

産性の向上を図ることが重要であると考えてお

ります。このため、県といたしましては、疫病
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発生の連鎖を断つ確実な農薬散布の実施や、新

たな種芋産地の育成、また、優良品種の開発や

収量アップを目指した栽培技術の確立・普及な

ど、疫病に強く、生産性の高い産地づくりに取

り組んでまいります。今後、市町村やＪＡなど

の関係団体とも連携し、里芋日本一産地の実現

に向け取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 里芋日本一奪還に向けまし

て、生産者、市町村、ＪＡ等の団体と一体と

なった取り組みを期待しております。

次に、地球温暖化に適応した農業についてお

伺いいたします。

農林水産省では、平成19年６月に農林水産省

地球温暖化対策総合戦略を策定し、温暖化によ

る農業生産への影響の把握と適応策の推進に取

り組んでおります。適応計画に基づく取り組み

の一環として、各都道府県の協力を得て、地球

温暖化の影響と考えられる農業生産現場での高

温障害の影響、その適応策等を取りまとめた

「地球温暖化影響調査レポート」が、ことしも

公表されました。

レポートによりますと、乳白米の増加や、ブ

ドウやリンゴ、ミカンでの着色不良の発生、さ

らに、畜産では乳用牛の乳量低下や繁殖能力低

下などの影響があったと記載されております。

また、米の高温耐性種の作付面積が過去最高の

９万ヘクタールを超え、2010年と比べると2.4倍

に拡大していると記載されています。そこで、

これまで本県では、地球温暖化に適応した農業

にどのように取り組んできたのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、平

成20年度に、総合農業試験場に農水産業温暖化

研究センターを設置し、平成23年度には農水産

業地球温暖化対応方針を取りまとめ、温暖化に

適応できる農業、水産業の諸対策に取り組んで

きております。例えば水稲におきましては、

「おてんとそだち」等の高温に強い品種を育成

し、その普及を進めるとともに、高温を回避す

るため、田植え時期の繰り下げを推進している

ところであります。また、ＩＣＴ技術を活用し

まして、園芸ハウスや畜舎内の環境を好適化す

る技術の開発や普及にも取り組んでおります。

さらに、毎年、国等の専門家による講演や研究

成果の発表会を開催し、新たな技術の普及や啓

発を進めているところであります。

○丸山裕次郎議員 農業新聞の情報なんですけ

れども、鹿児島県では、秋から冬にかけて気温

が高くなっているために、梨の花芽の耐凍性が

高まらず、冬場の凍害で枯れることがわかり、

その対策として、秋に窒素肥料をまき、冬場に

堆肥をまくことで、花芽が枯れる割合が減少す

るマニュアルを作成したと紹介されておりま

す。また、全国各地の地球温暖化に対応した農

作物の品種改良や作付変更の取り組みも紹介さ

れておりました。他県で取り組んでいる地球温

暖化に対応した農作物の品質改良や作付の変更

の取り組みも、今後、非常に参考になっていく

のだろうと思っております。そこで、安定的に

農家所得を確保するため、今後、地球温暖化に

対応した農業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いたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今後、進行す

る温暖化に対応していくためには、幅広く英知

を結集して対策を検討し、実行していく必要が

あると考えております。そのため、例えば水稲

につきましては、九州各県と連携して評価試験

を行い、高温に強い品種のさらなる育成を進め

ております。また、ピーマンにつきましては、
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国や全国の主要県と連携しまして、高温で発生

する土壌病害に抵抗性を持つ台木品種の育成に

取り組んでいるところであります。さらに、我

が国よりも温暖な地域で実施されている外国の

農業についても調査・研究することで、将来に

向けた本県農業のありようについて検討を重

ね、長期的に農家所得が安定的に確保できるよ

うに努めてまいりたいと存じます。

○丸山裕次郎議員 地球温暖化は今後も進む可

能性が高いと思っておりますので、先読みをし

た技術・品種改良に積極的に取り組んでいただ

き、研究だけではなくて、農家所得の安定・向

上ができるように要望しておきたいと思いま

す。

次に、養豚の振興についてお伺いいたしま

す。

本県の養豚の飼育状況は、鹿児島県に次いで

２位の約84万頭余の飼育数を抱えている、全国

を代表する産地であります。今後予測されるＴ

ＰＰやＥＰＡなどによる外国からの輸入品との

国際競争を乗り切るため、全国の生産者、生産

団体等の養豚関係者が集まり、養豚チェックオ

フ協議会をことし３月に立ち上げております。

チェックオフ制度は、生産者みずから資金を集

め、国内での販売促進や調査・研究などの事業

を実施する取り組みであり、これまでの補助金

目当ての事業ではなく、高く評価できるのでは

ないかと感じております。しかし、チェックオ

フの法制化の取り組みには生産者の75％以上の

賛同が必要ということで、まだ実現には至って

おりません。そこで、養豚チェックオフの取り

組みについて、県はどう認識しているのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） チェックオフ

につきましては、国が昨年11月に公表した農業

競争力強化プログラムにおいてその考え方が示

され、その中で初の取り組みが養豚分野で始

まっているところであります。現在、全国６つ

の養豚関係団体で構成された養豚チェックオフ

協議会におきまして、法制化の着手に向けて、

具体的な活動方針を検討している段階でありま

して、今後、生産者の賛同を得るための活動を

行っていくことになっております。県といたし

ましては、生産者の自主的な活動でありますこ

のチェックオフは、養豚産業を振興する上で有

意義な取り組みと認識しておりますので、県内

の生産者に対して、国や協議会の動向を見なが

ら、適切な情報提供等に努めてまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 養豚チェックオフに取り組

んでいる宮崎養豚生産者協議会の方々との意見

交換では、法制化に必要な75％を目指している

ようでありますけれども、基礎となる全体の養

豚を経営する数はなかなか把握が難しいという

ことでありました。これは個人情報保護の関係

があって、なかなか簡単ではないということで

ありました。答弁で、「県内の生産者に対し

て、国や協議会の動向を見ながら、適切な情報

提供等に努めてまいりたい」と述べていただき

ましたので、ぜひ、養豚チェックオフの法制化

に向けまして積極的に協議を行っていただき、

適切な情報提供を要望したいと思います。

最後に、交通安全対策についてお伺いいたし

ます。

私は、ことしの３月に、宮崎から自宅に帰る

途中、対向車線を走っていましたトラックから

大型農機具が落ちてくるという事故に巻き込ま

れました。車にドライブレコーダーをつけてい

ましたので、その事故の詳細な記録が残ってお

り、見直してみますと、数秒違えば命も危な
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かったのではないかと、非常にショッキングで

した。車の修理には時間を要しましたが、幸い

体には何も支障なく済んで本当によかったなと

思っております。

このドライブレコーダーの映像は、交通安全

対策になるのではないかと思い、私の知り合い

に見てもらいましたけれども、ほとんどの方が

安全運転への教訓になったと答えてくれまし

た。現在、多くの方々がドライブレコーダーを

設置するようになり、テレビ等で事故現場のリ

アルな映像が流れております。リアルな映像を

見ることで、交通安全に取り組む機運が高ま

り、より効果的ではないかと感じております。

そこで、ドライブレコーダーを活用した交通安

全教育について、警察本部長にお伺いいたしま

す。

○警察本部長（郷治知道君） 県警では、こと

しの３月から、75歳以上の方が運転免許証の更

新を受ける前に自動車学校で受講する高齢者講

習におきまして、ドライブレコーダーを活用し

た個人指導に取り組んでおります。また、事業

所を対象とした講習会で、ドライブレコーダー

の導入を働きかけて、実際に導入した事業所か

ら、記録映像を活用した安全指導やグループ討

議を実施することによりまして、社員の交通安

全意識が高まったという声も聞いております。

そのほか、各種講習会で、ドライブレコーダー

により危険場面を収録した市販の教育用ＤＶＤ

も活用しているところであります。今後、貸し

出し用のドライブレコーダーを調達いたしまし

て、運転に不安を感じている高齢者などの安全

指導に活用することを検討してまいります。

○丸山裕次郎議員 先ほど紹介しました、私が

巻き込まれた事故のドライブレコーダーがあり

ますので、必要な場合には言っていただければ

提供しますので、よろしくお願いします。

ドライブレコーダーの映像は非常にリアル

で、交通安全に有効な手段だということで、県

警でも活用されているようでありますので、今

後とも、交通安全教育に積極的に活用していた

だき、県民の皆様の交通安全意識が高まり、事

故防止につながることを要望しておきたいと思

います。

時間が少しありますので、２点要望させてい

ただこうと思います。

新燃岳噴火に対する要望であります。新燃岳

は、今のところ、一応落ちついている状況であ

るんですが、火山の専門家に伺いますと、この

まま終息するのが50％、小規模な噴火を繰り返

すのが25％、大規模な噴火になるのが25％と言

われました。また、霧島山周辺の傾斜計のひず

みの状態は、約７年前に大規模噴火したときと

同じくらいのひずみになっていて、大規模な噴

火がいつ起こってもおかしくないということも

言われました。でありますので、今後、新燃岳

が噴火した際には、県の速やかな支援をお願い

したいと思っております。

続きまして、国際交流について改めて要望さ

せていただきますが、先ほど、海外技術研修員

は、これまで28カ国、216名を受け入れたという

ことでありました。その受け入れた方を「みや

ざき海外特派員」に委嘱しているところであり

ますけれども、母国に帰った後のフォローアッ

プが十分でないということでありますので、早

急にフォローアップしていただいて、人的ネッ

トワークを構築して、宮崎でも取り組んでいる

グローバル戦略等に生かしていただければ、本

当の意味の国際交流、またグローバル戦略につ

ながっていくと思いますので、どうかよろしく

お願いします。
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以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○横田照夫副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時46分散会
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