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平 成 2 9 年 1 2 月 ６ 日 （ 水 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 ）
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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、人事案件の採決及

び議案の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、新

見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。通告に従い、一般質問を行います。

知事を初めとして、関係各部長、教育長、警察

本部長に答弁をお願いいたします。

初めに、安心感あふれる宮崎づくりについて

何点か伺いたいと思います。

先月21日、岐阜県健康福祉部医療整備課を調

査のため、訪問いたしました。日帰りで行って

まいりました。岐阜県では、本年７月末で、多

くの県民の利用が見込まれる県有施設全てにＡ

ＥＤ設置を完了しております。今年度設置前

は206施設、342台だったそうですが、今年度に

入り、新たに326施設、334台設置したそうであ

ります。追加で設置した施設もあり、結果、対

象となる479の県有施設全てに、計676台のＡＥ

Ｄが設置されたことになるようであります。特

筆すべきは、今年度設置の326施設のうち、交番

・駐在所が220カ所含まれていることでありま

す。知事部局側の予算で、警察本部の管理する

施設にＡＥＤを設置しております。交番・駐在

所へのＡＥＤ設置については、これまでに何度

も訴えたところでありますが、２年前の６月議

会において、保健福祉局の予算で交番・駐在所

にＡＥＤを設置した神奈川県のように、本県で

も福祉保健部の予算で設置したらどうかという

私の質問は、「県の各庁舎や公共施設への具体

的な設置については、それぞれの管理者におい

て検討していただきたい」と、当時の桑山福祉

保健部長から軽く一蹴されてしまいました。今

回の岐阜県の取り組みは、まさに我が意を得た

りであります。交番・駐在所へのＡＥＤの設

置、大英断を期待し、知事に伺いたいと思いま

す。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

ＡＥＤは、心停止の際に、救急隊が到着する

前の救命措置を行うための医療機器として有効

でありまして、その普及は大変重要と考えてお

ります。このため県では、公共施設や商業施設

等の設置者に対し、ホームページ等を通じて広

く呼びかけるなど、一層の設置促進を図ってい

るところであります。ＡＥＤの設置に当たりま

しては、国がまとめました「適正配置のガイド

ライン」によりまして、心停止の発生頻度が高

い場所や、大型の集客施設、交番、消防署等の

人口密集地域にある公共施設などに配置するこ

とが求められているところであります。今後と

も、ガイドラインに沿った効果的かつ効率的な

配置が進むよう、ＡＥＤの普及に努めてまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 「やります」という即答がも

らえず残念でございますが、国のガイドライン

により、交番・消防署等の人口密集地域にある

公共施設などに配置することが求められている

と言われました。ガイドラインではさらに詳し

く、「地域の住民の命を守るという視点から、

施設の規模の大小、利用者数に関わらず」とあ

ります。この点も考慮し、県民の命を守ること

を最優先にという思いを、このＡＥＤにも向け
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ていただきたいと思います。

岐阜県では、県有施設へのＡＥＤ設置が全て

完了した１カ月半後の９月10日、岐阜市内で開

催されたウオーキングイベントに参加していた

男性が心臓発作で倒れ、近くの交番にあったＡ

ＥＤで処置されて一命を取りとめた。助かった

のは奇跡だと医者から言われた。こういった新

聞記事を見せてくれました。重ねて、前向きに

検討していただきたいと強く要望しておきま

す。

ところで、県民の安全・安心のためにＡＥＤ

の設置促進を図ることが重要ですが、あわせ

て、設置状況、すなわちＡＥＤがどこにあるか

県民に情報を提供することも必要です。どのよ

うに取り組むのか、これについては福祉保健部

長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） ＡＥＤの設置

状況につきましては、一般財団法人日本救急医

療財団に、民間施設や公共施設から届け出、登

録されたものが、同財団のホームページで公開

されているところであります。こうした情報提

供は、県民がＡＥＤがどこに設置されているか

を知る上で重要であることから、今後とも財団

への登録促進を図るとともに、県有施設におけ

るＡＥＤの設置状況について、県の広報媒体も

活用し、周知を図ってまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 ありがとうございます。この

件については、また後ほど触れたいと思いま

す。

再度知事に伺います。大人の救急電話相談を

実施してはどうかという、昨年６月に引き続き

２度目の提案であります。突然の病気やけが

で、救急車を呼ぶか、医療機関を受診するか、

しばらく様子を見ておけばいいか、判断に迷う

ときに役立つ＃7119（救急安心センター事業）

を全国に展開しようと、今、国が取り組んでお

ります。＃8000（小児救急電話相談）の大人版

であります。ただ、＃8000は厚生労働省の管

轄、一方、＃7119は総務省消防庁の管轄で、こ

ちらを推進するには、医師会、看護師会、医療

機関などの関係機関との連携が重要だというこ

とが、今回の質問に当たって認識できたところ

でありますけれども、そんなことは一般県民に

とっては瑣末なことであります。県民の安心・

安全を守ることを第一義に、この＃7119、本県

でも導入すべきと考えますが、知事の見解を伺

います。

○知事（河野俊嗣君） 消防機関が行う救急業

務につきましては、救急車の出動件数及び搬送

人員ともに全国的に増加しております。救急隊

の対応が需要増に追いつかず、救命率への影響

が懸念されるなど、救急車の適正利用が課題と

なっているところであります。このような中、

御指摘のありました救急安心センター事業につ

きましては、救急車利用の判断や医療機関での

早急な受診の必要性などについて、看護師等の

専門家が電話相談に応じる事業でありまして、

相談者の不安解消とともに、救急車の適正利用

にも資するものと理解しております。電話の相

談事業としましては、小児救急電話相談を、県

では実施しているところでありますが、その実

施状況でありますとか、この救急安心センター

事業を既に導入している自治体の実施状況、ま

た、市町村及び消防機関等、関係者の意見を踏

まえ、導入の必要性について検討してまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 福岡県では昨年６月30日にス

タートしております。九州初、全国では４番目

でありました。１年半の積み重ねた実績があり
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ます。ぜひとも前向きに調査していただいて、

九州２番目になっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

次に、「建設工事従事者の安全及び健康の確

保の推進に関する法律」、いわゆる建設職人基

本法に関して、県土整備部長に伺います。「本

県 労働力不足深刻」というタイトルが先月、

宮崎日日新聞のトップに躍っておりました。そ

れによれば、宮崎労働局が2016年度の県内主

要170職種の求人・求職状況を調査した結果、７

割の121職種で有効求人倍率が前年度に比べ上昇

しているということでありました。特に高倍率

が際立っていたのが、働き手の高齢化が進み、

若年技術者らの確保に苦慮する建設業関係であ

ります。道路交通誘導員などの保安職の突出し

た35.38倍は別格として、とび工、7.47倍、土木

技術者、5.76倍とありました。人手が集まらな

いのは、他の業種に比べ、労働死亡事故の発生

件数が多いという建設現場の厳しい現実がある

のも、その理由の一つかなと思いますが、そこ

に一条の光が差してきたと思えるのが、建設職

人基本法であります。この法律は本年３月に施

行されておりますが、いわゆる一人親方を含む

建設工事従事者の安全と健康を守ることを目的

としております。これを踏まえ、伺います。全

国に58万人いるとされる建設業をなりわいとし

ている一人親方、県内には何人おられるのか、

お示しください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 一人親方と

言われる個人事業主は、一般的には、建設業を

営む自営業主のうち、従業者を雇わずに自分ま

たは自分と家族だけで個人経営の事業を営む方

と言われておりますが、国勢調査の中で、「建

設業に従事し、雇人のいない事業主」の項目に

該当しており、平成27年の調査結果によります

と、本県では6,475人となっております。

○新見昌安議員 次に、この法律では、第５条

に都道府県の責務として、法に定めた基本理念

にのっとり、「国との適切な役割分担を踏まえ

て、当該都道府県の区域の実情に応じた建設工

事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を

策定し､及び実施する責務を有する」とありま

す。本県の対応を伺いたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 建設職人基

本法において、国及び都道府県が取り組むべき

基本的施策として、請負契約における経費の適

切かつ明確な積算等の促進、下請関係の適正化

の促進、労災保険関係の状況把握の促進、安全

性の点検など、建設業者等による自主的な取り

組みの促進、安全に配慮した設計や生産性向上

に配慮した施工方法等の促進、安全・健康に関

する意識の啓発等の促進の６つの事項が示され

ております。これらの中には、建設業法や品確

法等に基づいて、既に本県でも取り組んでいる

施策もありますが、この法律の趣旨である、一

人親方を含む建設工事従事者の安全及び健康の

確保は、建設産業の健全な発展を図る上で大変

重要であると認識しておりますので、今後、関

係する国の機関や建設業団体等と一層の連携を

図り、的確に対応してまいります。

○新見昌安議員 同じく同法の第９条では、国

が策定した基本計画を勘案し、「建設工事従事

者の安全及び健康の確保に関する計画を策定す

るよう努めるものとする」とあります。いわゆ

る努力義務でありますが、県としては、これに

対してはどのように対応するのか伺いたいと思

います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 国において

は、ことし６月に基本計画を策定したところで

あります。さらに、10月には、各県において取
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り組みを推進するため、国土交通省や厚生労働

省、九州各県、業界団体等を構成員とする「九

州・沖縄ブロック建設工事従事者安全健康確保

推進会議」が設置され、関係する各機関や団体

が共通認識のもとで取り組むこととしたところ

であります。本県といたしましては、今後、県

内の関係機関や建設業団体の意見も十分伺いな

がら、計画の策定に向けて協議してまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 この法律にのっとって、国や

自治体が建設現場で働く人たちの安全を確保

し、処遇改善につながる施策を打ち出すととも

に、業界挙げて安全・健康に配慮することで環

境がよくなる。ひいては人手不足の解消につな

がっていくのではないかと期待したいと思いま

す。

次は、ＡＩ農業について伺います。施設内で

の栽培管理、あるいは選果場や集出荷場での品

質管理・流通管理など、農業分野においても、

現在ではさまざまな形でＩＣＴが利用されてい

ますが、生産性向上を目指した取り組みとし

て、ＡＩ農業の実用化に向けた研究が進んでい

るという報道がありました。ここでいうＡＩ

は、「Artificial Intelligence」、いわゆる人

工知能ではなく、アグリ・インフォマティクス

（農業情報科学）というものとのことでありま

す。これは、ＩＣＴによる手法を用いて、熟練

農家のすぐれた栽培技術を新規就農者などに継

承できるようデータ化するもので、今後の人口

減少、少子高齢化の流れの中で、担い手不足あ

るいは農家の高齢化により熟練農家の持つ技術

が失われる危機を回避できるとありました。確

かに研究を進めていく価値のあるものだと思い

ます。現在、農業試験場や生産者グループが中

心となって、実用化に向けた研究を進めてお

り、本県の農業試験場でも取り組んでいるとも

書いてありました。しかし、詳しく調べてみる

と、本県総合農業試験場で取り組んでいるの

は、農業情報科学のＡＩではなく、人工知能の

ＡＩを活用したものでありました。しかし、そ

の研究内容は興味を引かれるものがあります。

そこで、県総合農業試験場で取り組んでいるＡ

Ｉ（人工知能）を活用した研究内容について、

農政水産部長に伺いたいと思います。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農業分野にお

きましても、人工知能、いわゆるＡＩの活用が

進んでくると考えられます。そこで、総合農業

試験場では、今年度から、国の研究機関が主導

するＡＩの共同研究に、24府県の研究機関とと

もに参画しまして、作物の病害虫被害を画像で

診断する技術の開発に取り組んでいるところで

す。具体的には、病害虫による被害写真を10万

枚程度収集しまして、それらの画像をＡＩに学

習させることで、被害写真から病害虫を識別す

るシステムを、平成33年度末までに開発するこ

とを目指しているものでございます。

○新見昌安議員 その研究成果に期待したいと

思います。

本題のＡＩ農業に戻ります。熟練農家のすぐ

れた技術を継承する取り組みは、これまでにも

いろいろな形で進められてきたところでありま

すが、このＡＩ（農業情報科学）の活用も期待

できるところではないかと思います。今後の可

能性について、同じく農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 担い手の減少

や高齢化の進行に伴い、産地に蓄積されている

生産技術等の消失が懸念されます。このような

中、作物の生育に係る温度や湿度、土壌水分等

を詳細に計測する技術や、データの収集・蓄積
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を容易にするＩＣＴ技術の急速な進歩によりま

して、熟練農業者等の栽培技術やノウハウな

ど、多様な情報を「見える化」する取り組みが

始まっております。本県におきましても、現

在、ピーマンやキュウリ栽培における各種デー

タの収集や解析、活用等について、試験的な取

り組みを開始したところであります。今後、本

年度の取り組み結果も踏まえ、新規就農者等へ

のスムーズな技術の継承、経営の安定化に向

け、農業者や民間事業者などと連携して、主要

品目の栽培技術等のＡＩを使った「見える化」

を着実に進めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 農業は、今後、人口減少を背

景に国内市場が縮小していく状況にあっても、

これまで同様の品質の高い農産物を生み出せ

る。すなわち、もうかれば伸びていくのではな

いか。それが地域の発展につながっていくこと

にもなるので、ＡＩ農業にも目を向け、活用し

ていってもらいたいと思います。

次は、魅力ある観光地づくりについてであり

ますけれども、これについては１点に絞って伺

いたいと思います。「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲ

ＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」についてであります。

通信環境の整備を望む訪日外国人の声を受

け、全国で無料Ｗｉ－Ｆｉの整備が進む中、本

県においても、一昨年８月から、「ＭＩＹＡＺ

ＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」の提供がスタ

ートしております。これについては、昨年２月

議会において、今後の展開を伺いました。市町

村や民間との共同利用も進めていたときでもあ

りました。そこで伺いますが、現時点での「Ｍ

ＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」の設

置状況はどんなぐあいか、また、共同利用への

働きかけをどのように行っているのか、商工観

光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県におき

ましては、平成27年度に、「ＭＩＹＡＺＡＫＩ

ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」の共通認証の基盤を

構築し、青島や飫肥など、県内９カ所の観光地

にアクセスポイントを設置したところでありま

す。このシステムは、市町村や民間との共同利

用を前提に開発しておりまして、昨年度末現在

で10市町が導入しているほか、民間企業の設置

を合わせますと、県全体で200を超えるアクセス

ポイントが設置されております。県では、無料

Ｗｉ－Ｆｉ環境の拡大を図るため、市町村やみ

やざき観光コンベンション協会の会員企業等に

対し、共同利用の働きかけを行っているところ

であります。

○新見昌安議員 次に、観光客、特に外国人観

光客に対する接続方法を含めた周知はどのよう

に行っているのか、同じく商工観光労働部長に

伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内のＭ

ＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉの設置

箇所につきましては、みやざき観光コンベン

ション協会のホームページに掲載しております

ほか、現場に、共通ロゴのステッカーやのぼり

を設置して、アクセスポイントであることをお

知らせいたしております。アクセスポイントを

訪れた外国人利用者は、みずからの端末上で、

英語、韓国語、中国語の中から使用する言語を

選択し、メールアドレスを登録するなど、所定

の操作を行うことでＷｉ－Ｆｉの利用が可能と

なります。

○新見昌安議員 観光客の中には、個人で小型

のＷｉ－Ｆｉルーターを持ってくる人がいると

はいっても、やはり持っていない人が大多数で

はないかと思います。使いやすい無料のＷｉ－

Ｆｉを広げることによって、観光客に余計なス
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トレスを感じさせることがなくなる。ひいては

宮崎のおもてなしを感じてもらうことにもなり

ます。今後どのように普及させていくのか、同

じく商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） ＭＩＹＡ

ＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉは、外国人を

含め年々利用が増加しているところでありま

す。このような無料Ｗｉ－Ｆｉは、観光情報の

検索や道案内など、外国人観光客の利便性の向

上につながるだけでなく、フェイスブックやイ

ンスタグラムなどのＳＮＳへの投稿による情報

発信にも利用されますので、外国人観光客の誘

客を図る上で大変有効であると考えておりま

す。このため、県内の主要観光地や外国人が多

く訪れる施設等で利用できるよう、国の支援制

度等の活用も促しながら、引き続き、市町村や

民間企業等に対し、その導入を働きかけてまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 先ほどの答弁で、共同利用に

加わっていない市町村もあるようであります。

まずはそこらあたりへの働きかけをよろしくお

願いしておきます。

次は、ひなたＧＩＳと情報発信について、総

合政策部長に伺います。

地理情報システム（Geographic Information

System）、略してＧＩＳは、ウィキペディアに

よれば、「地理情報および付加情報をコンピュ

ータ上で作成・保存・利用・管理・表示・検索

するシステムを言う」とあります。コンピュー

ターの発展があればこそのシステムであります

が、本年３月、本県にとってうれしい出来事が

ありました。内閣府が主催するＲＥＳＡＳアプ

リコンテストにおいて、本県の統合型地理情報

システム「ひなたＧＩＳ」が、並みいる強豪を

押しのけて最優秀賞を受賞したことでありま

す。開発に携わった担当者の喜びもひとしおで

あったのではないかと思います。そこで、まず

は、ひなたＧＩＳを開発するに至った経緯、苦

労話を伺いたいと思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ひなたＧＩＳ

は、庁内で活用が進んでいなかったデータを可

視化、「見える化」したいと考えた職員が、独

学で開発を始めたものであります。一方、県で

は、平成26年度から、行政の保有するデータを

広く公開するオープンデータ化に取り組んでま

いりましたが、データの有効性を十分に示すツ

ールがなく、期待された効果を十分に上げるこ

とができない状況にありましたので、このＧＩ

Ｓをオープンデータ化の重要なツールと位置づ

け、開発を後押しして改良を重ねてきたところ

であります。

開発に当たっては、この職員みずからが主体

となって取り組むもので、個人の力量によると

ころも大きかったことから、体制面やシステム

環境面でのサポートに苦労をしたところであり

ます。また、データの公開に際しましても、ラ

イセンスの問題などがあり、その調整に多くの

時間を要したところでございます。

○新見昌安議員 その職員に対して、心から敬

意を表したいと思います。

ところで、コンテストには多くの応募があっ

たと聞いておりますが、その中で最優秀賞を受

賞したことはすばらしいし、宮崎県民にとって

も誇らしいことであります。手前みそになると

感じられるかもしれませんが、最優秀賞を受賞

した要因は何だったか、伺いたいと思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 内閣府が主催

する第１回ＲＥＳＡＳアプリコンテスト―Ｒ

ＥＳＡＳ（リーサス）とは、地域経済分析シス

テムのことでございます―には、全国から102
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件の応募がありまして、日本を代表するＩＴ企

業も参加しておりました。その中で、ひなたＧ

ＩＳは、全国の地域を対象に、さまざまな目的

に合わせてデータ分析ができるという汎用性の

高さに加え、画面を分割しての比較分析や、３

Ｄ（立体的な）表示による分析など、利用者側

の視点に立った機能の提供が評価されたものと

考えております。さらに、今後の発展性も評価

の大きなポイントと考えており、実際、この受

賞を機に、国内外から、利用者の視点に立った

技術の提供やアイデアが多数寄せられておりま

して、ひなたＧＩＳのさらなる機能向上が進ん

でいるところであります。

○新見昌安議員 ところで、県は、ひなたＧＩ

Ｓを一般公開し、県保有データの有効活用を図

ろうしていますが、現状について伺いたいと思

います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ひなたＧＩＳ

は、本年５月から一般公開を開始しておりま

す。これまで２万件のアクセスがあったところ

であります。県内の団体や個人が、みずからの

活動の中でこのＧＩＳを活用する動きが出始め

ておりまして、ＮＰＯ法人の街歩きイベントな

どで活用されたところであります。また、県外

の事例でありますが、７月の九州北部豪雨の被

災地において活用されました。これは、国や企

業が、上空から被災地を撮影した写真をいち早

くひなたＧＩＳに取り込んだことが、被災地の

自治体に広まり、被災前後の写真を見比べるこ

とで、災害状況の把握に大変有効であったと

伺っております。今後もさまざまな分野で、ひ

なたＧＩＳの活用促進に努めてまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 宮崎生まれのシステムが他県

の災害現場で役立ったと。開発者冥利に尽きる

とはこのことかなと思います。御苦労さまでし

た。次の段階として、県は、各部局・各課が保

有しているデータをひなたＧＩＳに反映させて

いく必要があると考えますが、どのように取り

組んでいくのか伺いたいと思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 現在、ひなた

ＧＩＳには、県が保有する用途地域や津波浸水

予想のデータなどを反映させておりますが、今

後は、県民のニーズに応えながら、最新のデー

タを質・量ともに充実させていく必要があると

考えております。このため県では、昨年12月に

施行されました「官民データ活用推進基本法」

の趣旨も踏まえながら、県内のシンクタンクと

共同で、県が保有するデータの調査や、企業等

のニーズ調査を行っているところであります。

今後、この調査結果や利用者の意見を取り入れ

るとともに、データを自動的に連携させる環境

を整備し、県が保有するさまざまなデータを反

映してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 このすばらしいひなたＧＩ

Ｓ、もっと多くの県民に知ってもらい、自由に

活用してもらいたい。自分が住んでいる地域の

今と昔、写真を見比べるだけでも楽しいひとと

きが過ごせました。県政出前講座のメニューに

加えるのもいいのではないかと思うところであ

りますが、広報の状況と今後の進め方について

伺いたいと思います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 多くの県民に

このひなたＧＩＳを活用してもらうことは、本

県のデータ活用を進める上で重要であると考え

ております。このため、県政番組や県広報紙な

ど、さまざまな媒体を使ったＰＲや、県民参加

型のイベントの開催、また、教育機関や団体の

研修会での周知に取り組んでおります。今後、

ひなたＧＩＳにつきましては、官民協働による
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データ活用の中心的なツールとして、教育の現

場や企業の経営戦略、地域の活性化など、さま

ざまな場面で活用いただけるよう取り組んでま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。ここ

で提案ですけれども、先ほどＡＥＤの設置場所

の県民への情報提供について、福祉保健部長

は、日本救急医療財団のホームページで公開さ

れていると答弁されましたが、その存在は知っ

ております。その上で、このひなたＧＩＳを活

用した県独自のＡＥＤ設置マップを作成しては

どうでしょうか。国のＡＥＤの適正配置に関す

るガイドラインでは、地方自治体は、地域のＡ

ＥＤの情報を、積極的に日本救急医療財団や地

方自治体が運営するＡＥＤマップに登録し､住民

に情報提供することが望ましいとあります。地

方自治体が運営するＡＥＤマップをつくる上

で、ひなたＧＩＳは最適であります。まずは県

有施設全て、以後、市町村の施設、民間施設と

充実させていければいいと思います。ぜひとも

前向きに検討していただきたいと要望しておき

ます。

次は、高齢者を守る取り組みについて何点か

伺います。

まずは、成年後見制度についでです。これに

ついては、１年前の一般質問でも取り上げまし

た。成年後見制度の利用の状況と課題、市民後

見人の育成への取り組みなどについて伺ったと

ころであります。本年７月17日の宮日には、

「市民後見人の活動が芽生え始めた」というこ

とで、法人後見支援員の方が取り上げられてい

ましたが、この流れが加速することを期待した

いと思います。

ところで、国においては、成年後見制度の利

用を促進するため、地域連携ネットワークの構

築を進めようとしています。これは、昨年４月

に成立した成年後見制度利用促進法に基づいて

本年３月にできた、成年後見制度利用促進基本

計画の中でうたってありますが、後見人のほか

に、医療や福祉関係者を加えたチーム体制で利

用者を支援することとなっております。それに

より、きめ細かなサポートも可能になるし、さ

まざまな人がかかわることで、懸念の一つであ

る不正の防止も期待できると思います。県はこ

のネットワーク構築に向け、今後どのように取

り組んでいくのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 国が定めた成

年後見制度利用促進基本計画において、市町村

は、権利擁護の必要な方への支援等を行うた

め、議員からお話がありましたとおり、地域連

携ネットワークの整備や、そのネットワークの

中核となる機関の設置に努めることとなってお

ります。また、県は、広域的な観点から、家庭

裁判所や弁護士会等との連携面など、市町村が

取り組むネットワークの構築等に必要な支援を

行うこととなっております。このため県では、

今年度、市町村と司法関係団体との連携に向け

て、各地域の状況把握のため、弁護士等専門職

による成年後見受任の実態などを調査したとこ

ろであります。今後は、その結果を踏まえ、地

域の実情に応じた各市町村と司法関係団体との

意見交換の場を設定するとともに、ネットワー

クを構築する市町村に対し、医療や金融機関等

も加わった、より充実した支援体制となるよう

連携強化を働きかけるなど、必要な支援をして

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 成年後見制度を利用したらい

いのにと思われる高齢者の数に比べ、その利用

者数は圧倒的に少ないのが現実であります。そ

の理由としては、制度の利点が十分に伝わって
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いないことや、後見人による財産の横領といっ

た不正行為が一時期頻発したこともあると思わ

れます。利用してみたいなと思ってもらえるよ

うな、利用者本位の支援体制を市町村が構築で

きるよう、しっかり県としても支援していって

もらいたいと要望しておきます。

次に、認知症対策について、引き続き福祉保

健部長に伺います。

この問題に関しても、これまでに何度も取り

上げてきましたが、終着点のない問題でもあり

ますので、今回も取り上げていきます。

2015年に策定された認知症の国家戦略、いわ

ゆる新オレンジプランは、認知症の普及・啓

発、医療・介護、介護者支援など、７つの柱で

構成されていますが、国は、本年７月、このプ

ランを改定し、2020年度末までの新たな目標を

定めました。これは、2017年度末までとしてい

た現行目標が達成、あるいはほぼ達成の見通し

となったことにあるようであります。例えば800

万人育成を目標としていた認知症サポーター

は、2016年度末で880万人を達成したことから、

新目標では1,200万人へ、5,000人養成を目標と

していた認知症サポート医は、2016年度末

で6,000人を達成したことから、新目標では１万

人へと上げております。

一方、７つの柱の中に、医師や看護師等が連

携して認知症の早期発見・診断につなげる認知

症初期集中支援チームの設置がありますが、こ

れについては、2017年度末までに全国1,741市区

町村全てに設置する目標が間もなく達成される

ようであります。2016年度末の実績が703カ所で

すので、多くの市区町村が今年度中に駆け込む

ような感じであります。この初期集中支援チー

ムの本県における整備状況はどうなのか。医師

や看護師等の確保など、困難な問題も多いので

はないかと推察されますが、スムーズな運営を

図るために県はどのようにかかわるのか、伺い

たいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 認知症初期集

中支援チームにつきましては、県では、認知症

サポート医やチーム員の研修費用を一部負担し

てきたほか、市町村担当者向けの研修会を実施

し、先進事例を紹介するなど、早期設置に向け

支援を行ってきたところであります。この初期

集中支援チームは、現在、県内14の市町村に設

置されており、来年４月には全市町村でチーム

が発足できるよう、未設置市町村を支援してま

いりたいと考えております。また、チーム発足

後もその活動がより効果的なものとなるよう、

事例検討等を行う場を提供しているところであ

り、引き続き、初期集中支援チームの設置や

ネットワークの強化など、支援の充実に努めて

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

もう一点、７つの柱の一つにある、認知症当

事者や家族の視点を重視する観点からの認知症

の人が語り合う場、「本人ミーティング」につ

いて、県はどのようにかかわっていくのか伺い

たいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、認知

症への理解を深めるため、市町村等関係者向け

の研修会において、認知症の人がみずからの思

いを伝える講演や、本人やその家族、地域住民

が集う認知症カフェの事例紹介などに取り組ん

でまいりました。このような中、本年７月に国

の新オレンジプランが改正され、認知症の人同

士が、みずからの体験や希望、暮らしやすい地

域のあり方などを話し合う場、いわゆる本人ミ

ーティングを広げていくことが新たに示された
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ところであります。県としましては、今回の改

正の趣旨を踏まえまして、認知症の人を支える

側の視点のみならず、認知症の人・本人の視点

を今後の施策に反映できるよう、市町村等の関

係機関とも連携しながら、本人ミーティング等

の取り組みを推進してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 2025年には認知症高齢者が全

国で約700万人に達するという推計もあります。

県議会にも特別委員会が設置されるほどの重要

な問題であります。対策を加速されるようお願

いしておきます。

次に、教育問題について教育長に伺ってまい

りますが、まずは、夜間中学についてでありま

す。

主に義務教育を十分に受けていない人のため

に、フリースクールや夜間中学など、多様な学

びの場づくりを進める法律、教育機会確保法

は、昨年12月に成立、本年２月に施行されてい

ますが、その直後の２月議会において、我が会

派の河野議員が取り上げております。そのとき

の答弁は、「教育庁内に夜間中学に関する検討

会議を設置するとともに、県と市町村との連絡

協議会を開催し、公立夜間中学の現状と課題、

具体的なニーズなどについて情報共有を図り、

協議していきたい」ということでありました。

その後の取り組み状況について伺いたいと思い

ます。

○教育長（四本 孝君） 昨年12月に成立いた

しました、「義務教育の段階における普通教育

に相当する教育の機会の確保等に関する法律」

を受けまして、本年度、県教育委員会におきま

しては、関係する担当課が集まり、国の動向等

について情報共有を始めたところでございま

す。また、市町村との連絡協議会において、国

が示しました「夜間中学の設置・充実に向け

て」の手引をもとに、既に夜間中学を設置して

いる他県の自治体の状況等について説明を行っ

たところであります。さらに、９月には、平

成31年度に夜間中学の設置を予定しております

埼玉県川口市に職員を派遣いたしまして、夜間

中学に関して、設置までの流れや教職員の配置

について情報収集を行うなど、調査・研究を進

めているところでございます。

○新見昌安議員 文科省は、各都道府県に最低

１校の設置を推進していますが、県としては今

後どのように取り組んでいくのか、伺いたいと

思います。

○教育長（四本 孝君） 現在、県教育委員会

では、夜間中学開設のニーズを把握するため、

各市町村教育委員会に対して調査を依頼してい

るところでございます。今後、そのニーズ調査

の結果を踏まえまして、対応を検討することと

しております。

○新見昌安議員 さまざまな理由で義務教育を

修了できなかった人や、不登校などで学校に通

えなかった人、今からでも勉強したいといった

前向きな気持ちを持った人たちに、学び直しの

機会を与えることが重要であります。対応方よ

ろしくお願いしておきます。

次は、プログラミング教育についででありま

す。先ほどのひなたＧＩＳの最優秀賞受賞もす

ばらしい出来事でありますが、佐土原高校情報

技術部の３年生が、国土地理院などが開催した

防災アプリコンテストにおいて、高校生初の大

賞に輝いたというニュースも、県民にとってう

れしい出来事でありました。彼らが開発したア

プリには、避難所などを表示する地図など、災

害時や事前の備えに役立つ機能を盛り込んであ

り、国土地理院によれば、「地元に根差し、自
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助を促すことが評価された」とのことでありま

した。アプリ開発にどのようなコンピューター

プログラム言語を使い、どのようにプログラム

を書くのか、さっぱりわかりませんが、彼らの

今後の活躍に期待するところであります。

ところで、2020年度から小学校でプログラミ

ング教育が必修化されること、みなさん御存じ

のとおりであります。スタートまで２年余り、

対策を講じておられることとは思いますが、確

認の意味で何点か伺います。

まず、小学校での学習である以上、プログラ

ミング能力の優劣をつけるのが目的ではないと

思いますが、改めてその目指すものが何なのか

を伺いたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 小学校段階における

プログラミング教育の狙いは、プログラミング

言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得

したりすることではなく、目的を達成するため

に、物事の筋道を考えて計画的に実行すると

いった、論理的思考力を育むことにあります。

また、今日の社会全体が、コンピューターを初

めとする情報技術によって支えられていること

に気づき、身近な問題の解決に主体的に取り組

む態度や、コンピューター等を上手に活用し

て、よりよい社会を築いていこうとする態度な

どを育むことも求められているところでありま

す。

○新見昌安議員 次に、プログラミング教育

は、特定の教科で実施されるものではないと聞

いておりますが、そうであれば、各学校で対応

に差が出てくるのではないかと心配するところ

であります。そこのところを伺っておきたいと

思います。

○教育長（四本 孝君） 議員御指摘のとお

り、プログラミング教育は、特定の教科で実施

されるものではなく、例えば、総合的な学習の

時間では、ジュースの自動販売機を、おもちゃ

の販売機、いわゆるガチャガチャでございます

が、これと比較して、ジュースの自動販売機の

ほうは、単なる箱ではなくて、プログラムに

よって動いていること、あるいは理科では、セ

ンサーライトなどの電気製品は、プログラムが

活用され、条件に応じて作動していることを知

るなど、身近な生活と結びつけながら各教科等

で取り扱うよう、学習指導要領に示されており

ます。各学校では、このような例示を参考にし

ながら、学習指導要領に基づいて学習活動を実

施していきますので、対応に大きな差が出るこ

とはないと考えております。

○新見昌安議員 安心しました。よろしくお願

いしておきます。

次に、新たにプログラミング教育が加わるこ

とに伴い、教員の指導力が問われることになる

のではないかと考えますが、その対策について

も伺いたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 2020年度から始まる

小学校でのプログラミング教育の実施に向けま

しては、やはり、教員の研修等を充実させてい

くことが重要であると考えております。県教育

委員会におきましては、本年度から、教育課程

説明会等を実施し、プログラミング教育の狙い

や内容等について周知を図っているところであ

ります。また、新学習指導要領が完全実施とな

りますまでの２年間、小学校のプログラミング

教育に対応した講座を年３回程度開催し、教員

の指導力向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 ここで、私の銀行員時代に定

期性預金と窓口処理のオンラインプログラムの

開発に携わった話を、失敗談も交えてしたかっ
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たんですが、時間がないので割愛し、次回に回

したいと思います。

教育問題の最後でありますが、いじめ対策に

ついて伺います。県においては、十分とは言え

ないものの、スクールカウンセラーなどの専門

家を増員、また、いじめ防止基本方針を改定す

るなど、対策を強化してはいますが、いじめは

いまだに後を絶たない。子供たちに寄り添う対

策を地道に進めていく必要性を感じているとこ

ろでありますが、いじめを受けている子供たち

が誰かに相談したいと思ったとき、今現在、本

県にはどのような相談窓口があるのか、整理す

るために伺いたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

いじめを初めとするさまざまな悩みについて相

談できるように、「ふれあいコール」を設置

し、専門の相談員による電話相談のほか、来訪

相談や臨床心理士による相談を行っておりま

す。また、「ふれあいコール」の業務時間外に

つきましては、「24時間子供ＳＯＳダイヤル」

を開設し、臨床心理士等の専門の相談員が対応

しております。なお、ネット上のいじめ等に関

する相談窓口として、「ネットいじめ目安箱サ

イト」も開設しております。これらの相談窓口

等において、宮崎の子供たちがいつでも悩みを

相談できる体制を整えているところでございま

す。

○新見昌安議員 次に、それらの相談窓口の周

知はどのように行っているかについても伺いた

いと思います。

○教育長（四本 孝君） 相談窓口の周知につ

きましては、相談先を掲載しましたカードを、

県内の小学校４年生以上の全ての児童生徒に配

付しております｡また、各学校や関係機関には、

啓発用のポスターを掲示したり、パンフレット

を配付したりして、保護者等への周知も図って

いるところであります。このほか、テレビの教

育広報番組等におきまして紹介するなど、広く

県民への周知も行っているところであります。

○新見昌安議員 最近の子供たちの生活実態に

関する興味ある調査結果があります。総務省情

報通信政策研究所の昨年の調査によれば､今の10

代は、平日１日平均でソーシャルメディアの利

用時間は58.9分、携帯通話時間が2.7分。電話で

の通話はほとんどやらない実態があります。こ

のような実態を考えれば、対面での相談を継続

しつつも、現行の電話による相談体制、相談シ

ステムの仕組みを考え直す必要があるのではな

いかと考えるところであります。今、いじめの

早期発見のために、子供たちがよく使っている

ＳＮＳを活用する試みが注目されております。

長野県はこの９月、中高生を対象としたＬＩＮ

Ｅでのいじめ相談事業を試行しております。大

阪府では来年１月、府立高校の生徒を対象に、

同じくＬＩＮＥを活用した相談事業を試行する

ようであります。ＳＮＳを活用したいじめ相談

について、教育長はどのような見解をお持ち

か、伺いたいと思います。

○教育長（四本 孝君） スマートフォン等の

普及に伴いまして、若者が用いるコミュニケー

ション手段として、ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス、いわゆるＳＮＳが圧倒的な割

合を占めるようになってきております。議員の

御指摘にもありましたように、先日、長野県

で、中・高生対象のＳＮＳを活用した相談事業

が試行されまして、相談件数が大幅に増加する

などの報道がなされております。しかしなが

ら、ＳＮＳを活用した相談については、文字だ

けでのやりとりになりますため、悩みの深刻さ

の判断が難しくなるということもございます。
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また、適切な対応が可能な相談員の絶対数の不

足、電話相談に比べて割高なコストなど、解決

していかなければならない課題も指摘されてお

ります。県教育委員会といたしましては、事業

効果等を分析しますとともに、関連業者から情

報を収集するなどして研究してまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 確かに、ＬＩＮＥ等のＳＮＳ

を使った相談には、10代の方々が気軽に参加で

きる効果が期待できる反面、それにたけた子供

たちにふなれな相談員が翻弄されることになっ

ては本末転倒ですし、試行後の効果の検証は

しっかりと確認させてもらう必要があるかもし

れません。

最後に、交通事故の未然防止についてであり

ます。これについて、実は私も、「横断歩道は

歩行者優先」の質問を準備していたのですが、

二見議員、有岡議員の質問と重複してしまいま

したので割愛し、１問に絞って警察本部長に何

点か伺いたいと思います。

先々週の土曜日、終日都城市内を車で走って

いたときのことであります。渋滞していた箇所

があり、複数の車が停車しました。ふと目の前

の車を見ると、若い女の子が運転する車でした

が、停車中、その子の頭がしょっちゅう上下し

ておりました。スマホをハンドル下で見ている

のは一目瞭然でありました。そうこうしている

間に動き出し、その直後にガシャンと大きな音

がしました。前の女の子の車がその前の車に追

突した瞬間でありました。やっちゃったという

ような感じで頭を抱えておりましたが、同情半

分、自業自得だよねという思い半分で通り過ぎ

たところであります。

事ほどさように、最近、運転中に視線を車の

前方ではなく、ハンドル下に落としたりしなが

ら走っている車をよく見かけます。11月８日の

政府広報オンラインでは、近年、交通事故件数

が減少する中で、運転中にスマホで通話や画面

を見たり操作したりする、いわゆる、ながらス

マホによる交通事故が増加していると警鐘を鳴

らしております。平成28年中、ながらスマホが

原因となる交通事故の件数は1,999件。平成23年

の1,280件に比べて約1.6倍に増加しており、特

に、スマホの画面を見たり、操作したりして起

きる事故―これは画像目的使用の事故と言う

そうですけれども―は約2.3倍になっていると

ありました。ながらスマホなどが原因となる交

通死亡事故も、平成28年は27件発生、そのうち

画像目的使用の事故は17件で、事故全体の

約63.0％を占めております。最近の本県の状況

はどうなのか伺いたいと思います。

○警察本部長（郷治知道君） いわゆる、なが

らスマホは、道路交通法上、携帯電話使用等違

反となりまして、運転しながらのスマートフォ

ンの操作や注視が禁止されております。ながら

スマホに係る交通事故の発生状況につきまして

は、県内、平成23年は37件、平成24年は56件、

平成25年は64件と、２年連続して増加しており

ましたが、平成26年は34件、平成27年は26件、

平成28年は18件と、３年連続して減少しており

ます。また、死亡事故は、平成28年に１件発生

しております。これらの事故の特徴ですが、直

線道路や交差点付近での発生が多く、追突や出

会い頭の事故が目立っております。

○新見昌安議員 次に、運転中のながらスマホ

の取り締まり状況についても伺いたいと思いま

す。

○警察本部長（郷治知道君） 本県における携

帯電話使用等違反、いわゆる、ながらスマホの

取り締まり状況につきましては、平成23年に２
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万3,466件を検挙して以降、減少傾向にありまし

たが、平成28年には、前年より232件多い１

万4,323件を検挙しております。

○新見昌安議員 ながらスマホをなくすための

広報啓発と運転者教育にはどのように取り組ん

でいるかについても伺いたいと思います。

○警察本部長（郷治知道君） 県警では、テレ

ビＣＭや宮崎駅前の大型ビジョンで、ながらス

マホの禁止を訴えるほか、街頭キャンペーンで

のチラシの配布や新聞への啓発記事掲載など、

あらゆる機会を通じて広報啓発を行っておりま

す。運転者教育につきましては、特に運転免許

証の更新時の講習で、ビデオ教材の活用や事故

事例の紹介など、ながらスマホの危険性につい

て周知を図っております。今後とも、広報啓発

と運転者教育の充実に努めまして、運転中のス

マートフォンの使用禁止の徹底を図ってまいり

ます。

○新見昌安議員 公益財団法人交通事故総合分

析センターが以前実施した「携帯電話等の使用

が要因となる事故の分析」によると、直線道路

で先行する車両に追突する事故が極めて多いと

いうことがわかります。私が体験したのもこれ

に該当するのかなと思いますが、いずれにして

も、取り締まり、広報啓発、運転者教育、あら

ゆる手を尽くして交通事故防止に努めていただ

くようにお願いしまして、以上で私の質問を全

て終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○ 原正三議長 次は、日髙陽一議員。

○日髙陽一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。11月議会一般質問最終日、２番バッ

ターを務めます、宮崎のひなた、日髙陽一で

す。2017年もあと１カ月となりました。皆さん

にとってどんな１年だったんでしょうか。私に

とっては、いろんな方に呼ばれた気がした１年

でありました。６月議会では井上紀代子議員

に、そしてまた世間では、豊田真由子元議員を

初めたくさんの方に呼ばれたような気がした年

でありました。

この宮崎でもさまざまな出来事がありまし

た。私にとって印象的だったのが、第11回全国

和牛能力共進会で内閣総理大臣賞３大会連続受

賞であります。今回、内閣総理大臣賞を受賞し

た第８区の肉牛の部は、肉のうま味成分、オレ

イン酸の多さ、サシの入りと、本当においしい

肉が証明される部門です。ここで日本一おいし

い肉は宮崎牛と証明されました。宮崎牛日本一

から10年がたちます。海外でも宮崎牛が認知さ

れるようになってきたと聞いております。私の

中学校の後輩が香港で仕事をしているのです

が、そこで彼女が「Where are you from?」と聞

かれて、「I'm from Miyazaki in Japan」と

言ったそうです。そしたらその方が、「ああ、

宮崎牛の宮崎？」と聞き返してきたそうです。

その話を聞いたとき、本当にすばらしいなと感

激いたしました。関係者の皆様の努力に感謝し

たいと思います。

さて、この日本一となった宮崎牛。台湾で

は、16年ぶりに日本から牛肉輸出を解禁したの

を受け、動き始めました。宮崎牛は本場の和牛

として一番初めに輸入され、現地の新聞やテレ

ビがこぞって取材されました。台湾に肉牛を輸

出するのは初めての宮崎牛ですけれども、日本

産牛肉の人気が高い台湾へ売り込みを強化して

いくべきだと思いますが、宮崎牛を初めとする

県産牛肉の台湾輸出に係る今後の取り組みにつ

いて、知事にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席よりお伺いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕
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○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

台湾への牛肉輸出につきましては、９月中旬

の解禁後、関係者の協力によりまして、日本産

牛肉第１号として輸出することができました。

日本一の宮崎牛に対する評価は非常に高く、10

月末までの輸出量は12.3トンに上っておりまし

て、今後さらに輸出量が増加するものと、大き

く期待をしているところであります。台湾は、

日本との交流も盛んで、さまざまな牛肉料理が

存在するなど、食文化の面でも大変魅力的な市

場であります。一方で、全国各県も熱心に取り

組んでおりますことから、今後の輸出拡大を図

るためには、宮崎牛が日本一のブランドとして

確固たる地位を築いていくことが、大変重要で

あると考えております。このため、12月中旬に

は、私自身も県議会や関係団体の皆さんととも

に台湾を訪問し、積極的にプロモーション活動

を行いながら、宮崎牛の評価を揺るぎないもの

にするとともに、パートナー企業等との強固な

信頼関係を構築し、より一層の台湾への輸出拡

大につなげ、そして議員御指摘のとおり、その

ことを通じて、宮崎の知名度の向上、さらには

観光誘客等にも結びつけてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○日髙陽一議員 台湾は、地理的にも宮崎に近

く、魅力的なマーケットであります。ことしの

２月には、台湾の新竹県と宮崎県が協定を締結

いたしました。そして10月には、桃園市とも協

定を締結いたしました。しっかりと信頼関係を

つくっていただきまして、これまで以上に交流

が進み、輸出も促進されることを期待しており

ます。

続いて、農政水産部長にお尋ねしてまいりま

す。

ことし７月には、日欧ＥＰＡ交渉が大枠合意

し、ＥＵへ輸出増大が期待されます。県では、

こうしたＥＰＡやＴＰＰなど自由な経済圏の拡

大などを背景に、「みやざきグローバル戦略」

を策定し、海外への展開促進、海外からの誘致

推進等に取り組んでおられます。本県には、宮

崎牛のほかにもたくさんの輸出可能な農産物が

あると思いますが、畜産物以外の農産物の海外

輸出の現状についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 昨年度の本県

の農産物の輸出実績は、輸出数量が約910トン、

輸出額が約３億5,000万円となりまして、過去最

高を記録したところです。主な品目としまして

は、カンショが、香港等に約85 0トンの２

億5,0 0 0万円、お茶が、ＥＵ等に約30トン

の6,000万円、スイートピー等の花卉が、アメリ

カ等に約60万本の3,000万円などとなっておりま

して、いずれも順調に伸びているところであり

ます。

○日髙陽一議員 先ほど紹介した I'm from Miy

azaki の後輩ですが、現在、宮崎の野菜を香港

に輸入しながら頑張っています。彼女は、宮崎

の野菜10種類以上、魚も約10種類、加工品も多

数、宮崎産にこだわって輸入をしています。香

港ではそれぞれ人気があり、とてもポテンシャ

ルが高いということであります。まだまだ可能

性は大きいと思います。ぜひ、オール宮崎の体

制で輸出拡大に向けて頑張っていただくよう、

お願い申し上げます。

東アジアは将来性のある魅力的な市場だと思

います。例えば、台湾と日本の残留農薬基準が

異なるため、台湾の基準に準じて生産している

栽培事例があると聞いています。また、輸出先

の国や地域によって、味の嗜好やパッケージの

デザイン、商習慣などが異なると聞いています
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が、それぞれきめ細かい対応にしていかないと

輸出につながらないと思います。輸出を拡大す

るためには、輸出先の規制をしっかり把握し、

それに対応した産地づくりが大変重要だと感じ

ておりますが、農産物の輸出に向けた産地づく

りの取り組みについてお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農産物の輸出

拡大に向けましては、ただいま議員がおっしゃ

いましたように、輸出先ごとにニーズが異なる

ことや、いろんな検疫条件が異なること、さら

には残留農薬基準などに的確に対応できる産地

の育成が重要でございます。そのため、例え

ば、台湾では我が国とは異なる残留農薬基準が

設定されておりますので、キンカンや日向夏の

産地に対しまして、台湾の基準に合致した栽培

管理の支援や、本県の農薬分析技術を活用した

輸出前検査の仕組みづくりなどに取り組んでい

るところであります。また、輸出できる産地を

掘り起こすため、今年度からは、農業や貿易の

専門家５名を輸出サポーターとして県内に配置

しまして、ブドウや有機野菜などの新たな産地

づくりも進めているところであります。

○日髙陽一議員 その専門家５名の方に期待し

たいと思います。

今、地元の青年部を初め各地域でも、就農間

もない方々や若手後継者と意見交換会をしてお

りますが、その中で、農業への魅力や将来の経

営展望など、前向きな発言がある一方で、燃油

や資材の高騰、生産者の減少による産地存続の

危機感など、将来の不安も聞いております。本

県農業が成長し続けていくためには、新規就農

者を確実に確保していく必要があると思いま

す。ＪＡ宮崎中央では、トレーニングハウスを

整備し、積極的に新規就農者の確保を行ってい

るところですが、農業の担い手が減少する中

で、産地みずからが取り組む新規就農者の確保

対策を、県としてどのように支援していくの

か、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県内では、新

規就農者の確保を図るため、例えば、ＪＡの先

進的な取り組みをモデルとしたえびの市のイチ

ゴ団地や、町が中心となって中山間地域におけ

る農作業の受託などを行うひのかげアグリファ

ームなど、それぞれの産地で、新規就農者の技

術習得や就農を支援する仕組みづくりが進んで

おります。そのような中、県では、産地みずか

らが、将来像や担い手対策等を盛り込みました

ビジョンづくりを進めるよう支援をしますとと

もに、農業研修に必要な施設整備や、アドバイ

ザーの派遣による運営に対する支援などを行っ

ております。さらに、今後、産地や農業法人等

の情報を盛り込んだ、本県の農業版リクルート

ブックの作成を行うなど、就農希望者への情報

提供についても積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 どうぞよろしくお願いいたし

ます。

我が家では、祖父の時代からピーマンを栽培

しています。昔のハウスは軒高が低く、よく頭

をぶつけていました。まだ髪はありました。そ

ういうこともあって、平成15年にハウスを建て

かえて軒高を高くしたのですが、もう既に14年

が経過しています。周辺の農家ではハウスの老

朽化が進んでいます。建てかえを希望する方も

いますが、近年、ハウスの価格が高くなってい

るため、計画的な更新が難しい状況です。この

ままでは、ハウスの更新ができず、離農などに

より生産量が減少し、産地としての存続ができ

なくなるのではと考えています。一方で、地元

の若い生産者の中には、新技術を取り入れ、反

平成29年12月６日(水)



- 244 -

収を増加させている取り組みが見られてきてお

ります。生産者が減少し、産地の縮小が懸念さ

れる中で、生産量を確保していくためには、大

変すばらしい取り組みだと思っております。施

設野菜産地の維持・発展のためには、革新的技

術による反収の増加など、生産性の向上を図る

べきだと考えますが、県の見解をお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県の施設野

菜につきましては、栽培面積がこの10年間で

約100ヘクタール減少しておりまして、高齢化や

担い手が減少する中で、野菜を安定的に供給す

る産地として維持・発展させるためには、生産

性の向上を図るということが大変重要だと考え

ております。このため県では、施設内の温度や

湿度、炭酸ガス濃度などを総合的に測定し、環

境を制御することで、収量を高める技術の導入

に取り組んでいるところでありまして、既存の

ハウスでも、キュウリでは、県内の平均反収の

２倍を達成する事例も見られております。今後

は、環境制御等の革新的な技術を、ほかの品目

や地域へ普及していきますとともに、さらに

は、軒の高いハウスを利用しました、収量を飛

躍的に高める技術の導入についても検討を進め

るなどしまして、生産性の向上を図ってまいり

たいと考えております。

○日髙陽一議員 新たな技術を取り入れても、

ハウスの環境や土壌の状況によって、行き詰

まってしまう生産者も時々いらっしゃいますの

で、技術導入とともに指導者の向上も、どうぞ

よろしくお願いいたします。

最近、ＪＡ青年部や野菜部会の集まりで話題

になりますのが、来年からの米政策の見直しで

す。平成30年から、行政による生産数量目標の

配分が行われなくなり、また、減反した面積に

応じて10アール当たり7,500円交付される米の直

接支払交付金が廃止され、生産規模の大きい生

産者や農業法人、集落営農組織にとっては収入

減少の影響が大きいと思いますが、米政策の見

直しに対して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） 米政策の見直

しによりまして、平成30年以降は、国による生

産数量目標の配分がなくなり、米の直接支払交

付金が廃止されますことから、農業者の方々に

は、米づくりに対する不安があると存じます。

このため本県では、全国ベースの需給見通しを

もとに、農業者の皆様の参考になりますよう

に、作付の目安を提示しまして、需要見込みに

応じた計画的な生産を推進してまいりたいと存

じます。一方、交付金の廃止に対しましては、

減収分を補うための新たな収益の確保が必要と

なりますので、例えば稲作に、地域に適した露

地野菜を組み合わせるなど、水田における作物

のベストミックスを描きながら、それぞれの産

地に応じた高収益化を進めてまいります。

○日髙陽一議員 既に他県では、水田でジャガ

イモやニンニクなどベストミックスが動いてお

ります。さまざまな形があると思います。宮崎

の田んぼが荒れ果ててしまわないように、どう

か取り組んでいただきたいと思います。

次に、福祉保健部長にお尋ねしてまいりま

す。

ことし、兵庫県姫路市の私立認定こども園

で、定員を大幅に超える園児を自治体に隠し受

け入れ、劣悪な環境のもとで保育を続けていた

ニュースがありました。正規の定員として園

児46人を保育、これに加え、市に隠して直接保

護者と契約した22人を受け入れ、定員の約1.5倍

の園児を預かり、給食は、68人の園児に、40食
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前後を発注し、これを分けていたため、栄養、

量とも不十分な状態だったそうです。そして園

は、行政から給付金を満額受け取るため、保育

士の人数を水増しし、保育士は少人数で仕事を

強いられたと見られ、保育の安全性も問われる

状態だったそうです。これは、監査がしっかり

と機能していれば防げた問題だと思います。保

育所等について、職員の配置基準の確認も含

め、県ではどのように監査を実施しているのか

お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 保育所等につ

きましては、児童福祉法などに基づきまして、

職員処遇、児童処遇、会計管理等について、現

地での指導監査を毎年、全ての施設に対して実

施しているところであります。具体的には、保

育士や調理員等の職員配置が基準を満たしてい

るか、児童の安全対策等が適切に行われている

か、必要な会計帳簿が整備されているかなどに

ついて、施設職員への聞き取りや関係書類、現

場の確認を行い、必要な指導を行っているとこ

ろであります。今後とも、保育所等に対する適

切な指導監査の実施に努めてまいりたいと考え

ております。

○日髙陽一議員 全ての施設に対して、毎年、

指導監査が行われていると聞きまして、安心を

いたしました。人口減少がますます進行する中

にあって、女性の就業のさらなる増加、活躍が

必要でありますが、そうした点からも、子供を

持つ女性が安心して子供を預ける環境の確保は

必要不可欠であります。監査はもとより、市町

村等と連携した保育現場の状況把握をお願いい

たします。

ことし６月、政府は子育て安心プランを公表

し、待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の

予算３年分を、平成31年度末までの２年間で確

保し、遅くとも平成32年度末までの３年間で、

全国の待機児童を解消することとしています

が、本県においても２年連続で発生しておりま

す。この原因の一つに保育士不足があると考え

ますが、本県の保育士の有効求人倍率を見ます

と、平成25年度は0.85でありましたが、28年度

には1.86、そして本年の８月の有効求人倍率

は2.33と、上昇を続けております。また、本県

の保育士の離職率は、全国同様10％前後で推移

しているようです。待機児童の解消を図るに

は、保育士の離職防止や就労する保育士の確保

が必要と考えますが、県の取り組みについてお

伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、保育

士の離職防止や確保を図るため、これまで給与

面の処遇改善を行うとともに、平成28年度から

は、保育士を目指す学生を対象にした修学資金

の貸し付けや、潜在保育士の再就職等を支援す

る保育士支援センターの設置運営などに取り組

んでいるところであります。さらに、今年度か

らは、職位や職務内容に応じたキャリアアップ

研修の実施と、その研修を受講した保育士等に

対して給与等の処遇改善を行うこととしており

ます。保育士の安定的な確保は、待機児童の解

消はもとより、質の高い保育を提供する上で大

変重要でございますので、今後とも市町村や関

係機関と連携しながら、その確保や人材育成に

取り組んでまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 現在直面している待機児童問

題がある一方、将来に向けた人口推移などを見

てみますと、少し長いスパンでは、園児数は確

実に減ってくるものと思います。少子化が進行

している中、園児数がもう既に減少している保

育所等があると聞いていますが、本県における

今後の安定的な保育の提供についてどう考えて
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いるのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県における

近年の就学前の児童数と、幼稚園、保育所及び

認定こども園の入所者数の推移を見てみます

と、就学前児童数は減少しているものの、「子

ども・子育て支援新制度」の導入等に伴い、入

所数は増加している傾向にあります。一方、長

期的な観点で見ると、さらなる少子化が進む中

で、入所者が減少していくことも想定されると

ころであります。県としましても、幼児教育・

保育等の安定的提供は、一人一人の子供が健や

かに成長することができる社会の実現にとって

重要でありますことから、今後とも市町村や関

係機関と連携しながら、需要に応じた安定的な

保育サービスの提供に努めてまいりたいと考え

ております。

○日髙陽一議員 10年後、20年後を見据えて対

応していただきたいと思います。

次に、健康寿命対策について伺います。健康

寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限され

ることなく生活できる期間のことであります

が、平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制

限のある不健康な期間を意味し、日本以外の国

ではこの期間が７年程度ですが、日本の男性は

９年、女性は12年にも達していて、世界一に

なっているようです。県は、長期計画におけ

る10の長期戦略の一つに「いきいき共生社会戦

略」を掲げ、2030年に「健康寿命男女とも日本

一」を目指すとし、日本の死因の約６割を占め

る生活習慣病予防のための県民運動を進められ

ています。一方で、健康寿命対策のため、高齢

者の介護予防も重要だと考えますが、県ではど

のように取り組んでいるのかお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢者が、住

みなれた地域で、いつまでも健康に暮らし続け

るためには、継続的に介護予防に取り組むこと

が重要であります。このため県では、平成26年

度から、住民が主体となって地域の中に「通い

の場」をつくり、お互いに声をかけ合って、週

１回程度の体操教室を開催する介護予防の取り

組みを、市町村と協力して推進しているところ

であります。ことし７月現在、県内約600カ所に

おいて１万人以上の高齢者が参加されておりま

す。この「通いの場」では、筋力アップの体操

だけではなく、趣味や娯楽のサークル活動など

に発展的に取り組まれているところもあり、地

域の支え合い機能が活性化するきっかけにも

なっていることから、県としても引き続き、こ

うした住民主体の取り組みを推進していきたい

と考えております。

○日髙陽一議員 高齢者になりますと、不慮の

事故がふえてきますが、この不慮の事故の中で

も、交通事故の1.5倍の方が窒息死で亡くなられ

ているということです。介護の現場などにおい

て、口の中に残渣物や義歯が残った状態でベッ

ドの上に寝てしまうと、詰まってしまい窒息死

するケースがあるようです。これは、口腔ケア

を行うことで口の中をきれいにし、飲み込む力

を保つことで防止できるのではないかと思いま

す。また、口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防にも大

変効果的であると聞いています。そこで、高齢

者の口腔ケアについて、県はどのような取り組

みを行っているのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢になりま

すと、歯の喪失とか誤嚥性肺炎等を起こしやす

くなることから、自立した生活を維持し全身の

健康を保つためには、口腔ケアを適切に行い、

口腔の健康を保つことは大変重要となってまい

ります。このため県では、みずからが適切に口
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腔ケアを実践できるよう、広く県民向けの講習

会を実施するとともに、テレビＣＭやポスター

掲示等を通じて、定期的に歯科医療機関に通院

し、専門的な口腔ケアを受けるよう促す取り組

みを行っております。また、体が不自由で通院

することが困難な方や介護施設に入所している

方に対しても、専門的な口腔ケアを提供できる

よう、訪問歯科診療に取り組む歯科医療機関に

対し、必要な機器の整備を促進するための助成

も行っております。県としましても、今後と

も、高齢者が健康で質の高い生活を送れるよ

う、口腔ケアの推進に努めてまいりたいと考え

ております。

○日髙陽一議員 年末には、かなり死亡率が高

まりますので、年末に向けて、推進をぜひお願

いしたいと思います。

次に、ヘルプマークについてお伺いいたしま

す。このヘルプマークとは、義足や人工関節を

使用している方、内部障がいや難病の方、また

は妊娠初期の方など、外見からわからなくても

援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に

配慮を必要としていることを知らせることで、

援助を得やすくするよう製作したマークです。

もともとこれを製作した東京では、ヘルプマー

クの配布や優先席へのステッカー標示等を平

成24年から始め、現在では地下鉄、バス、病院

へと拡大し、さらに全国へ広がっています。そ

こで、このヘルプマークの導入の意義につい

て、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） ヘルプマーク

でございますが、東京都が作成して、これが現

在、13都府県で導入されておりまして、本県に

おきましても、今年度中の導入に向け、準備を

進めているところであります。このヘルプマー

ク本体は、バッグ等に取りつけられる名札のよ

うなものでございまして、赤い背景に白で十字

とハートマークが描かれた、わかりやすいデザ

インとなっておりますので、援助を必要として

いる方などが周囲にいらっしゃることへの気づ

きにつながるものであると考えております。ま

た、ヘルプマークを見かけたら、電車やバスで

席を譲る、困っている方がいらっしゃれば声を

かけるといった、思いやりのある心が醸成され

ることを期待しているところでございます。

○日髙陽一議員 大切だと思います。

では、このヘルプマークをどのように普及さ

せていくのかをお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） ヘルプマーク

は、それを見かけた方に援助を促すものであり

ますことから、まずは、制度の趣旨を広く県民

の方々に理解していただくことが重要であると

考えております。このため、県政番組や広報紙

など県や市町村の広報媒体を活用し、県民の方

々への広報を行うとともに、バスや電車へのポ

スター、ステッカーの掲示などにより、しっか

りと周知を図ってまいります。また、内部障が

いや難病などの当事者団体が開催するセミナー

等においても広報を行うなど、団体とも連携し

ながら、ヘルプマークの普及に努めてまいりた

いと考えております。

○日髙陽一議員 ヘルプマークを身につけた方

を見かけた場合には、電車、バス内では席を

譲ってあげたり、困っているようであれば声を

かけたりなど、思いやる行動をお願いしたいと

思います。もちろんここにいらっしゃる方は既

に行っていらっしゃると思いますが、ヘルプマ

ークを多くの方に知っていただき、優しい環境

をつくり上げていただきたいと思います。

この宮崎は、本当に温かくて優しい人が多い

県だと思いますが、先日、健常者用の駐車場が
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あいているにもかかわらず、車椅子利用者の優

先駐車場にとめていく若者を見ました。話しか

けてみると、「いつもあいているから」という

理由からとめたということでした。車椅子利用

者の方は、ドアを大きくあけないと乗りおりす

ることができません。健常者用の駐車スペース

では乗りおりが厳しいのです。ここで、車椅子

利用者優先駐車場に対象でない方が駐車してい

る場合がありますが、県はどのように対策を

とっているのかお伺いをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 車椅子利用者

など配慮が必要な方が適切に駐車場を利用でき

るよう、県では「おもいやり駐車場制度」を設

けまして、車椅子利用者に対し、乗りおりがし

やすい、幅の広い駐車場が利用できる赤色の利

用者証を、その他の障がい者、高齢者等に対し

ては、一般的な幅の駐車場用の緑色またはオレ

ンジ色の利用者証を交付しております。交付の

際には、適切な利用について御説明をしますと

ともに、一般の方にも制度の趣旨を御理解いた

だけるよう、県政番組や広報媒体を活用した啓

発活動を実施しているところであります。

なお、一部で不適切な利用があるとの声もい

ただいておりますので、県としましては、思い

やりを持った駐車場利用について、より一層の

広報・啓発に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○日髙陽一議員 カリフォルニアでは、障がい

者用駐車スペースに車をとめますと、300ドル、

約３万3,000円くらいの罰金を支払わなければな

りません。そこまでの必要はないと思います

が、適正な利用ができるよう啓発をしていただ

きたいと思います。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

先日、地元の中学校のＰＴＡ会長から、「重

いかばんの影響で、自転車の転倒事故も起きて

いる」と聞きました。私も中学校３年生の息子

の登校前のかばんを担いだのですが、その重さ

に驚きました。ゆとり教育から脱ゆとり教育に

なり、ある新聞社の調べによりますと、教科書

がゆとり時代の1.5倍になっているそうです。教

材や参考書がふえた息子のかばんをはかった

ら、10キロを超えていました。日々重いかばん

を持つことが原因で、背中や首、肩こり、腰の

痛みを訴える子供の数がふえているという診療

データもあると聞きます。10キロのかばんを

持って歩いて通学するのも大変ですが、10キロ

のかばんを持って自転車に乗るのも大変危険で

あります。自転車による交通事故が社会問題と

なる中、生徒の通学の安全確保の観点からも、

何らかの改善が必要だと思います。教科書を入

れた学校のかばんが非常に重いことに対する学

校での対応及び、このことについて教育長に見

解をお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 近年の教科書は、学

習内容の増加に伴いましてページ数がふえた

り、また、見やすさの点からサイズが大きく

なったり、写真や図表が多く取り入れられたり

するなどの利便性が向上した分、重くなってい

るという状況がございます。このような状況を

踏まえまして、各学校において、例えば、教科

書などの学習用品を毎日持ち帰らせるのではな

く、学校に置いてよいものを決めたり、子供の

体への影響を考え、肩かけのかばんからリュッ

ク式のかばんに変えたりするなどの配慮がなさ

れているところであります。県教育委員会とい

たしましては、子供の健康や事故防止等の観点

から、実態を調査した上で、科学的な知見など

も参考にしながら検討すべき課題であると考え

平成29年12月６日(水)



- 249 -

ております。

○日髙陽一議員 香港では、児童生徒の通学か

ばんの重量を測定し、その適正を定期的に確認

して、脊髄の健全な発育のために、通学時のか

ばんの重量を体重の15％以内にすることを推進

しているとのことです。インドのマハラシュト

ラ州では、児童のかばんの重さを体重の10％を

超えないように制限することになっています。

検討すべき課題という認識をされているようで

すが、ぜひ、子供の将来のためにも、前向きに

検討していただきたいと思います。

今回は、かばんの問題を取り上げさせていた

だきましたが、教育には、使命感を持ったよい

先生の確保はもちろんですが、子供の学校にお

ける快適な環境整備はとても大切だと思いま

す。一つ例を挙げさせていただきますが、先

日、小学校の授業時間がふえるという記事を目

にしました。そのふえる授業は、夏休みを削っ

て授業を行うということです。「夏場は、宮崎

の小学校は朝から気温は36度あります。子供た

ちは腕の汗でノートやプリントがぬれてしまう

ほどであります」と、県内の小学校の先生が

おっしゃっていました。ある小学校の校長は、

「夏場40度近く暑くなる教室で授業しても、身

にならない」とおっしゃっていました。高校の

先輩である田口議員がきのうも質問していらっ

しゃいましたが、クーラーの設置問題。財政事

情もあると思いますが、この気温の高い南国宮

崎であります。教育委員会におかれましては、

学校の現場の声、事情をよく把握していただき

まして、前向きに御検討いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

続いて、毎日新聞が都道府県と政令市の67教

育委員会を取材したところ、全国の公立小中学

校で、定数に対する教員の不足が、今年度当初

に少なくとも357人に上ったとのことでありまし

た。団塊の世代のベテラン教員が相次いで退職

した際に、それまで採用試験に通らず、臨時講

師として登録していた教員志望者の多くが採用

され、臨時講師が減っていることが影響してい

るとのことでありました。また、現在、景気が

好調で、民間企業も採用をふやしていますの

で、教員の道ではなく、民間企業に進む学生も

多いのではないかと思います。将来を担う人材

育成を適切に行うため、教員の確保は極めて重

要と思いますが、臨時講師の確保に向けてどの

ような対策を講じているのかをお伺いいたしま

す。

○教育長（四本 孝君） 臨時講師の任用につ

きましては、県教育委員会に登録されました任

用希望者の名簿をもとに、校長が面接を行った

上で適任者を任用しております。県教育委員会

では、これまでも、電子登録の導入による登録

手続の簡素化や、登録期間を延長して随時受け

付けとするなど、臨時講師の確保に取り組んで

まいりました。本年度はさらに、任用希望者の

拡大を図るため、退職予定者に対して講師登録

の呼びかけを行いましたほか、テレビ等を活用

して、登録制度の一層の周知を図ったところで

ございます。今後とも、学校現場に欠員が生じ

ることがないよう、正規職員の採用拡大も図り

ながら、臨時講師の確保に努めてまいりたいと

考えております。

○日髙陽一議員 ある学校の校長先生によりま

すと、「産休や病欠などの中途採用の職員がな

かなか見つからない」という声がありますの

で、しっかりと確保していただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

次に、県立学校における修学旅行についてお

伺いいたします。私は、６月議会において、グ
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ローバル人財の観点で質問させていただきまし

た。海外から多くの留学生を受け入れることが

人財育成に有効である旨を質問しましたが、今

回は、海外修学旅行についてお伺いをいたしま

す。本年10月に、海外経済戦略対策特別委員会

の一員として、ベトナムを訪問してまいりまし

た。その中で、宮崎市に本社のあるアース建設

コンサルタント株式会社を調査いたしました。

ここは、ベトナムの短期大学と提携し、日本の

建設業界で働くために必要な技術を１年間で習

得した後、日本の建設企業で働く機会が与えら

れます。ここで働く現地の学生は、目を輝かせ

ながら授業を受けていました。その意見交換会

の中で、同社の濱村取締役から、「ぜひ宮崎の

高校生にこの場を見てもらいたい。そして、現

地の学生と交流してほしい」という提案があり

ました。確かに、現役の高校生が家族の生活の

ために必死で勉強している姿、そして、必ず日

本で仕事をするために学ぼうという姿勢などを

見ると、大きな刺激になると確信をいたしまし

た。そこで、県立学校における海外修学旅行の

実施状況をお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 海外への修学旅行を

実施しております県立学校は、例年10校程度で

ございます。その主な行き先は、アジア圏では

シンガポール、マレーシア、台湾、そのほかで

はオーストラリアやカナダなどに行っていると

ころでございます。

○日髙陽一議員 実際、私たちが行ったベトナ

ムは、2013年から福岡県が修学旅行で訪れるよ

うになり、現在は、福岡を中心に3,000人以上の

高校生がベトナムを訪れています。現地の高校

生の英語能力の高さに刺激を受けたり、経済成

長著しい町の活気を肌で感じることができたり

し、大変満足しているそうです。そこで、アジ

ア圏に高校生が修学旅行に行くことについて、

教育長の考えをお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 修学旅行は、日常を

離れた環境の中で、集団行動や体験的な活動を

通して協調性や自主性を養うことなどを狙いと

し、安全性や経済的な負担、生徒の実態等にも

配慮して、各学校が主体性を持って実施してい

るところであります。海外への修学旅行につき

ましては、異なる自然や文化、多様な価値観等

に触れることを通して、国際理解を深め、グロ

ーバル意識を高めることのできる貴重な機会で

あり、特に、地理的にも歴史的にもつながりが

深く、今後、経済的な結びつきもさらに強まる

ことが期待されますアジア圏を訪れることは、

大きな意義があるというふうに考えておりま

す。

○日髙陽一議員 身近なアジア圏でも、十分外

国語や歴史・文化に触れることができます。宮

崎にもアジアへの直行便が就航していますの

で、ぜひ推奨していただきたいと思います。

次に、ＬＣＣの宮崎―成田線の就航について

お伺いをいたします。今月21日より、格安航空

会社ＬＣＣのジェットスター・ジャパンが宮崎

―成田間を就航させます。ジェットスター・

ジャパンは、国内ＬＣＣで最多の21機を保有

し、１日100便以上を運航、昨年の国内ＬＣＣ搭

乗客数のシェアは52％を占め、国内ＬＣＣ４社

のトップに位置するとのことです。2020年の東

京オリンピック・パラリンピックの開催に向

け、海外からの旅行客の増大が見込まれる成田

空港と宮崎に定期便が就航することは、本県観

光、経済交流の拡大に大きく寄与するものと思

います。そこで、宮崎―成田線の就航に当た

り、県は運航する航空会社に対してどのような

支援を行うのか、総合政策部長にお伺いいたし
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ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県におきまし

ては、これまで、ＬＣＣ各社に対して県民の就

航希望も多かった宮崎―成田線の誘致に、積極

的に取り組んできたところでございますが、こ

のたび、ＬＣＣの中でも国内線で最も実績のあ

るジェットスター・ジャパンに就航いただく運

びとなったところであります。このため、同社

による成田線の円滑な就航を目的といたしまし

て、今議会において補正予算をお願いしており

ます。具体的な補助内容といたしましては、運

航する航空会社が、宮崎空港にカウンター等を

設置する際に要する初期経費のほか、首都圏で

の広告、県内の新聞・雑誌への掲載など、新規

就航に当たって、県民の利用や首都圏等からの

利用を促すための経費に対し支援を行う予定と

しております。

○日髙陽一議員 よろしくお願いします。

2002年８月にスカイネットアジアが羽田―宮

崎線に新規参入し、2015年12月からは「ソラシ

ドエア」に名称を変え、宮崎の県民の翼として

私たちを支えてくれています。今回、新たなＬ

ＣＣ本県参入は、ピーチ・アビエーション

の2015年８月からの宮崎―関西線の就航に次ぐ

２番目となります。やはり価格運賃において優

位性のあるＬＣＣのインパクトは大きく、既存

の航空会社への影響があると思いますが、羽田

線を運航している既存の航空会社への影響につ

いてどのように考えているのか、お伺いをいた

します。

○総合政策部長（日隈俊郎君） この成田線の

就航により、羽田線にどの程度影響があるの

か、現時点において推測することは困難な状況

にありますが、成田線が就航している他県の空

港の状況によりますと、ビジネス客の利用が多

い羽田線に加え、観光や帰省の利用が多い成田

線による新規需要の創出が、全体として大きな

効果を発揮していると伺っております。本県で

は現在、宮崎―関西線をＬＣＣが運航しており

ますが、就航前に比べ、伊丹線と関西線を合わ

せた関西地区全体の利用者数は、年間で約８万

人ふえている状況にあります。いずれにいたし

ましても、宮崎―成田線の就航により、航空運

賃の低下などによる県民の利便性の向上に加

え、首都圏はもとより、国際線の乗り継ぎによ

る海外からの観光客の増加なども見込まれるこ

とから、本県経済の活性化が期待されると考え

ております。県といたしましては、成田線と羽

田線を合わせた利用者数の拡大を図ることが望

ましいと考えており、今後とも、各航空会社や

関係機関と連携し、両路線の利用促進に取り組

むことで、首都圏とのさらなる交流人口の増加

に努めてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 成田線は国際線として多くの

外国人を受け入れていますので、ぜひたくさん

の方をこの宮崎に運んでいただきたいと思いま

す。

続いて、商工観光行政についてお伺いしま

す。

60周年記念イベントが、２月10日、サンマリ

ンスタジアムで、ジャイアンツとホークスのレ

ジェンドが集結してＯＢ戦が行われます。スポ

ーツランドみやざきの礎となったジャイアンツ

キャンプ、夢のような試合を見ることができま

す。読売巨人軍の宮崎キャンプ60周年に当た

り、具体的にどのような取り組みを行うのかお

伺いをいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 読売巨人

軍のキャンプは、本県観光の柱の一つであるス

ポーツランドみやざきの礎となったものであり
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ますので、記念の取り組みに当たりまして

は、60年の感謝を込め、県民を挙げてお祝いす

るとともに、キャンプ地宮崎のすばらしさを県

内外に発信する機会にしたいと考えておりま

す。このため、宮崎市や関係団体と連携し、東

京、福岡、宮崎におけるキャンプの歴史を振り

返る写真展や、ＯＢによるトークショーを実施

するほか、球場や市街地などで歓迎装飾を行

い、60周年のお祝いムードを盛り上げていくこ

ととしております。また、お話のありました、

２月10日にはジャイアンツとホークスのＯＢ戦

が予定されており、長嶋総監督、野村総監督の

もと、そうそうたる往年の名選手が勢ぞろい

し、非常に多くの観客が予想されますことか

ら、その受け入れにも万全を期してまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 ここにいるジャイアンツＯＢ

の方にもぜひ出ていただきたいと思います。

2019年ワールドカップまであと２年を切りま

した。知事は、日本代表の前監督、エディ－・

ジョーンズ監督が率いるイングランド代表の事

前合宿の誘致に力を入れていらっしゃいます。

これはぜひかち取っていただきたいと思いま

す。ラグビー日本代表ですが、先日、強豪フラ

ンスに引き分けるなど、日本のラグビー熱も高

まっています。ラグビーのキャンプ時期が野

球、サッカーと異なり、６月、７月にラグビー

のキャンプを誘致することによって、閑散期の

宮崎県を潤すことができるのではないでしょう

か。ここで、ラグビートップリーグを初めとす

るラグビー合宿受け入れの状況と、ラグビー合

宿の受け入れの考え方についてお伺いをいたし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） ラグビー

の合宿につきましては、平成27年度にワールド

カップに向けた日本代表チームを受け入れたほ

か、昨年度は、ラグビートップリーグの３チー

ムを初め、社会人、学生チームなど12チームを

受け入れております。合宿受け入れに当たりま

しては、チームが希望する期間、施設等を伺っ

た上で、場合によっては合宿期間の変更や代替

施設を提案するなど、可能な限り合宿が実現す

るよう調整に努めております。ラグビーワール

ドカップ2019に向け、ラグビー人気がますます

高まってきているところでありますので、今後

とも市町村や競技団体等と連携しながら、合宿

の積極的な誘致と円滑な受け入れに努めてまい

りたいと考えております。

○日髙陽一議員 積極的な誘致をお願いしたい

と思います。グラウンド整備をすることによっ

て、さまざまなチームが訪れると思います。あ

の南アフリカ戦に勝利した感動のワールドカッ

プも、この宮崎のキャンプからスタートしてお

ります。日本ラグビーのキャンプ地として―

じゃなくて、世界のラグビーのキャンプ地とし

てつくり上げていただきたいと思います。私と

しましては、イングランドを誘致しているこの

宮崎ですが、縁起のいいこの宮崎に、日本代表

にもぜひ来ていただきたいと思っております。

ぜひ総力戦で頑張ってください。

続きまして、本県の道路整備についてお伺い

をいたします。

高校の先輩、田口議員も質問されましたが、

現在、宮崎市佐土原町において国道219号広瀬バ

イパスの工事が進められております。この広瀬

バイパスは、国道219号春田バイパスと国道10号

佐土原バイパスを結ぶ道路で、完成しますと、

西都インターチェンジから国道10号や一ツ葉有

料道路などを経由し、宮崎港や宮崎空港、宮崎

インターチェンジが結ばれることとなります。
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この道路により、沿線における地域住民の利便

性は大きく向上することとなり、また、本県を

訪れる観光客にとりましても、西都原古墳群や

シーガイアはもとより、野球やサッカーなどの

スポーツキャンプ地へのアクセスも強化され、

本県の観光振興に大きな効果が期待されます。

さらに、宮崎県地域防災計画において、第１次

緊急輸送道路に位置づけられていることから、

災害発生時における応急復旧や救護のための物

資輸送の役割も担っております。そこで、国

道219号広瀬バイパスの取り組み状況と開通の見

通しについて、鎌原副知事にお伺いいたしま

す。

○副知事（鎌原宜文君） 国道219号広瀬バイパ

スは、西都インターチェンジから宮崎インター

チェンジに至る地域高規格道路宮崎東環状道路

の一部を構成する重要な道路であります。広瀬

バイパスにつきましては、これまでに、橋梁な

どの大型構造物についてもおおむね完成をした

ところでございまして、一ツ葉有料道路が無料

化される平成31年度の開通を目指し、現在、残

る用地の取得と工事を進めているところでござ

います。広瀬バイパスが完成しますと、一ツ葉

有料道路などと一体となりまして、物流拠点で

ある宮崎港や宮崎空港と西都インターチェンジ

が結ばれ、都市圏交通の円滑化や物流の効率

化、議員御指摘の観光振興などにも効果が期待

をされております。私としましても、本県の産

業の発展や観光振興などに大きく寄与するもの

と考えておりますので、今後とも、沿線自治体

と連携し、国からの補助金等の確保に努め、平

成31年度の開通に向けて全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○日髙陽一議員 平成31年度開通、ぜひよろし

くお願いいたします。

この国道219号広瀬バイパスにつながる国道10

号についてですが、私の地元、国道10号の住吉

地区は、県内でも著しく交通渋滞が起きる場所

で、10校の小学校、中学校、高校があり、

約7,000人の子供が通学をしています。一度は計

画が立った国道10号住吉道路、地域の早急な渋

滞解消という声が20年以上前から続いているに

もかかわらず、いまだに計画は示されておりま

せん。県内の道路整備におきましては、東九州

自動車道を初め、九州中央自動車道や、たくさ

んの議員がぶら下がっている国道220号など、整

備が必要な路線がたくさんあると思いますが、

住吉道路につきましても、早急な整備計画が実

現されますよう、国土交通省からいらっしゃっ

た鎌原宜文副知事にお願い申し上げまして、質

問の全てを終わりたいと思います。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47分休憩

午後１時０分開議

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。お疲れさまです。今議会の大トリでありま

す。また、平成29年、最後の質問者ですので、

本年をまとめる質問ができればいいがな、総括

する質問ができればいいがなと、こう思ってい

るところでありますが、通告に従って順次質問

をしていきたいと、こう思っております。

あと25日で来年になります。正月が来るんで

す。そして２月が来ます。その２月は、えびの
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地震が発生して満50年になるんです。日を数え

て77日後ですが、えびの地震でありますけれど

も、昭和43年２月21日に発生して、43年11月ご

ろまで続いた、いわゆる群発地震なんです。

それで、ちょっと資料を調べてきましたが、

当時、私は二十になる前でありました。外に

おったんです。当日は、えびの市内は真っ白、

積雪がかなりあった日なんです。外におったら

突然ぐらっときて、これは頭がおかしくなった

のかなと、こう思ったんです。大きな目まいが

したんです。ところが、見ておったら電柱が大

きく揺れ出す。電線も上下に物すごく振れる。

そうしたら、いろんな人が外にばっと出てき

て、恐ろしい地震があったなと。私は飯野です

が、真幸が震源地だと、そういう話がすぐ伝わ

りました。

その地震でありますが、２月21日の８時51分

は、マグニチュード5.7で震度５の強震、これは

前震、そして同じ日の10時44分、マグニチュー

ド6.1で震度６の烈震、これが本震。明治17年に

気象庁が地震をはかり出したんです。それ以

来、震度６の烈震というのは、今まではかった

中で一番震度が大きいんですよね。この前の熊

本地震で、椎葉あたりも震度５の強震でしたか

ね。それからすると、やっぱり大きいんです

よ。大体今のはかりと昔のはかりは違うけれど

も、そう大差ありません。それから、翌日の２

月22日19時19分、これはマグニチュード5.6で震

度５の強震でした。これが余震と言われるも

の。２日間のうちに、前震、本震、余震、やは

り本震が最初とは限らないですね。熊本地震も

２度目が本震でしたから。

それで、ちなみに、当時、群発地震と言って

おりましたが、この年はうるう年だったんで

しょうかね、２月中、２月21日から29日までの

９日間の地震回数をいろいろ調べてみたら、９

日間で地震の回数が3,133回、これは鹿児島気象

台が発表しております。それから、有感地震

が299回、これはどこが調べておったと思います

か。気象庁ではありません。現在は震度１以上

を有感地震とするんだそうです。当時はそうで

はありません。本部長の配下である、飯野警察

署、いわゆる現在のえびの警察署がそれをカウ

ントしているんです。それが９日間で299回あっ

たと、こういうことです。

それから、被害の状況ですが、これは鹿児

島、宮崎、熊本県の全域で大きな被害が出たん

ですけれども、死者が３人、幸いに―これは

幸いと言ってはいけませんね―えびのではあ

りませんでした。負傷者が44人、うち、えびの

が21人、住宅全壊が498棟、えびのだけで412

棟、半壊が1,278棟、えびのだけで675棟、被害

総額が89億円、えびのだけで48億円です。48億

円かとお思いでしょうけれども、その年のえび

の市の当初予算は５億100万円です。それからす

ると、一町としてはかなりの被害があったと、

こういうことです。

それで、地震の発生の可能性、50年たってそ

の可能性があるかどうかということをお聞きし

たいと思うんです。というのは、えびの地震

は、私はどうも周期性があると思っているんで

す。43年に発生したえびの地震のちょうど55年

前の大正２年から３年も、えびの市の真幸で、

えびの地震も真幸であったんですが、やはり群

発地震があったんです。55年前、それで今度

は50年ですから、大体50年そこそこ周期がある

んじゃなかろうかなと。明治・江戸時代のこと

はわかりません。あの当時は、霧島火山あるい

は日向灘とは関係ないとか、いろいろ言われて

おりましたが、あるんじゃないかなと、こう

平成29年12月６日(水)



- 255 -

思っているところです。ですから、そういうこ

とを、発生の可能性があるのかどうか、きょう

は私の後にみんな備えているけれども、一般質

問中に地震が来るかもしれません。そのあたり

のことを危機管理統括監にお聞きいたします。

後の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○危機管理統括監（田中保通君）〔登壇〕 お

答えいたします。

地震発生の周期性につきましては、よく知ら

れているのは、南海トラフ沿いで発生する地震

が大体100年から150年の周期で発生していると

いうことが言われております。

えびの市近辺で発生した内陸型地震としまし

ては、お話にありましたように、大正２年の真

幸地震、それから昭和36年の吉松地震、昭和43

年のえびの地震などがありますけれども、これ

らの発生間隔は、真幸地震から吉松地震まで

が48年、吉松地震からえびの地震までが７年と

なっております。

県では、将来、えびの・小林地域におきまし

て、同様の地震が発生することは想定はしてお

りますけれども、この地域における地震の発生

間隔の規則性につきましては、まだ明らかにさ

れていないというふうに認識しております。以

上であります。〔降壇〕

○中野一則議員 はっきりしていないような話

でしたが、地震のメカニズムを、南海のあれば

かりじゃなくて、内陸部も調査して研究してほ

しいなと、こう思っております。吉松地震との

間隔は余りないんですが、えびの地震も、これ

が発生するずっと前から、どうもおかしいとい

うことは言われておった。眠っているとき、地

下でゴーゴー音がするとか、当時の県会議員の

永崎公さんは、そのことで県にも調査をお願い

しているんです。何も関係ないと。気象庁にも

お願いしたけど、何もないと。そして、２月21

日に地震があったという事実があります。永崎

公さんは、実は地震の予言をされた人じゃない

かなと、こう思っているところです。

そういうことで、周期性があると思いますか

ら、節目節目には訓練もしないといけないなと

思うんです。ですから、訓練の計画はないのか

どうか。ちなみに、えびの市は、防災のための

何か記念行事はされるというふうに聞きまし

た。その辺をえびの市とも協議して、訓練等が

必要じゃないかなと、こう思っているところで

す。その辺の考え方を危機管理統括監にお聞き

いたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 県では、地

震とか風水害に備えまして、毎年、計画的に防

災訓練を行っておりまして、西諸県地域では、

平成15年度に地震を想定した訓練を、平成20年

度と23年度には火山や風水害を想定した訓練を

実施しております。

平成25年度からは、近い将来、南海トラフ地

震の発生による甚大な被害が想定されますこと

から、沿岸部を中心に、内陸部との連携を含め

た応急対策活動の訓練を実施しておりますけれ

ども、今後、内陸部におきましても防災訓練を

実施してまいりたいと考えております。

また、来年は、えびの地震から50年という節

目の年でありますので、内陸型地震への備えに

つきましても、さまざまな機会を捉えまして、

周知啓発に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 いい機会ですから、そういう

ふうにして進めてください。お願いしておきま

す。

地震のつながり、南海トラフ巨大地震・津波
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のことについて、一言お願いをしておきたいと

思います。我々自民党の部会で、この方面が一

番進んでいるところは和歌山県だということで

行きました。そこで聞いた話では、死者なんか

の目標、これを死者ゼロということで、津波か

ら逃げ切るための取り組みをされております。

それで、目標は死者ゼロなんです。

前回の質問でもこのことを言いましたが、宮

崎県は、県の調査で３万5,000人から２万8,000

人が犠牲になる、それを減災計画で8,600人に抑

えると、こういうことですね。和歌山県は、国

は８万人というけれども、和歌山県自身は９万

人の被害者が出ると、それをゼロとするという

ふうになっております。ですから、8,600人とい

うのは大きな死者ですから、それをゼロとする

というぐらいに計画を再度見直して、そのため

の対策をすべきじゃなかろうかと、こう思いま

す。ちなみに、和歌山県は、平成27年から10カ

年計画で、そのことだけの事業費を460億円組ん

で取り組むということです。このことも危機管

理統括監にお尋ねいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 本県の新・

宮崎県地震減災計画では、まずは、建物の耐震

化率、これを90％に、そして津波から早期に避

難する人の割合を70％に向上させることにより

まして、お話がありましたように、死者数を最

大約３万5,000人から8,600人に軽減することと

しております。

このほかにも、津波避難タワー等の整備によ

る避難場所の確保や避難訓練の実施、広域連携

の推進など、各種対策に取り組むことにより、

さらに被害を軽減していくことを目標としてい

るところであります。今後とも、ハード・ソフ

ト両面から防災・減災対策に全力で取り組みま

して、死者数ゼロを目指してまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 ゼロを目指すべきだと思うん

です。南海トラフ絡みで、徳島県、高知県、大

分県は、「ゼロにする」ではないですけれど

も、「ゼロを目指す」となっておりますから、

そのぐらいしてほしいなと、こう思っておりま

す。

次に、農業政策についてお尋ねいたします。

まず、水田、米政策についてでありますが、

ことしで生産調整、いわゆる減反が廃止になっ

て、来年度から新しい仕組みというか、そうい

うことになります。国は米の需給等の見通しを

提示する、県は宮崎県農業再生協議会で作付面

積の目安を提示する、それから市町村は作付面

積の目安をお知らせするというのが、県がつ

くっている資料には載っております。もちろん

減反政策をしていないわけですから、ペナル

ティーはありません。ですから、結局、作付の

判断は農家個人がする。だから、作付は自由だ

ということになるんだと思うんですよね。自由

だから、その分だけ農家にも責任があると、こ

ういうことだろうと思うんです。

それで、ざっといろんなことを想定すると、

まず、こういう状況では、大規模米農家を中心

に、どんどんどんどん生産拡大して、全国的な

競争が始まるんじゃなかろうかなと、いわゆる

産地間競争があると、こういうことになると思

うんです。

そうすると、米作地帯である東北、北海道、

北関東、この10道県でかなりのこれが乱れてし

まって、増産すれば需給バランスが大きく崩れ

ると思うんですね。今言った10道県で水田面積

の49％を持っているわけですから、それは大き

く左右されますよ。比率からすると、宮崎県は

ほんのわずかですからね。そうこうするうちに
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大企業が参入してくる。そうすると、集荷業

者、販売業者ごとに、どんどんどんどん系列化

されていく。そして一段とまた米生産農家が減

少していく。そうなると、日本の原風景である

すばらしい農村地帯が消えていく、社会もなく

なると、そういうことになるのではなかろうか

と、こう思っております。

そういうことからして、今回の新たな政策

は、非常に都道府県にその責任が任されている

ようでありますから、生産農家を何が何でも維

持するということを前提に、その対策、政策を

すべきだと、こう思っております。また、そう

いうことに県が果たす役割というのも大いにあ

ると思いますから、日本の農村社会を守るため

に、水田農業を守るために、ぜひ県がそういう

政策をしてほしいと思いますので、知事のお考

えをお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の見直しは、米の

直接支払交付金が廃止されることと、昭和45年

から続いてきました国による生産調整が行われ

なくなること、この２点であります。米政策の

大きな転換点であることから、本県の農業者も

大変不安を感じておられるものと認識しており

ます。そのため県では、全国知事会等を通じま

して、国に対し、実効性のある需給調整の仕組

みづくりなどを強く要望してきたところであり

ます。

こうした中、国は、需給見通しなどの情報提

供や、転作作物への交付金によりまして、引き

続き稲作農家の経営安定を図ることとしており

ます。また、農業団体や民間事業者では、各県

の生産動向等の情報共有を目的とした全国組織

の設置も検討されているところであります。

稲作を守る、水田を守る、大変重要な課題で

あろうと認識しております。県としましては、

これらの動向を注視するとともに、県内におい

ても、県や関係団体で構成します農業再生協議

会を通じまして、主食用米の「作付の目安」を

提示し、需要に応じた生産を進めてまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 何が何でもある一定の米農家

は必ず守ってほしいと、そういうことで、農家

が減少することを危惧しておりますが、その減

少に絡んで、また次に質問していきたいと思い

ます。

まず、肥育牛の件でありますが、けさほども

質問がありましたが、第11回の全国和牛能力共

進会、内閣総理大臣賞３連覇、しかも肉牛の部

でしたから、こんないいことはなかったなと、

こう思っております。また、これもけさありま

したが、台湾への輸出、宮崎牛が１番でした。

大いにこれを取り組んでもらっておっていいな

と、こう思いました。国内にも、そういう日本

一が３連覇であったということ等を含めた取り

組み、宣伝を早目にしてほしいと、これは要望

しておきたいと思います。

それで、肥育牛の農家数でありますけれど

も、平成21年の964戸が、ことし平成29年で

は492戸になっております。減少率49％なんで

す。もちろん肥育牛も頭数が減少しておりま

す。そういう中ですから、この減少をいかに食

いとめるか。さっき言った肉牛の部で内閣総理

大臣賞をもらいました。宮崎牛ブランドがどん

どんどんどん確立するんですが、牛がいなけれ

ばブランドも何もないわけですので、ぜひ肥育

牛農家の維持の政策をきちんとしてほしいと思

います。農政水産部長にお考えをお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（大坪篤史君） 肉用牛肥育経

営農家の育成は、宮崎牛ブランドを守る観点か
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らも、重要な課題でございます。このため、畜

産クラスター事業等を活用した畜舎等の施設整

備や肥育素牛の導入等に係る制度資金の活用を

推進しますとともに、全共での肉牛日本一をア

ピールポイントとして、販売価格の向上を図

り、さらに、収益がコストを下回った場合に

は、セーフティーネット対策として、牛マル緊

事業の適正な運用により、肥育経営の安定を支

援しているところでございます。

また、肥育農家が安心して経営を行うために

は、子牛競り市頭数の安定確保が重要なことか

ら、現在、重点的に繁殖雌牛の増頭対策にも取

り組んでいるところでございます。県としまし

ては、今後とも関係機関と連携をして、こう

いった取り組みを総合的に講じながら、肉用牛

肥育経営農家を育成してまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 次に、養豚農家の減少対策に

ついてお尋ねいたします。えびの市の実情です

けれども、一般農家の養豚農家というのはかな

り減って、今、養豚をされているのはわずかに

なっております。それで、やめられた方にその

あたりを聞いてみました。理由は高齢化という

ことでした。高齢化だから、これ以上、規模拡

大もできないということからやめたんだと。そ

して、もう一つの理由が、どんどんどんどん養

豚農家が減ったものだから、種豚業者がどんど

ん廃業していって、今、誰もおられないんです

よ。そういうことも養豚をやめた理由でありま

した。

それから、西諸畜連、西諸県郡市内を一円と

する市場がある畜連ですが、ここに私が勤めて

おったころは、子豚の競り市が月に３回ありま

した。６のつく日、６日、16日、26日。子豚の

競り市が、午前中に始まって午後までかかる

と。今の子牛と同じような時間帯で終わってい

た。ところが、今は月１回になったんです。月

に１回しかありません。月に１回で何頭の子豚

が競りにかけられるか。20頭以下なんです。養

豚経営の形態が今や企業系列化になって、が

らっと変わったんですね。さま変わりをいたし

ております。それが今の養豚業界です。

それで、県下全体でも頑張っていらっしゃる

養豚農家が360戸いらっしゃいます。しかし、９

年前の平成21年は536戸、減少率が33％、豚も頭

数も減っているんです。だから、どこかでこれ

を食いとめなければならない。そういう養豚農

家維持の政策をきちんとして示すべきだと思う

んです。このことを農政水産部長にお尋ねいた

します。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県養豚の現

状につきましては、農家戸数の減少や、農家間

において、疾病の状況、飼養管理技術に格差が

見られるなどの課題がございまして、担い手の

確保や経営安定に向けた取り組み強化が重要で

あると認識しております。

このため、県としましては、宮崎大学や関係

団体と連携した技術研修会の開催や、畜産クラ

スター事業等を活用した施設整備による規模拡

大や衛生レベル向上のための新技術の導入を支

援するなど、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、将来を担う養豚農家の育成に努

め、安定した経営が継続できるよう、関係機関

と連携して取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 養豚農家を維持するために、

あの手この手を尽くして取り組みをしていただ

きたいと思います。

それで、農家維持対策をお願いしたい一例を
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挙げておきたいと思うんです。これは、平成25

年に中小規模農家を支援する養豚振興施設整備

事業というのがありました。これは国の補助金

が産地再生関連施設緊急整備事業ということ

で、肥育素豚を供給する施設をつくったんです

ね。そのときの参加農家が12戸ということでし

た。ところが、４年半たった今日、今回調べて

みたら、わずかそのメンバーは１戸しか入って

いない。そして、別に３戸入って、今４戸がそ

の参加で肥育をやっている。その施設から供給

を受けて肥育をやっている。ですから、計算上

あと８戸あるわけです。どうせそのための施設

をつくったんですから、８戸を早く入れて、８

戸の農家を養豚農家として育成すべきだと、こ

う思っているんです。そのあたりのお考え、取

り組みを農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（大坪篤史君） お尋ねの事業

は、農家からの要望を受けまして、子豚を県内

農家に供給するため、母豚1,500頭規模の繁殖農

場を整備したものでございまして、高齢化対策

や疾病対策による生産性の向上により、農家所

得の安定確保を図ることを目指した取り組みで

ございます。

議員おっしゃいましたように、当初は12戸の

農家に子豚供給を予定しておりましたが、従来

の一貫経営を継続する農家が多く、現在、当初

計画からの１戸と、新たに供給を望む農家３戸

の合計４戸にとどまっている現状であります。

この事業は、養豚の一貫経営から肥育経営へ

の転換を図ろうとする農家を支援することが当

初からの目的でございます。したがいまして、

農家に対して事業内容の周知を図り、対象農家

を広げていくことが肝要でありますので、事業

主体がしっかりと対応できるよう取り組んでま

いりたいと存じます。

○中野一則議員 しかし、12戸は、この施設を

つくるときには、みんな一貫経営者だった。そ

れを肥育専門にするということで始まったんで

すから、ぜひ取り組んでください。お願いしま

す。

農家対策のつながりで、ブロイラー、食鳥の

ことについてお尋ねしたいと思います。宮崎く

みあいチキンフーズ新工場が川南にできます。

北部と中部の工場から一括してやると。事業費

が94億円で、42億5,000万円が農畜産物輸出拡大

施設整備事業という事業絡みであって、これが

できた暁には、海外にも進出しようということ

で、香港、ベトナム等に輸出拡大を図る予定で

あります。それで、新工場は今までのものから

すると、31％処理能力がふえるということで、

年間2,087万羽の処理をする施設になります。

それで、これを支えるのはまた農家です。現

在は136戸ブロイラー農家がいらっしゃいます

が、平均で４万5,000羽の経営規模なんです。今

度は、今の見通しでは、10戸減って126戸にな

る。そして、処理能力に合わせると、１戸当た

り１万羽ふやす形になります。いわゆる５

万5,000羽を経営する規模の農家をということな

んです。そうすると、かなりの農家が投資し

て、いろいろ取り組まなければなりません。そ

れがだめになってしまうと、農家が少なくなれ

ば、せっかくの施設が、遊休資産とまではいき

ませんけれども、稼働率が悪くなると変な格好

になってしまいます。これもブロイラー農家を

きちんと維持する政策をやってほしいと。その

辺の支援・育成対策等について、万全化を含め

て、取り組みを農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今回の整備

は、規模拡大等に意欲的な生産者に対応するた
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め、出荷先である食鳥処理場の能力向上とあわ

せ、国際基準に対応した施設整備を実施するも

のでございます。

現在の日向市と高鍋町の処理施設を今回、統

合整備することによりまして、年間の処理羽数

が、これまでの1,556万羽から2,087万羽へ増加

し、30％処理能力が向上することになります。

このことによりまして、農家が行う鶏舎の増設

による飼養羽数の拡大や生産性向上による年間

出荷羽数の増加が可能となることから、県とい

たしましても、畜産クラスター事業等の補助事

業の活用によりまして、それぞれブロイラー農

家の育成支援に取り組んでまいりたいと存じま

す。

○中野一則議員 次に、雇用確保対策について

お尋ねしたいと思います。

きのう日機装に、かなりの応募者がおったと

いう話でしたが、現実は、中小企業、零細企

業、極めて雇用は厳しい環境にあると、こう

思っております。建設業者も全くその中にあり

ます。技術者を募集してもなかなか確保できな

い、一般の人もなかなか採用できないと、こう

いう関係です。それで、給料等を上げて、待遇

改善、給与改善を図りたいと思うけれども、財

源がない。ない袖は振れないわけですから、建

設業者に財源がないから、一段と、給料を上げ

られないから、悪循環と言うと語弊があります

が、そういう変な循環になってしまうと、こう

いうことです。

それで、それを解決する方法は一つだけある

んです。それは、建設工事入札の最低制限価格

を見直すべきだと、こう思っているんです。

今、上限が90％ですから、これを５％引き上げ

る。今、落札率が90.4％ですから、おのずから

５％ぐらいは落札率が上がると思うんですよ

ね。今の公共の当初予算が29年度874億円でした

から、その５％は44億円です。その44億円が建

設業者の財源になる。それを全部、給与引き上

げ等で待遇改善すれば、その分だけ、これだけ

の給与で募集できますとすれば、かなりの雇用

改善ができるんじゃなかろうかなと、こう思っ

ている次第です。その辺の取り組みを県土整備

部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 建設産業の

担い手を育成・確保するためには、経営基盤の

強化を図る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、改正品確法の趣旨を踏

まえ、適正な利潤の確保のため、適正な予定価

格を設定することが何よりも大事であると考え

ており、賃金水準の上昇に合わせた設計労務単

価の引き上げや、現場条件に応じた積算などに

努めているところであります。

また、設計変更を適切に実施するため、昨年

度策定したガイドラインの運用徹底に加え、設

計変更に係る疑義が生じないよう、受注者・発

注者間の協議の場を今年度から新たに設けたと

ころであります。

最低制限価格につきましては、昨年度実施し

たコスト調査の結果や建設企業の経営状況、さ

らには、国の水準より高くなっていることなど

を総合的に勘案し、現在のところ、その水準を

見直す状況にはないと判断しているところであ

ります。今後とも、建設関係団体と連携を図り

ながら、建設産業の担い手の育成・確保にしっ

かりと取り組んでまいりたいと存じます。

○中野一則議員 一回組んだ予算をそのまま繰

り越す必要はないんですよね。国とか県の予算

は景気対策のためにもあるわけですから、いか

にして市中にお金を流すか、そういう面からも

前向きに検討をお願いいたしたいと思います。
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次に、記紀編さん1300年記念事業に関して質

問していきたいと思います。

これは前回、９月議会でもしましたが、より

具体的な質問をしたいと、こう思っておりま

す。まず、皇太子殿下に宮崎県へ行啓していた

だきたいなと。天皇陛下の譲位日程が決まりま

した。平成31年４月30日に譲位されて、翌日に

皇太子は天皇に即位、改元されるということで

あります。皇太子の行啓は、これまでいろいろ

ありますが、平成27年は２回来られたけれど

も、宮崎神宮への御参拝はなかったと。私たち

がお願いしたいのはこういうことですので、今

回は、この間に１年５カ月しかありませんけれ

ども、ぜひ知事が率先して頑張っていただい

て、東京に出張するときには、宮内庁かその関

係に必ず出向くということで、これを実現して

ほしいと、こう思います。

なぜこう言うかというと、前回も言いました

けれども、宮崎県は、初代の神武天皇が15歳の

ときに皇太子に即位したところなんですよね。

そして、大正・昭和・今上陛下は、皇太子のと

きに宮崎神宮を御参拝されているんです。です

から、今の皇太子にも参拝を願って、続いて

ずっとしていくような宮崎神宮に、宮崎になれ

ばいいがなと、そういう思いからですので、こ

のことについては知事にお尋ねしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎神宮は、初代天皇

である神武天皇をお祭りし、明治以降、天皇陛

下を初め皇室の皆様方の御参拝をいただくな

ど、皇室との関係が深く、また、神武天皇にか

かわる祭事が「神武さま」として、県民の皆さ

んにも大変親しまれているところであります。

このため、平成27年に皇太子殿下が第18回全国

農業担い手サミットへの御臨席のため御来県さ

れた際には、宮内庁に宮崎神宮へのお立ち寄り

をと提案したところでありますが、残念ながら

実現には至らなかったところであります。

皇族の皆様方の御視察先につきましては、従

来、県から提案する候補地として、御訪問の実

績のない市町村やそれぞれの行事に関連する施

設、あるいは御視察が慣例となっております福

祉施設や教育施設を中心に宮内庁に提出してい

るところでありますが、最終的な御日程は宮内

庁から公表されることになっているところであ

ります。今後、皇太子殿下が御来県される機会

がある際には、これらも踏まえながら、宮崎神

宮も候補地の一つとして、宮内庁に提案してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 行啓は、宮内庁が最終決定と

ありましたが、行啓される先の首長がかなりの

度合いで決められるという話も聞きました。ま

た、昔の―昔と言ったらいけませんね―黒

木博元知事は、必ず宮内庁に行かれておったそ

うです。ですから、知事もそうしてください。

必ず行啓されますから、お願いしておきます。

何が何でもしてもらわないと困るんですから、

お願いしておきます。

次に、平成32年開催の第35回国民文化祭・み

やざき2020、第20回全国障害者芸術・文化祭み

やざき大会に関する質問をしたいと思います。

まず、交声曲（カンタータ）「海道東征」の演

奏会の実現をぜひしてほしいと、こう思いま

す。カンタータ「海道東征」、これは若山牧水

と交友のあった詩人・北原白秋が作詞して、作

曲家で東京音楽学校教授の信時潔が作曲した曲

なんですよね。信時潔という人は、山田耕筰と

並び称される人だというふうに聞いておりま

す。

皇紀2600年、昭和15年２月に完成して、第１
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章から第８章まであって、そのうち５章が宮崎

に関係するんだそうです。第１章が「高千

穂」、第３章が「御船出」となっております。

天地開闢から神武東征をして天皇に即位するま

での間が約１時間演奏されるんです。ですか

ら、記紀編さん1300年記念事業の集大成として

の国民文化祭ですから、これが最もふさわしい

ものだと、こう思っております。

既に、宮崎大学名誉教授で宮崎県オペラ協会

会長の地村俊政先生が、この企画書を県に出し

ておりますからね。そしてまた、この先生の話

を聞くと、県内でオーケストラも合唱団もソロ

も可能だと、こういうことなんです。宮崎市に

は、宮崎シティフィルハーモニー管弦楽団もあ

りますから、その関係者を呼び込めば、これの

開催ができるというふうに専門家が言っておる

わけですので、企画書をごらんになって、ぜひ

取り組んでほしいと思います。このことの、や

る気を含めて、知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

「海道東征」は、古事記、日本書紀に記された

神武東征など、本県にもゆかりの日本神話を題

材とした交声曲とのことであります。記紀編さ

ん記念事業では、県民の意識啓発や「神話の源

流みやざき」としての認知度向上に軸足を置い

て取り組んでおりますが、これまで積み重ねた

成果をさらなる展開につなげていくため、御提

案のような新たな視点からの取り組みも重要で

あると考えております。私自身もバッハのカン

タータなど声楽曲を大変好んでおりますし、幅

広い層にアピールする上でも、一つの御提案か

というふうに受けとめたところであります。

2020年には、記紀編さん記念事業の集大成の

年を迎え、また、国民文化祭、全国障害者芸術

・文化祭も予定されております。御提案の「海

道東征」につきましても、貴重なアイデアとい

うふうに考えており、2020年という節目の年に

向けましては、今後、さまざまな角度から、取

り組みの具体的な内容につきまして検討を進め

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 このカンタータは、東京、大

阪でどんどん演奏されているし、東京藝術大学

でも３年前にされたし、熊本県も３年前にこれ

を演奏しております。熊本県は、九州交響楽団

が来てやっているんだそうですが、宮崎は、

さっき言ったとおり、地元で、いわゆるローカ

ル色を出して、船出の宮崎県ですから、ぜひ実

現してほしいと思います。

次に、ジュニアミュージカル「海幸山幸」と

新作オペラ「天岩戸開き」、これも地村先生が

企画書を県に出されております。その取り組み

状況はどうなっているのかを総合政策部長にお

尋ねいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 日向神話にあ

ります「天岩戸開き」は、闇夜に光を取り戻す

再生の物語として描かれており、この神話の世

界を表現するものとして、例えば伝統芸能であ

る神楽があります。また民間では、現代におけ

る新しい形での表現として、神話と音楽、ある

いは舞踊等を組み合わせた取り組みも行われて

おりまして、お話にありましたオペラにつきま

しても、新たな表現の一つになるのではないか

と思っております。

「天岩戸開き」につきましては、県といたし

ましては、まず、2020年東京オリンピック・パ

ラリンピック開会式での採用に向け、県内の関

係団体と連携しながら、国や関係機関に対し提

案を行っているところであります。お話にあり

ましたオペラ公演につきましても、大変貴重な

御提案であるというふうに受けとめているとこ
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ろであります。今後、2020年に向けた取り組み

につきましては、さまざまな角度から検討を進

めてまいりたいと考えているところでございま

す。

○中野一則議員 地村先生が、きれいなぴ

しゃっとした企画書をつくっておるわけですか

ら、その辺を検討して、本人ともよく打ち合わ

せをしてください。お願いします。

次に、古代衣装を宮崎オリジナルの衣装にで

きないかという質問をしたいと思います。今議

会も、６回連続ですが、西都観光協会から借り

た古代衣装でここに臨みました。沖縄がかりゆ

しを着てするように、この際、宮崎県独特のも

のを開発して、アレンジしてほしいなと、こう

思っております。それこそが記紀事業だと、こ

う思っております。

かりゆしをいつも沖縄県知事は着ていらっ

しゃいますが、新しくアレンジした衣装をいつ

も知事は着てやってほしい。みんなが着る。そ

して一般も着る。そして観光に、一般の生活に

着てほしいと、こう思うんです。そういうもの

をつくってほしいと、こう思っておりますか

ら、その取り組み、実現を総合政策部長にお尋

ねいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 11月定例県議

会におきまして、恒例となっておりますが、県

議会の発案により、記紀編さん記念事業を盛り

上げるために、古代衣装を身にまとっての本会

議ということになっております。私どもも身に

まとわせていただいているところでございま

す。

記紀編さん記念事業につきましては、古事記

や日本書紀にまつわる歴史的・文化的資源を本

県の宝として、県内外に発信し、本事業で磨い

た「神話の源流みやざき」のブランドがしっか

り引き継がれていくために、こうした一体的な

盛り上がりが必要であるというふうに考えてい

るところであります。

そういう観点から、議員からお話がありまし

た、古代衣装をアレンジして、多くの皆さんに

活用していただくという御提案につきまして

は、貴重な御提案であるというふうにお聞きし

たところであります。記紀編さん記念事業の最

終年に向けまして、今後どのように事業を盛り

上げていくのか、御提案のありました古代衣装

のことも含め、さまざまな観点から検討を進め

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 奇抜なアイデアで、ファッ

ションデザイナーにも聞いて、ここはある程度

お金を使ってやってください。すばらしいもの

が生まれると思いますよ。神話のふるさと、日

本のふるさと、南国ムードを醸し出す新しい古

代衣装です。名前も、古代、そんなのは使わな

くていい。何とかという、アマカミでも何でも

いいから、そういう名前を使った衣装だと、そ

れが宮崎県だと、そういうアイデンティティー

のすぐれた宮崎をつくろうじゃありませんか。

来年の11月の議会に間に合うようにつくりま

しょう。よろしくお願いしておきます。

最後の質問になります。松形祐堯元知事、年

が明けて２月26日で生誕100周年になります。こ

れを記念した顕彰事業はできないものだろうか

ということで、平成25年６月議会でもお願いし

たんですが、知事はそのときに考えると言われ

ましたが、そのままのようでございます。それ

で、あのときは、何か記念碑でもと思ったけれ

ども、記念碑はだめだなと思いましたので、銅

像を総合文化公園につくったらどうだろうか

と、こう思っております。あそこの総合文化公

園には、今、既に６体の銅像がありますから、
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これに松形祐堯さんを加えるということでお願

いしたいわけですが、知事のお考えをお聞かせ

ください。

○知事（河野俊嗣君） 松形元知事におかれま

しては、６期24年にわたる在任期間に、県政の

さまざまな分野におきまして、将来を見据えた

施策に取り組まれ、本県の礎を築かれたことに

対し、心から敬意を表するものであります。

私も、高千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺産

に認定された後、その認定というものが、松形

元知事が提唱されたフォレストピア構想が大き

なベースとなっておるものですから、元知事の

お墓に参りまして、感謝の思いとともに御報告

をさせていただいたところであります。

今御提案がありました銅像の件であります。

本県に多大な功績がありました方々の銅像につ

きましては、これまで、明治の外交官・小村寿

太郎氏や初代県議会議長・川越進翁など、郷土

の偉人の銅像が、郷土先覚者銅像建設委員会に

より官民一体となって、総合文化公園等に設置

されているところであります。

また、黒木博元知事につきましては、民間の

有志の方々により銅像が建設されていると聞い

ておるところであります。このような経緯や、

銅像１体の建設には数千万円の費用が必要にな

るということを考えますと、松形元知事の銅像

建設を県が主体となって実施することは難しい

のではないかと考えておるところであります。

いずれにいたしましても、さまざまな先人の皆

様の御努力というものを感謝と敬意のもとに受

けとめ、それを未来へつないでいくことが我々

の責務であると受けとめているところでありま

す。

○中野一則議員 松形元知事の功績は枚挙にい

とまがありませんけれども、教育・文化だけの

主なものだけでも、言いますと、先ほどちょっ

と触れられましたが、五ヶ瀬中等教育学校の開

校、県総合文化公園の整備、県立の図書館、芸

術劇場、美術館も開設されました。宮崎国際音

楽祭の開催、若山牧水賞の創設、新ひむかづく

り運動の推進、県史の編さんなどなどなんで

す。それで、そういう功績のある人ということ

ですから、なかなか県ではという話でしたが、

これを民間の有志でもつくり、あるいはそうい

う形で進めれば、総合文化公園にはつくれるん

ですよね。その許可を知事はされるということ

になるんですか。

○知事（河野俊嗣君） 県民の皆様から多くの

声が出てくることになれば、銅像建設に向けて

はいろんな動きが考えられるわけであります

が、その立地場所については、改めてさまざま

な検討が必要になろうかと考えております。

○中野一則議員 総合文化公園を整備された元

知事ですから、やはりつくるのはあそこがふさ

わしいと思います。誰がつくるかわかりません

が、できたら県につくってほしいと思いました

が、難しいような話をされました。しかし、そ

ういう動きがあったときには、ぜひ総合文化公

園内の一角に建立させてほしいなと思います。

そのことをお願い申し上げて、質問を終わりま

す。（拍手）

○ 原正三議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

○ 原正三議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第32号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。

◎ 議案第26号から第29号まで採決
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○ 原正三議長 まず、教育委員会委員、収用

委員会委員及び収用委員会予備委員の任命の同

意についての議案第26号から第29号までの各号

議案について、お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 原正三議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第26号から第29号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 原正三議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第25号まで

及び第30号から第32号まで委員会付託

○ 原正三議長 次に、議案第１号から第25号

まで及び第30号から第32号までの各号議案は、

お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係

の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日から12日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、13日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時50分散会
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