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平 成 3 0 年 ６ 月 1 8 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

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 後 藤 哲 朗 同

（ ）８番 二 見 康 之 同

（ ）９番 日 高 博 之 同

（ ）10番 野 﨑 幸 士 同

（ ）11番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 原 正 三 同

（ ）14番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）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 横 田 照 夫 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 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 右 松 隆 央 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 濵 砂 守 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 星 原 透 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 外 山 衛 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危 機 管 理 統 括 監 田 中 保 通

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

環 境 森 林 部 長 甲 斐 正 文

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 中 田 哲 朗

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 吉 村 達 也

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 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

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 川 野 有里子

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、井

上紀代子議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○井上紀代子議員

ございます。県民の声、井上紀代子でございま

す。

通告に従い、一般質問を行います。

今回の質問を行うに当たり、影響を受けた出

来事が２つありました。

１つ目は、６月９日から11日、天皇皇后両陛

下が全国植樹祭に出席などのため福島県をお訪

ねになったことです。両陛下が、東日本大震災

で東北の被災地へ足を運ばれるのは14回目で、

在位中最後の機会との報道がありました。陛下

は、震災発生から５日後に、「被災者のこれか

らの苦難の日々を、私たち皆が、さまざまの形

で少しでも多く分かち合っていくことが大切で

あろうと思います」との異例のビデオメッセー

ジを公表されました。被災者の苦労に国民が目

を向けることの重要さを訴えられた陛下は、み

ずからの言葉を実践し、東北の被災地を訪問し

続けられました。皇后様とともに、一人一人の

手を握りながら会話されるお姿は、地元で生活

する人々の声に耳を傾けることで、被災者の苦

労を疑似体験し、共感することができるとのお

心遣いからだったのだろうと思われます。「事

に当たっては、時として人々の傍らに立ち、そ

の声に耳を傾け、寄り添うことも大切」との陛

下のお言葉は心にしみます。

２つ目は、世界三大映画祭の一つ、カンヌ国

際映画祭で是枝裕和監督の「万引き家族」が最

高賞のパルムドールに輝いたことです。是枝監

督は、一貫して「家族」という普遍的なテーマ

を掲げ、実績を積み上げてこられました。監督

は、「今の日本社会の中で隅に追いやられてい

る、本当だったら見過ごされてしまうかもしれ

ない家族の姿を、どう可視化するか考える」と

言われています。私は、この言葉に強く共感し

ます。子供たちが被害者となる悲惨なニュース

が毎日繰り返し報道されています。目を背けた

くなりますが、今ここで日本社会の中で起きて

いることです。国会論議では、あるものもない

ものとして片づけられていますが、しっかりと

あるものはあると、認識しなければなりませ

ん。可視化してその実態に寄り添える強さが必

要だと思います。宮崎県の子供たちがどんな環

境に置かれていたとしても、しっかりと生活習

慣・学習習慣を身につけ、「生まれてきてよ

かった」「私は愛されている」と実感でき、ど

こからでも人生を選択できる社会をつくり上げ

ることは急務です。まず知事に、宮崎で育つ子

供たちに対する思いを伺います。

壇上の質問は以上とし、以下の質問は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

私は常々、未来を築いていくのは子供たちで

あると考えております。子供の健やかな育ちと

子育てを支援することは、子ども自身やその保

護者の幸せにつながることはもとより、これか

らの社会を築いていく人材を育成する重要な未

来への投資であり、社会全体で取り組むべき最

重要課題の一つであると考えております。

私も、サッカーの少年団やＰＴＡのおやじの

会などを通じまして、子供たちの姿を見る、小

学生ぐらい、非常に幼かったのが、あっという

平成30年６月18日(月)
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間に高校生、大学生、大人となっていく。まさ

に子供たちというのは我々の社会の未来そのも

のであるということを感じるわけであります。

子供や子育て支援につきましては、子供の視点

に立ち、子供の存在と発達が保障される必要が

あるという考え方に基づきまして、基本理念と

して、「「子どもの育ち」と「子育て」をみん

なで支え「子どもの最善の利益」が実現できる

宮崎づくり」を掲げて取り組んでいるところで

あります。

今後とも、宮崎で生まれ、育つ全ての子供た

ち、この宮崎の将来を担う子供たち一人一人が

安心して過ごすとともに、その力を十分に伸ば

し、活躍できるよう、県民の皆様と力を合わせ

て、「日本一の子育て・子育ち立県」の実現に

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〕

知事、答弁ありがとうござ○井上紀代子議員

いました。

まず、総合交通問題について、総合政策部長

にお尋ねをいたします。

「減便 県内中高４割「影響」」との文字が

新聞に踊りましたＪＲ九州ダイヤ改正では、利

用者調査の結果を受けて、ＪＲ九州本社や宮崎

総合鉄道事業部に対し、ダイヤ見直しなど対応

を求めて要請活動を行ってこられました。御努

力には感謝をいたします。しかし、減便が見直

されなければ、吉都線や日南線はますます厳し

くなると思われますが、ＪＲ九州に対し、どの

ように対応していくのかお伺いいたします。

今回のＪＲ九○総合政策部長（日隈俊郎君）

州のダイヤ改正による大幅な減便等を受けまし

て、県では、減便等の影響を調査いたしまし

て、先月、ＪＲ九州に、調査で確認された沿線

地域住民の日常生活への影響を伝え、ダイヤ改

正等の見直しを強く要請したところでありま

す。ＪＲ九州においては、完全民営化後も、公

共交通機関の使命として、路線の適切な維持や

利用者の利便性を確保するという役割がありま

すので、県としましては、沿線自治体ととも

に、ＪＲ九州にしっかりと地域の実情を訴え、

地域の公共交通機関としての責務を着実に果た

していくよう、粘り強く働きかけてまいりたい

と考えております。また、路線の維持を図るた

めには、一層の利用を促進していく必要があり

ますことから、沿線自治体やＪＲ九州とも連携

しながら、取り組みを強化してまいりたいと考

えております。

15日の報道ですけど、「Ｊ○井上紀代子議員

Ｒ九州減便復活させず 運行時刻の調整と車両

の増で対応したい」というような話が報道でさ

れていたようです。減便された吉都線や日南線

の路線維持のためには、今後、利用促進をどう

取り組んでいくのか、そのことがとても大切だ

と思います。経営する側と利用する側とが一致

しなければ、なかなかそれを残していく、それ

から増便していくなどということは考えられな

いことなんですね。ですから利用促進を、どう

気合いを入れて進めていくのかというのは大切

なことだと思いますが、部長に答弁をお願いい

たします。

県では、吉都○総合政策部長（日隈俊郎君）

線や日南線の沿線人口が減少している状況を踏

まえ、これまでの地域内の利用促進に加えまし

て、今年度は、宮崎牛、イセエビなど県外でも

知名度のある地元食材を活用したツアーやレス

トラン列車の運行、発信力のある大手旅行メ

ディアと連携した路線ＰＲなど、地域外からの

利用をふやす取り組みを、沿線自治体と一体と

なって展開することとしております。また、こ
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うした利用促進の取り組み強化に加えまして、

今月末には、有識者や地元関係者、沿線自治体

のほか、ＪＲ九州も交えたメンバーで構成いた

します「みやざき地域鉄道応援団」を立ち上げ

まして、より効果的な利用促進のあり方などを

検討することとしております。県としまして

は、将来にわたって路線の維持を図るため、今

後とも、沿線自治体やＪＲ九州など官民一体と

なって、利用促進に取り組んでまいりたいと考

えております。

地域の人たちだけの努力と○井上紀代子議員

か人数だと、残っていくということにはなかな

かならないと思うんですね。域外の人たちをど

れだけ集めるかということが、とても大切だと

思います。商工観光労働部と一緒になって、で

きるだけ観光列車みたいなものを含めて、前か

ら私も申し上げておりますが、できたら列車ぐ

らい買っていただきたい。そして、鉄道ファン

の人がどんどん押しかけてくるような、そうい

う沿線にしていただけたらと思っております。

次に、本県で生産される農産物の７割から８

割はフェリーを利用しています。宮崎県の課題

の一つは物流です。長距離フェリーについて、

新会社として運航開始後、どのような利用状況

にあるのか、部長にお尋ねいたします。

長距離フェリ○総合政策部長（日隈俊郎君）

ー航路につきましては、その輸送品の多くが農

畜産物でありますことから、第１次産業を基幹

産業とします「本県経済の生命線」であると考

えております。この航路を長期的かつ安定的に

維持するため、県や宮崎市、県内経済界等が結

束したオール宮崎の支援体制を構築しまして、

新会社が航路を担っていくこととしたところで

あります。新会社として、３月１日から運航を

開始しておりますが、直近３カ月の利用状況に

つきましては、収益の多くを占めます貨物の台

数が、対前年比8.7％の増加となっており、ま

た、旅客につきましても、好調でありました昨

年並みとの報告を受けており、おおむね順調な

経営状況にあるものと考えております。

このカーフェリーは、これ○井上紀代子議員

からの宮崎にとっては大きな大きな力ですの

で、ぜひ、しっかりと支援もお願いをしたいと

ころなんですが、実はこれの宣伝ですね、この

カーフェリーがいかに有効であるかという宣伝

は、もっと強力に発信していただけるといいな

と思っています。

県は、新造船建造については今後どのように

考えておられるのか、部長にお尋ねいたしま

す。

現在の宮崎カ○総合政策部長（日隈俊郎君）

ーフェリーの船舶でございますけれども、船齢

が20年を超えておりまして、耐用年数や他社の

使用年数を考慮しますと、新船建造が急がれる

状況でございます。また、新船建造は、個室を

ふやすことなどにより、快適な旅行を求める県

内外の旅客のニーズに対応するほか、積載台数

の増加を求める県内経済界の声に対応するため

にも、船体の大型化を図る必要があると考えて

おります。さらに、新型エンジンの導入に伴う

燃費改善が期待されるなど、コスト削減を通じ

て、経営安定に大きく貢献するものと考えてい

るところであります。

新船のスペックについて、現在、新会社にお

いて、客室数や貨物の積載能力等の検討を進め

ているところでございまして、県といたしまし

ては、県民・県内経済界のニーズに対応した新

船建造が早期に実現しますよう、新会社や関係

者と一体となって取り組んでまいりたいと考え

ております。



- 185 -

平成30年６月18日(月)

次に、大変競争力の強いＬ○井上紀代子議員

ＣＣについてお尋ねしたいと思います。

ＬＣＣ成田線の就航を初め、航空ネットワー

クの充実が図られていますが、さらなる充実に

向けて、今後どのように取り組んでいかれるの

か、部長にお尋ねいたします。

本県の航空路○総合政策部長（日隈俊郎君）

線につきましては、この１年の取り組みによ

り、新たにＬＣＣによる成田線やソウル線が就

航するなど、路線が充実したことによりまし

て、首都圏や海外からの交流人口の増加が図ら

れているところであります。

一方で、県民からも、ＬＣＣが運航しており

ます成田線及び関西線の増便を望む声があるほ

か、国際線につきましても、新たな就航先を望

む声があるなど、さらなる充実に向けて、取り

組むべき課題があると認識しております。

本県にとりましては、航空路線は、県民の利

便性向上や、県内経済の活性化を図る上で、大

変重要な交通基盤でありますので、国内のＬＣ

Ｃの増便や新規路線の開設を初め、国際チャー

ター便の誘致などを目指しまして、引き続き、

航空会社への要望活動や利用促進に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

ほかの空港も大変な勢いで○井上紀代子議員

このＬＣＣには取り組んでいるようですので、

皆さんが飛びつきやすいような、そして乗りや

すくなっているわけですから、それを十分に活

用できるような状況を早めにつくっていただく

ようにお願いしたいと思います。

次に、林業政策についてお伺いいたします。

今、国会において審議されていた「森林経営

管理法」が可決され、６月１日に公布されまし

た。

この法律は、手入れが行き届いていない森林

を意欲ある担い手に集約する新たな森林管理制

度と言われていますが、新しい制度を担う市町

村の体制や、境界の特定などさまざまな課題が

あり、国会の審議においても、新制度を法の趣

旨どおり運用することは、非常に難しいとの指

摘がされています。

国は、平成36年度からの「森林環境税」に先

行し、来年度から新たな森林管理制度をスター

トすることとし、制度の運用に当たっては、県

も応分の支援をすると伺っております。

そこでまず、森林利活用の前提となります、

林地の国土調査の進捗状況と水源地域保全条例

に基づく届け出の件数及び面積について、環境

森林部長にお尋ねをいたします。

本県の林地に○環境森林部長（甲斐正文君）

おける国土調査の進捗状況は、平成29年度末

で67.4％となっております。また、宮崎県水源

地域保全条例に基づく届け出件数及び面積につ

きましては、平成29年度が429件で971ヘクター

ルとなっております。

さて、この担い手に土地を○井上紀代子議員

集約していくという考え方は、今年度、制度創

設から５年目を迎える農地中間管理事業と同じ

考え方だと思います。

農地の８割を担い手に集約することを目的と

するこの制度についても、その進捗状況のみな

らず、農地中間管理機構が中間保有する農地の

賃料や徴収や支払い事務や相続の対応など、本

来は民民でやっていた事務を全て機構が代替す

るため、保有する農地がふえればふえるほど事

務量が増加してしまうという、制度上の大きな

欠点があると伺っています。

そこで、農地中間管理事業の実績と運用上の

課題、その対策について、農政水産部長にお伺

いいたします。
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平成29年度の○農政水産部長（中田哲朗君）

農地中間管理機構によります農地の貸付面積

は、前年度比45％増の1,540ヘクタールとなり、

事業が始まって以来４年間の累計面積で

は、4,813ヘクタールと、本県の耕地面積の約７

％を占めているところであります。引き続き、

担い手への農地の集積・集約化を着実に推進す

るためには、機構の取り扱い農地の増加に合わ

せて必要となる事務手続や現地調整を行う職員

の確保や、地域においてしっかりと話し合い、

担い手が農地をまとまった形で利用できるよ

う、機構や関係機関が連携してサポートする体

制の一層の強化が必要となります。このため、

県としましては、機構のさらなる体制整備の強

化を図るとともに、市町村、農業委員会など、

施策推進に携わる関係者と一体となって取り組

んでまいりたいと考えております。

農地の場合は、戦後の食糧○井上紀代子議員

難を乗り切るために、早い段階から「農業委員

会」や「市町村の農業振興地域担当」「県農業

振興公社」等の農地制度を運用するための仕組

みが整備されてきています。

今回の新たな森林管理制度は、その理念や目

標に文句を言う人はいないと思いますが、誤伐

や盗伐が後を絶たず、所有者すらわからない森

林も多いという状況にある中で、新たな制度を

的確に進めていくには、県においてもかなり気

合を入れて取り組んでいく必要があると考えて

います。

そこで、新たな森林管理システム導入の課題

と県支援のあり方について、環境森林部長にお

伺いいたします。

新たな森林経○環境森林部長（甲斐正文君）

営管理制度を推進する上では、この制度を中心

的に担う市町村の体制等に課題があることか

ら、この課題解決に向けて、支援を行う必要が

あると考えております。まず、市町村の体制整

備について、市町村をサポートする地域林政ア

ドバイザーをあっせんするとともに、来年度開

講予定のみやざき林業大学校において、市町村

職員向けの研修を実施することとしておりま

す。

次に、本制度では、市町村が経営管理の計画

を作成する必要があるため、計画の基本となる

林地台帳の精度向上のための森林境界の明確化

や、施業履歴の情報提供、森林所有者に対する

意向調査も支援することとしております。

また、この計画に基づき適切な森林整備が進

められるよう、市町村と協力しながら、林業担

い手の確保・育成にも取り組むこととしており

ます。県としましては、この制度が円滑に推進

できるよう、森林組合等と連携し、市町村への

支援に努めてまいりたいと考えております。

農政水産部には、農地中間○井上紀代子議員

管理事業のノウハウがあります。５年間積み重

ねてこられた実績があります。ですから、きち

んとノウハウをお互いに伝え合いながら、市町

村の人たちの人材確保も含めて、市町村がしっ

かりとできるようにぜひお願いしたいと思って

おります。

災害のたびごとに川の上流から下流まで行く

んですが、山がしっかりしていないと災害はふ

えます。そのことを思えば、今後、林業がしっ

かりとされていくことこそ、災害をとめていく

大きな力となると思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

次に、私の大好きな課題ですが、６次産業化

の推進についてお伺いいたします。

６次産業化については、これまでも多く質問

してきており、県農業振興公社や市町村等と連
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携しながら積極的に取り組んでおられることは

承知しております。そこでまず、これまでの取

り組みの結果、本県の地域産業としての視点か

ら、６次産業化の成果をどのように評価してい

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

６次産業化○農政水産部長（中田哲朗君）

は、農林漁業者が加工や販売などに取り組み、

農林水産物に付加価値をつけることで、農家所

得の向上や、地域産業の活性化、雇用拡大につ

ながる重要な取り組みであります。

このようなことから県では、農業振興公社に

６次産業化プランナーを26名配置するなど、積

極的な推進に努めておりまして、国の６次産業

化に向けた総合化事業計画の認定数が、平成30

年５月時点で全国３位の98件となるなど、その

取り組みが着実に広がっているところでありま

す。また、国が公表しております本県の農業・

漁業生産関連事業総販売額は、全国７位の740億

円となっておりまして、６次産業化の成果が地

域産業の発展に大きく貢献しているものと考え

ております。

740億円というのは、地域産○井上紀代子議員

業として、かなりの産業と言ってよいと思いま

すが、はたから見ていると、頑張っている元気

な事業者は思い浮かぶのですが、なかなかその

実態が見えていません。地域経済に寄与するよ

うな６次産業化のモデル事例について、農政水

産部長にお伺いいたします。

本県における○農政水産部長（中田哲朗君）

６次産業化につきましては、加工や直売、観光

農園などさまざまな取り組みが行われておりま

す。その中で、地域全体で６次産業化に取り組

んでいる美郷町の事例では、特産のクリをその

まま栗あんに１次加工して、県外の有名菓子店

と取引を行っているほか、その栗あんを利用し

て、町内の女性グループによる栗きんとんなど

の商品の生産が行われております。

また、高原町の農事組合法人「はなどう」の

事例では、地域で生産した原料でつくったみそ

や麺を販売するとともに、県内の酒造メーカー

と連携して、地域で生産した麦や米を使って開

発されたビールや酒が、地元直売所などで販売

されております。このように地域の特産品を活

用した６次産業化の取り組みは、地域経済の活

性化にもつながっているところでございます。

本県に移住されました歌人○井上紀代子議員

の俵万智さんは、本県を選ばれた理由は「野菜

がおいしいから」と言われています。野菜に限

らず、本県の農林水産物は本当においしいし、

力、つまり生命力があります。

このすばらしい食材に付加価値をつけていく

６次産業化の取り組みが、担い手の高齢化など

で、今後、埋もれていくことがないよう、いま

一層の取り組みが必要と思います。６次産業化

という「点」の取り組みから、「面」、地域産

業への取り組みに育てていく推進方策につい

て、郡司副知事にお伺いいたします。

６次産業化の取り組○副知事（郡司行敏君）

みにつきましては、１次産業が基幹産業であり

ます本県にとりまして、御質問にもありました

ように、農林水産物に付加価値をつけるという

視点、それからフードビジネスを推進していく

という視点から、大変重要な取り組みであると

認識しているところであります。

この６次産業化の推進に当たりましては、意

欲ある農林漁業者のアイデアや情熱を「産業の

芽」として育んでいくことが何より大切である

と、そのように考えております。このため県で

は、平成24年度より、毎年「みやざき６次産業

化チャレンジ塾」を開講しておりまして、これ
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までに271名の修了生を輩出しているところであ

ります。さらに、加工業者や小売業者等との連

携強化を目的に、平成28年度に「みやざき食の

連携研究会」を設置し、６次産業化にかかわる

個々の取り組みを面的に広げ、地域産業として

育くんでいく、そのような取り組みも現在推進

しているところであります。

今後とも、農林漁業者が積極的にこの６次産

業化に取り組んでいける環境を整備し、「６次

産業化の芽」を、地域にしっかりと根をおろ

し、実り多き産業になるよう、取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

実は、農業の担い手の方○井上紀代子議員

は、６次産業化が本当に自分たちの力にどんど

んなってほしいと思っていらっしゃるようで

す。ただ、どこかでちゅうちょがあるんです

ね。突き進んでいけない。やっぱりチャレンジ

塾とかを含めて、もっともっと身近に、そこに

参加できるようにできたらいいなと思っている

ところです。ぜひ６次産業化、頑張っていただ

きたいと思っております。

次に、水産振興政策についてお伺いいたしま

す。

６月も半ばとなり、梅雨真っ盛りの季節で

す。夏の宮崎の魚といえばカツオです。宮崎県

は、平安時代にはカツオを朝廷に上納する産地

として指定されていました。

今日に至っても、刺身用の生鮮カツオに使わ

れる「近海カツオ一本釣り漁」は、日南市の28

隻のカツオ船団が日本一の漁獲を揚げており、

東日本大震災の際には、本県のカツオを一番水

揚げしている宮城県気仙沼漁港に最初に水揚げ

することで、復興に向けた大きな希望と勇気を

授けてくれました。

先日、新聞で気になる記事を見つけました。

記事によりますと、カツオが産卵・生育する熱

帯地域でツナの缶詰用に大規模なまき網漁が行

われており、日本近海に北上してくるカツオが

大きく減少しており、カツオ漁が存続の危機に

あるとのことです。そこで、近年のカツオの漁

獲状況と売れ行きについて、農政水産部長にお

伺いいたします。

本県カツオ一○農政水産部長（中田哲朗君）

本釣り漁業におけるカツオの漁獲量は、平成22

年に約２万トンであったものが、平成28年には

約１万2,000トンと大きく減少している状況にあ

ります。その理由としましては、国の研究機関

によりますと、カツオの資源水準は国際的には

高いものの、お話にございましたとおり、熱帯

水域において、まき網により大量に漁獲されて

いることや、日本近海への来遊量が減少してい

るためではないかと言われているところであり

ます。

また、カツオのＰＲ対策としましては、平

成18年から毎年、「みやざき初かつおフェア」

を開催しておりますが、参加店舗数が当初の県

内79店舗から、ことしは県内外合わせて325店舗

にまで拡大しております。また、プロ野球の春

季キャンプや、観光列車「海幸山幸」でのＰＲ

等、メディアやイベント等で積極的にＰＲする

とともに、創作料理の提供などにより消費拡大

を図ってまいりたいと考えております。

先日、テレビで愛媛県の一○井上紀代子議員

本釣り漁が報道されていました。「いや、うち

のほうがすごいよ」と言いたいくらい、テレビ

で見せていただきましたが、本県のカツオ一本

釣り漁が、効率よく漁獲量を揚げられるまき網

漁ではなく、一本釣りにこだわり続けてきたの

は、魚の鮮度とおいしさを追い求めてきたから

だと伺っています。このような危機にある今こ
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そ、宮崎のカツオ一本釣り漁の魅力を、知事を

筆頭にＰＲしていただきたいと考えますが、カ

ツオにかける知事の思いをお聞かせください。

カツオは、本県にとり○知事（河野俊嗣君）

まして重要な漁業資源でありまして、本県の近

海カツオ一本釣り漁業は、平成６年から23年連

続で日本一の漁獲量を誇る、本県漁業生産を支

える重要な産業となっております。また、議員

から御指摘がありましたように、平安時代の

「延喜式」において、日向の国から朝廷に献上

されているという記述もあるわけであります。

この一本釣り漁業は、400年続く県南地域に根差

した伝統文化でもありまして、現在、日南市で

は、日本農業遺産の認定に向けて取り組んでい

るほか、「かつお飯」や「かつお炙り重」など

の料理は、県外のお客様にも好評であり、カツ

オ一本釣り漁業は、地域活性化の大きな核と

なっているところであります。

私自身も、カツオというと、宮崎に赴任する

前は、高知土佐、そしてタタキというイメージ

がありましたが、宮崎がこの一本釣りで日本一

であるということ、さらには刺身で食べるとい

うのは初めて経験をし、これは本当においしい

ものだなと感心したところであります。私自身

も、「みやざき初かつおフェア」におきまし

て、ポスターでの宣伝を行うなど、情報発信に

積極的に取り組んでいるところであります。

また、宮崎の特産品でありますとか観光地を

短歌に詠んでいただく「みやざき百人一首」の

中では、歌人の草田照子さんにカツオを詠んで

いただいております。「はがねなすかつをの大

群ゆく海のひかり潮鳴りさくらふぶきす」と、

こういったさまざまな形でのＰＲに努めなが

ら、カツオ一本釣り漁業の振興とカツオの消費

拡大に、しっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

カツオは、ユネスコの無形○井上紀代子議員

文化遺産の認定を受けた「和食」を支える大切

な食材であります。今後、世界中でカツオの刺

身を食べる食文化が生まれていくこと、それを

私は願っています。その際に、鮮度とおいしさ

にこだわる一本釣り漁は、重要な漁法として評

価されると考えますので、今後、28隻の船団が

１隻たりとも減ることがないように、よろしく

御支援をお願いしたいと思います。

さて、厳しい厳しいと言われてきた水産業で

すが、最近は、各地で元気をもらえる取り組み

が出てきています。まず、延岡市島野浦では、

国内外に居酒屋を展開している企業と組んで、

これまでどおり１時間早い、朝２時に定置網を

揚げ、宮崎空港から東京等に送ることで、その

夜のメニューに朝どれの刺身を提供していま

す。西米良村では、宅配便とバス、ＡＮＡが提

携することで、西米良サーモンを香港に輸出

し、好評を博しています。日南市では、昨年度

から３月から６月に揚がるアジを「めいつ美々

鯵」としてブランド化し、ことしはさらに、脂

肪を測定した７％以上のアジを「三つ星」とし

て差別化することで、かなりの高値で販売して

いるとのことでした。

このような地域の取り組みを、県を挙げて積

極的にＰＲしていくことが、今とても大切だと

思います。水産物のブランド化への支援と今後

期待される新しい水産資源について、農政水産

部長にお伺いいたします。

水産物のブラ○農政水産部長（中田哲朗君）

ンド化につきましては、漁業者の所得向上を

図っていくため、これまで「ひむか本サバ」や

「みやざき金ふぐ」などをブランド認証し、そ

のＰＲ等に努めてきたところであります。
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また、お話にありました「めいつ美々鯵」や

「ぶどうカンパチ」等のブランド化の取り組み

に対しましては、魚肉成分の分析等、ブランド

基準の作成や県内外でのフェアや商談会への参

加に対し支援を行っております。

また、新たな水産資源としましては、アラな

どの単価の高い深海魚を対象とした漁具導入な

どへの支援による新たな漁場開発や、これまで

余り利用されていなかったフカなどを加工品と

して活用し、付加価値向上にも取り組んでいる

ところであります。

今後も関係団体等と連携し、本県水産物のブ

ランド化などに取り組み、漁業者の所得向上に

つなげてまいりたいと考えております。

それぞれ御答弁いただき、○井上紀代子議員

本当にありがとうございました。これからも水

産業、林業、農業、大変期待しておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

冒頭、知事から宮崎県に育つ子供たちに対す

る思いをお伺いし、「日本一の子育て・子育ち

立県」の実現に努めてまいりたいとの知事の決

意も聞かせていただいたところです。それで

は、宮崎県の子供を取り巻く現状について、ま

ず情報を共有したいと思います。

出生率は、平成27年、全国8.0、宮崎県8.4、

年少人口割合、15歳未満、平成28年10月現在、

宮崎県13.6％です。合計特殊出生率、平成28

年、全国1.43、宮崎県1.73です。大変接近をし

てきています。

出生数は、平成28年、宮崎県は男性4,526名、

女性4,271名です。全体で8,797人が生まれてい

ます。そして、その中で大変心配しております

のは、低出生体重児の状況です。平成27年度に

おいて、2,500グラム未満の出生数は883人で

す。うち、1,000グラム未満の子が36人、1,000

グラム以上1,500グラム未満の子が45人、1,500

グラム以上2,000グラム未満が109人、2,000グラ

ム以上2,500グラム未満が693人です。私は大変

厳しい状況だと捉えざるを得ないというふうに

思っております。

そしてまた、死産率につきましては、長年の

宮崎県の取り組みもあり、大変向上してきてい

るんですけれども、死産率は、2000年には宮崎

県は46.3で、ワースト１位でした。2005年

が41.4でやはりワースト１位、2010年が３位

で30.1％、2015年が29.4％で２位です。平成28

年になって、やはり26.2％でワースト１位、そ

して平成29年、ようやく23.2％でワースト７位

となりました。

この死産率、それから低出生体重児、これは

とめることができないのかということが大変問

題になると思いますが、やはり妊娠する性を持

つ女性たちが、2,500グラム以上、安全に子供を

育てられる環境になるように、育てにくい子供

にならないようにしていくことが大変大切だと

思っております。

この状況を見るとき、宮崎でも、産む性を持

つということをしっかりと教育する必要がある

のではないかと思います。まず、学校における

性に関する教育は、どの学年からどのように行

われているのか、教育長にお伺いいたします。

性に関する教育は、○教育長（四本 孝君）

児童生徒が生命尊重あるいは男女平等の精神に

基づく正しい異性観を持つことにより、望まし

い行動をとれるようにすることを目標としてお

ります。学校における性に関する指導は、小学

校１年生から始まり、学級活動において、「命

の連続性ととうとさ」や「男女関係なく仲よく

する態度」などについて行われております。ま

た、小学校３年生から始まる保健の授業におき
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まして、「思春期の体の変化」や「心の発達」

などの指導が、発達の段階に応じて行われてい

るところであります。

次に、性の多様性に対する○井上紀代子議員

教育というのは大変難しいと私自身も思いま

す。

先日、男女共同参画センターが主催されまし

た性情報リテラシーの問題についての講座に、

私も行かせていただきましたが、そのとき思っ

たことは、全ての問題を人権問題としてうまく

取り上げて、教育の中で子供たちに対し、性を

単なる「男の子」「女の子」という性差だけに

ついて教育するのではなく、人権教育として教

育する必要性があるということを改めて理解し

たところですが、管理職を含めた教職員に対す

る人権教育に関する研修の実施状況について、

教育長にまずお伺いをしておきます。

学校における性の多○教育長（四本 孝君）

様性に関する教育を推進するためには、教職員

自身が、人権に関する正しい知識と理解を深め

ることが重要でございます。そのために、県教

育委員会といたしましては、全ての公立学校の

管理職を対象とした人権教育研修会や、教職員

を対象とした人権に関する講座等を実施し、そ

れをもとに、各学校で校内研修の充実を図って

おります。

今後とも、これらの研修や講座等の内容をさ

らに充実させ、教職員の人権感覚を高めること

で、子供たち一人一人の違いを個性として捉

え、互いを認め合うことの大切さを理解できる

ように、人権教育を推進してまいりたいと考え

ております。

先ほど取り上げました低体○井上紀代子議員

重児の状況、この状況の先、いろんなことを考

えますと、医療的ケアの必要な子供たちの実態

はどう把握されているのか、そしてまた、障が

い児の現状はどうなっているのかというのが大

変危惧されるところです。一つ一つの丁寧な取

り組みというのをしっかりとやっていく必要が

あるというふうに思っているところです。

ところで、死産率を下げていくために、県と

してどのような取り組みをされてきたのか、そ

こが大変知りたいところなんですが、福祉保健

部長にお尋ねをいたします。

県では、平○福祉保健部長（川野美奈子君）

成27年度に、人工妊娠中絶をされた方たちを対

象として調査を行っており、その結果、妊娠・

出産に関する正しい知識が不足していること、

予期しない妊娠をした場合に相談できる窓口が

十分に知られていないこと等の課題が明らかに

なったところです。

このため、中学生や高校生等に対し、助産師

による講話や、年齢の近い大学生によるカウン

セリングを実施し、正しい知識の普及に努めて

おります。また、産婦人科医会に御協力をいた

だき、それぞれの医療機関において、人工妊娠

中絶を受けた方に対し、再び繰り返さないよ

う、避妊方法の指導等を実施していただいてお

ります。

さらに、中央保健所に開設している女性専門

相談センター「スマイル」について、ポスター

の掲示や案内カードを大型商業施設等に設置す

ることなどにより、周知を図っているところで

ございます。これらの取り組みにより、人工死

産率の改善が図られているところであります

が、依然として全国平均を下回っていますこと

から、さらなる充実に取り組んでまいりたいと

考えております。

この実態をしっかりと受け○井上紀代子議員

とめるとするなら、学校の教育現場のところ
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に、門戸を閉めずに、学校の先生たちだけで

ＬＧＢＴも含めてそうですが 教育をす― ―

るというのは大変困難性があると私は思いま

す。ですから、例えば保健師の皆さんを学校に

お呼びするなり、医者の方をお呼びするなり、

男女共同参画センターの方をお呼びするなり、

学校の教員以外の方たちを学校の中にどんどん

入れ込んでいくということが大変必要なのでは

ないかなと思っているところです。ぜひ教育長

には御一考願いたいと思っています。

次に、子供たちの生活の状況を見ますと、宮

崎県の子供たち、これはまだ平成28年度は暫定

値なので、今、要保護・準要保護就学援助率と

いうのは16.03％になっています。全国は15.23

％ですから、ちょっと高いと言わざるを得ない

というふうに思います。だからと言って全員が

貧困かというと、なかなか難しい点はあります

が、子供たちが置かれている現状は、そういう

状況がある。だから、６人に１人が貧困状態と

言われていることは、宮崎県でもしっかりその

ようであるということが認識できると思いま

す。

次に、養育の状況ですが、宮崎県にあります

児童相談所に来ています相談件数は、養護の相

談、つまり児童虐待とかが入っているんです

が、それが987件、障がいに関する相談が1,797

件、非行に関してが162件、育成に関して 育―

ちにくいとかいろいろなことがあるというのに

が423件、その他で68件、3,437件の相談が―

児童相談所に上がっています。

まず、警察が受理した児童虐待に対する相談

件数についてお伺いいたします。

警察が受理した○警察本部長（郷治知道君）

児童虐待事案に関する相談は、平成29年中は86

件、平成26年中は56件でありまして、年々増加

傾向にあります。

最近、大変問題になってい○井上紀代子議員

ます、警察が行っている児童相談所との連携に

関する現状と今後の取り組みについて、警察本

部長にお尋ねします。

警察では、児童○警察本部長（郷治知道君）

虐待に関する相談を受理した際は、全ての事案

について現場に赴きまして、児童の安全を直接

確認して、安全確保を最優先とした対応をして

おります。児童相談所とは、あらかじめ互いの

連絡窓口を交換いたしまして、各事案の対応に

おいて早期に情報を共有して、的確な対応を

図っているところです。

昨年10月に、こうした情報提供について明確

にする協定を締結いたしましたので、今後も協

定に基づきまして、緊密な連携を図りながら対

応したいと考えております。

それでは、児童虐待対応に○井上紀代子議員

おける児童相談所と警察との連携の状況につい

て、福祉保健部長にもお伺いいたします。

本県の児童○福祉保健部長（川野美奈子君）

相談所におきましては、警察との連携協定に基

づき、警察から通告等がなされた全てのケース

について、子供の安全確認などの必要な対応を

行うとともに、児童相談所からも、警察による

対応が今後必要と想定されるケースについて、

速やかに情報提供しているところでございま

す。また、虐待が疑われる家庭への対応等にお

いて、保護者の抵抗が激しく、子供の安全確認

が難しいケースや、子供や職員に対して危害が

加えられる可能性が高いケースなど、児童相談

所だけでは対応が困難と思われる場合には、警

察の援助を受けて同行訪問を行うなど、警察と

の緊密な連携のもと、児童虐待の未然防止と子

供の安全確保に取り組んでいるところでござい
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ます。

警察と児童相談所と両方か○井上紀代子議員

ら答弁をいただいたんですけれども、具体的な

連携のあり方というのがなかなか見えてこな

い、そういう状況にあります。ただ、今回あり

ました事件のようなことを考えますと、「おね

がい、ゆるして」と書かせるような、そういう

ことがあってはいけないわけで、これから本当

に綿密な、何を称して警察と連携をとるのかと

いうのは大変難しいことだと思いますが、そこ

をしっかりとやっていただきたいと思っていま

す。

先ほどから、宮崎県の子供たちが置かれてい

る状況について、数値を含めてお話をさせてい

ただきましたが、宮崎県の子供の課題として一

つ言えることは、市町村の子育て世代包括支援

センターの機能の充実、これへの支援というの

は決して欠かせないと思います。やはり市町

村、近くのところで包括支援センターに対する

支援をしっかりしていかなければいけない、こ

のことは一つ言えると思います。

もう一つは、子供の貧困対策、子供の居場所

と支援体制の充実、子供の家庭養育の推進、こ

れは欠かせないものなんですけれども、それを

どうしていくのかということに、具体性を持た

せなければいけないと思います。もちろん、措

置権者の３児相の強化、これなくしてそのこと

は実現できないのではないかと私は思っており

ます。先ほどありましたように、児相に相談件

数として上がってくるものは4,000件近くありま

す。それの一つ一つに対応しているわけですか

ら、児相がどのように対応できるのかというの

は、子供たちが貧困とか虐待とかのスパイラル

からどうやって抜け出すかということが、今の

ままでは大変難しいのではないかと思います。

措置権者としての力を持っているのは児相しか

ありませんので、その３つの児相がどう強化さ

れるのかということが大変重要だと思っており

ます。真に自立をするためには、環境が大変大

切なんですね。その環境は、生活習慣であった

り学習習慣であったり、人生を選択できるとい

うことが大変重要だと思います。では、そうい

う環境のところにどうやって早く措置できるの

かということが重要だと思います。

そこで、児童相談所における児童心理司の役

割は大変重要です。体制の強化が必要と考えま

すが、見解を福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

児童相談所○福祉保健部長（川野美奈子君）

における児童心理司などの心理職員は、子供た

ちの傷ついた心のケアを行うなど、被虐待児へ

の対応において重要な役割を担っております。

心理職員の配置につきましては、平成28年度時

点で、常勤職員８名と、心理判定や心理療法な

どの支援を行う非常勤職員９名を配置しており

ました。しかしながら、増加する児童虐待相談

に適切に対応するためには、常勤の心理職員の

体制強化が必要と判断し、平成29年度には３

名、平成30年度には１名を増員して、常勤職員

を計12名としたところであります。今後とも、

虐待を受けた子供たちに十分な支援が行えるよ

う、児童相談所の体制の充実に努めてまいりた

いと考えております。

都城児童相談所に先日、厚○井上紀代子議員

生常任委員会の調査として行かせていただきま

した。常勤職員の方と非常勤職員の方、半々と

言っていいくらいの人員配置ですよね。やは

り、児相は、そういう意味では、個人情報を含

めてセキュリティーをしっかりしなければいけ

ない場所だと思います。それを非常勤でずっと
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やり続けていくことにどんなメリットがあるの

かなと、心配になりました。心理判定も含め

て、心理療法などの支援をしっかりと行うため

には、非常勤ではなく常勤職員をふやしてい

く、そして３児相がしっかりと軽快に動いてい

けるように、困っている子供たちのところに寄

り添えるようにしっかりとしていくということ

が大変重要なのではないかと思いましたので、

そこは改めて児相の強化について、福祉保健部

長はどのようにお考えなのか、お聞かせくださ

い。

議員がおっ○福祉保健部長（川野美奈子君）

しゃいますとおり、児童相談所の役割は非常に

重要でございます。特に、虐待を受けている子

供、措置される子供たち、保護される子供たち

はいろいろな状況にございます。そういったケ

ース一つ一つに丁寧に迅速に対応していくため

には、児相の職員の向上、体制強化が大変必要

であるというふうに考えておりますので、今後

とも、その体制強化にしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

ぜひ速やかに速やかに、○井上紀代子議員

困っている子供のところに手が届くということ

が大事なんですね。子どもシェルターができた

ということが、先日報道されておりました。こ

の子どもシェルターの問題は、これで問題解決

が全部済むかと言えばそうでもなく、一つ一つ

のこういうものができ上がって、有効に動いた

ときに初めて子供たちは救われていくと思いま

すので、子供たちの養育の現場については大変

厳しいものがありますが、ぜひしっかりと頑

張っていただきたいと思っております。

６月16日、先ほど申しましたが、宮崎県男女

共同参画センター主催で、「子どもの「性」と

メディア～性教育に求められるメディアリテラ

シーとは？～」という講座が開催されました。

講師のメディア学者、ジャーナリスト、大学客

員教授であります渡辺真由子さんは、まとめる

と「ハッピーな性のために。性をめぐる幸せな

コミュニケーションは、お互いを尊重し合う関

係を築くことから、性教育は人権教育」と、

はっきりと言い切っておられました。

私がそこで一つ気になるのは、前財務事務次

官、あの方たちみたいな方が普通にいらっしゃ

るわけですよね、現実に。そして、セクハラに

関する相談窓口やマニュアルの整備などの防止

策を県内の事業者の４割が実施していないこと

が、県の2017年度労働条件に関する調査でわ

かった って、わかってるわけですよ。男女―

雇用機会均等法から10年以上経過しているけれ

ども、やっぱりこの状態なんですね。現実をど

う受けとめていくかということは、大変重要だ

と思います。このような児童虐待やセクハラな

ど、人権に関するさまざまな問題が起きていま

すが、これに対する知事の思いをお伺いいたし

ます。

御指摘のとおり、依然○知事（河野俊嗣君）

として、児童虐待やセクハラなど、さまざまな

人権問題に関する報道、悲惨な事件の報道に接

するたびに、胸塞がる思いもしているところで

あります。被害者が受けた苦痛、悲しみ、絶

望、また御家族の心情を思いますと、このよう

な行為は断じて許されるものではありません。

根絶に向けて粘り強く取り組んでいくことが大

切だと考えております。

氷山の一角という言葉がありますが、これま

での官民を挙げた人権を尊重し、養護するため

の取り組みによりまして、問題があるにもかか

わらず、以前なら取り上げられなかった言動に

注目が集まり、光が当たり、ハラスメント行為
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として議論されるなど、社会全体として、人権

意識が高まっているという傾向はあろうかと

思っております。一方で、水面よりも上に上

がってきているものはふえているにしても、ま

だまだ水面下にあるものがあるのではないか

と、そのような警戒心というものを我々は忘れ

てはならないと考えております。

ことしは、「世界人権宣言」が採択されてか

ら70周年に当たります。この節目の年に、改め

て初心に立ち戻りまして、一人一人の人権が尊

重され、誰もが自分らしく生きていける、その

ような宮崎県となりますよう、引き続き尽力し

てまいりたいと考えております。

私は４月、今年度の初め○井上紀代子議員

に、他県の女性議員さんと一緒にイタリアに

行ってまいりました。そこで学んだのは人権教

育と、あそこは精神病院とかはない国ですの

で、その国のありようというものを見せていた

だきました。

小さいときから人権教育というのがしっかり

されていることを、財政破綻していると言われ

た国ですけれども、改めて大変すばらしいこと

をやっておられるなと思いました。リーダーの

方は、大体が心理の経験者であったり、そのこ

とをしっかりと受けとめた形でやられていると

いうのは大変すばらしいことだなと思っており

ます。

やはり教育長にはお願いしたいのですが、メ

ディアに負けない性教育、メディアに打ちかて

るような性教育をしっかりして、自分を愛せる

子供、そして、この社会の中でしっかりと生き

ていける、そしてまた、リベンジのできる子供

たちに仕上げていっていただきたいと思いま

す。

宮崎県の子供たちに十分な愛情が注がれます

ことをお願い申し上げて、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）

次は、松村悟郎議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○松村悟郎議員

ざいます。自由民主党の松村悟郎です。一昨

日、南九州短期大学で開催された「拉致被害者

奪還のための宮崎大集会」に拉致議連の仲間と

参加いたしました。

シンガポールでの「米朝首脳会談」の成果と

して、「日朝間直接交渉による拉致問題解決」

の可能性が出てくるのではと期待する声も出て

きておりました。改めて、被害者が一刻も早く

家族のもとに帰れることを願うものでありま

す。

質問に入ります。

けさは、大阪北部で震度６弱の大きな地震が

ありました。公共交通もストップし、各地で停

電も起きています。人的被害がないことを願う

ばかりであります。

まず、地震、津波防災対策の住宅耐震化と空

き家解消についてお伺いいたします。

先週も、宮崎市などで震度４を記録する地震

があったところですが、国の地震調査委員会

は、ことしになって、南海トラフ沿いでマグニ

チュード８〜９クラスの大地震が30年以内に発

生する確率が70％から80％に高まったと発表し

たところです。熊本地震は記憶に新しいところ

でありますが、大規模な地震が発生し、耐震性

の低い住宅が倒壊しますと、多数のとうとい人

命が失われるだけではなく、倒壊した住宅によ

り、避難行動や救急・救援活動に支障が出るな

どの人的被害の拡大要因ともなります。

一方、本県における住宅の耐震化の現状を見

ますと、約46万戸とされる住宅のうち耐震性が

不足するものが約10万戸あり、本県の平成26年
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度末の耐震化率は約77％と推計されています。

これを90％にすることで、建物被害は全体で８

万9,000棟から５万8,000棟に減少、さらに、津

波に対する早期避難を実施することとあわせ

て、人的被害は３万5,000人から8,600人へ軽減

されると予想されています。

耐震化は、建物の倒壊による死傷者数を軽減

するだけではなく、出火件数の低減や、家屋か

らの脱出困難者を最小限に抑えることや、津

波、避難経路の倒壊被害を防ぐことで、円滑な

避難に効果があります。建物の耐震化は、地震

津波災害から生命財産を守る必須条件と言えま

す。

そこで、減災効果が高いとされる住宅の耐震

化について、今後一層の取り組みが必要と考え

ますが、本県における耐震改修の進捗状況を踏

まえ、知事の考えについてお伺いします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。住宅の耐震化についてであります。

本県では、南海トラフ地震、津波の発生によ

る甚大な被害が想定されているところでありま

す。東日本大震災の発生以降、やはり津波への

被害の減災というところに意識が集中している

ところでありますが、御指摘のようにけさの大

阪での地震、昨日は群馬での震度５の地震、ま

た、ことしはえびの地震50周年という年でもあ

ります。命を守るという観点からは、県民の皆

様には、ぜひとも減災効果の高い耐震化の工事

を実施していただきたいと考えております。

このため県では、県民の皆様が住宅の耐震化

に取り組みやすくなるよう、耐震改修への補助

制度を創設し、その後、段階的な改修工事も補

助対象に追加するなどの制度の拡充を、国や市

町村と連携をして行ってきたところでありま

す。しかしながら、住宅の耐震化率を、当面の

目標とします90％に高めるためには、建てかえ

によります耐震性の改善を考慮しても、なお約

４万戸の住宅で耐震化の工事が必要でありま

す。今後は、想定される大地震から県民の命を

守るために、市町村や関係団体との連携を強化

し、広く県民に対して、耐震化の重要性と補助

事業の周知に、より一層、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

次に、津波避難対策特別強化○松村悟郎議員

地域における取り組みについてお伺いいたしま

す。

発生する津波の高さは、私の地元である高鍋

町で最大11メーター、到達時間は最短で20分と

されています。知事の答弁にもありましたとお

り、住宅の耐震化は、自力脱出困難者の数を減

らすなど減災効果が高いとされており、津波到

達が想定される地域においては、耐震化は極め

て重要であると考えます。

そこで、津波避難対策特別強化地域に指定さ

れている沿岸10市町における耐震改修工事の補

助事業の実績について、県土整備部長にお伺い

いたします。

国や市町村○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

と連携して実施しております木造住宅耐震化推

進事業では、平成24年度から耐震改修工事に対

して補助を実施しております。平成29年度まで

の６年間の補助事業の実績は、累計で226件で、

このうち、津波避難対策特別強化地域に指定さ

れている10市町の実績合計は158件で、全体の約

７割となっております。

耐震改修工事の県全体での実○松村悟郎議員

績が６年間で226件ということであります。

平成30年６月18日(月)
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しかしながら、先ほど申し上げましたとお

り、津波による人的被害を３万5,0 0 0人か

ら8,600人に軽減する、そのためには住宅の耐震

化率を90％に高めることが条件となっていま

す。これには、約４万戸の耐震化が必要とされ

るわけですけれども、226戸の改修であります。

この実績は非常に少ないと言わざるを得ませ

ん。住宅の耐震化を一層推進していくために、

どのような取り組みを行っていくのか、県土整

備部長にお伺いします

県としまし○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

ては、これまでもさまざまな機会を通じて、住

宅の耐震化の必要性について、意識啓発を行う

とともに、本事業を活用した住宅の耐震化の促

進に取り組んできたところであります。さらに

昨年度からは、新たな取り組みとして、耐震診

断を行い、改修が必要と判定されたにもかかわ

らず、改修工事に至っていない方々に対しまし

て、積極的な動機づけを行うため、専門的知識

を有する「木造住宅耐震診断士」による戸別訪

問や、工務店等を対象とした、低コストでより

簡便な耐震改修工法の講習会を行っているとこ

ろであります。今後は、このような取り組みに

加え、市町村や自治会、関係団体等を訪問しま

して、耐震化への協力を繰り返し要請し、県内

全域を対象に、出前講座などの啓発活動を展開

して耐震化の重要性や補助事業の周知に取り組

むなど、木造住宅の耐震化を、より一層推進し

てまいりたいと考えております。

南海トラフ地震で同様の大き○松村悟郎議員

な被害が想定されます高知県では、2016年度で

実績が3,386件の耐震診断と1,246件の耐震改修

がなされています。また、和歌山県では、2020

年度までに90％を達成する見込みです。

住宅の耐震化率を向上させないと、人的被害

の軽減対策は進みません。理想的には100％にす

ることでありますけれども、県の地震減災計画

に掲げる90％の達成には、まだまだ努力が足り

ません。また、耐震化は、津波から逃げるため

の避難経路の確保の上で大変重要であると考え

ます。避難ビルの指定や避難タワーの整備は着

々と進められていますし、各地域での避難訓練

も実施され、避難への意識は高まっていると思

いますが、避難経路に面した建物の耐震化につ

いては、特に早急に対策をとっていただくよう

お願いいたします。

次に、空き家バンクの取り組みについてお伺

いいたします。

先週の野﨑議員の質問への答弁でもありまし

たとおり、国の「住宅・土地統計調査」により

ますと、賃貸用や売却用などの一時的に空き家

となっているものを除いた「その他の住宅」に

分類される県内の空き家の数は、平成20年で３

万2,100戸、平成25年では４万3,600戸と推計さ

れており、５年間で、１万1,500戸、約35.8％の

増となっているということでした。ふえ続ける

空き家に対しては、防災・景観等の観点から

も、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすものは、

除去などの対策を行うことが重要であります。

一方、まだ使用できる空き家の活用も重要で

あり、市町村には空き家バンク制度を設け、活

用を促進しているところもあります。空き家の

活用に対して、こうした空き家バンク制度が一

つの有効な手段になるのではないかと考えま

す。

そこで、県内市町村における空き家バンクの

設置状況またその登録状況、空き家バンクの効

果について、県土整備部長にお伺いします。

県内市町村○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

の空き家バンクにつきましては、23市町村で設
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置済みであり、空き家の登録件数は、平成30年

５月末時点で合計244件となっております。ま

た、空き家バンクに登録された物件のうち、利

活用されるに至った空き家件数は、「空家等対

策特別措置法」が全面施行されました平成27年

５月以降では、平成27年度が160件中58件、平

成28年度が286件中107件、平成29年度は377件

中145件となっておりまして、空き家の解消に一

定の効果を上げているものと考えております。

空き家の中でも、所有者不明○松村悟郎議員

となっている空き家への対応は、全国でも大き

な課題となっておりますが、現実的には、なか

なか取り組みが進んでいないようです。

「空家等対策特別措置法」では、危険な空き

家、いわゆる「特定空家等」について、市町村

が行政代執行により解体・除去できることと

なっておりますが、空き家は個人の資産であり

ますから、所有者がみずから解体・撤去を行う

ことが基本であり、全てを行政側で対応するこ

とは難しいものと認識しております。しかしな

がら、特定空き家等をそのまま放置すること

は、住民の生命や周辺の生活環境、地域の防災

面からも、大きな問題になると考えられます。

そこで、全国的に、所有者不明の特定空き家等

を対象に、強制的に撤去する事例も出てきてい

ますが、県内の状況と、県としてどのように対

応していくのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

特定空き家○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

等のうち、所有者不明のものに対して、市町村

が行ういわゆる略式代執行につきましては、本

県では、現在まで事例はございません。なお、

所有者不明の特定空き家等に対しましては、民

法の「不在者財産管理人制度」を活用し、解体

撤去を行うなど、先進的な取り組みを行ってい

る他県の事例もありますので、引き続き、市町

村に対し、「空き家連絡調整会議」等を通じて

情報提供を行うなど、必要な援助を行ってまい

りたいと考えております。

空き家対策は、市町村の役割○松村悟郎議員

ということでございますけれども、なかなか進

んでいないというのは誰もが思うことだと思い

ます。

さて、県には、住宅供給公社というものがあ

ります。52年前に、勤労者に対して居住環境の

良好な住宅を供給することを目的として、県の

出資により設立され、住宅が量的に不足してい

た昭和40年代から、質の高い団地の開発や住宅

の供給という面で、長い間、民間事業者を先導

する役割を担い、県内各地で１万戸以上の住宅

や宅地の供給を行ってきたところであります。

その公社がかつて開発した大規模住宅団地は

今、購入者の多くが高齢者となって、施設に入

られたり、お亡くなりになったり、また団地で

生まれ育った子供たちも団地に戻る者が少ない

ため、残念ながら空き家が増加しつつあると聞

き、団地の空き家対策は公社でできないのだろ

うかとも思いました。しかしながら、住宅供給

公社は、社会経済情勢の変化により、住宅供給

という所期の目的をおおむね達成したと言える

状況となったことなどから、将来的な解散を見

据えて、資産の整理と業務の縮小、それにとも

なう組織のスリム化を進めており、公社の生え

抜きの職員も、既に全員が定年を迎えた状況に

あると伺いました。

こうしたことから、今から住宅供給公社に空

き家対策を担ってもらうことが容易でないこと

は、理解しております。しかしながら、空き家

対策を担う市町村によっては、専門の職員がお

らず、人的体制が限られる中、一方で、空き家
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は年々増加し、傷みも進み、相談・苦情も増加

し、職員が対応に大変苦慮されていると聞いて

います。このため、空き家の所有者や民間事業

者と、市町村とを結ぶコーディネート的な業務

や、空き家対策を行う団体・組織があれば、市

町村の負担の軽減になるのではないかと思いま

す。

そこで、住宅供給を先導した住宅供給公社の

ように、空き家の活用、解消を推進するため、

県の関与が必要ではないかと考えますが、県土

整備部長の見解をお伺いします。

空き家対策○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

に係る県の関与についてでありますが、県で

は、全国におけるさまざまな取り組みのうち、

先進的なものなどの情報を市町村に提供してき

ております。一例を挙げますと、山形県鶴岡市

のＮＰＯ法人つるおかランドバンクの取り組み

がございます。この団体では、宅地建物取引

士、建設業者や解体業者、土地家屋調査士、司

法書士、建築士などの専門家と、銀行、大学、

行政などさまざまな機関が連携して、空き家の

利活用や解体に成果を上げており、学ぶべき点

の多い事例であると考えております。

このように、空き家対策を民間主導で行うこ

とができれば、対策の推進だけでなく、民間事

業者の仕事量の確保、市町村の負担軽減などメ

リットが多いと考えられますことから、県とい

たしましては、市町村の負担軽減にもつながる

事例を積極的に紹介するなど、市町村の空き家

対策の取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。

県内の空き家戸数は、住宅供○松村悟郎議員

給公社設立直後の昭和43年には１万860戸であっ

たものが、平成25年には７万4,200戸と、大きく

ふえております。もう10年ほど前に空き家問題

が顕在化していれば、住宅供給公社を、空き家

対策を担う組織ヘと衣がえさせるような判断も

あり得たのではないかと残念に思っています。

ことしは、５年置きに実施される総務省の「住

宅・土地統計調査」が行われる年でありますの

で、県内でも空き家戸数が調査されます。前回

よりさらにふえているのではないかと懸念され

ます。

空き家対策は、市町村が中心的に担うことと

されておりますが、空き家の増加は、防災・防

犯上、問題であり、また景観や衛生の悪化を招

きますので、市町村における空き家対策が円滑

に進むよう、県においては、市町村に対する助

言・指導を適切に行っていただきますよう、お

願いします。

次の質問に移ります。

本県では、南九州古墳群の世界文化遺産登録

に向けて、積極的に取り組んでいるところだと

思います。西都原古墳群、新田原古墳群、生目

古墳群に、新たに持田古墳群を加え、県を中心

に西都市など関係自治体とも連携し、平成25年

度から調査研究や機運の醸成に取り組まれてい

ますが、先日、西都市が中心となって取り組ん

だ、「古代人のモニュメント 台地に絵を描く

南国宮崎の古墳景観」が日本遺産に認定されま

した。これは、４世紀から６世紀、７世紀へと

古墳群の変遷を体感してもらい、あわせて古墳

群の景観を楽しむストーリー設定が評価された

ものと聞いています。

全国から76件の申請があり、うち本県から今

年度の認定を目指して３件の申請が行われ、全

国で13件が認定を受けています。今回、本県で

初めて認定を受けました、この日本遺産とはど

のようなものなのか、教育長にお伺いします。

日本遺産でございま○教育長（四本 孝君）
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すが、平成27年度から始まった文化庁の事業で

ありまして、文化財と景勝地や祭り、食などの

観光資源をつなぎ合わせて、地域の歴史的魅力

や特色を表現したストーリーを認定するもので

ございます。認定されました自治体では、国の

補助を受けながら、情報発信やイベント開催な

ど、さまざまな施策が行われ、国内外の観光客

が訪れる魅力的な地域づくりが進むものと期待

されているところでございます。なお、日本遺

産には、これまでに全国で67件が認定されてお

りまして、東京オリンピック・パラリンピック

の開催されます2020年までに100件が認定される

予定でございます。

日本遺産の認定は大変すばら○松村悟郎議員

しいことでありますが、一方でこれを機に期待

が高まる「西都原古墳群をはじめとする南九州

の古墳群」の世界文化遺産についてでありま

す。

この世界文化遺産ヘの取り組みについては、

これまでも、丸山議員、濵砂議員を初め、本会

議で質問され、西都原古墳群を代表する男狭穂

塚、女狭穂塚の御陵墓参考地の整備について

は、私も宮内庁に要望にまいりました。そうし

た中、県では、平成25年度から、教育委員会文

化財課に担当職員を配置し、平成27年度から

「世界遺産調査研究事業」を立ち上げるなど、

取り組みを進められています。今年度は「長崎

と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が登録

され、来年度は「百舌鳥・古市古墳群」がユネ

スコで審議される予定となっています。

このような動きがある中、世界文化遺産登録

についての動きや見込みについて、なかなか伝

わってこないところであります。そこで、世界

文化遺産の登録について、現在の状況を教育長

にお伺いします。

世界文化遺産に登録○教育長（四本 孝君）

されますためには、まず、国内の暫定リストに

掲載される必要がございますが、現段階では、

見直しについての具体的な動きがなく、「西都

原古墳群をはじめとする南九州の古墳群」につ

きましては、残念ながら掲載には至っておりま

せん。そのため、県といたしましては、暫定リ

ストの見直しについて、継続的に国への要望を

行っているところでございます。

本県には、世界農業遺産、ユ○松村悟郎議員

ネスコエコパークなど、その価値が認められた

世界ブランドが幾つかありますが、やはり世界

文化遺産となりますと、非常に大きなインパク

トがあると思います。しかしながら、答弁にあ

りましたように、国内暫定リストの追加を含め

た見直しがなされていないことなどを考えます

と、大変厳しい状況にあり、暫定リスト掲載に

向け粘り強い気持ちで取り組まなければなりま

せん。

先ほどお尋ねしました日本遺産のブランド

を、大いに活用していく必要があると考えま

す。そこで、世界文化遺産登録に向けて、この

高いハードルをクリアするために、今後どのよ

うに取り組むのか、教育長にお伺いいたしま

す。

県といたしまして○教育長（四本 孝君）

は、暫定リストへの掲載を目指して、関係市町

と連携し、古墳群の調査研究や普及啓発活動

等、さまざまな取り組みを実施しているところ

であります。特に、南九州の古墳群のすぐれた

景観は、国内外の研究者にも高く評価されてお

り、昨年度から、ドイツの大学と共同で、景観

に着目した古墳群の調査と研究を進め、新たな

価値づけや評価など、その磨き上げについて取

り組んでいるところでございます。これらの調
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査成果の報告も含め、今後、国への要望を行い

ますとともに、関係市町と一体となって、新た

に認定された日本遺産における取り組みも活用

しながら、世界文化遺産登録に向けて、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

世界文化遺産登録について○松村悟郎議員

は、息の長い取り組みが必要なようでありま

す。県としては、「やり通す」という覚悟が必

要となってくると思います。ここで、知事が先

頭に立って取り組んでいただきたいと思うので

すが、世界文化遺産登録に向けて、知事の思い

をお伺いします。

今回、本県で初めて日○知事（河野俊嗣君）

本遺産の認定を受けました「南国宮崎の古墳景

観」につきましては、これまでの世界文化遺産

登録に向けた取り組みの成果の一つでありまし

て、改めて、その価値が評価されたものと考え

ております。議員から御指摘のありました世界

文化遺産登録に向けて先行しております「百舌

鳥・古市古墳群」につきましては、古墳自体は

大変巨大なものでありますが、周辺が市街地と

して開発されている。それに比べまして、今、

教育長が答弁しましたように、本県の古墳とい

うものが昔ながらの古墳景観を保たれていると

いうことが、非常に貴重なものであるというこ

とであります。世界文化遺産の登録に向けまし

ては、長い期間を要すると考えておりますが、

関係する市町とともに、「日本遺産」のブラン

ドも活用しながら、国内外への情報発信や調査

研究を進め、世界に誇れるすばらしい歴史遺産

となるよう、しっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

西都原を中心とした南九州の○松村悟郎議員

古墳群は、日本の中でも最もすばらしい古墳群

だと信じております。これまで以上に、全力で

取り組んでいただきますよう、お願いをいたし

ます。

次に、外国人材の受け入れと共生社会づくり

についてであります。

我が国は少子高齢化が進み、人口減少社会に

突入しており、人手不足が深刻な問題となって

います。それに伴い、日本国内に居住し働く外

国人は、今後ますますふえてくると思われま

す。都市部だけではなく、全国的に外国人が増

加しており、本県でも町なかや、就労現場で外

国人の方を目にする機会がふえてきたと実感し

ています。

そこで、まずお尋ねしますが、県内の外国人

労働者は５年前と比較してどの程度ふえている

のか、また、在留資格や産業別の就労状況はど

うなっているのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

宮崎労働○商工観光労働部長（井手義哉君）

局によりますと、県内の外国人労働者は、平

成29年10月末現在3,490人で、平成24年の1,634

人に比べますと、約2.1倍と大きく増加しており

ます。その主な内訳は、技能実習生が2,342人と

大部分を占めておりまして、そのほかは、永住

者などの身分に基づく方が423人、専門的・技術

的分野の在留資格の方が313人などとなっており

ます。

また、産業別の構成比で見ますと、製造業が

約47％、農林業が約15％、卸小売業が約７％な

どとなっております。一方、全国の構成比で

は、製造業が約30％、卸小売業が約13％、農林

業が約２％などとなっておりまして、本県は製

造業、農林業の比率が全国に比較すると高く

なっております。

外国人労働者だけではなく、○松村悟郎議員

外国人留学生の数も全国的にふえていると聞き
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ます。政府は2008年に「留学生30万人計画」を

打ち出し、2020年度までに外国人留学生を当時

の14万人から30万人に拡大する目標を定めまし

た。昨年５月の段階で、全国の留学生数は約26

万7,000人ということであります。このまま順調

に行けば、目標達成は間違いないのではないか

と思います。

本県でも外国人留学生がふえていると思われ

ますが、県内の大学や専門学校における外国人

留学生の数は、５年前と比較してどの程度ふえ

ているのか、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

宮崎地域○商工観光労働部長（井手義哉君）

留学生交流推進協議会の調査によりますと、県

内の大学や専門学校における外国人留学生の数

は、平成29年５月１日現在で463人でありまし

て、平成24年の170人に比べますと、約2.7倍と

大きく増加しております。

外国人労働者や外国人留学生○松村悟郎議員

も、それぞれ増加しているとの答弁をいただき

ましたが、それ以外にも、永住者を含め本県で

暮らす外国人の数は相当ふえているのではない

かと思います。そこで、永住者を含む本県の外

国人住民の総数は、５年前と比較してどの程度

ふえているのか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

法務省の○商工観光労働部長（井手義哉君）

「在留外国人統計」によることになりますが、

永住者を含む本県の外国人住民の総数は、平

成29年12月末現在で5,78 3人で、平成24年

の4,125人と比べますと、約1.4倍と増加してお

ります。

これら外国人住民の増加に伴○松村悟郎議員

い、言葉や生活の面などで、さまざまな課題が

生じているのではないかと思います。

国においては、外国人住民が、言語、文化、

生活習慣、価値観などの違いを認めながら、共

に地域の一員として協力し合う「多文化共生」

の地域づくりを推進していると聞きます。そこ

で、外国人の方が安心して暮らせる多文化共生

社会づくりに向けた県の取り組みについて、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

県におき○商工観光労働部長（井手義哉君）

ましては、多文化共生社会づくりを推進するた

め、みやざき国際化推進プランに基づきまし

て、宮崎県国際交流協会と連携し、外国人住民

のための法律・生活相談や、日本語講座、防災

講座等を開催するとともに、外国人を支援する

ボランティアの育成に取り組んでおります。

また、防災パンフレットや、公共施設等にお

ける案内表示の多言語化など、多言語表記を推

進しているところでもあります。さらに、多文

化共生の意義を広く県民の皆さん方に知ってい

ただくため、広報紙やホームページ等による啓

発を行うとともに、県民向けの異文化理解講座

等を開催しております。

今後、外国人の一層の増加など国際化の進展

が見込まれますので、引き続き、外国人住民が

地域社会において安心して生活を送ることがで

きるよう、必要な取り組みを行ってまいりたい

と考えております。

調理師専門学校への留学生が○松村悟郎議員

急増しているそうです。

和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて以

降、ここ数年でアジアを中心に2.4倍の424名が

学んでいるそうです。また、大分県別府市の立

命館アジア太平洋大学では、アジアを中心に世

界90カ国から留学生が約3,000名在籍し、国際化

が最も進んだ大学の一つと評価される大学で

す。アジアの成長力を日本経済の推進力に生か
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すには、多くのアジアの優秀な人材に日本に来

てもらうことが最も重要で、さらに高度な技術

や知識、斬新な発想力を持ったアジアの優秀な

人材が日本に定住すれば、日本とアジアの経済

のイノベーションや相互理解を飛躍的に進展さ

せていくことになるだろうと、学長のコメント

が書かれています。単に人手不足解消のための

賃金の低い労働者確保の受け皿とならないよう

に、ともに、これからの日本をつくっていくパ

ートナーとして、外国からの人材の受け入れに

取り組んでいくべきだと考えています。

次に、大学入学共通テストについてでありま

す。

グローバル化の進展や情報化、技術革新の進

展など、急激に変化する社会において、教育の

役割はますます重要になっています。この時代

の変化に対応するために、国では、大学入試制

度改革を進めており、現在の高校１年生が高校

３年生になる2020年度には、現在行われている

大学入試センター試験にかわって、大学入学共

通テストが導入されてまいります。

そこで、大学入学共通テストが新たに導入さ

れることになった背景について、教育長にお伺

いします。

急激な社会の変化に○教育長（四本 孝君）

伴いまして、これからの時代を支える若者たち

には、今まで以上に文化や価値観の違う人たち

との対話や、人間にしかできない複雑な状況に

応じた思考力や判断力が求められるようになっ

ております。したがって、これからの学力は、

単に知識を暗記するだけではなく、それらを活

用しながら、多様な人たちとのコミュニケー

ションを通して、異なる考えや意見も取り入

れ、柔軟に課題に向き合い、解決していく力が

求められております。大学入学共通テストは、

このような新たな時代に求められる学力の視点

に立って、大学教育を受けるために必要な能力

を把握することを目的として導入されるもので

あります。

大学入学共通テストは、これ○松村悟郎議員

からの時代を生きるために必要な学力を評価す

るためのものということですが、新たに導入さ

れる大学入学共通テストと、現在行われている

大学入試センター試験との違いについて、教育

長にお伺いします。

現在行われておりま○教育長（四本 孝君）

す大学入試センター試験は、マークシートによ

る選択式の問題でありますが、平成32年度から

新たに導入されます大学入学共通テストでは、

大きく２つの点が変更されます。

１点目は、従来の選択式の問題に加え、国語

と数学において、記述式の問題を導入すること

としており、平成36年度からは、地理歴史・公

民や理科でも導入する予定となっております。

２点目は、英語におきまして、これまで「読

む」「聞く」だけの技能を評価しておりました

が、外部検定試験を活用し、「話す」「書く」

を含めた４技能を評価するようになります。

大学入学共通テストでは、大○松村悟郎議員

きな変更が２つあることはわかりました。で

は、県教育委員会としては、この変更に対して

どのような対応をされているのでしょうか。大

学入学共通テストでは、記述式の問題が導入さ

れるということでありますが、それに対する取

り組みについて、教育長にお伺いします。

大学入学共通テスト○教育長（四本 孝君）

の記述式の問題は、複数の情報を読み取り、自

分の考えを、根拠を示しながら論理的に記述す

る力が問われるようになります。そういった生

徒の力を育成するためには、日々の授業の中
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で、対話を通して課題を解決していくような、

「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業

実践が、教員に求められております。そのた

め、現在、生徒が主体的に話し合ったり発表し

たりする場面を取り入れた授業の公開や、実際

の授業をもとに教員同士が協議をする研修会な

どを通して、授業力向上や授業改善の取り組み

を進めているところでございます。

次に、英語については、英語○松村悟郎議員

４技能を評価するようになるということであり

ますが、それに対する取り組みについて、教育

長にお伺いします。

英語４技能を生徒に○教育長（四本 孝君）

バランスよく身につけさせるために、先進的な

指導方法についての研修を、全ての英語教員に

対して実施いたしますとともに、生徒の言語活

動を充実させるための研究校を指定し、大学等

と連携した授業公開や研修等を実施しておりま

す。その中でも、「読む」「聞く」の技能に加

えて、新たに評価される「話す」「書く」の技

能を育成するために、生きた英語に接する機会

となる外国語指導助手（ＡＬＴ）を効果的に活

用し、生徒が自分の思いや考えを話したり書い

たりするような活動を、授業に多く取り入れる

ようにしております。

変更点に対する県教育委員会○松村悟郎議員

の取り組みについては、ある程度理解いたしま

した。しかしながら、大学入学共通テストを実

際受験することになる現高校１年生、そしてそ

の保護者は、大学入試制度の変更について、大

きな不安を持っていることと思います。その不

安を解消するためには、生徒に、大学入学共通

テストに対応した学力を、全ての教科において

身につけさせることが重要だと考えます。そこ

で、大学入学共通テストに必要な学力を身につ

けさせるための取り組みについて、教育長にお

伺いします。

大学入学共通テスト○教育長（四本 孝君）

の導入は、高校と大学、そして、それをつなぐ

大学入試が、連続したものとして一体的に変わ

る、大きな教育改革の一つであると捉えており

ます。そこでは、社会とのつながりを意識しな

がら、未来をつくり出すための「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に

取り組む態度」などの学力が、生徒の発達段階

に応じて求められております。

そのため、そのような学力を身につけさせる

「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業

実践について、それぞれの教員が試行錯誤を重

ねながら、日々の授業改善に取り組んでおりま

す。県教育委員会といたしましては、生徒や保

護者が安心して受験に臨めるように、大学入学

共通テストを含む教育改革の動向を的確に伝え

ていくとともに、本県の生徒たちが、将来の夢

の実現に向けて前進できるよう、全力で支援を

してまいりたいと考えております。

今回は、大学入学共通テスト○松村悟郎議員

への対応について質問しましたが、この新テス

トが、変化の厳しいこの社会を生き抜く力を身

につけさせるための高等学校教育、大学教育、

大学入学者選抜の一体的な教育改革の一つであ

り、県教育委員会、高等学校・教員も、その対

応に取り組んでいることがわかりました。単な

る大学入試対策としての学力だけではなく、社

会で生き抜く働く力を、宮崎の子供たちに身に

つけさせていただきたいと思います。

次に、大人のひきこもりについてでありま

す。

ＳＮＥＰという言葉を聞いたことがあります

か。孤立した無業の人々の略語であります。20
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歳から59歳の結婚したことがなく、学生でもな

く、家族以外との人づき合いがない、孤立状態

にある無業者と定義され、推定では160万人以上

もいるとされています。中高年ニートよりも年

齢層が広く、こうした方々は、そのまま年を重

ねたとき、やがて親はいなくなり、貯金も尽

き、場合によっては、生活保護を受ける可能性

や、犯罪に巻き込まれるケースなども危惧され

ます。

ＳＮＥＰは、外出する人も含まれているた

め、ひきこもりと完全に一致するものではあり

ませんが、ひきこもりについては、30代、40代

といった世代の増加が懸念されています。

小学校、中学校、高等学校の子供の不登校、

ひきこもりについては、学校や地域内である程

度の対策がとられていると思いますが、大人の

ひきこもりに対する対策はとられているので

しょうか。この問題を放置しておくと、今後大

きな社会問題となるのではないかと考えます。

そこで、大人のひきこもりの問題について、

県はどのように認識しておられるのか、福祉保

健部長にお伺いします。

これまでの○福祉保健部長（川野美奈子君）

内閣府の調査により、ひきこもりの長期化が認

められているところでありまして、今後、30代

以降のいわゆる大人のひきこもりの増加が見込

まれております。ひきこもりは、本人だけでな

く、家族や職場などさまざまな要因が複雑に絡

み合っているため、その対応は難しくなってお

ります。さらに、長期化するとひきこもりの状

態から抜け出しにくくなるとともに、家族も高

齢となり、収入が途絶えたり、病気や介護の問

題が生じるなど、家族の孤立や困窮につながる

おそれがあることから、社会全体で考えていか

なければならない問題であると認識しておりま

す。

大人のひきこもりについて○松村悟郎議員

は、該当する方々がどの程度いるのか把握する

ことはなかなか困難であるとは思いますが、こ

の問題を解決するためには、しっかり実態を把

握した上で、今後の対策を講じていく必要があ

ると思います。そこで、本県の大人のひきこも

りの現状について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

本県では、○福祉保健部長（川野美奈子君）

平成26年度にひきこもり地域支援センターを設

置し、本人や家族等からの相談に対応している

ところであります。平成29年度に相談のあった

ひきこもりの方は84人であり、年代別に見ます

と、20代が最も多く31人、率で37％、次いで30

代が23人で27％、40代が12人で14％となってお

ります。相談に来られない方の状況につきまし

ては、把握することができないため、県では今

年度、５月から民生委員の皆様に御協力いただ

き、ひきこもりの状態にある方の年齢や家族構

成、ひきこもっている期間などについてアンケ

ート調査を実施しているところでございます。

ひきこもりの方々や御家族の○松村悟郎議員

抱える問題は、さまざまなものがあると思いま

すし、また、ひきこもりが長期化するほど複雑

な問題を抱えやすくなるでしょうから、対象者

の状態に応じて適切な支援を行うことが、何よ

り重要であると考えます。

そういう意味で、ひきこもり地域支援センタ

ーの役割は大変大きいものがあると思います。

ひきこもり地域支援センターでは、相談者に対

してどのような支援を行っているのか、福祉保

健部長にお伺いします。

ひきこもり○福祉保健部長（川野美奈子君）

地域支援センターでは、保健師や精神保健福祉
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士から成るひきこもりコーディネーターを配置

し、電話や面接による相談に加え、本人の状況

に合わせて、訪問による相談対応も実施してお

ります。また、ひきこもりの方は、就労の問題

や貧困、健康問題などさまざまな課題を抱えて

おられますことから、就労や生活面等の関係窓

口を紹介するなど、きめ細かな支援を行ってい

るところでございます。

ひきこもりの方々を支援する○松村悟郎議員

ためには、まずは相談窓口に足を運んでもらう

ことが必要でありますので、相談に来られない

方々にどうやって働きかけ、把握していくかが

重要だと考えます。現在も相談窓口の周知に取

り組んでいるとは思いますが、ひきこもり状態

にある方や、その御家族に対し、しっかり情報

を伝えるとともに、相談がしやすくなるような

工夫が必要ではないかと考えます。県内には、

ひきこもり問題に取り組む民間団体もあると聞

きますが、相談窓口に来られない方について、

民間団体等と連携するなどして対応できない

か、福祉保健部長にお伺いします。

ひきこもり○福祉保健部長（川野美奈子君）

に悩んでおられる本人や家族の中には、相談窓

口の情報が届いていない方や、窓口を知ってい

ても相談しにくい方もおられるのではないかと

考えております。このため県では、ひきこもり

の方や家族に接する機会のある民生委員に御協

力をいただき、ひきこもり地域支援センターや

その他の相談窓口の周知を図っていくととも

に、民間の家族会とも連携しながら、相談会や

学習会などの支援活動を行っているところであ

ります。ひきこもりにつきましては、地域のさ

まざまな方がかかわり、自立に向けての段階的

な支援を行うことが大切でありますので、市町

村や民間団体の御意見や、先ほど申し上げまし

たアンケート調査の結果を参考にしながら、効

果のある対策について検討してまいりたいと考

えております。

ひきこもりの高齢化が深刻に○松村悟郎議員

なっております。支援団体「全国ひきこもり家

族会連合会」の調査によると、ひきこもりの平

均年齢は、10年前より４歳高く、34.4歳。当事

者のいる家族の平均年齢も64.5歳。中でも80代

の親が、無職で引きこもる50代の子の面倒を見

る「8050」問題の実態把握も、課題となってい

ます。長年ひきこもる息子の母親は「私が死ん

だら、この子の生活はどうなるのか」と、深い

悩みを述べられています。

大人のひきこもりは、近年でこそ、テレビや

報道でも取り上げられるようになってきました

が、相談の窓口に来られ、みずから解決への一

歩を踏み出せる方は一部であり、それ以外の多

くの方々が、私たちの身の回りに存在している

ということを認識しなければなりません。

社会的孤立や排除に対して、「他人事ではな

いという意識」の広がりを期待し、注意深く丁

寧に必要な対策を講じていくことが、社会全体

の豊かさにつながると思います。また、そうな

ることを願い、私の一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○外山 衛副議長

きます。

次は、日髙陽一議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さんこん○日髙陽一議員
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にちは。宮崎のひなた、日髙陽一です。

一般質問４日目、１週間で一番眠くなる月曜

日の午後ですけれども、質問が子守歌にならな

いように頑張ってまいりますので、どうぞよろ

しくお願いいたしします。

午前中、松村議員からもありましたが、け

さ、関西地区で震度６弱の地震が発生しまし

た。被害状況が大変心配であります。きのう

も、群馬県南部で震度５弱の地震。そして一昨

日には、千葉県南部で震度４の地震が起きてお

ります。３日連続で大きな地震が起きておりま

す。先週火曜日には、宮崎市でも震度４の地震

がありました。最近多発している地震ですが、

南海トラフ大地震に備えて、しっかりと防災対

策をしなければならないと思ったけさの地震で

ありました。

この防災対策といえば、我々の宮崎県におい

ても、地震や台風などの自然災害への備えだけ

ではなく、口蹄疫の備えも重要となります。

2010年の４月に本県で発生した口蹄疫は、29

万7,808頭の命を奪い、経済損失額は2,350億円

と言われております。畜産農家はもちろん、県

内全域に大きな損害を出しました。この口蹄疫

が発生する前には、韓国で口蹄疫が発生し、そ

の後、この宮崎で大きな被害を残しました。衝

撃が大きかったため、鮮明に覚えていらっしゃ

ると思います。

宮崎県では発生当時、徹底した防疫対策が行

われました。私も、車両消毒に参加いたしまし

た。県民一丸となって取り組んだ防疫対策でし

たが、口蹄疫発生から８年が経過する今、ゴル

フ場などの防疫マットの不十分なところがある

との話も聞いています。人の記憶は薄れていく

ものです。今、再び韓国や中国で、ことしに

入ってからも口蹄疫が発生しています。

私たちは、もう二度とあのつらい経験をしな

いためにも、改めて万全の防疫体制を考えなけ

ればならないと思いますが、本県の水際防疫対

策の取り組みについて、郡司副知事にお伺いい

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〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（郡司行敏君）

す。

韓国での口蹄疫の発生を受け、県では、畜産

農家に対し、農場防疫の一層の強化を周知する

とともに、空港、港湾、ゴルフ場等に対しまし

ても、水際防疫の徹底を改めて依頼し、あわせ

て動物検疫所と連携して、海外渡航者に対する

緊急的な啓発も実施したところであります。

また、毎年４月には家畜の「特別防疫月間」

にあわせて、知事による水際防疫の協力要請を

行っておりますが、宮崎空港では、独自に、国

際線を初め全ての搭乗口に、消毒効果や歩行者

に配慮した、液はね防止加工を施した幅の広い

消毒マットを設置いただいており、また、動物

検疫所におけるゴルフシューズの靴底消毒も実

施されているところであります。さらに今回、

私が要請に参りました宮崎カーフェリーにおき

ましても、車椅子利用者等にも配慮した消毒

マットを通年で設置されており、しっかり対応

いただいていると感じたところであります。

本県の空港や港湾におかれましては、このよ

うに全国のモデルとなる対応が行われておりま

すが、今後とも、防疫の基本となる農場防疫に

加え、関係団体とも連携しながら、水際防疫の

強化にしっかり取り組んでまいります。以上で

す。〔降壇〕

ゴルフ場の玄関はもちろんな○日髙陽一議員

んですけれども、ゴルフシューズを履いてコー
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スに出る裏口もしっかりと防疫対策をお願いし

たいと思います。見えない悪魔。二度と同じ思

いをしないように、引き続きよろしくお願い申

し上げます。

次に、農水産物の輸出についてですが、香港

の知人が、宮崎出身の方の居酒屋「元気一杯」

で「ひなたマルシェ」と称して、本県産の農水

産物や加工品の直売会を行っております。非常

に好評と聞いておりまして、きのうは４回目の

直売会が行われたようです。宮崎で育った元気

いっぱいの農水産物が海外で人気が出ていると

伺っておりますけれども、本県農畜水産物の輸

出の現状について、農政水産部長にお伺いいた

します。

平成29年度の○農政水産部長（中田哲朗君）

本県農畜水産物の輸出実績につきましては、前

年度比135％の約46億4,000万円と、過去最高を

記録したところでございます。

品目別に見てみますと、特に牛肉が、昨年９

月の台湾での輸出解禁後、国内第１号で輸出す

るなどして、前年度比141％の約35億円と大きく

伸びております。また、アジア各国で人気が高

まっておりますカンショが、前年度比120％、海

外でニーズがある有機栽培茶を中心としたお茶

が、前年度比348％、養殖ブリが前年度比134％

と、順調に伸びてきております。

今後とも、生産者や企業・団体等と連携しな

がら、さらなる輸出拡大に努めてまいりたいと

考えております。

この伸びには、もちろん生産○日髙陽一議員

者、関係者の皆さんの努力もあると思いますけ

れども、県では４年前から輸出促進コーディネ

ーターも配置されて動いています。

それぞれの国のコーディネーターが、それぞ

れのやり方で宮崎を売り出していただいている

とは思いますが、初めの配置から３年たった

今、県産品販路拡大のための、県が海外に配置

している輸出促進コーディネーターの成果につ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

県では、○商工観光労働部長（井手義哉君）

みやざきグローバル戦略に基づき、香港、シン

ガポール、北米、ＥＵ及び台湾の５つの地域

に、現地に精通した輸出促進コーディネーター

等を配置しまして、県産品の売り込みや、県内

企業とバイヤーとのマッチング支援など、各市

場の特性を踏まえながら、販路開拓に努めてい

るところであります。

こうした活動により、例えば、香港におきま

しては、県北の３つの蔵元が連携したビール、

焼酎、日本酒の輸出、国際見本市出展を契機と

した県産豚肉の輸出につながっており、また、

シンガポールにおきましては、現地百貨店に常

設の売り場が設置されたことにより、カン

ショ、キンカン等の定期的な農産物の輸出が実

現しております。

その他の地域におきましても、焼酎、漬物、

日本茶等の輸出に向けた新たな取り組み事例が

ふえており、海外展開に取り組む県内企業が増

加するなどの成果も上がっているものと考えて

おります。

いろんな難しい部分もあると○日髙陽一議員

思いますが、しっかりと連携して輸出拡大して

いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

現在どの業界も人手不足が大きな問題となっ

ている中で、農業でも一層深刻な問題であると

考えております。農産物の集荷場では、選別作

業のパートさんが集まらず、大変苦労されてい

ると聞いております。農家の方からも、高齢を

理由にパートをやめられた後、募集しても応募
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すらしてこないとの状況だと聞きました。人口

減少が進行する我が国にとって、東アジアから

の人材確保はとても重要なことだと思います。

農業における外国人労働者の雇用に関して、

今後の取り組みについて農政水産部長にお伺い

いたします。

本県では、外○農政水産部長（中田哲朗君）

国人技能実習制度を活用して、多くの外国人実

習生が農業分野で受け入れられておりまして、

重要な役割を担っていただいていると考えてお

ります。このような中、昨年度の制度見直しに

より、県を事務局とする第三者管理協議会を設

置することで、農協等が実習生を雇用し、複数

の農家で農作業実習をすること等が可能となり

ましたことから、現在、関係団体と協議会の設

置に向けた検討を進めているところでありま

す。

一方、国において、人手不足が深刻な農業な

ど５分野を対象として、最長５年の就労のため

の在留資格を創設する方針が打ち出されており

ます。県といたしましては、このような国の動

きにも注視しながら、外国人を含めた労働力の

確保について、関係団体と連携し、しっかりと

対応してまいりたいと考えております。

この宮崎県でも幾つか、外国○日髙陽一議員

人労働者を雇用している農家があります。繁忙

期には本当に助かっていると喜ばれています。

しかし、閑散期の、仕事がない時期の雇用がと

ても厳しいと伺っています。

宮崎の農産物がたくさん出荷される冬、北の

方では積雪のため農業ができずに、出稼ぎに行

くと聞いています。そういう地域と連携しなが

ら、外国人の雇用ができないものかと考えてい

ます。国の制度の流れも注目しながら、検討を

どうぞよろしくお願いしたいと思います。

さて、近年、農業の新たな担い手の一角とし

て、他産業からの農業参入の動きが見られてい

ます。全国で、量販店や飲食業者、農業機械も

扱えるオペレーターを社員に持つ建設業者など

が、新たな事業として農業展開しており、2009

年の農地法改正後は、この数が急増しているよ

うであります。

これら他産業からの農業参入について、本県

の現状を農政水産部長にお伺いいたします。

他産業からの○農政水産部長（中田哲朗君）

参入状況につきましては、平成30年１月１日現

在、142法人が県内で農業経営を行っておりま

す。参入企業を業種別に見ますと、建設業が28

％と最も多く、次いで食料品製造業が16％、農

畜産物卸小売業が９％の順となっており、生産

品目といたしましては、野菜と畜産で約８割を

占めている状況にございます。

さまざまな経営資源を持った○日髙陽一議員

企業が、この強みを生かして地域農業の振興に

寄与していただくことは、ありがたいことでは

ありますが、農業に挑戦したのはよいものの、

計画どおり収益が上がらず、すぐに撤退する事

例が全国的に見られています。また、国が法人

の農地利用に関する規制緩和を進める中、地域

においては、地元の配慮を欠いた無計画な参入

の増加を懸念する声も上がっております。

ただその一方で、地域と連携してモデル的な

生産活動を行う優良事例も、県内各地に拡大し

ているとも聞いております。農業参入に対する

県の支援状況について、農政水産部長にお伺い

いたします。

農業への参入○農政水産部長（中田哲朗君）

や連携を志向する企業が、地域の農業者や農業

団体等との連携を図りながら、担い手の一角と

して持続的かつ発展的な経営を展開すること
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は、本県農業の成長産業化を図る上で大変有効

な手段であると考えております。このため県で

は、参入企業と農業者の共同出資による新法人

設立への誘導や、市町村・関係機関と連携した

参入後のフォローアップなど、本県独自のきめ

細やかな支援を行っているところであります。

今後とも、他産業と農業・農村がお互いの強み

を生かし、弱みを補完し合うようなパートナー

シップを構築し、農業参入の取り組みが地域の

新たなビジネスモデルの創出につながるよう支

援してまいりたいと考えております。

この経営ノウハウや資本力、○日髙陽一議員

あるいは農業に応用できる先進技術等を持った

企業が、地域と調和を図りながら参入すること

は、本県の農業に大いに刺激になると思いま

す。将来的に生産基盤の低下が懸念されていま

すが、地域農業との連携によるモデル的な参入

事例が拡大していくよう、お願いしたいと思い

ます。

続いて、本県農産物の栄養・機能性について

お伺いいたします。

今まで、ビタミンＣの推奨摂取量は100ミリグ

ラムであると言われていました。しかし、最近

は1,000ミリグラム摂取するほうがいいと聞きま

す。健康目的では800ミリグラム、美容目的で

は1,000ミリグラムが適切とも言われています。

ビタミンＣは免疫力を高め、風邪をひきにく

い体質にし、ストレスに強くなり、美容効果も

あるといいます。本県の農産物は、日照時間も

長く、栄養価が高いと言われていますが、本農

産物の栄養・機能性を生かした取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いいたします。

県におきまし○農政水産部長（中田哲朗君）

ては、消費者の健康志向の高まりを背景に、平

成17年から、県産農産物の栄養・機能性成分の

分析を進めているところであります。その結

果、平成25年度に、お話がございましたけれど

も、ビタミンＣ含有量が標準より1.3倍多いこと

を特徴とする「ビタミンピーマン」を、平成26

年度には1.4倍多い「ビタミンゴーヤー」を、ブ

ランド商品として認証しているところでありま

す。

また、食品表示法の施行により、生鮮食品に

おいて栄養・機能性表示が可能になったことか

ら、昨年12月に、ピーマンでは全国で初めて、

パッケージにビタミンＣの栄養機能を表示した

販売を開始したところであり、量販店からは、

これらの商品の拡充を望む声をいただいている

ところであります。さらに、冷凍ホウレンソウ

においても、本年10月から、目の保護機能成分

である「ルテイン」が含まれていることを表示

した販売を予定しているところであります。

県といたしましては、これらの健康に着目し

た商品の充実を図るとともに、取引先や消費者

に対し、その価値をアピールしながら、有利販

売に生かしていきたいと考えております。

このルテインもビタミンＣも○日髙陽一議員

今、注目されている成分でありますので、しっ

かりとＰＲしていただきたいと思います。

ことしの春はとても暖かい日が続きました。

そのせいなのか、水田では、例年以上にジャン

ボタニシも多く発生していると聞きます。

このジャンボタニシは、エスカルゴのように

食用として国内に輸入されるようになりまし

た。しかし、タニシなどと同様、体内に寄生虫

を宿していることから、十分に加熱せずに食し

た場合、寄生虫が人体に感染し、死に至ること

もあることから、現在では食用として使われる

ことはなくなり、水田に大量発生しておりま

す。
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1981年に台湾から日本へ持ち込まれたジャン

ボタニシですけれども、国はなぜ、寄生虫があ

る食材を輸入許可したのか疑問であります。こ

のジャンボタニシは、若苗を食することから、

早いときには５日で、植えた苗が田んぼから全

て消えてしまうと聞いております。全てはなく

ならなくても、田んぼの１割、２割は既に食さ

れているところが多く、特に面積の大きい田ん

ぼでは打つ手がありません。

お米農家のジャンボタニシによる被害が今、

とても多いと聞いておりますが、県内の発生状

況と県の対応について、農政水産部長にお伺い

いたします。

ジャンボタニ○農政水産部長（中田哲朗君）

シの発生状況につきましては、県が５月に実施

している定点調査によりますと、近年、減少傾

向にございましたけれども、ことしは、過去10

年間で生息密度が最も高く、発生面積も２番目

となるなど、非常に多い状況にございます。

防除対策につきましては、例年、農業改良普

及センター等が、作付前に実施する栽培講習会

で、田植え後の水管理や農薬による駆除等の指

導を行っておりますが、本年の状況を踏まえま

すと、発生前の対策や地域ぐるみの取り組みの

徹底を図っていく必要があると、改めて認識し

たところでございます。このため、今後、農業

共済組合等とも連携し、冬場の耕うん等の事前

対策や、集落営農の推進を通じた用排水路の一

斉駆除などの取り組みを強化し、被害軽減に努

めてまいりたいと考えております。

沖縄で８ミリの悪魔と言われ○日髙陽一議員

たウリミバエのように、撲滅させる作戦などが

あればいいなと考えております。

ことしから、行政による生産数量目標の配分

が行われなくなり、米の直接支払交付金が廃止

されたお米農家にとって、とても大きい問題で

あります。ぜひ、対応をよろしくお願いいたし

ます。

そして、きょう６月18日は、お米の日・おに

ぎりの日でもあります。お米は、脳の働きを活

性化する役割を備えています。きょうは皆さ

ん、御飯をおかわりしてください。

続きまして、宮崎駅西口の再開発についてお

伺いいたします。

空の玄関である宮崎空港は、国際路線が３カ

国合わせて週11便運航し、国内線もＬＣＣ２社

が参入するなど、活気にあふれています。一

方、陸の玄関である「駅」について、他県では

既に駅前開発が進み、福岡はもちろん、隣県の

鹿児島・大分でも駅に人が集まり、周辺の開発

とあわせ、にぎわいを創出しています。

熊本県におきましては、来年2019年の夏に、

都市計画による市街地再開発事業が開始

し、2021年の春に、再開発ビルが開業予定であ

ります。

この宮崎駅におきましても、2020年にＪＲ九

州と宮崎交通が共同で、複合商業ビル２棟を開

発すると発表されております。ことし２月末に

行われた会見では、ＪＲ九州の青柳社長が、

「宮崎の玄関口にふさわしいものにしたい」、

そして宮崎交通の菊池社長は、「共同開発で規

模や内容を魅力的なものにでき、中心市街地の

活性化に結びつく」と発言されました。

ここで、ＪＲ九州と宮崎交通による宮崎駅西

口再開発に関連し、県としてどのようにかか

わっていくのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

宮崎駅周辺○総合政策部長（日隈俊郎君）

は、宮崎市の計画において、「憩い・交流する

場の創出」や「まちなかを訪れる楽しさの創
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出」を目指すエリアとして位置づけられており

ます。今般の宮崎駅西口の再開発につきまして

も、駅前に創出される新たな人の流れを市の中

心市街地活性化につなげていくことが期待され

ているものと認識しておりまして、今後、事業

者から開発の具体的内容が示されていく中で、

まずは宮崎市において検討が進められるものと

考えております。県といたしましては、その状

況を踏まえた上で、観光・物産面での県内への

波及効果や、鉄道の利用拡大などの効果も期待

されますことから、関係機関等と連携しながら

対応していくことになるものと考えておりま

す。

確かにこの開発は、中心市街○日髙陽一議員

地の活性化の起爆剤になり得ると考える方も少

なくないと思います。しかし、他の地区の事例

を見ると、この複合ビルの建設が確実に活性化

につながるわけではないと考えております。

隣県のように、この複合ビル建設にあわせ

て、駅西口一体の再開発などが考えられます

が、その一つが、天候を気にしない、にぎわい

創出を目的とした「駅前広場」の開発です。駅

前あたりの声を聞くと、大木で視界が遮られて

いるイメージや、日が沈むと街灯が少なく、特

に女性や子供から、歩くのが怖いという話も聞

いたことがあります。「日本のひなた」らしい

「明るい」「楽しい」駅前が、周辺を元気にす

るのではないでしょうか。

また、2020年には東京オリンピック・パラリ

ンピックも開催されます。駅前のこの広場で、

パブリックビューイングなども開催可能ではな

いでしょうか。陸の玄関も、２年後のこの駅ビ

ル開発と同時期に、全天候型の「駅前広場」を

計画してはいかがでしょうか。そこには、セレ

モニーやさまざまなイベントに対応できる常設

のステージもあるといいのではと考えていま

す。あわせて要望させていただきます。

ちなみに、鹿児島中央駅は年間355日、301回

のイベントが開催され、84.7万人を動員したそ

うです。

次に、駅から西に伸びる高千穂通りについて

お伺いいたします。

高千穂通りは歩道も広く、また景観もよく、

イベントを行うには最適な場所だと思います。

実際、過去には、みやざき観光コンベンション

協会主催の「てげうま国際夜市」が開催。そし

て現在、神武大祭の広場、そして復活から５年

を迎える宮崎の夏の風物詩「まつり宮崎」も開

催されています。高千穂通りの広い歩道とその

空間の利活用、例えばヨーロッパでよく見られ

るカフェなどの飲食店の前に椅子・テーブルが

設置されたり、食の販売ブースがあったり、人

々が回流、滞在できる空間を創出することがで

きれば、西口に新たに生まれるにぎわいを市街

地へと導くことができるのではないでしょう

か。

高千穂通りの歩道を、オープンカフェなどに

利活用することはできないのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

道路をオー○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

プンカフェ等の目的で使用するためには、道路

法に基づく道路占用許可と道路交通法に基づく

道路使用許可を受ける必要がございます。この

うち、オープンカフェ等の占用許可につきまし

ては、地域のにぎわいを創出するための道路空

間を活用した地域活動として、国のガイドライ

ンに基づき、許可を行っているところでありま

す。具体的な事例としましては、県庁前の楠並

木通りで開催されております朝市などがありま

す。なお、許可に当たりましては、申請者やそ
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の目的が「公共性、公益性」を有しているこ

と、「地域の合意形成」がなされていることな

ど、一定の要件を満たすものについて認めるこ

ととしております。

「公共性・公益性」「地域の○日髙陽一議員

合意形成」と、もちろんわかりますけれども、

ヨーロッパでは場所代と地域限定のルールでカ

フェをすることも可能です。福岡の屋台などの

例もあります。地域を盛り上げようと頑張って

いる事業者の皆さんもいますので、どうか御検

討をお願いしたいと思います。

先ほど例に挙げました駅を中心とした、にぎ

わい創出の相乗効果を生み出すためには、今か

ら、周辺の商店街や企業としっかりと連携を図

ることが必要と考えますが、宮崎市の中心市街

地の商店街振興について、県としてどのように

かかわっていくのか、お伺いいたします。

県といた○商工観光労働部長（井手義哉君）

しましては、地域商業の振興を図るため、県内

全域で、商店街リーダーの育成や、商店主の顔

写真を店舗前に掲示します「顔の見える商店街

づくり」に取り組むとともに、地域に出向いて

の意見交換会等を実施しております。このよう

な中、宮崎市につきましても、「宮崎市中心市

街地まちづくり推進委員会」や「Ｄｏまんなか

モール協議会」に参画し、商店街の方々と一緒

になって検討するとともに、街市を初めとした

商店街のにぎわいづくりに対する支援を行って

いるところであります。今後とも、市町村や商

店街等と十分に連携をしながら、地域の主体的

な取り組みが一層進みますよう支援し、商店街

の振興に努めてまいりたいと考えております。

現在、西口から町なかへ通じ○日髙陽一議員

る県道「高千穂通り」には通り会（組合）が存

在しません。県、市、そして駅西口に位置する

商工会議所がサポートし、高千穂通り沿いやそ

の周辺、そして町なかの企業や大型店舗などが

手を取り合い、今から意見交換の場を設けてい

くこともまた、必要ではないでしょうか。

この流れを組むことができれば、宮崎の陸の

玄関として、ほかの商店街と連携し、橘通り駅

前商店街、広島通り、そしてまた若草通り、一

番街、ニシタチへのにぎわいも創出できるはず

です。どうぞ御検討をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、観光スポーツ行政についてお伺

いいたします。

とうとうあすに迫ってきましたワールドカッ

プ2018日本代表初戦、コロンビア戦であります

けれども、楽しみにしていらっしゃる方も多い

のではないでしょうか。そんなＦＩＦＡワール

ドカップと同じぐらい盛り上がりを見せるの

が、来年行われますラグビーワールドカップで

ございます。観客数が225万人、テレビの放送国

は238とも言われています。第６回の大会の収益

は約230億円、今やスポーツのイベントとして

は、ＦＩＦＡワールドカップ、オリンピックに

次ぐ世界で３番目に大きな大会となっていま

す。

そんな大会が、この九州で行われます。この

ラグビーワールドカップに向け、本県はイング

ランド代表の公認チームキャンプ地に内定しま

したが、日本代表の合宿誘致はどのようになっ

ているのか、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

来年のラ○商工観光労働部長（井手義哉君）

グビーワールドカップの日本代表の合宿誘致に

つきましては、地元宮崎市等と一体となって、

事前合宿の誘致に取り組んでいるところであり

ます。その結果、先月27日から６日間、強化試
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合のトレーニングとして、３年ぶりに宮崎合宿

が実施されたところであります。県では、関係

機関等と連携し、ウエートトレーニングの環境

を整えるなど、円滑な受け入れに努めたところ

であり、ヘッドコーチなど代表関係者からは、

宿泊地と隣接した充実した練習環境やトップア

スリートに対応したおいしい食事など、改めて

高い評価をいただいたところであります。

今後の事前合宿につきましては、日本ラグビ

ーフットボール協会において、現在検討中と

伺っており、前回大会と同様、再び宮崎で長期

の合宿が行われるよう、積極的な誘致活動を続

けてまいります。

３年ぶりの宮崎合宿、実は私○日髙陽一議員

も見学に行ったんですけれども、まだまだ日本

にはラグビーの楽しさが浸透していないのか、

ワールドベースボールクラシック侍ジャパン

の1,000分の１ぐらいのファンしかいませんでし

た。ファンの応援で選手も強くなると思います

が、あれはプロ野球最下位のチームの２軍キャ

ンプ以下の人数でありました。

報道陣は多いので、ぜひラグビーキャンプの

情報も、しっかりと発信をお願いしたいと思い

ます。前回大会では、この宮崎でキャンプを行

い、好成績をおさめたラグビー日本代表です。

先日も宮崎の合宿後、大分銀行ドームで行わ

れたテストマッチでイタリア代表戦に挑み、４

つのトライを奪って34対17で快勝いたしまし

た。２戦目は惜しくも負けましたが、縁起のい

いキャンプ地として、毎大会この宮崎で行って

いただくよう、しっかりと誘致をしていただき

たいと思います。

さて、現在11月、２月と、スポーツキャンプ

で盛り上がる宮崎県でありますが、ラグビーは

シーズン中であります。ということは、キャン

プは宮崎の繁忙期以外となります。

イングランド代表の公認チームキャンプ等

を、今後、ラグビートップリーグの合宿誘致に

も生かしていくべきだと思いますが、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

ラグビー○商工観光労働部長（井手義哉君）

トップリーグの合宿につきましては、昨年度、

ＮＴＴコミュニケーションズシャイニングアー

クス、パナソニックワイルドナイツ、宗像サ

ニックスブルースの３チームを受け入れており

ます。こうした中、来年、我が国で開催される

ラグビーワールドカップにおいて、世界屈指の

強豪国であるイングランドの公認チームキャン

プ地に本県が内定しましたことは、国内屈指の

ラグビー合宿地として、本県を国内外に発信す

ることにつながり、そのブランド力は大いに高

まるものと考えております。今後は、これらの

実績や受け入れで得たノウハウをさらに生か

し、ラグビートップリーグの合宿誘致はもとよ

り、キャンプの聖地としての宮崎をしっかりと

ＰＲしてまいりたいと考えております。

このラグビーワールドカップ○日髙陽一議員

を機に、必ずラグビーファンはふえてくると思

います。ぜひ、ラグビーの聖地にたくさんの

ファンが集まるよう、お願いしたいと思いま

す。続いて、昨年、大分の県議会議員の仲間か

ら、キャンプ時期の宮崎県は本当にうらやまし

いと言われました。彼もホークスファンで、キ

ャンプに行きたいけど、ホテルの予約がとれな

いみたいだから、まだ行ったことがないと言わ

れました。

確かに、多くのファンでにぎわうキャンプシ

ーズンですが、県内の宿泊施設の稼働率につい

て、本県と全国の状況を商工観光労働部長にお

伺いいたします。
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国の宿泊○商工観光労働部長（井手義哉君）

旅行統計調査によりますと、平成29年の客室稼

働率は、全国が60.8％に対しまして、本県

は53.0％となっております。その中で、本県で

キャンプシーズンの２月が、最も高い65.2％と

なっておりまして、全国の同月は59.5％であり

ます。一方、全国で客室稼働率が最も高くなる

のは８月となっておりまして、68.8％でありま

す。本県は同月57.4％となっております。

２月で65.2％と、３連休など○日髙陽一議員

は厳しいと思いますが、平日はまだ余裕がある

と思いますので、もっと宿泊客が訪れるようＰ

Ｒを行っていただきますようお願いいたしま

す。

続きまして、２巡目国体に向けて、お伺いい

たします。

先日、田口議員から、２巡目国体に向けた県

有主要３施設の進捗状況について質問がありま

した。施設の配置や整備手法等について、随時

検討を進めると答弁がありました。国体をきっ

かけに、これから先、宮崎県民のために、地域

が活性化できるすばらしいものをつくっていた

だきたいと思います。私はハード面ではなく、

ソフト面でお伺いしたいと思います。

「福井しあわせ元気国体2018」は、正式競技

が37競技、特別競技が１競技、公開競技が４競

技、デモンストレーションスポーツが36競技

と、78競技が行われます。この多くの数の競技

役員をそろえないといけないとなると、早めの

準備が必要だと思いますが、２巡目国体に向け

た競技役員等の養成について、現在どのように

取り組んでいるのか、お伺いいたします。

国体の競技運○総合政策部長（日隈俊郎君）

営に当たります競技役員等の養成につきまして

は、競技会の円滑な運営や本県及び地域スポー

ツの普及・振興を図るためにも、大変重要であ

ると認識しております。国体の開催には、多く

の競技役員が必要になりますことから、現在、

競技団体へのヒアリングや調査を実施し、有資

格者等の把握などを行っているところでござい

ます。今後、この調査結果等を踏まえ、県準備

委員会において、協議役員に関する養成基本方

針等を決定し、競技団体や関係機関と十分に連

携を図りながら、計画的に養成していくことと

しております。

それぞれの競技団体で、活躍○日髙陽一議員

されているリーダーがいらっしゃると思いま

す。しっかり見つけて、大会に備えていただき

たいと思います。

国民体育大会は、全国から多くの選手団が訪

れます。今回の大会は、県内全域でそれぞれの

競技が行われますが、選手・役員の宿泊、輸送

について、今後どのように対応していくのか、

総合政策部長にお伺いいたします。

国体の本県開○総合政策部長（日隈俊郎君）

催では、選手・役員を初め、大変多くの来県者

が見込まれますことから、宿泊、輸送等につい

ては、重要な課題であると認識しております。

選手・役員の宿泊、輸送に関しましては、先催

県の例では、臨時駐車場の設置やシャトルバス

の運行などが行われておりますので、本県でも

同様の対応を検討する必要があるものと考えて

おります。本県におきましても、宿泊場所や移

動手段、駐車場の確保など、開催地であります

市町村を初め、関係機関・団体と十分連携を図

りながら、受け入れ体制の準備に取り組んでま

いりたいと考えております。

最近あった冬季オリンピック○日髙陽一議員

では、バス停で何時間も観客や選手を待たせた

というトラブルが発生いたしました。このよう
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なことがないよう、対応をよろしくお願いいた

します。

国体の後には、全国障害者スポーツ大会が行

われます。国体とは、競技種目によってルール

が変わります。選手の育成はもちろんですが、

競技役員や審判もしっかりとした育成が必要だ

と思いますが、全国障害者スポーツ大会の本県

開催に向け、選手の育成や競技役員の養成にど

のように取り組んでいるのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

まず、選手○福祉保健部長（川野美奈子君）

の育成につきましては、県障がい者スポーツ協

会と連携しまして、優秀な選手や指導者を招聘

しての実技講習会の開催や、活躍が期待される

選手の国内外の大会への参加を支援することに

より、競技力向上を図っているところでござい

ます。また、競技役員につきましては、主に県

体育協会加盟の各競技団体に審判等の協力を仰

ぐことになりますので、今年度より計画的に、

各競技団体役員を全国障害者スポーツ大会へ派

遣しまして、障がい者スポーツのルールや運営

等について理解を深めていただくことにしてお

ります。これらの取り組みを進めながら、選手

の育成や大会を円滑に運営できるような体制整

備に取り組んでまいりたいと考えております。

障がい者スポーツは、選手に○日髙陽一議員

よっては一人で移動するなど困難なことがある

ため、コーチがペアで行動をともにします。選

手参加支援を行っているようですが、できれば

支援は２人の支援をお願いしたいと思います。

県内にも、2020年パラリンピックを狙える選手

がいます。ぜひ、競技力向上のためにサポート

をお願いしたいと思います。

続きまして、「エレクトロニック・スポー

ツ」についてお伺いいたします。略してｅスポ

ーツ、これはいわゆるゲームスポーツでありま

す。

世界には、この日本の人口よりも多いアク

ティブユーザーの数がいると言われています。

昨年８月にアメリカで開催された「The interna

tional 2017」は、ｅスポーツ史上最高の賞金総

額約26億円がついたそうです。

2019年開催の茨城国体では、ｅスポーツ大会

を開催すると発表がありましたが、本県でもｅ

スポーツ大会の開催を検討してはいかがでしょ

うか。総合政策部長にお伺いいたします。

お話にありま○総合政策部長（日隈俊郎君）

したように、来年度、茨城県で開催される国体

におきましては、国体開催の機運醸成やスポー

ツ文化等の普及啓発を目的に、「文化プログラ

ム」として、都道府県対抗ｅスポーツ大会が開

催されると伺っております。ｅスポーツは、コ

ンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対

戦をスポーツ競技として捉えたものでありまし

て、近年は、スポーツ競技会として大会も開催

されております。本県で開催する２巡目国体に

向けましては、茨城県やその後の開催県の取り

組み状況も参考にしながら、県民運動や文化プ

ログラム等による大会の開催機運を盛り上げる

取り組みについて、検討してまいりたいと考え

ております。

世界では既に人気が高まって○日髙陽一議員

いるこのｅスポーツ大会ですけれども、室内の

大会ですので、天候は関係ありません。

宮崎県の閑散期であります５月、６月に、こ

のｅスポーツ大会を開催するのはいかがでしょ

うか。ぜひ御検討いただきたいと思います。

続いて、総合型スポーツクラブについてお伺

いいたします。

先週、後藤議員の質問で、新潟県見附市のス



- 217 -

平成30年６月18日(月)

ポーツ推奨する活動を３年間続けた結果、スポ

ーツ実施者と非実施者とでは、医療費が年間10

万円も抑えられたというエビデンスのお話があ

りました。この金額を県民の数字にすると、と

ても大きな金額となります。県内でも、総合型

地域スポーツクラブなど、地域の活性化のため

に多くの方に御尽力いただいておりますけれど

も、クラブの設立が困難な地区もあると聞きま

すが、県下全域に総合型地域スポーツクラブの

設立が進まない理由についての見解と、既存の

クラブに対する支援の状況について、お伺いい

たします。教育長、お願いいたします。

総合型地域スポーツ○教育長（四本 孝君）

クラブは、地域住民により自主的・主体的に運

営されている、スポーツを核としたコミュニ

ティークラブでありまして、現在、県内に31の

クラブが活動しております。その設立が県下全

域に進まない理由といたしましては、クラブ設

立のキーパーソンとなる人材が少ないことや、

活動する場所の確保の問題、それから、会費を

払ってスポーツをするという意識が住民に定着

していないことなどが考えられます。既存のク

ラブに対する支援につきましては、クラブをマ

ネジメントする人材に対し、運営や企画に関す

る研修会を開催するとともに、クラブを訪問

し、情報提供や助言等を行っております。ま

た、ホームページや県政番組等による広報や、

県内全ての公立学校へリーフレットを配付する

など、クラブの認知度を高める取り組みも進め

ているところであります。

スポーツランドみやざきで○日髙陽一議員

す。観光スポーツはもちろんですけれども、健

康スポーツにも力を入れていただきたいと思い

ます。

続いて、環境森林行政についてお伺いいたし

ます。

平成27年度、松くい虫の被害量が、前年度

の1.3倍となる約5,000立方メートル、７万7,000

本の被害が出ました。特に被害の大きかった宮

崎市では、前年度の1.8倍となる４万3,000本の

被害が出ました。当時、ボランティアの皆さん

が、土日を返上して松くい虫の被害に遭った木

を伐倒するなど対応していただき、心から感謝

をいたします。

３年たった今、さまざまな対策がとられてき

ましたが、この松くい虫被害状況について、環

境森林部長にお伺いいたします。

本県民有林の○環境森林部長（甲斐正文君）

松くい虫の被害量は、近年3,000立方メートル台

の横ばいで推移しておりましたが、平成25年夏

の猛暑などの影響により、松くい虫に対する抵

抗力が弱まったことなどから、被害量は急激に

増加し、お話にありましたように、平成27年度

には、約5,000立方メートルの甚大な被害となっ

たところです。このため県では、これまでの薬

剤防除や被害木の伐倒駆除に加えまして、28年

度から、ラジコンヘリによるきめ細かな薬剤散

布や、これまで十分な対応ができなかった海岸

林周辺における民家の被害木処理などにも取り

組んできたところであります。その結果、28年

度の被害量は約2,800立方メートル、29年度には

約1,300立方メートルまで減少するなど、一定の

取り組み成果があらわれてきたものと考えてお

ります。

ありがとうございます。この○日髙陽一議員

海岸保安林は潮害、風害から農地や居住地を守

る重要な役割を果たしています。さらに、美し

い景観を維持したり、野生生物の生息場所とも

なっておりますので、こうした保安林としての

機能が発揮できますよう、松林が維持されるこ
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とをお願いいたします。

続きまして、スポーツランドみやざきでスポ

ーツが盛んに行われていますが、このスポーツ

の基本となるバランス感覚を養うためには、幼

少期にはだしで駆け回り、足の裏の筋肉を刺激

することが大切であると聞いたことがありま

す。はだしになれる場所としては、芝生の張っ

てある公園があると思います。しかし、この公

園で子供たちがはだしで駆け回ることが難しく

なっています。原因は、芝生の中に急増してき

ている帰化植物メリケントキンソウです。この

植物は、種子にとてもかたいとげを持ち、これ

を踏むと足に激痛が走ります。急激にふえてい

るこの外来種の雑草をこのまま放っておくと、

駆除をすることが大変難しくなると思います

が、外来植物であるメリケントキンソウについ

ての県の対応を、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

メリケントキ○環境森林部長（甲斐正文君）

ンソウは、公園や広場などの明るい場所に生育

する南アメリカを原産とする植物です。特徴と

して、５月から６月にかけて果実にかたいとげ

を持つことから、芝生などで手をついたりして

触れると、肌に刺さってけがをすることがあり

ます。このため、県のホームページを通じた注

意喚起に加えて、公園等の管理者や市町村、小

中学校等にチラシを配付して、公園等の芝生に

入るときはとげに注意することや、種を拡散さ

せないため、靴底などの確認も周知していると

ころであります。また、公園等でメリケントキ

ンソウが確認された場合は、施設の管理者に、

除草などの適切な駆除を要請しているところで

あります。今後とも、外来植物等につきまして

は、関係する県の出先機関などと連携して、県

民の皆様の相談等に対応してまいりたいと考え

ております。

メリケントキンソウを放って○日髙陽一議員

おきますと、日本のひなた宮崎で、芝生の上で

ごろごろ、ひなたぼっこができなくなってしま

うかもしれません。子供たちがはだしで駆け回

ることができる環境を整えることが、スポーツ

の基本であるバランス感覚を養う上でも大変重

要だと考えておりますので、しっかりとした対

応をお願いしたいと思います。

最後になります。先週、スポーツ議連会長で

あります丸山会長から報告がありましたが、宮

崎県野球チームが見事優勝しました。丸山議員

がさらっと述べましたので、ちょっと時間をも

らいまして。攻撃的には、有岡先輩であったり

図師先輩がホームラン。そして決勝では野﨑先

輩が猛打賞ということで、本当に大活躍でござ

いました。１回戦では鉄壁の守りでノーヒット

ノーランでございました。これの半分がサード

ゴロだったんですけれども、何と横田先輩、ノ

ーエラーでさばいていただきました。ちょっと

残念なエラーが２つあったんですけれども、エ

ラーというのは野球につきものでございます。

この２つのエラーがなければ完全試合だったと

は、これっぽっちも思っておりません。実は、

そのエラーをしたお二人が、きょうは誕生日で

ございます。重松先輩、西村先輩、誕生日おめ

でとうございます。

以上をもちまして、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）

次は、有岡浩一議員。○外山 衛副議長

〔登壇〕（拍手） 郷中の会の○有岡浩一議員

有岡でございます。通告に従い、質問をさせて

いただきます。

まず、知事の政治姿勢であります。
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知事の政治信条として、「対話と協同」「徹

底した現場主義」に取り組むとあり、さらに

「責任」と「クリーン」など、知事の公式サイ

トで示されています。しかし、現在の知事の決

断である国体施設整備における県有施設の分散

整備については、競技団体や選手等にいまだ理

解が得られておりません。現場の声の一番地

は、競技者であり大会を支える競技団体であり

ます。

今回の整備候補地の山之口運動公園を見た県

外の方からも、「なぜ宮崎県はあの場所を選ん

だのか理解できない。何らかの国でいうそんた

くがあるのか」と聞かれました。また、延岡市

の方からも、「市の体育館の方がいいんだ。県

の体育館はいらない」と、そういう声も聞きま

した。現在の状況を続ければ、本県のスポーツ

振興は厳しさを増し、チーム宮崎として発展す

ることはありません。

そこで、知事の現場主義・対話と協働を掲げ

る中で、現在の状況をどのように受けとめら

れ、その責任についてどう考えるか、知事の御

所見をお伺いいたします。

次に、昨年11月に引き続きエコクリーンプラ

ザみやざき問題について、知事にお伺いいたし

ます。

平成21年２月17日、財団法人宮崎県環境整備

公社臨時理事会の中で、議題として刑事告発・

告訴について協議されています。議事録を拝見

すると、２名の理事より、「宮崎市と宮崎県か

ら派遣されていた職員から意見陳述等の場が

あってしかるべきではないか」という意見が出

されております。また、理事長の発言でも、

「いろんなその工事の過程で、業者なり、コン

サルタントの方から、「このまま工事を続けれ

ば、当然、地盤沈下が起こる」、あるいは「ス

レーキングが起こる」という提案が再三再四な

されております。しかしながら、その提案につ

いて、どのような協議が公社の中で行われ、意

思決定されたかわからない」という発言がされ

ております。

さらに理事から、平成17年当時の完成検査に

立ち会った職員が責任を負わされることは、ス

ケープゴートみたいになる可能性があると、意

見されております。

実は、その前日２月16日に、関係市町村長会

議を県庁講堂で開催し、刑事告発について知事

より説明されています。当時、副知事として同

席された河野知事も聞いておられるように、宮

崎市では、職員や公社の幹部からも話を聞き、

当時のエコクリーンが操業開始しなければなら

ない中、追い込まれた状況の中で、何とか関係

市町村に迷惑をかけないように必死にいろいろ

な対策を講じたとあり、犯罪認識というのはさ

らさら感じられないと発言がありました。

そこでまず、県から派遣している職員当事者

から現場の話を聞く必要があったと思われま

す。また、控訴審の公判が７月23日に延期され

ているようです。そこで、今後どこかの時点で

直接、当事者から話を聞くことが大切ではない

かと思われます。対話と協同を掲げる知事の御

所見をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、質問者席よ

り再質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、国体の施設整備についてでありま

す。

２巡目国体を契機としました今回の施設整備

につきましては、市町村や競技団体など、さま

ざまな団体からさまざまな要望などを伺ったと
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ころであります。この施設整備は、将来への大

きな投資となるものでありまして、今回の投資

を、国体及び全国障害者スポーツ大会の開催だ

けでなく、国体後も見据えながら、本県の将来

にいかにつなげていくのかといった視点が重要

であると考えたところであります。さまざまな

要素を総合的に勘案し、県の整備方針として決

定したものであります。

まだまだ整理しなければならない課題も多々

ありますが、今後も引き続き、地元市等、競技

団体等と十分に連携しながら、全県的なスポー

ツ振興、地域振興を図る基盤としての整備に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、エコクリーンプラザみやざき問題につ

いてであります。

この問題につきましては、当時、地元住民や

関係市町村などから不安の声が上がり、早急に

説明責任を果たすことが求められていたところ

であります。また、当時は、さまざまな情報や

憶測が錯綜し、公社や県への信頼が揺らいでい

る中で、客観性や公平性を保ちつつ独自の内部

調査を続けることには限界があり、十分な調査

や問題解決が図られない状況でありました。

このため県では、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、客観的・専門

的立場から、事実の調査、問題点の抽出・整理

などを行っていただくとともに、責任の所在に

ついても明らかにしていただくよう委ねたとこ

ろであります。この調査委員会におきまして、

当事者を含む公社役職員や業者などから、事実

申立書を受領し、事実聴取を行うなど、私とし

ましては、十分かつ丁寧な調査を進めていただ

いたところであると理解しているところであり

ます。

最後に、エコクリーンプラザみやざきの当事

者からの聴取についてであります。当事者や現

場の声に耳を傾けるということは、大変重要な

ことであると考えておりますが、この「エコク

リーンプラザみやざき問題」につきましては、

当時、外部調査委員会において、客観的・専門

的立場から丁寧に当事者の話を聞いていただい

た上で、調査結果を取りまとめていただいてお

りますことから、その調査結果は重く受けとめ

なければならないものと考えております。

このことから、外部調査委員会の調査結果を

受け、この問題の原因究明や責任の所在を明ら

かにすることを第一に、公社が平成22年４月、

設計・施工監理及び盛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あります。

現在、控訴審において訴訟が継続中であること

から、状況を見守ってまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。さて、全国ニュースでは、森友問題・加計

学園問題やパワハラ・セクハラなど、政治や行

政に対する不信感が広がっております。さら

に、地方でも同じような事案が起こり、昨日は

静岡県伊東市の前市長が収賄容疑で逮捕される

など、さらに不信感が広がっております。

そこで、山之口の施設整備に当たり、以前か

らまことしやかにささやかれていることがござ

います。「運動公園周辺の土地を購入すること

が既に決まっていた。だから……」、そういう

話を今もよく耳にするわけでございます。

行政に対する不信感から出てくる話なのかわ

かりませんが、クリーンを掲げる知事の政治姿

勢において、土地購入への御所見をお伺いいた

します。

先ほども答弁したとこ○知事（河野俊嗣君）
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ろでありますが、この県有主要３施設の整備方

針につきましては、国体の開催のみならず、地

域振興や国体後を見据え、地元市などからの要

望も踏まえて、総合的に判断をして決定したも

のであります。今後とも引き続き、地元市など

と十分連携を図りながら、検討を進めてまいり

ます。

次に、「エコクリーンの真○有岡浩一議員

実27」が、多くの皆さんの手元に届いていると

思いますが、問題が起こる背景には、必ずその

原因とプロセスがあります。今後とも、関係者

とともに動向を注視してまいりたいと思ってお

ります。

次に、３番目の県有スポーツ施設整備につい

て、総合政策部長にお伺いいたします。

まず、主要３施設の整備以外に、県が整備を

行う施設にはどのようなものがあるのか、お伺

いいたします。

２巡目国体に○総合政策部長（日隈俊郎君）

向けて県が整備を行いますのは、県有の体育施

設でございますが、主要３施設以外では、自転

車競技場やライフル射撃場など、老朽化が進ん

でいるもの等につきましては、改修等の検討が

必要であると考えております。

今、御紹介がございました○有岡浩一議員

が、老朽化が進んでいるものということで、ま

ず、現在の県体育館、これは当分の間使用する

ということでお話があるようですが、既に50年

経過している施設であります。体操やクライミ

ングなど多くの対策が必要であります。また、

県総合運動公園の施設も同じように古くなって

おります。さらに、公園内にあります児童遊園

の中では、遊具が幾つか置いてありますが、

「この遊具は使えません」と張り紙がしてあ

る、このような現状でございます。日常の保守

点検が必要である中で、なかなか整備ができな

いというのが現状のようでございます。

これまで、さまざまな整備補修がおくれてき

ていたものを、今回の国体整備ということで一

斉に整備し、またこの古い施設もさらに継続す

るために補修をすると。そういった大きな原因

が、これから財政的にも負担がふえてくると考

えております。その中で、再度、総合政策部長

にお伺いいたしますが、プールについては、県

有地につくる予定であると考えておりますが、

現在の予定では延岡市、都城市の土地を市より

お借りし、県のスポーツ施設を整備することに

なっておると理解しておりますが、他県におい

てそのような事例があるのか、お教えいただき

たいと思います。

昨年、国体が○総合政策部長（日隈俊郎君）

開催された愛媛県の場合で、松山市の中央公園

があるんですけれども、そちらの方に同様に整

備した事例や、また、今後ですが長野県におき

ましても、同様の事例があると聞いておりま

す。

そういった長い期間、市有地○有岡浩一議員

を県が施設整備としてお借りする場合、例えば

定期借地権の設定、20年とか50年とかいろいろ

ございますが、そういったことを今後、協議さ

れていくんだろうと思っておりますが、そのよ

うに分散型による管理箇所がふえていくという

ことは、当然、維持管理費が拡大するというこ

とであります。そういった意味では、市との調

整により施設の財政負担がどの程度軽減される

ことになっているのか、その協議内容をお伺い

いたします。

宮崎市に建設○総合政策部長（日隈俊郎君）

の場合でも、木花総合運動公園以外の場合は同

様のことになろうかと思いますけれども、現
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在、都城市、延岡市等、地元市との役割分担に

つきましては、施設の維持管理を含めまして、

これまでも随時協議を進めてきているところで

ございますが、今後、さらに十分に地元市等と

連携しながら、協議・検討を行ってまいりたい

と考えております。

再度、部長にお伺いしたいと○有岡浩一議員

思いますが、地元の利用者、現在使っていらっ

しゃる、山之口でしたら総合運動公園、それか

ら市の体育館の話がありますが、そういった方

たちに対して、市の担当者を通じて話をしてい

らっしゃるということで、僕は以前から県が

しっかり説明をすべきだと申し上げておりま

す。そんな中で、県の説明がまだ行われていな

い段階で、既に場所を決めてしまうということ

は、将来、用地交渉の関係、道路の関係、いろ

いろこれから整備しなきゃいけない場合、県の

負担がふえるということ。そういったことは想

定されていないのか、お伺いいたします。

先ほど、知事○総合政策部長（日隈俊郎君）

からも答弁いたしましたけれども、県有施設３

施設の整備方針につきましては、国体の開催だ

けではなく、地域振興や国体後を見据えまし

て、地元市などからの要望も踏まえ、総合的に

判断し決定したものであります。地元住民や利

用者への説明につきましては、まずは地元市が

主体となって動いていただいているところであ

り、今後も引き続き、地元市などと十分連携を

図りながら、施設整備の内容や必要な支援策等

について検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

それでは、具体的にお伺いし○有岡浩一議員

たいと思います。前回の一般質問の中で、延岡

市の体育館利用については、延岡市で利用不安

解消について、３つぐらいの案があり、答弁の

中で、県として大会・行事等の調整方針を含め

て十分協議検討するとありましたが、現状はど

のような協議がなされたのか、お伺いいたしま

す。

新設する体育○総合政策部長（日隈俊郎君）

館で、規模の大きな大会等を開催する場合に

は、施設の利用調整を行うこともあるものと考

えておりまして、このことにつきましては、こ

れまでも延岡市にお伝えしてきているところで

あります。その上で、極力、市民の利用が制限

されることのないよう、その対策について延岡

市と検討しているところでございます。

いずれにしましても、そう○有岡浩一議員

いった姿が、現在の利用者の中にまだまだ見え

てこない、大変不安があるということで、そう

いったさまざまな声が届いているんだと思って

おります。そういった意味では、やはりできる

ところできないところをしっかり整理する必要

があると思っております。前回、私の方からは

競技団体の理解を得られないのではないかとい

うお話をしました。そのときの質問への答弁で

は、競技団体と意見交換をしながら団体の理解

を得たいということを答弁されていますが、ど

のような意見交換会を行われたのか、部長にお

伺いいたします。

競技団体や各○総合政策部長（日隈俊郎君）

自治体ともこれまで意見交換を行ってきており

ますけれども、今後も引き続き、いろいろな課

題につきまして、しっかりと意見交換を行いな

がら検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。

どうしても私のところには○有岡浩一議員

「協力はできないんだ」という声が届くもので

すから、これは何とかせないかんと。そういっ

た意味では、各団体との話し合いをしっかり
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やって、理解を得る必要があると思っておりま

す。

次に、再度質問をいたしますが、議会への説

明資料の「整備候補地の概要」では、「陸上競

技場・県総合運動公園や体育館錦本町県有グラ

ウンドでは、競技団体の意向に沿う形であり、

協力を得られやすい」と掲載されています。今

回、別の候補地となったということは、ある意

味、競技団体の協力は得られにくいということ

を了承済みであるということでよろしいんで

しょうか。部長にお伺いいたします。

今回の整備方○総合政策部長（日隈俊郎君）

針につきましては、競技団体から、地域によっ

ては会場地までの距離が長くなり、選手や審

判、補助員等の移動に時間と経費の面で課題が

あるといった意見は聞いているところでありま

す。一方で、県央部だけでなく、県北や県西地

域における今回の整備に対する期待の声も、競

技団体から寄せられております。

いずれにいたしましても、施設整備を進める

に当たりましては、競技団体の不安等を軽減し

ていくことが重要でありますので、引き続き競

技団体の意見をお聞きしながら、地元市とも十

分連携し、支援のあり方等について、さらに検

討を進めてまいりたいと考えております。

やはり現場を支えていらっ○有岡浩一議員

しゃる方たちの姿をもっともっと見ていただい

て、この方たちの力添えなしには今後はできな

いということを申し上げておきます。

教育長にお尋ねしたいと思います。私は、30

年以上競技役員として大会に携わった経験者と

して申し上げますが、現在の課題は役員の確保

・若手の養成、そういったものなくして宮崎の

スポーツ振興は図れないという現状を感じてお

ります。役員の確保、そういった視点で教育長

の御所見をお伺いいたします。

競技役員を計画的に○教育長（四本 孝君）

養成していくということは、県大会等の円滑な

運営や本県スポーツの普及・振興を図るために

も、大変重要であると認識しております。

そのため来年度、本県で開催されます全国高

校総体南部九州大会の９つの競技におきまし

て、役員の養成を進めており、今後は、２巡目

国体における役員養成に、しっかりとつなげて

まいりたいと考えております。こうした取り組

みの成果を引き継ぎ、２巡目国体終了後も円滑

な大会運営が継続できるよう、県体育協会等と

連携しながら、競技団体による幅広い年代の役

員養成に向け取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

今後、競技力向上に取り組ま○有岡浩一議員

なければならないと。先ほどは障がい者スポー

ツも支援をしていかなければいけない、そのよ

うな各競技団体の力を借りていかなければなら

ない中で、まずは指導者の確保・配置など課題

が山積しております。県民の参加と盛り上がり

をつくっていくための取り組みを、今後とも、

教育委員会におかれましてもお願いしたいと

思っております。

次に、知事に再度お伺いいたします。

今回の施設整備計画は、ある意味、隘路には

まっている状況だと思っております。それぞれ

の立場で考え方が違うかもしれませんが、私

は、このように競技役員として携わる人間とし

て、いろいろな方の意見を聞きますが、厳しい

意見をたくさん聞いております。そういった意

味では、国体後の宮崎のスポーツ振興を考えた

ときに、どれだけの人材が今後協力していただ

き、盛り上がっていっていただくんだろうかと

いうことを大変危惧している一人でございま



- 224 -

平成30年６月18日(月)

す。そういった意味で、10年後の宮崎のスポー

ツ振興、そしてスポーツの発展に、宮崎県知事

として、河野知事の10年後の責任として、知事

の覚悟をお聞かせください。

今回の施設整備の方針○知事（河野俊嗣君）

につきましては、国体後等も見据えながら、過

去の施設配置の上書きにとどまることなく、ス

ポーツランドみやざきの未来を切り開いてい

く、そのような考え方のもとに県の整備方針と

して決定したものであります。

まだまだ整理しなければならない課題も多々

ありますが、今後とも引き続き、地元市と、ま

た競技団体等とも十分に連携しながら、全県的

なスポーツ振興、地域振興を図る基盤としての

整備に、責任を持ってしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

私は、前回も申し上げたよう○有岡浩一議員

に、財政的な硬直が今後顕著になってくるだろ

うと思っておりますし、先ほど申し上げたよう

に人材が不足すると。そういう大きな課題を

持った中で、今回、中途半端な形での整備をす

るんじゃなくて、関係者といま一度、世界に通

用する宮崎のブランディングというものをやっ

ていただきたい。そうすることで、今回のスポ

ーツ合宿もそうですが、視点は世界に通用する

ものでなければいけないと。そういう大きな目

標を持って取り組まなければ、宮崎の将来のス

ポーツランド、そして県民の盛り上がりには欠

けていくんじゃないかと危惧しておりますの

で、ぜひとも関係者との話し合い、協議、そう

いったものを、もっともっと積極的にやってい

ただきたいと思っております。

次に、障がい者スポーツに入っていきます

が、全国障害者スポーツ大会へ向け、団体競技

の育成など課題解決がまだまだ見出せていない

状況だと思っています。そのために、活動拠点

としてどのように施設整備を行い、活動を継続

されていくのか、福祉保健部長に御所見をお伺

いいたします。

障がい者ス○福祉保健部長（川野美奈子君）

ポーツの種目の中には、競技者が少なく、チー

ムを編成することができない団体競技もありま

して、その要因の一つに、活動場所の不足があ

るものと伺っております。このため、今後整備

を進める体育施設におきましては、障がいのあ

る方や高齢の方など、幅広い方が利用しやすい

バリアフリーの施設づくりに努めることとして

おります。全国障害者スポーツ大会には、全国

から多くの障がいのある選手や役員が来県され

ますので、多目的トイレやエレベーター、車椅

子使用者用の観覧席の整備など、大会に参加す

る全ての人に配慮した体育施設となるととも

に、大会終了後は、障がい者のスポーツの拠点

ともなるよう、担当部局とも十分に協議してま

いりたいと考えております。

学校現場、特別支援学校等の○有岡浩一議員

現場では、そういうスポーツに親しめる環境が

これから充実してくるだろうと思っております

が、実は、高等学校を卒業した後、社会人に

なってから、どのようにスポーツとかかわって

いくのかというのが課題だと思っております。

そういった意味では、障がい者スポーツに参画

しやすい環境整備が必要であり、継続した活動

の中から、その方たちが新しい指導者に育って

いく、そういうよい循環が生まれると考えます

が、福祉保健部長に御所見をお伺いいたしま

す。

障がい者ス○福祉保健部長（川野美奈子君）

ポーツを振興する上で、あらゆる世代の方がス

ポーツに参画しやすい環境整備を図ることは大
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変重要であります。特に、部活動でスポーツに

取り組んできた特別支援学校の生徒は、卒業後

の練習場所や指導者の確保に苦慮しております

ことから、競技力の高い選手を育成するために

も、卒業後のスポーツ活動の機会を確保するこ

とが重要な視点であると考えております。この

ため県では、年に３回、特別支援学校の生徒や

卒業生を含む社会人などを対象に、陸上、バス

ケットボールなどの競技会や体験教室を開催し

まして、世代の異なる選手や指導者との交流を

図っております。今後は、この取り組みをきっ

かけに、障がいのある方が日常的にスポーツに

取り組める仕組みを構築できますよう、特別支

援学校と卒業生を初めとした社会人との連携の

あり方についても、関係者と協議してまいりた

いと考えております。

続きまして、人材育成につい○有岡浩一議員

て再度、福祉保健部長にお伺いいたします。

公立学校法人宮崎県立看護大学は、人々の健

康と福祉の向上に貢献できる人材育成に、公立

学校法人として取り組まれています。しか

し、29年度卒業生の県内就職率は昨年度41.1％

となっております。ここ数年、下がってきてい

る状況です。人材確保が求められる中、現状に

ついて、担当部としての御所見をお伺いいたし

ます。

宮崎県立看○福祉保健部長（川野美奈子君）

護大学は、「県内就職率50％以上」との数値目

標を掲げて大学運営を行っておりますが、議員

御指摘のとおり、昨年度の県内就職率は41.1％

となっており、目標には達しておらず、県とし

ても改善が必要だと考えております。

この状況を踏まえまして、大学では、県内就

職率を高めるために、多くの県内出身者に入学

してもらうことが重要であると考え、推薦枠の

拡大などの入学者選抜方法の見直しに取り組ん

でおられます。また、学生に対しましては、県

内の病院に勤務中の卒業生との交流会や、県内

医療機関による合同就職説明会等を開催してお

られます。

県としましては、県内就職率の高い他県の大

学の状況も参考にしながら、関係団体とも連携

して大学を支援し、県内就職率の向上に取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、大学のガバナンスにつ○有岡浩一議員

いて、教職員の退職の現状についてお話しさせ

ていただきます。29年度学長以外に５名の教職

員が退職されております。60名の教職員のうち

の５名であり、内訳は現職１年目１名、２年目

が２名、３年目が２名ということです。

大学に赴任して１年から３年の早期退職者が

多いことは、大学にとっても現役の学生さんに

とってもよいことではありません。現在、どの

ような取り組みを行い、その指導を行っている

のか、再度部長にお伺いいたします。

県では、宮○福祉保健部長（川野美奈子君）

崎県立看護大学の地方独立行政法人化に伴い、

平成28年度に、知事の附属機関として、外部学

識経験者５名で構成する評価委員会を設置して

おります。この評価委員会では、教育の実施体

制はもとより、業務実績についての評価や、大

学法人の中期目標についての意見をいただくこ

とになっております。県としましては、評価委

員会の評価などを踏まえ、必要な助言等を行っ

てまいりたいと考えております。

公立大学法人としてスタート○有岡浩一議員

したわけですが、日本大学ではございません

が、教職員・学生の皆さんを大切に育てていた

だけるよう、理事長や事務局長の手腕に期待し

たいと思っております。
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続いて、先日、商工建設常任委員会で成長期

待企業２社を訪問し、取り組みについて伺って

きました。共通していたことは、改善提案制度

など職員同士の働きやすい環境づくりでありま

した。

そこで、総務部長にお伺いいたします。人材

を生かす取り組みとして、職員が活発に意見が

言える風通しのよい職場づくりとして、どのよ

うな取り組みがあるのかお伺いいたします。

多様化・複雑化す○総務部長（畑山栄介君）

る県民ニーズに的確に対応していくためには、

職員の持つ能力を最大限に引き出し、互いに成

長を支え合う職場づくりが重要であると考えて

おります。庁内でも、職員提案制度である「か

えるのたまご」を実施しているほか、各所属に

おける職場環境の改善事例として、担当の垣根

を越えた実務研修や輪番制の職員スピーチ、朝

礼の実施や所属長からのメッセージの発信など

を通じて相互理解を深め、率直に話し合える職

場づくりに取り組んでいるなど、他の所属の参

考となるさまざまな取り組みが行われていると

ころであります。現在進められている「働き方

改革」におきましても、このような事例を広く

庁内に紹介し、各所属において、職員が自由闊

達に意見交換できる風通しのよい職場づくりに

自発的に取り組む機運の醸成に努めていきたい

と考えております。

今、働きやすい環境として、○有岡浩一議員

風通しのよいという話もございましたが、実は

先ほどの２つの会社の中では、例えばアニバー

サリー休暇のように、何らかの記念日、例えば

誕生日とか結婚記念日など、有給休暇をとりや

すい、アニバーサリー休暇を職場の話題とする

など、働きやすい職場づくりに取り組んでい

らっしゃいました。県においても、このアニバ

ーサリー休暇などを職場の中で検討していただ

ければありがたいと思っております。

ところで、職員が自由に活発に意見が交換で

きる風通しのよい職場づくりとありましたが、

先ほどエコクリーンプラザみやざき問題で、現

場の話を聞いてほしいと申し上げましたが、現

在、どのような派遣職員の取り扱いに関する協

定書になっているのでしょうか。以前は分限及

び懲戒についての条文がありましたが、問題が

起きたときには職員がしっかりと話ができ、安

心して職務に専念できる協定書となっているの

か、再度、総務部長にお伺いいたします。

公益的法人等への○総務部長（畑山栄介君）

職員の派遣に当たりましては、職員の身分等を

明確にするため、派遣先法人と協定書を締結し

ておりまして、この中では、「分限及び懲戒に

ついては、県と派遣先法人が協議するもの」と

しておるところでございます。

続いて農政水産部長に、家畜○有岡浩一議員

排せつ物法施行状況についてお伺いいたしま

す。

まず、前年度の家畜排せつ物等による通報の

実態と対応についてお伺いいたします。

平成29年の畜○農政水産部長（中田哲朗君）

産環境問題に関する通報は123件で、内容別に見

てみますと、悪臭に関するものが55件、水質汚

濁が19件、害虫発生が11件、これらの内容が複

数にわたるもの等が38件となっております。通

報があった場合は、農林振興局等が、市町村や

関係機関・団体と連携して早急に現地の状況を

確認し、原因の究明と改善に向けた技術指導を

行うとともに、通報者への対応状況の報告と、

改善に至るまでの状況確認を行っております。

また、内容によっては、施設・機械の改修等、

抜本的な対策を講じる必要があるものや、水質
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などの分析に基づき、改善経過を調査しながら

長期的に対応していく場合もありますので、そ

のような案件につきましては、継続的に指導を

行っているところであります。

次に、昨今、県の指導だけで○有岡浩一議員

は、なかなか改善されない場面が報告されてお

ります。地域の畜産環境改善だけでなく、現場

の生産者のためにも指導体制の強化が必要では

ないかと考えますが、具体的な指導体制強化に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

畜産経営の規○農政水産部長（中田哲朗君）

模拡大等が進む中、本県畜産の安定的で健全な

発展を図っていくためには、周辺環境に十分に

配慮した環境対策が求められておりまして、生

産現場での指導体制を強化することは大変重要

であると考えております。このため県では、堆

肥化や浄化処理技術、臭気対策等、分野別の研

修会の開催や、民間のコンサルタントを活用し

た実践研修等により、市町村や関係団体を含

め、指導員のレベルアップに取り組んでいると

ころであります。また、地域だけで指導困難な

案件につきましては、県の関係課、畜産試験

場、団体等で構成する「宮崎県畜産環境技術支

援チーム」も現地に赴きまして指導しておりま

すが、畜産環境問題も複雑化・多様化しており

ますので、今後は、専門家の御意見等を取り入

れるなど、指導体制のさらなる強化を図り、迅

速な対応に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、６番目になりま○有岡浩一議員

すが、河川工事について、県土整備部長にお伺

いいたします。

以前から事業損失補償については、課題だと

思っておりました。例えば、工事終了後に、家

屋調査による補償額を受け取っても、実際に補

修工事を見積もると３倍以上かかるという事例

がございます。

そこで、29年度以降の河川改修工事におい

て、事業損失補償を行った件数と補償を行う際

の補償額算定の考え方をお伺いいたします。

平成29年度○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

以降に河川改修工事に起因して事業損失の補償

を行った件数は、２事業の18件であります。公

共事業の施工に起因して発生した地盤変動等に

より、建物等に損害が生じた場合には、国が定

める要領に準じて補償額を算定しています。

事業損失補償の考え方としましては、原則と

して、損害等を生じた建物等を従前の状態に修

復し、または復元に要する費用を補償すること

としています。具体的には、建物等の損傷の程

度に応じて、建物等の損傷箇所を補修する方法

や構造部を矯正する方法、あるいは、建物等を

復元する方法のうち、技術的、経済的に合理的

と認める費用を算定し、補償することとしてお

ります。

やはり工事の実施に当たって○有岡浩一議員

は、第一に事業損失補償が生じないような事業

にすべきであります。そういった意味で、工法

の選定を含めどのような取り組みを今後行うの

か、部長にお伺いいたします。

工事の実施○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

に当たりましては、事前の調査や設計の段階

で、地盤及び周辺の家屋や施設など現地の状況

を十分に把握した上で、新工法も含めた工法検

討を行い、安全性や経済性など、総合的な観点

から最も適した工法の選定を行っているところ

であります。しかしながら、工事の施工中にお

きまして、当初の想定と現地状況に相違が生

じ、被害発生のおそれがある場合には、再度、

工法を検討するとともに、関係住民へ現場状況
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等の説明を行い、御理解をいただきながら、工

事を進めることとしております。

県では、職員の技術力を養成するため、各種

研修会等の開催及び現場での指導など、人材育

成にも組織的に取り組んでいるところであり、

今後とも、職員の技術力向上に努めるととも

に、適正な工法の選定を行い、円滑に工事を進

めてまいりたいと考えております。

ぜひ、このような事例を一つ○有岡浩一議員

の参考にしながら、職員の皆さん方の技術力向

上に、伝えていくというんでしょうか、そう

いった場面を教えていくというようなチャンス

として捉えていただきたいと思っております。

地域の皆様方からは、公共工事で完成しました

ので、大変感謝の言葉をいただいております。

細かい質問ではございますが、ぜひ事前調査の

段階、準備工の段階から、環境に応じた十分な

対策を考慮していただくことを強く希望してお

きます。

次に、皆伐による災害について、環境森林部

長にお伺いいたします。

近年の伐採現場において、災害の発生するリ

スクがある現場がふえております。住宅地の周

辺であったり、通学路の近くあったり、災害発

生時には人命にかかわるケースもあります。森

林伐採による災害発生を防止するためには、現

場の伐採業者の理解と協力が不可欠でありま

す。県の指導と取り組みについてお伺いいたし

ます。

県では、市町○環境森林部長（甲斐正文君）

村、森林組合等と合同で、伐採現場のパトロー

ルを地域ごとに毎月行いまして、適切な伐採方

法等を指導するとともに、豪雨が予想される場

合には、市町村等と伐採跡地の巡視を行い、土

砂や林地残材の流出が懸念される箇所について

は、伐採事業者に対し、流出防止対策等の直接

指導を実施しております。また、ＮＰＯ法人

「ひむか維森の会」が、環境や災害防止に配慮

した「伐採搬出ガイドライン」を定めておりま

すことから、県では今年度から、県内の素材生

産団体が伐採事業者に対し、このガイドライン

を広く普及するための取り組みに支援を行う予

定であります。県としましては、これらの取り

組みを通じて、森林伐採による災害の防止に努

めてまいりたいと考えております。

ぜひ、このＮＰＯ法人「ひむ○有岡浩一議員

か維森の会」、こういった活動をもっともっと

広めていただきまして、業者の皆さん方のスキ

ルアップ、そして環境に配慮した取り組みをお

願いしたいと思っております。今回、質問の中

で出させていただいておりますが、再発防止と

自伐型林業、これは環境に配慮した自伐型とい

う表現で今、全国で取り組んでいらっしゃいま

す。そういった自伐型林業の取り組みも、今後

期待したいと思っております。

次に、８番目になりますが、健康長寿日本一

について、福祉保健部長に再度お伺いいたしま

す。

健康長寿の全国順位が今回、女性が４位か

ら25位と大きく後退しています。この結果につ

いてどのような課題を認識されているのか、お

伺いいたします。

県では、○福祉保健部長（川野美奈子君）

「健康寿命男女とも日本一」の目標を掲げ、官

民一体となって健康づくりの取り組みを進めて

きたところでありますが、前回調査から大きく

順位を下げたことは、大変厳しい結果と受けと

めているところでございます。健康寿命を伸ば

すための主な課題としましては、まず、高齢者

世代の健康づくり、次に、若いころからの正し
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い生活習慣の定着、そして、健康への関心が低

い働く世代の健康づくりであると認識している

ところでございます。

今、答弁されましたように、○有岡浩一議員

若いころから取り組むこと、そして働く世代が

健康づくりに取り組んでいくことが、長い目で

見たときに、宮崎県が健康寿命日本一、健康長

寿日本一という目標に近づく方法だと思ってい

ます。そういった意味では、若い世代から取り

組むということが必要だと思いますが、具体的

な今後の取り組みについて、福祉保健部長に再

度お伺いいたします。

県では、昨○福祉保健部長（川野美奈子君）

年度、健康づくりの指針である「健康みやざき

行動計画21」を見直し、これに基づき、健康寿

命日本一の実現に向けた取り組みを推進するこ

ととしております。

まず、高齢者世代でございますが、運動機能

が低下すると介護リスクが高まることから、今

年度、モデル市町村におけるロコモ健診を実施

するなど、ロコモ予防に取り組んでまいりま

す。次に、若いころからの正しい生活習慣の定

着に向け、野菜を積極的に食べる「ベジ活」

や、塩分を工夫して減らす「へらしお」など、

食生活の改善を促す取り組みを進めてまいりま

す。さらに、働く世代では、従業員の健康を経

営資源と捉える、いわゆる「健康経営」の取り

組みを、商工団体等と連携しながら、事業主へ

啓発していきたいと考えております。

今後とも、これらの取り組みを積極的に進

め、健康寿命日本一の実現を図ってまいりま

す。

ベジ活という言葉、よく耳に○有岡浩一議員

はするんですが、農業生産が大変高い宮崎にお

いて野菜の摂取が少ないという矛盾した現状で

ありますが、つくっているとなかなか食べない

ということもあるのかもしれませんが、身近に

これだけおいしいものがある。特に東京あたり

に行かれると、宮崎の野菜が置いてあると、

「あ、宮崎の野菜がある」と大変喜ばれます。

そういった意味では、宮崎の野菜がおいしいと

いうことを、我々県民も自覚する必要があると

思いますし、これだけおいしい野菜や食という

ものがある宮崎が幸せだと、そして健康につな

がるんだという意識というか、自信というか、

誇り。そういったものを県民に広く周知してい

くことが、これから健康寿命日本一を目指す中

で、意識を変えていくという、そういった取り

組みを、県が先頭に立って牽引していただきた

いと思っております。ぜひよろしくお願いした

いと思います。

続きまして、９番目になります。シンボルキ

ャラクターについて、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

みやざき犬、よくイベントには参加していた

だいておりますが、各地のイベントで、子供た

ちには大変人気であります。そして、いろいろ

なバリエーションがあります。私も毎年、孫と

ともに楽しませていただいておりますが、この

シンボルキャラクターとしてのみやざき犬、こ

としは、いぬ年としてさらなる取り組みが期待

されますが、今後の展開をお聞かせください。

本県のシ○商工観光労働部長（井手義哉君）

ンボルキャラクターであります「みやざき犬」

につきましては、「踊れるゆるキャラ」という

ことで、県内外で親しまれているところであり

ます。この「みやざき犬」のファンをさらにふ

やしていくため、お話にありましたとおり、本

年は特にいぬ年企画として、「みやざき犬の絵

描き歌」を作成し、動画を配信いたしますとと
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もに、名刺、記念ステッカー等を作成し、イベ

ント等で配布しております。また、リニューア

ルした新宿みやざき館ＫＯＮＮＥのデジタルサ

イネージを活用いたしまして、みやざき犬の動

画等の放映を行っており、通行されている方々

の注目を集めております。今後、新たに、写真

を主体とするＳＮＳを活用した情報発信に取り

組むとともに、香港、台湾はもとより、その他

の海外の地域においても、「みやざき犬」を活

用した本県のプロモーションの展開を検討して

まいりたいと考えております。

今後、海外での取り組みとい○有岡浩一議員

うこともお話がありましたが、まず宮崎の中で

継続しながら、このシンボルキャラクターとい

うものを活用していく。そうすることによっ

て、今の子供たちが大きくなったときに、宮崎

のイメージとしてこのキャラクターをずっと愛

していくというんでしょうか、そういった継続

していくことが大事だと思っておりますので、

ぜひ、いろいろなバリエーションをふやしなが

ら、今後とも広く取り組んでいただくことを強

く要望しまして、最後の質問に移らせていただ

きたいと思います。

警察本部長に、警察署整備計画についてお伺

いいたます。

毎回のようにこの質問が出てくるわけではご

ざいますが、平成25年度に、宮崎県における警

察署のあり方について提言を受けております。

このときには、えびの警察署におきまして耐震

強度の課題があるという表現で検討されており

ます。そして先月、無事落成式も終えることが

でき、えびの警察署が新しく移転・新築されま

して、動き出しております。大変ありがたいこ

とだと思っております。

そこで次は、となりますが、今後は、御存じ

のとおり都城警察署、日南警察署が全国１位・

２位に古い警察署となっております。また、地

元の高岡警察署は、周辺住宅の整備が終わりま

して、現在、排水ポンプ横の最も低い位置に

なっております。そのため、大雨のたびに浸水

被害が懸念されるという状況であります。特に

平成17年の台風14号の際には、１階部分がほと

んど浸かってしまうという、そういった経験も

ございます。そういった意味では、県内の全て

の警察署の、または関係するもの、そういった

ものを計画的に取り組むためには、まず整備計

画を立てなければならないと思うんです。そう

しないと、今後の整備というのが、いつまでか

かるんだろうか、今後どうなるんだろうかとい

うことを住民の方も心配する中で、目標がつく

れないということになっております。

そこで、現在の整備計画について、現状を踏

まえた上で、警察本部長に計画をお伺いしたい

と思います。

警察本部では、○警察本部長（郷治知道君）

昨年度、御指摘のとおり耐震性に問題がありま

した、えびの警察署を整備したところでありま

すが、このほかの警察署の建てかえにつきまし

ては、現在のところ具体的な整備計画はござい

ません。警察署の整備につきましては、厳しい

財政状況でありますが、治安基盤及び防災活動

の拠点としての機能を十分に発揮できる施設を

整備するという観点から、機能に支障がある警

察署を最優先として、順次整備していきたいと

いう方針であります。

優先的に云々という話がござ○有岡浩一議員

いましたが、いずれにしても、計画をつくって

毎年毎年要請しながら取り組んでいく、そうい

う計画をつくるという最初の基本的な部分を取

り組まれなければ前に進まないと思っておりま
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すので、財政が厳しいということは重々承知し

ておりますが、計画をつくるということから、

皆さん方に努力していただきたいと思っており

ます。

質問項目は全て終わりましたので、私なりに

幾つか紹介させていただきたいと思っておりま

す。

小林市出身の、大蔵省主計局長を経て第23代

の日本銀行総裁になられました森永貞一朗氏、

今、小林市に森永貞一朗記念館がございます。

その胸像には、宮沢喜一氏が書かれた文字が刻

まれておりますが、この関係で、森永氏につい

て、野村證券の元会長であります瀬川氏がこう

おっしゃっています。「人間は、大局に目の届

く人は小さいことに気がつかない。小さいこと

に気配りできる人は大局に目が届かない。しか

し、森永さんは大局に目が届く上に、小さいこ

とにも気配りができる得がたい人物である」と

評されております。

ぜひ知事におかれましては、大局的なもの、

そして現場という身近なところ、そういった大

局的なところをしっかりと見ていただきたいと

思っております。今の中途半端な形ではいかん

と思っているんですね。そういった意味では、

現場の声を聞きながら、そして大局的なものを

目指していく、そういう人物だと大変期待をし

ておりますので、そういった視点でやっていた

だきたいと思います。

上杉鷹山公の話もよく出ております。やはり

米沢藩の100年間の計画を立てるということで、

今の米沢藩というものが、上杉鷹山公以降発展

し、また「興譲館」といった学問にも力を入れ

てこられたという話を皆さん方よくされており

ます。

もう少し時間がありますので紹介させていた

だきますが、先日は小林市の西諸フォレストパ

ークに行ってまいりました。ヒノキ林の中に整

備された簡易舗装のトレイルパークでありま

す。この簡易舗装の際には県にも大変お世話に

なったということで、感謝されておりました

が、このような地元でできる新しいスポーツ、

新しい環境を自分たちでつくっていく、そうい

う民間の力をこれからは引き出すような施策も

大切だと思っております。

また、この前は、プライベートでカナダのビ

クトリアに行ってまいりました。ここにはブッ

チャート・ガーデンというところがございま

す。これは個人の方が整備された植物園です

が、今はその地域の大きな宝として、100年以降

たった今も、観光地として生かされておりま

す。

そのように、民間の力を生かすことも、これ

から行政に求められる大きな課題でございま

す。どうぞ現場の声を聞きながら、大きなビ

ジョンを県民にうたっていただき、県民の力を

集約する、チーム宮崎としてこれからも頑張っ

ていくことをお誓い申し上げまして、知事にま

たエールを送らせていただいて、質問とさせて

いただきます。本日はどうもありがとうござい

ました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○外山 衛副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問及

び議案・請願の委員会付託であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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