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平 成 3 0 年 1 1 月 2 0 日 （ 火 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 任 主 事 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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◎ 議案第22号から第29号まで追加上程

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事から、議案第22号から

第29号までの各号議案の送付を受けましたの

で、これらを日程に追加し、議題とすることに

御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「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。

議案第22号から第29号までの各号議案を一括

上程いたします。

◎ 知事提案理由説明

○ 原正三議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

概要について御説明申し上げます。

今回、追加提案いたしました議案は、さきの

台風で被災された農林業者の方々の一日も早い

経営再建のための支援対策、並びに先般の県人

事委員会の勧告等を踏まえた一般職及び特別職

の給与改定を行うものであります。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計16億4,422万8,000円、公

営企業会計7,183万円であります。このうち、一

般会計の歳入財源は、国庫支出金８億74 0

万3,000円、繰入金８億3,682万5,000円でありま

す。この結果、一般会計の歳入歳出予算規模

は5,952億1,940万1,000円となります。

この中で、台風被害対策に係る事業につきま

しては、農業用ハウスや農業用機械、特用林産

物生産施設等の再建・修繕及び被災した施設の

撤去を支援するものであります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第27号及び第28号は、県職員及び市町村

立学校職員の給料及び勤勉手当等を改定するた

め、関係条例の改正を行うものであります。

議案第29号は、特別職の期末手当の支給月数

を改定するため、関係条例の改正を行うもので

あります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○ 原正三議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○ 原正三議長 ただいまから一般質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎、社民党の満行潤一で

す。

まず、新田原基地の米軍受け入れについてお

尋ねいたします。

日米両政府は、10月24日の日米合同委員会

で、日本に対する武力攻撃や周辺事態などの緊

急時に備えるとして、航空自衛隊新田原基地に

米軍の戦闘機や輸送機などを受け入れる施設を

整備することを、周辺自治体や住民への事前説

明もないまま合意いたしました。

平成30年11月20日(火)
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報道によれば、12機程度の戦闘機、１機程度

の輸送機、米兵200人程度の受け入れを想定し、

駐機場、燃料タンク、弾薬庫、庁舎、倉庫、誘

導路などを、米軍普天間基地返還前の2022年度

までに自衛隊施設として整備を進めるとしてい

ます。

周辺自治体２市３町と国が2007年４月に締結

した協定がその根拠のように言われています

が、同協定は在日米軍再編に伴う嘉手納基地の

「米軍訓練移転」に関するものであり、両政府

が2006年５月に合意した在日米軍再編ロード

マップによる普天間飛行場有事を想定したもの

ではありません。

また、どういう事態が「緊急時なのか」とい

う明確な基準は、周辺自治体との協定書にも、

日米合意の中身にも示されておりません。今回

の合意に対して周辺住民からは、「事故のリス

クが高まる」「怖い」「治安が心配」「さらに

騒音が高まる」「弾薬庫の危険性」など、不安

の声が上がっています。

近年相次いでいる在日米軍機の不時着や部品

落下事故は、国民に大きな不安を与えていま

す。防衛省の独自調査によると、在日米軍機に

よる事故・トラブルは、2016年に11件だったも

のが、2017年には25件に急増しています。特

に、昨年11月には輸送機が沖ノ鳥島の北西約150

キロに墜落し、搭乗員３名が死亡する惨事も発

生し、さらに12月には、沖縄県宜野湾市の普天

間第二小学校グラウンドに輸送ヘリコプターか

ら直径90センチ四方の窓枠が落下し、大惨事に

つながる可能性の高い深刻な事故でした。こと

しに入っても、２月に青森県で戦闘機がタンク

を湖に投棄し、その回収作業や補償をめぐって

は、日米地位協定の課題が改めて浮き彫りにな

りました。

一連の事故による住民不安の高まりは、日米

共同訓練がたびたび計画される新田原基地を抱

え、オスプレイ飛行の目撃も相次ぐ本県にとっ

ても、無関係とは言えない状態です。それが今

回の日米合意により、より一層、大事故の危険

性が高まることになります。

米国の思うままに戦争に巻き込まれ、敵国か

ら攻撃の対象とされ、弾薬庫に火災等が起これ

ば、大惨事になりかねません。米軍機騒音につ

いても、日本側がコントロールできるわけでは

なく、さらにひどくなることが十分予想されま

す。

また、今回の米軍の新田原基地利用が沖縄の

基地負担軽減策と言われていますが、辺野古新

基地建設や東村高江のヘリパッド建設などが強

行され、沖縄の負担軽減どころか逆に基地強化

が進められています。

緊急時となってはいますが、新田原基地に米

軍を受け入れることは、周辺住民と県民の生命

及び財産が脅かされるものであり、自衛隊と米

軍の一本化、自衛隊の米軍基地化につながり、

到底容認できるものではありません。

県民の生命と財産を守る立場にある知事が先

頭に立ち、新田原の米軍利用中止を求めるのが

当然の職責だと思います。今回の日米合意に基

づく米軍の基地使用を目的とする新田原基地の

施設整備について、知事の見解を求めます。

次に、日米地位協定の見直しについてであり

ます。

米軍基地がある沖縄では、軍人、軍属による

さまざまな犯罪や、戦闘機、ヘリコプター、オ

スプレイの墜落、緊急着陸などの事故が起きて

います。事件・事故が起きても逮捕ができな

かったり、犯罪立証が困難なことで被害者が泣

き寝入りされている事例も相次いでいます。オ
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スプレイ墜落事故でも、地元警察や消防も立ち

入ることができませんでした。これらは、米軍

の構成員と軍属に対して米国側が裁判権を持つ

ことを想定した、日米地位協定があるためで

す。この不平等な協定の改定がなされない限

り、事件や事故が起きても住民側に多大な負担

がのしかかることは明白です。

今月７日の参院予算委員会で、日米地位協定

が、イタリアやドイツなどが米国と結んでいる

地位協定に比べ劣っているとの指摘を受け、安

倍首相は、「ドイツやイタリアはＮＡＴＯ加盟

国で、根拠条約の北大西洋条約は加盟国の間で

相互防衛義務を定めている。他方、日米安保条

約は米国への基地提供義務を定めており、我々

が基地提供義務も負っている。そうした背景も

考えながら、地位協定を比較しなければならな

い」と説明しています。

同じ敗戦国であるイタリアやドイツなどの地

位協定は国内法令が適用されるのに対し、日米

地位協定では、日本の法律が適用されないな

ど、他国と比べ「不平等」との指摘がある中、

それを当然視する発言と受けとめられかねませ

ん。全国知事会は日米地位協定の抜本的な見直

しを求めていると伺いました。不平等な日米地

位協定の見直しについて、知事の見解をお尋ね

します。

次に、２巡目国体、新たな陸上競技場の設置

についてであります。

このことについて、関係団体が反対表明して

いると報道されています。また、山之口運動公

園に建設するとする「県陸上競技場整備基本計

画」は、これからの本県スポーツ振興や本県の

発展を展望する上で賛成できないとの趣旨の

「現宮崎県総合運動公園内に建設を求める要望

書」署名活動が行われていることも承知をして

います。

地元都城市では、既にインフラ、上下水道整

備などハード・ソフト両面で先行して取り組ん

でいます。また、宮崎国体成功に向けて、地元

の経済団体などが機運醸成を図る取り組みも始

まっており、動揺もあります。知事は記者会見

等で見解を述べておられますが、この場でいま

一度、陸上競技場の整備方針について説明をい

ただきたいと思います。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、新田原基地の施設整備についてであり

ます。

外交・防衛に係る問題は、国の専管事項であ

り、普天間飛行場の能力を代替することに関連

する新田原基地の緊急時使用のための施設整備

についても、安全保障政策の一環として、国の

責任においてなされるものと認識しておりま

す。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

した「再編実施のための日米のロードマップ」

に基づくものであり、平成19年には、国と地元

２市３町の間で、緊急時使用への対応を含め協

定が締結されておりますことから、大枠では地

元の合意が得られているものと考えておりま

す。

しかしながら、具体的な施設の整備内容や規

模等については、今回初めて示されたものであ

りまして、緊急時の使用形態や弾薬庫の安全性

など、地元の不安もお聞きしているところであ

ります。

このため、県としては、県民の安全・安心の

確保の観点から、地元関係市町と連携して、国
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に対し、より詳細な情報提供や地元自治体への

丁寧な説明を求めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、日米地位協定の見直しについてであり

ます。

日米地位協定は、日米安全保障条約第６条の

規定に基づき、国会の承認を経て締結されたも

のであり、日米安全保障体制にとって重要な協

定であると考えております。

一方、協定の締結以来、一度も改定されてお

らず、補足協定等により運用改善が図られてい

るものの、国内法の適用や自治体の基地立ち入

り権がないなど、我が国にとって、依然として

課題があるとも認識しております。

このような状況を踏まえ、ことし７月、全国

知事会では、日米地位協定の見直しについて、

国内法を原則として米軍にも適用させること

や、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑

な立ち入りの保障などを明記することを内容と

した提言を取りまとめたところであります。

私としましても、県民の安全・安心を確保す

るため、知事会とともに、政府に意見を申し上

げてまいりたいと考えております。

最後に、２巡目国体に向けた施設整備につい

てであります。

陸上競技場を都城市山之口町に整備すること

によりまして、県西地域における拠点として、

全県化の後押しになると。スポーツランドみや

ざきのさらなる発展に向けて、全県化、通年

化、多種目化を目指しているところであります

が、全県化の後押しとなり、地方創生にも資す

るものと考えております。

さらに本県は、南海トラフ地震の高い発生確

率が指摘されておりますことから、県総合運動

公園において、新たに大規模集客施設を整備す

ることは難しいということも考え合わせ、地元

市から強い要望がありました、都城市山之口町

での整備を行うことを判断したものでありま

す。

なお、現在、県総合運動公園にあります既存

の施設につきましては、津波避難対策や改修等

を行いながら、引き続きスポーツランドみやざ

きの拠点として活用してまいりたいと考えてお

ります。

今後、さらに関係機関の皆様の御理解と御協

力をいただきながら、２巡目国体に向けた整備

を行ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○満行潤一議員 ありがとうございます。おお

むね「良」としたいのですけれども、米軍基

地、米軍受け入れについては、知事もおっしゃ

いましたが、ちょっと私と認識が違うのは、在

日米軍再編に伴う嘉手納基地の米軍訓練移転

と、在日米軍再編ロードマップ、これは違う。

当然、２市３町との協定は、そのことを意識し

ていない状態の締結であったというふうに認識

しています。ぜひ、また今後、この問題につい

てはお話をさせていただきたいと思っていま

す。

山之口運動公園については、了解しました。

次に、新年度当初予算編成についてお尋ねい

たします。

新年度当初予算編成時期に差しかかりまし

た。その予算編成方針が公表されたところであ

ります。知事選を控え、骨格予算となることも

理解しますが、広く県民の声を反映していただ

きたいと思います。予算編成にどのように取り

組まれていくのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 平成31年度当初予算に

つきましては、骨格予算として編成することと
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しておりますが、人口減少問題など本県が直面

する課題に的確に対応するために、次の４つの

視点から施策を構築することとしております。

１つには、未来を担う人材の育成・確保。そ

して、関係人口の創出と観光・交流の拡大。そ

して、安全・安心な暮らしの確保。そして、さ

らなる発展に向けた力強い産業づくりと交通・

物流基盤の充実であります。

また、社会保障関係費や国体開催に伴う経

費、公共施設の老朽化対策など、多額の財政支

出が見込まれる事業につきましては、将来にわ

たる負担軽減のため、市町村等との連携・役割

分担のもと、総額の抑制を図るとともに、財政

負担の平準化の観点から、計画的に予算計上を

行うこととしております。

○満行潤一議員 次に、来年10月から消費税率

引き上げがあります。この引き上げに伴い、地

方消費税が増額になりますが、その使途は社会

保障関係費の財源に充てるよう法律で決まって

います。

消費税率引き上げに伴う歳入・歳出の影響な

どについて、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 来年10月に予定さ

れる消費税率引き上げにつきましては、引き上

げ分２％のうち0.5％が地方消費税分とされてお

りますことから、あくまでも試算ではあります

けれども、本県の地方消費税の増収額は、おお

よそ50億円程度となる見込みであり、法律に基

づき、その全額を社会保障関係費に充当するこ

ととしております。

しかしながら、平成30年度当初予算における

社会保障関係費は、一般財源ベースで約880億円

となっており、高齢化の進展により毎年度10数

億円程度伸びていることも勘案しますと、税率

が引き上げられましても、増収分に加え、別途

多額の一般財源が必要になるという状況にござ

います。

○満行潤一議員 次に、子供の教育、福祉向上

ついてお尋ねします。

まず、五ヶ瀬中等教育学校の男女合格数につ

いて、教育長にお尋ねします。

教育委員会の統計を見ると、五ヶ瀬中等教育

学校の合格者40名の男女合格数は、ほぼ毎年、

男子22名、女子18名となっています。この19年

間のうち、女子の志願者が多い年が11年間あり

ます。男子20名、女子20名の合格者となったの

が１回のみです。ほかの年は22対18でありま

す。

募集要項では、40名となっているだけで、男

女別の合格数の記述はありません。医科大学で

の「女子受験生の一律減点問題」が大きな社会

問題となりました。「教育の機会均等の確保」

の観点からも見直すべき時期だと思いますが、

教育長の見解をお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 五ヶ瀬中等教育学校

は全寮制でございますので、合格者の男女比に

つきましては寮施設との関連がございます。開

校前に小学校６年生の保護者を対象に行いまし

た進学希望アンケートの結果を踏まえまして、

寮につきましては、男女比７対３の想定で整備

を行ったところであります。

しかし、その後の志願状況においては、男女

がほぼ同数でありましたことから、寮を大きく

改修して、男女比55対45に改善をしたところで

あります。

合格者の男女比が施設の制約で固定化されて

いるという現状について課題があると考えてお

りますので、今後、その対応について議論をし

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 開設当初の７対３という、そ
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の基準というか、想定が間違っていたんだろう

と思います。寮施設によって、子供たちの男女

比が変わってくる、固定化されるというのは、

現代では許されないのかなと思いますので、答

弁ありましたが、ぜひ、今後早急に検討いただ

きたいと思います。

県立高校の地域偏在化についてであります。

今月11日、高城高校90周年記念式典があり、

同校を訪問しましたが、地域の皆さんとしっか

りきずなをつないで、多様な体験学習など、教

職員と生徒の頑張る姿がはっきり認識できまし

た。すばらしい式典でありました。

さて、県立高校普通科の学区制が廃止され

て10年が経過しますが、その功罪について、

しっかりとした検証が必要だと思います。「行

ける学校から、行きたい学校へ」といううたい

文句には一理ありますが、一方では、学校間の

序列化が進行し、宮崎市・都城市・延岡市に志

望が集中し、周辺地域の高校では大きな定員割

れが常態化しています。このまま推移すれば、

地域偏在が固定化され、そのために定員減や再

編統合の対象となり、ますます地域の衰退にも

つながるのではないかと心配します。

県立高校の地域偏在化について、教育長の見

解をお尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 平成30年度の入試に

おける県立高校全日制課程の定員充足率は92.7

％でありまして、21校で定員を満たしていない

状況となっております。

これは、近年、公立・私立を合わせた県全体

の募集定員が、進学予定者をかなり上回ってい

るために、定員を割る状況が生じているものと

考えております。

今後は、例えば、生徒・保護者、地域のニー

ズに適切に対応した新たな学科・コースの設置

の検討、学力向上や質の高い専門教育の推進、

地域資源を生かした課題解決型の学習の展開な

ど、さまざまな特色づくりを推進し、各学校の

魅力が中学生や地域の方々へ十分に伝わるよ

う、情報を発信してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 次に、いじめ対策についてで

あります。

文部科学省が発表した平成29年度の問題行動

・不登校調査で、いじめ認知件数の都道府県

トップが本県で、１万3,000件。同調査によれ

ば、1,000人当たりのいじめ認知件数が最も多

かった本県が108.2件。逆に最も少なかったの

は、佐賀県の8.4件。両県の格差は12.9倍にもな

ります。県教育委員会は、認知件数が多い要因

として、早期発見の啓発を継続的に行っている

ことを挙げておられます。アンケートだけでは

なく、学校現場の日常的なきめ細かな取り組み

が、この数字にあらわれていると評価していま

す。今後、未然にいじめを防止する対応を充実

強化させていくことが重要となります。今後の

いじめ対策についてお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 本県のいじめの認知

件数が多いことは、各学校が、アンケート調査

や日常の観察等を行うなど、積極的な認知に向

けて丁寧に取り組んでいる結果であると考えて

おります。

今後のいじめ未然防止の取り組みとしまして

は、各学校のあらゆる教育の場を通じて、人権

教育や道徳教育をさらに充実させていくこと

が、特に重要であると考えております。

また、児童生徒が主体となった取り組みが効

果的でありますことから、互いが思いやり、助

け合い、支え合いながら人間関係を育むピア・

サポート活動や、児童生徒がみずからいじめの
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問題について考え議論する児童会・生徒会活動

等を推進することにより、いじめは絶対に許さ

れないという意識の醸成に努めてまいります。

○満行潤一議員 「もう一人も虐待で死なせた

くない。総力をあげた児童虐待対策を」。これ

は、ホームページでの児童虐待防止キャンペー

ンのスローガンです。

児童虐待に関する通報や相談件数は年々増加

しており、子供の命が奪われる重大な事件も後

を絶ちません。小児科学会の推計だと、日本で

虐待で亡くなる子供は年間350人程度となってお

り、１日に約１人、子供が亡くなっている計算

です。児童虐待は社会全体で解決すべき重要な

課題であり、そのためには、県民全体の理解を

深めていくことが不可欠です。

国では、毎年11月を「児童虐待防止推進月

間」と定めており、全国各地において、児童虐

待防止のための広報啓発活動が行われていま

す。今年度の「児童虐待防止推進月間」の取り

組み状況についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 「児童虐待

防止推進月間」の取り組みといたしましては、

新聞・テレビ・ラジオのほか、県のフェイス

ブックやツイッターといったＳＮＳを活用し、

幅広い年代への広報に努めているところでござ

います。

また、県庁本館を児童虐待防止のシンボルカ

ラーでありますオレンジ色でライトアップした

ほか、子育て応援フェスティバル等のイベント

におけるチラシや広報グッズの配布などの啓発

にも取り組んでいるところでございます。

なお、各市町村に対しましても、同様に啓発

活動に取り組むよう要請しまして、各自治体の

広報紙への掲載や啓発セミナーの開催、イベン

ト等での啓発などの取り組みがなされていると

ころでございます。

○満行潤一議員 今回、この質問をしたのも、

県の取り組み方が弱いんじゃないかなと思って

質問させていただきました。市町村との連携も

大事だと思うのですけれども、いじめ、これは

一次的に都道府県の役割だと思いますので、今

後、積極的な取り組みを期待しています。

次に、周産期医療体制についてであります。

西諸県地域に分娩可能な医療施設がないなど

二次医療圏ではカバーできないために、県内を

４ブロックに分けて周産期医療に対応できる体

制となっています。本来は、医療資源の確保に

よる二次医療圏ごとの体制づくりが求められて

いると思います。

さて、一次医療機関と地域の拠点病院とを

ネットワークで結ぶ「周産期医療ネットワーク

システム」が、県西地区に2011年度に導入され

ています。一次分娩取り扱い医療機関の胎児心

拍数を二次医療機関でモニターしており、両方

の医師がモニターを見ながら胎児の状態につい

て検討ができる。また、モニターで胎児の異常

を察知した二次医療機関のドクターが、一次医

療機関に急行して緊急手術を行うといった実績

もあると伺っています。地域の医療関係者から

高く評価されている同システムですが、更新時

期にあるとの指摘もあります。今議会に補正予

算「周産期医療ネットワークシステム整備事

業」が計上されています。これまでの進捗状況

と今後の取り組みについてお伺いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 周産期医療

ネットワークシステム整備事業につきまして

は、平成28年度以降、県央、県北地区と順次整

備を進めているところでございます。

このネットワークシステムを、全国に先駆け

て県内全域に整備することによりまして、どの
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地域にお住まいの方も安心してお産のできる体

制が実現できると考えております。

今後、残る県南、県西地区において整備を進

めるとともに、周産期医療協議会において、搬

送基準や監視体制のあり方等について協議し、

ネットワークシステムの運用ガイドラインの策

定に取り組みたいと考えております。

○満行潤一議員 大変すばらしい、全国に誇る

システムだと思いますので、ぜひ、さらなる充

実を期待しております。

次に、教育人材育成での機会均等、奨学金制

度の拡充・改善についてお尋ねいたします。

現在、日本の大学生の約半分が、進学に当

たって何らかの奨学金を利用しています。奨学

金の問題は、一部の問題ではなく全世代に及ぶ

問題であり、非正規雇用が４割も占める今日、

その返済が滞る滞納者は16万人に上っていると

言われます。

この間、各界各層の声や世論を受けて、学生

支援機構において、給付型奨学金制度が創設さ

れました。教育費負担軽減、教育の機会均等の

観点からも、大きな前進であります。しかし、

持続可能な社会を創造するためにも、さらなる

給付型奨学金制度の拡充や、既存の返済者の負

担軽減、高等教育の学費の引き下げなど、総合

的な政策を講じる必要があります。

一般社団法人宮崎県労働者福祉中央会では、

「奨学金に関する相談会」を、全国一斉相談会

に合わせ、県内３カ所のライフサポートセン

ターで実施しており、弁護士、司法書士、奨学

金問題相談員などが対応していますが、奨学金

を含めて多重債務など、切実な相談が寄せられ

ています。

県において、国の奨学金制度を補い、人材育

成を図る観点で、県独自の給付型奨学金制度の

創設を検討できないか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 本県では、向学心に

富みすぐれた素質を有する学生であって、経済

的理由により修学が困難な者に対し、無利子に

より育英資金を貸与しているところでありま

す。

育英資金は、返還金を次の貸与者への原資と

しておりますことなどから、県独自の給付型奨

学金の実施は難しいものと考えております。

なお、国の給付型奨学金につきましては、現

在、制度を拡充する動きも見られますことか

ら、県といたしましては、国の動向を注視して

まいりますとともに、国に対しまして、全国都

道府県教育長協議会など、あらゆる機会を通じ

て、制度の拡充を要望してまいりたいと考えて

おります。

○満行潤一議員 ぜひ、今後とも検討をしてい

ただだきたいと思います。

次に、九州労働金庫の奨学金借換専用ローン

「つなぐ」への協調する公金預託についてであ

ります。

先ほど言いましたように、今や大学生の２人

に１人が奨学金を利用しており、１人当たりの

借入総額は平均312万9,000円、毎月の返済額は

平均１万7,200円、返済期間は平均14年１ヶ月と

言われており、その４割弱の方が、返済に対し

て「苦しい」と回答しています。そのような状

況を踏まえ、2018年度より、奨学金返済を抱え

る勤労者を支援する目的として、九州労働金庫

は、低利な奨学金借換専用ローン「つなぐ」を

創設しました。利率が1.0％、最長20年の返済期

間となっており、利用者も多いと聞きます。

宮崎県中小企業勤労者融資制度（ハッピーラ

イフローン）と同様に、当制度への協調する公
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金預託を検討できないか。商工観光労働部長に

お尋ねします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 中小企業

勤労者福祉の充実のため、県では平成元年か

ら、九州労働金庫との提携による中小企業勤労

者支援融資制度、いわゆるハッピーライフロー

ンを設け、県内の中小企業の勤労者に対して、

低金利で、教育資金や生活資金の融資を行って

いるところであります。

お話のありました奨学金借換専用ローン「つ

なぐ」への協調につきましては、多くの若者が

奨学金返済の負担を抱える中、生産年齢人口の

減少が危惧される本県にとりまして、その県外

流出を防ぐという観点から、若者を支援すると

いうことは大変重要であると認識しております

ので、まずは、対象者や融資期間等の融資条件

を初め、財源などの課題について整理し、どの

ようなやり方があるか、検討してまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 よろしくお願いします。

要望ですけれども、国に対して、給付型奨学

金対象者の拡大など、奨学金制度の拡充の要請

も行っていただきたいと思います。

次に、宮崎県行政書士会からの要請について

であります。学校への講師派遣、みやざき林業

大学校への講師派遣について、要請がありま

す。

宮崎県行政書士会は、いじめ対策の一環とし

て、小中学校からの要請を受けて講師を派遣

し、子供たちに憲法や基本的人権をわかりやす

く解説する「法制度教室」を実施しておりま

す。子供たちが法制度を学ぶことにより、自分

には価値があり尊重されるべき人間であると思

える感情を抱くとともに、他者を尊重し共感で

きる能力を醸成してもらうことを目的として、

わかりやすい授業を行っています。実績として

は、小学校12校、中学校２校があるようです。

また、高鍋町の宮崎県立農業大学校からの委

嘱を受け、講師を派遣し、同校の学生たちに、

法律の基本ルール、日常生活にかかわる法律、

売買や農地に関する法律、夫婦親子間の法律、

職場の法律を講義する事業も実施しておりま

す。

日本行政書士会連合会は、著作権講習を受講

し考査に合格した者を、著作権相談員として認

定し、文化庁に届けております。宮崎県行政書

士会も多数の著作権相談員を擁しており、子供

たちが将来、伸び伸びと著作活動に励めるよ

う、また図らずも他者の著作権を侵害してしま

うことのなきよう、著作権に関する授業の企画

も検討しておられます。学校への講師派遣につ

いて、教育長の見解を求めます。

○教育長（四本 孝君） 行政書士会につきま

しては、県教育委員会の「アシスト企業」に登

録いただいており、これまでも県内の小中学校

におきまして、「いじめは人権侵害」といった

テーマで、人権の大切さに気づかせるための講

義等を行っていただいているところでございま

す。

県教育委員会といたしましては、行政書士会

を初め、関係団体等と連携した教育活動を推進

していくことは、大変意義深いと考えておりま

して、今後も、より一層の普及・啓発に努めて

まいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、全国有数の林業県であ

る宮崎県の林業の将来を担う人材の育成を目的

として、平成31年４月、美郷町に「みやざき林

業大学校」が開講します。森林・林業の基礎か

ら実践的な知識・技術を習得するとともに、林

業就業に必要な多くの資格を取得できる課程が

- 20 -



平成30年11月20日(火)

用意されていると聞き及んでいます。宮崎県行

政書士会の講師派遣事業を、みやざき林業大学

校においても活用いただきたいとのことです。

どうでしょうか。

○環境森林部長（甲斐正文君） 来年４月に開

講する「みやざき林業大学校」におきまして

は、実践的な人材を総合的に育成するため、現

在、カリキュラムの作成に取り組んでいるとこ

ろであります。

そのカリキュラムにおいて、所有者不明森林

の増加が問題となる中、林業経営を行う上で

ニーズが高まっている森林の登記や、法令に基

づく手続などの内容について、法律の専門家等

への講師依頼を検討しているところでありま

す。

○満行潤一議員 ぜひ検討をお願いしたいと思

います。

次に、災害対策についてであります。

西日本豪雨の犠牲者の７割以上が60歳以上の

「災害弱者」だったと報告されています。今ま

での経験は役に立ちません。地域の自主防災組

織や防災士を活用した「地域防災力」をさらに

高める必要があります。

高齢者等の「災害弱者」の避難のあり方につ

いてお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 西日本豪雨

では、多くの方が犠牲になりましたが、避難指

示等が発令されたにもかかわらず、実際に避難

した人が少なかったなどの課題が見られまし

た。

避難行動をとらない理由としましては、これ

まで災害がなかったという過去の経験を過信し

たり、「自分は大丈夫」などと考えてしまう正

常性バイアスが働くことなどがあると言われて

おりますが、このような事態を避けるために

は、地域で声をかけ合って避難する「共助」の

取り組みが重要になります。

このため県では、地域防災を担う防災士の養

成や自主防災組織の充実に取り組むとともに、

防災士による出前講座を県内各地で実施し、住

民の意識啓発を図っているところであります。

今後とも、市町村と連携し、地域の「共助

力」向上に、粘り強く取り組んでまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 次に、避難所のアレルギー対

応食についてであります。

避難所生活が長引くと、アレルギー疾患を持

つ人の症状が悪化することが心配されます。災

害後の避難所生活では、食事の成分などがわか

らず、食物アレルギーのある人が食べられな

かったり、瓦れき撤去などで出るほこりで、ぜ

んそくや鼻炎がひどくなったりするおそれもあ

り、また入浴やシャワーの機会が限られるた

め、アトピー性皮膚炎の悪化も考えられるよう

です。

東日本大震災など過去の災害では、アレル

ギーの原因成分が入った非常食を拒み、「緊急

時にわがままを言うな」と非難された例も報告

されており、周囲の理解は不可欠です。西日本

豪雨避難者が、アレルギー対応食確保が大変

で、被災した自宅に戻ったという報道も見聞き

しました。避難所のアレルギー対応食の対応状

況をお尋ねいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 大規模災害

時には、ライフラインや流通の途絶等により、

家庭でふだんどおりの食事ができなくなった

り、避難所でも、個人の状況に応じたアレル

ギー対応食の提供が困難になるという事態が想

定されます。

このため県では、各家庭において、それぞれ

- 21 -



平成30年11月20日(火)

の状況に応じた生活必需品を最低でも３日分、

可能な限り１週間分の備蓄をお願いするととも

に、県におきましても、アレルギーに対応した

食料や育児用ミルクの備蓄を進めているところ

であります。

今後とも、市町村や関係部局と連携しなが

ら、アレルギーに対応した食事が提供できる体

制づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 防災拠点庁舎に隣接する南庭

園のあり方について、過去に委員会での質疑や

一般質問で取り上げてきました。私は、あの池

を撤去して、全面芝生にして多目的に利用すべ

きだと主張していますが、現状維持というのが

これまでの回答でした。現時点での方向性はど

うなっているのか、お尋ねいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 大規模地震などの

災害時に、県民の生命や財産を守るため、現

在、防災拠点庁舎の整備を進めているところで

あり、これに隣接する南庭園についても、さま

ざまな災害活動に対応できるスペースとして補

完的機能を担う必要があると考えております。

このため、防災拠点庁舎の整備にあわせ、多

目的な活用が可能な芝生を中心とした広場に改

修する方向で検討を行っているところでござい

ます。

南庭園の改修により、５号館や楠並木通りな

どとの一体的な利活用も可能となり、有事の際

には防災機能の強化に、また平時にはにぎわい

の創出に貢献できるものと考えているところで

ございます。

○満行潤一議員 ぜひお願いいたします。

次に、農政問題についてであります。

総合農業試験場や県立農業大学校では、大型

機械、備品等の更新や修理に係る予算が厳し

く、窮していると聞きます。現状についてお伺

いします。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 総合農業試験

場や県立農業大学校における機械、備品等の更

新や修理につきましては、業務に支障が生じな

いよう、限られた予算の中で、優先順位をつけ

て計画的に行うこととしております。また、国

の試験研究費等も活用するなど、工夫をしなが

ら対応しているところであります。

今後もより一層、試験研究や教育の充実を図

るため、必要な予算の確保に努めてまいりたい

と考えております。

○満行潤一議員 よろしくお願いします。

ＴＰＰ11、日欧ＥＰＡもそろそろ発効予定で

あります。これらの本県への影響について、ま

たその対策はどうなっているのか、お伺いいた

します。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県農業が、

担い手の減少や高齢化の進行など構造的な課題

を抱える中で、ＴＰＰ11等の発効により、農家

の皆様から、今後の農業経営に対して不安の声

があることは、承知しているところでございま

す。

一方で、この機をチャンスと捉え、ＴＰＰ支

援対策等を活用しながら、規模拡大を図る事例

も見受けられるところでございます。

県といたしましては、国際化の大きな流れの

中にあっても、生産者が安心して経営に取り組

んでいけるよう、今後とも、「宮崎県ＴＰＰ対

応基本方針」に基づき、生産基盤の強化や輸出

の促進等、諸対策にしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 食料自給率向上についてです

けれども、日本では、ほぼ自給しているのは米

（99％）と鶏卵（96％）のみです。
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現在、カロリーベースでの食料自給率は約４

割ですが、今後、ＴＰＰ11、日欧ＥＰＡが発効

すれば、関税率が下がり安価な食料品の輸入が

急増する可能性が高まっております。我が国の

カロリーベースの食料自給率は、近い将来25％

まで落ち込むとの予測もあります。

本県の現状と自給率向上に向けた取り組みに

ついてお伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県は農業産

出額の約６割を畜産が占めておりますが、家畜

に給与するトウモロコシや麦等の飼料を、海外

からの輸入に一定程度依存していることが、食

料自給率が上がらない一つの要因となっている

ところでありますので、飼料用稲や飼料用米な

どの飼料作物の作付拡大を行い、自給飼料生産

体制の強化に取り組んでいく必要があると考え

ております。

また、農地の集積・集約化や水稲の後作利用

など、農地のフル活用による農作物の生産拡大

を図るほか、食育や地産地消による本県農畜産

物の消費拡大を推進するなどしながら、本県の

食料自給率向上に総合的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 ミヤチク都農工場の新工場

が、高い衛生基準の求められる欧州連合（Ｅ

Ｕ）への輸出にも対応できる最新鋭の衛生管理

施設として、来春完成予定と聞いています。

香港を初めとした主要輸出先国・地域への本

県農水産物のさらなる輸出拡大を図る目的の、

「みやざき輸出対応力強化推進事業」「みやざ

き牛海外戦略」の推進に寄与するかなめの施設

です。

都農の今までの工場と新工場の両方稼働、高

崎工場の輸出強化となれば、食肉衛生検査所の

検査体制、指導の強化が見込まれ、獣医師の確

保がさらに厳しくなるのではないかと危惧をし

ます。獣医師の確保対策について、福祉保健部

長お願いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県では、関

係部局が連携しまして、全国の獣医系大学での

就職説明会やインターンシップの受け入れ等を

通して、県職員獣医師のやりがいを発信すると

ともに、修学資金の貸与のほか、卒業者の随時

募集を行うなど、幅広い取り組みを進めており

ます。

また、特に福祉保健部では、輸出検査に必要

な最新の知見や技術を習得できるよう、宮崎大

学と連携した研修会の開催、海外政府機関や海

外屠畜場への派遣など人材育成に力を入れてお

りまして、本県ならではの食肉衛生検査所の魅

力を、全国の獣医学生に強くアピールしている

ところです。

県産食肉のさらなる海外輸出を促進するため

には、安定的な輸出検査体制を確立することが

重要でございまして、今後とも、食肉衛生検査

所獣医師の確保に向け、取り組んでまいりま

す。

○満行潤一議員 福祉保健部だけでなくて、農

政水産部もそうなんですけれども、限られた獣

医師をどう確保するのか。大変だろうと思うん

ですけれども、体制強化のためには獣医師がい

ないことにはどうにもなりませんので、ぜひ、

引き続き両部あわせて頑張っていただきたいと

要望しておきたいと思います。

次に、グローバルＧＡＰ取得支援についてで

あります。

グローバルＧＡＰは、現在では世界118カ国以

上、15万件を超える認証件数となっているよう

です。

生産者の立場から見れば、グローバルＧＡＰ
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認証を受けることで、「安全で品質のよい食品

・非食品の農産物であると世界的に認められ、

海外への輸出も視野に入れた販路の拡大と生産

性向上に寄与する」と期待されています。本県

におけるＧＡＰ取得の状況と認証取得の拡大に

向けた取り組みについて伺います。

○農政水産部長（中田哲朗君） 県では、東京

オリンピック・パラリンピックの食材調達基準

であり、経営改善を進める上で有益なＧＡＰの

取り組みを推進するため、取得費用が無償で、

取り組みやすいひなたＧＡＰを、昨年８月に創

設するとともに、普及指導員やＪＡの営農指導

員等をＧＡＰ指導員として育成し、農家等への

支援を行っているところであります。

これらの取り組みの結果、現在、グローバル

ＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、ＪＧＡＰ、ひなたＧ

ＡＰを合わせて、121の経営体が認証を取得して

おり、さらに20を超える経営体が、今年度中の

認証取得に向けて取り組みを進めているところ

であります。

県としましては、今後とも、関係団体と連携

しながら、ＧＡＰの認証取得の拡大に努めてま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 ＧＡＰもたくさんあってよく

わからないんですけど、一番高いであろうグ

ローバルＧＡＰ取得に向けて、ぜひ御努力いた

だきたいと思っています。

次に、警察行政について、２～３点お伺いい

たします。

まず、うそ電話対策についてであります。

全国的に特殊詐欺が多発する中、ＡＴＭ操作

にふなれな高齢者をＡＴＭに誘導して多額の預

貯金を振り込ませるなど、手口も巧妙化し、被

害がますます拡大していくことが懸念されてお

ります。特殊詐欺被害の未然防止に向けたＪＡ

バンク福岡の取り組みが、ユニークで画期的で

す。過去３年以上、ＪＡ貯金口座での取引がな

い満70才以上の個人は、ＡＴＭで「出金・振替

・振り込みができない」設定としたそうであり

ます。

本県の特殊詐欺についての取り組み状況をお

伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 本県のうそ電話

詐欺の認知件数は、平成27年が45件、平成28年

が27件、平成29年が39件であり、本年10月末現

在が15件で、昨年同期と比べて21件減少であり

ます。

抑止対策としまして、犯人からの電話を防ぐ

ために、自動録音機の貸し出しや電話帳からの

氏名の削除要請、犯人からだまされにくくする

ために、メディア、コールセンター事業などを

活用した広報啓発、水際で被害を阻止するため

に、金融機関、宅配業者、コンビニエンススト

ア等との連携などを行っております。

今後も、抑止と検挙の両面で対策を講じてま

いります。

○満行潤一議員 先ほど御案内したＪＡバンク

福岡、おろせるサービスよりもおろせないサー

ビスを選択したというふうに言われていまし

て、それも一理ありだなと思います。これが県

内に広がるといいなと思います。

次に、免許自主返納の状況についてでありま

す。

近年の高齢ドライバーの交通事故がたびたび

報道され、その影響もあるのだろうと思います

が、運転免許を自主返納される高齢者が、私の

周りにもふえています。運転免許自主返納の現

状についてお伺いいたします。

○警察本部長（郷治知道君） 昨年の運転免許

の自主返納者数は、過去最高の3,958人に上って

平成30年11月20日(火)
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おり、そのうち65歳以上の方が3,870人で、98％

を占めております。

本年は10月末現在で3,513人、うち65歳以上の

方が3,464人と、昨年を上回るペースで返納がな

されております。

○満行潤一議員 どんどん返納者がふえてい

る。その対応についてお尋ねしたいと思いま

す。運転免許返納者への生活支援の取り組みで

す。

警察が、免許返納者の個人情報を本人の同意

の上で、自治体の福祉部門、地域包括支援セン

ターに伝達して、地域で開催している健康教室

開催などを案内して、半年間で800人が利用して

いると、テレビで報道されていました。運転免

許自主返納者への生活支援の取り組みをお伺い

いたします。

○警察本部長（郷治知道君） 警察では、運転

免許を返納された高齢者に対する支援の取り組

みとして、返納者やその家族の同意を得た上

で、返納者の情報を市町村や地域包括支援セン

ターに提供する、情報連絡同意書制度を本年２

月に開始しまして、８月からは県内の全市町村

に対して実施しております。

制度開始後の返納者のうち、約４割の方が同

意されておりまして、提供した情報をもとに、

地域包括支援センターの方が、返納者に対する

家庭訪問や電話によりまして、移動手段に関す

る補助制度の紹介を行うなど、返納後の生活支

援につながっております。

今後とも、免許を返納された高齢者に対する

支援の充実に向けまして、関係機関・団体との

連携を進める考えであります。

○満行潤一議員 すばらしい取り組みですの

で、ますます広がることを期待しています。

以上もちまし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）

○ 原正三議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従って一

般質問を行います。

私は、今回が任期最後の質問となります。こ

れまで、県民の皆様からお寄せいただいたさま

ざまな要求や課題について質問を行ってまいり

ました。今回は、改めて、総括的な意味合いで

質問をさせていただきます。

まず、航空自衛隊新田原基地の米軍基地化問

題についてです。

10月24日、防衛省は、航空自衛隊新田原基地

と築城基地に米軍の緊急使用のための施設整備

を行うことを日米合同委員会で合意したと発表

しました。

普天間基地の機能を移転するとして、米軍の

武器弾薬庫や戦闘機の駐機場、燃料タンクなど

を建設して、戦闘機12機程度、輸送機１機程

度、米軍人200名程度を受け入れられる施設にす

るとしています。

地元住民や県民には寝耳に水の話であり、米

軍基地化されるのではないかとした、怒りと不

安の声が上がっています。

知事はこのことをどのように受けとめておら

れるのか、まずお伺いしたいと思います。

あとは質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

外交・防衛に係る問題は、国の専管事項であ

り、普天間飛行場の能力を代替することに関連

する新田原基地の緊急時使用のための施設整備

についても、安全保障政策の一環として、国の

責任においてなされるものと認識をしておりま

平成30年11月20日(火)
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す。

今回の施設整備は、平成18年に日米間で合意

した「再編実施のための日米のロードマップ」

に基づくものでありますが、具体的な施設の整

備内容や規模等については、今回初めて示され

たものであります。

緊急時の使用形態や弾薬庫の安全性、騒音の

増加など地元の不安もお聞きしているところで

ありますので、地元の不安を解消するために

も、国に対し詳細な情報提供や丁寧な説明を求

めていくなど、これからも地元に寄り添って対

応してまいりたいと考えております。以上であ

ります。

○前屋敷恵美議員 新田原基地の施設整備につ

いて、県は国からどのような説明を受けたので

しょうか。

普天間基地の代替機能を持たせるとしており

ますが、そもそも普天間基地には弾薬庫があり

ません。機能の移転とは言えず、まさに米軍の

ための基地強化そのものと言えます。

県はどのように、規模も含め内容を詳しくた

だしたのでしょうか。危機管理統括監、お願い

いたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 九州防衛局

からは、今回の施設整備は、「再編実施のため

の日米のロードマップ」に基づいたものであ

り、10月24日の日米合意によりまして、新田原

基地では、今後、駐機場、燃料タンク、弾薬

庫、庁舎、倉庫、誘導路の改修等の整備が行わ

れること、米軍による施設使用は、日米共同訓

練等のほかは緊急時に使用されることなどの説

明がありました。

これに対し、緊急時に備えた訓練があるのか

や、米軍が常駐することにならないのかなどに

ついて質問したところ、そのようなことはな

く、通常時は、航空自衛隊が適切に維持管理す

るとの回答でした。

県としましては、県民の安全・安心の確保の

観点から、今後、さらに詳細な情報提供をして

いただくよう求めたところであります。

○前屋敷恵美議員 国は、今回の新田原基地の

整備は、日米合同委員会の合意事項であり、平

成18年５月の「再編実施のための日米のロード

マップ」に盛り込まれた普天間飛行場の能力を

代替することに関連するものとしています。そ

して、既に基地周辺自治体首長との間で協定が

結ばれているかのようにも報道されています

が、その協定とは、平成19年４月の「米軍再編

に係る新田原基地への訓練移転等に関する協

定」で、協定のうち、今回の日米施設建設に係

るのは「緊急時使用への対応」の部分だけで、

「国は緊急時使用への対応について、その内容

が分かり次第、速やかに地元に対し、可能な範

囲で説明する」とあるだけです。

速やかに地元に説明するとしたにもかかわら

ず、米軍との合意を優先し、今ごろに、しかも

マスコミに先に情報を流すなど、地元軽視は余

りにも理不尽なやり方です。この対応につい

て、知事の認識を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 平成19年に国と新田原

基地周辺市町が交わした協定によりますと、国

は、「緊急時使用への対応について、その内容

が分かり次第、速やかに地元に対し、可能な範

囲で説明する」と明記されております。

今回の地元への説明についても、この協定に

基づき、国において対応されたものと認識をし

ております。今回は、協定締結から10年以上が

経過した中での説明でありましたので、国に対

し、適切なタイミングでの情報提供や、より丁

寧な説明をしていただくよう求めてまいりたい
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と考えております。

○前屋敷恵美議員 緊急時という定義につい

て、どのような説明を国から受けたのか、ま

た、緊急時の基地使用の根拠についても伺いた

いと思います。危機管理統括監、お願いいたし

ます。

○危機管理統括監（田中保通君） 九州防衛局

からの説明によりますと、緊急時とは、我が国

の安全並びに極東における国際の平和及び安全

の維持に係るさまざまなケースが考えられるた

め、一概に言うのは困難であるが、例えば、我

が国が武力攻撃を受けた場合というのも該当す

ると考えているとのことであります。

また、緊急時使用の判断については、個別の

状況等を踏まえ、日米間の必要な調整に基づい

て行われるとの説明がありました。

緊急時使用の根拠につきましては、「再編実

施のための日米のロードマップ」において、日

米間で合意されているとのことであります。

○前屋敷恵美議員 防衛省は、我が国国会議員

団の質問に対して、基地を使用する緊急時の期

限については、「米軍の判断であり、期限の設

定はしていない」、使用する軍用機について

も、「機種は限定しない、Ｆ35ステルス戦闘機

やオスプレイも含まれる」としております。

要するに、米軍が緊急と判断すれば、自衛隊

基地を好きなように使うことができるし、全て

の米軍部隊が基地を使用するとするなど、まさ

に米軍基地化そのもので、認められるものでは

ありません。

渉外知事会のパンフレットには、新田原基地

が米軍基地の一つとして表示をされておりま

す。新田原基地は、米軍基地として位置づけら

れているのでしょうか。知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 渉外関係主要都道府県

知事連絡協議会が作成をしました米軍基地問題

の解決に向けたパンフレットには、いわゆる米

軍専用の米軍基地だけでなく、新田原基地のよ

うに、自衛隊が管理し、米軍が一定期間使用で

きる施設・区域についても表記をされておりま

す。

これらの施設・区域においても、航空機騒音

などさまざまな問題があり、安全対策や地元負

担の軽減、地域振興の推進などを国に要望して

いく必要があることから、パンフレットでは、

これらも含めて表記されているものと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 新田原基地は、今言われた

ように日米地位協定の第２条第４項（ｂ）の適

用施設として、米軍が一定の期限を限って使用

する、一時使用する基地と定めております。

そうなると、今回の弾薬庫の建設や、既に200

名規模の米軍宿舎が建設をされておりますが、

これらは常設の設備として、不平等な地位協定

にすら違反して、恒久的な基地化になるのでは

ないでしょうか。

全国知事会は、不平等な日米地位協定の抜本

的な見直しを求めて、在日米軍の活動には原則

適用されない航空法や環境法令などの国内法の

適用を求めるなど、政府に働きかけておられま

す。先ほど御答弁もありました。

この日米地位協定の改定は、独立した主権国

家としては当然の要求だというふうに思いま

す。ドイツやイタリアでは地位協定の見直しが

行われており、まさに、日米地位協定は屈辱的

な協定です。改めて知事のお考えを伺いたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 日米地位協定の改定に

つきましては、国の責任において適切に対応す
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べきものと考えておりますが、ことし７月、全

国知事会においても、見直しについて提言を取

りまとめたところであります。国に対して、航

空法や環境法令など国内法を原則として米軍に

も適用させることや、事件・事故時の自治体職

員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記

することを要望しているところであります。

私としましても、県民の安全・安心を確保す

るため、知事会とともに、政府に要望してまい

りたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 沖縄の基地負担の軽減を理

由に、新田原基地での訓練移転が始まり、今回

は基地機能の代替と言いながら、普天間飛行場

にない弾薬庫まで新田原につくろうとしていま

す。そして、常駐はしないとしながらも、いつ

でも、米軍の判断で期限も決めず基地使用を可

能にし、弾薬を積んでの出撃基地にもなる、本

格的な米軍基地化への道を開こうとしておりま

す。今や、沖縄でも本土でも基地機能は拡大の

一途にあるのが現状です。

昨年12月、輸送ヘリの窓が落下してきた普天

間第二小学校では、米軍機が学校上空に接近

し、児童が避難した回数は、２月13日から９

月12日までの調査で706回に及び、１日の最多避

難は23回を記録して、とうとうこの夏、運動場

に２カ所の避難所が設置されました。とても授

業にはならない状況です。

新田原基地周辺での事態を想起させられるも

のです。平穏な住民生活が、命が脅かされるこ

とのないよう、県民の不利益には断固反対する

知事の姿勢が求められると思いますが、知事の

見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 外交・防衛の問題は、

国の専管事項でありまして、今回の新田原基地

の整備や日米共同訓練等についても、安全保障

政策の一環として、国の責任においてなされる

ものと考えております。

一方で、県は、県民の安全で平穏な生活を確

保する重要な役割を担っております。

県としましては、県民の安全・安心の確保の

観点から、国に対し、訓練が行われるたびに、

安全対策の徹底を申し入れてきたところであり

ます。新たな施設整備についても、可能な限り

詳細な情報提供と丁寧な説明を求めるなど、地

元自治体の意向等も踏まえ、適切に対応してま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 日米地位協定が日本の憲法

の上に置かれて、国民の暮らし、そして平和ま

でが脅かされるという状況ですから、こうした

課題はこれからもしっかりと認識をして自治に

当たっていただきたい、このように思います。

次に、重度障がい者（児）医療費助成におけ

る、外来の現物給付化について伺います。

障がいを持って生活しておられる方々にとっ

て、医療機関で医療費の負担分を立てかえ払い

する経済的負担は、御本人や御家族にとっては

切実な問題で、一日も早い現物給付化の実施を

待っておられます。

県として、市町村との意見交換を行うなど、

その状況を把握し、検討してこられたことと思

います。現物給付化に向けた検討状況を伺いた

いと思います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 県としまし

ては、重度障がい者（児）医療費公費負担制度

における外来の現物給付化に当たりましては、

実施主体である全ての市町村が一致して取り組

むことが前提であると考えております。

このため、９月に全市町村が出席して開催し

た担当者会議において、本制度を取り巻く状況

や各市町村の制度運営における課題等について
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認識の共有を図り、その後も機会を捉えて、継

続的に情報交換、意見交換を重ねているところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 既にこれまで、宮崎市など

から、当事者の方々の経済的負担の解消ととも

に、申請に係る毎月の確認作業に相当な時間と

費用、労力を要し、業務負担が増大しているな

どの理由から、現物給付化を求める要望書も提

出されております。自治体としても切実な課題

になっております。

医療費助成の現物給付化の実施に踏み切る、

知事の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この制度は、重い障が

いのある方の健康と福祉の向上を図る上で大変

重要なものであると考えております。

しかしながら、県内どの地域にお住まいの方

も、同じ制度で給付が受けられることが望まし

いと考えておりますので、現物給付化に当たり

ましては、まずは、実施主体である市町村の意

向が一致することが前提となると考えておりま

す。

これに加えまして、将来にわたって安定的な

制度運営が可能となるよう、制度そのもののあ

り方や財源の確保など、さまざまな課題につき

ましても、市町村との意見交換を行いながら、

整備をしてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 障がい者団体の皆さん方

が、御不自由な体を押して、制度の改善を求め

る請願署名活動を続けてこられました。

障がい者の方々の安心できる暮らしを支える

ことは、行政の責務・使命です。全国では、既

に30の都道府県で実施されており、宮崎も早く

追いついてほしいと思います。ぜひ、一日も早

い実現を強く求めるものです。

また、ひとり親家庭医療費助成の現物給付化

についても伺います。

現状と、現物給付化に向けた取り組み状況を

伺います。

○福祉保健部長（川野美奈子君） ひとり親家

庭医療費助成事業の給付方法は、入院と外来で

異なり、一時的に多額の医療費を支払わなけれ

ばならない入院については、現物給付とし、外

来については、利用者が医療費の自己負担分を

一旦支払い、払い戻しを受ける償還払いとして

おります。

外来の現物給付化につきましては、宮崎市な

どから要望を受けているところでございまし

て、現物給付化を行った他県の状況を聴取する

など、情報の収集を行っているところでござい

ます。

○前屋敷恵美議員 このひとり親家庭医療費助

成の現物給付化については、とりわけ私は、子

育て支援のそうした側面も強くあると思ってい

ます。実施は待ったなしだと思いますが、知事

の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ひとり親家庭医療費助

成事業につきましては、ひとり親家庭の生活の

安定と福祉の向上を図る上で重要であると考え

ております。

外来の現物給付化によりまして、ひとり親家

庭の負担を軽減できるなどの効果があることは

承知をしておりますが、そのためには、財源の

確保を初め、さまざまな課題を整理する必要が

あると考えております。

県としましては、この事業が限られた財源の

中で将来にわたり持続可能となりますよう、実

施主体である市町村と意見交換を行ってまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 財源の問題も言われますけ

れども、経費が多少ふえることは、私は当然の
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ことと思います。それだけ、医者にかかれずに

我慢をしていたということにもなろうかと思い

ます。よく、「コンビニ受診」などという言葉

で受診を抑制しようという向きもありますけれ

ども、親はむやみに子供を病院には連れて行き

ません。必要だと判断して行くんです。でも、

財政上ちゅうちょする、そういうことが多々あ

るわけです。

病気の子供を抱えたひとり親の気持ちを、よ

く考えていただきたいと思います。ぜひ、ひと

り親家庭医療費助成の現物給付化についても、

早急に実現するよう、御努力、検討いただきた

いと思います。

次に、子供医療費助成の充実について伺いま

す。

まず、子供医療費助成に関する認識と現状に

ついて、福祉保健部長お願いいたします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） 子供の医療

費に対する助成は、その健やかな成長と子育て

家庭の経済的負担の軽減を図る上で、大変重要

な子育て支援策と認識しております。

このため県では、小学校入学前までの子供の

医療費について、市町村に助成する事業を実施

しておりまして、平成29年度実績では約８

億6,000万円を助成しております。

また、これに加え、各市町村において、それ

ぞれの判断により、対象年齢や自己負担額等に

おいて独自の上乗せ助成が行われているところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 この課題は、私、長年要求

し続けてまいりました。「子育て日本一」を掲

げる河野県政８年間で、一歩も前に動きません

でした。大変残念です。

国の制度としてやることだと国に要求して

も、国の制度になるまでは事実上放置をするこ

とになるわけですから、現実問題として、これ

でいいのかということになるわけです。

私は、子供医療費助成は子育て支援のかなめ

に位置づけることが必要だと申し上げてきまし

た。それは、全国もそうですが、県内のほとん

どの自治体が、小学校、中学校、高校卒業まで

と、住民の切実な要望・期待に応えて努力をし

ておられるのが実態だからです。

県の財政事情もあるでしょうが、市町村とて

厳しい財政の中での予算化です。子育て支援の

財政上の位置づけ、子供医療費助成の位置づけ

を、知事はどのように、どの程度に考えておら

れるのか伺います。また、１歳でも２歳でも引

き上げる考えはないのか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県では、これまでも医

師確保も含めたさまざまな施策を通じまして、

「子どもを生み育てやすい環境づくり」に取り

組んでまいりました。

子供の医療費助成につきましても、県と市町

村で連携して取り組んできたところであります

が、本来、この制度は国の責任において全国統

一的に行われるべきものと考えております。

また、助成の拡充には多額の財源を必要とす

ることから、これまでも国に対してさまざまな

機会を通じ、地方の実態を踏まえた制度の設計

や必要な財源の確保を働きかけてきたところで

あります。

今後とも、積極的な働きかけを続けてまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 子育てで頑張っている親や

保護者、県民の期待にぜひ応えていただきたい

と思うんです。県の努力、県民に寄り添う姿が

ぜひ見えるものにしていただきたい。国任せ

と、国に頼るということも、それはもちろん大

事ですけれども、やはり自主的に県民の子育て
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をしっかり支援するという立場に、ぜひ立って

いただきたいと思うものです。

次に、原発に頼らない再生可能エネルギーへ

の転換について伺います。

先日、九州電力が国内で初めて、太陽光や風

力などの再生可能エネルギー事業者に対して、

発電の一時停止を求める「出力抑制」を実施し

ました。

この出力抑制は、玄海原発、川内原発４基の

原発はフル稼働させながら、太陽光などを抑制

するという、九電の原発優先の姿をあらわにし

ました。しかも、業者には補償はなく、この出

力抑制が頻発すれば、主力電源化こそ求められ

ている再生可能エネルギー普及の流れを閉ざし

ていくことにもなりかねません。

知事はこのことをどのように受けとめます

か。見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 九州電力の説明により

ますと、電力は需要と供給を常に同量に保つ必

要があり、それらのバランスが崩れると、発電

所の連鎖的な停止によって大規模停電に陥るお

そがあるということから、国のルール等に基づ

き、全国で初めて、太陽光発電の出力制御を実

施したとのことであります。

県では、恵まれた資源を生かして、低炭素社

会を構築するため、再生可能エネルギーの導入

を推進しているところでありますが、大規模停

電は、県民の生活や産業活動などに著しく影響

を与える可能性がありますことから、やむを得

ない措置であったと考えております。

なお、このような事態を踏まえて、九州電力

におきましては、出力抑制の量を減らす対策と

して、他地域への送電拡大などを検討してお

り、早期の実現を期待しているところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 今、知事も申されましたけ

れども、出力調整ができないという致命的な欠

陥を持つこの原発です。ですから、原発はフル

稼働させながら太陽光発電を調整弁にするとい

う、極めて問題な出力抑制だと思います。

本県の再生可能エネルギーの導入状況につい

て伺いたいと思います。

日照条件がよい本県は、家庭用の太陽光発電

も大変多く、地熱、バイオマスといった自然エ

ネルギーの宝庫と言えます。未曽有の大惨事と

なった福島第一原発事故を踏まえて、県民の関

心も大変高く、原発にかわる再生可能ネルギー

への転換を求める声は大きくなっています。本

県における再生可能エネルギーの導入につい

て、現状と今後の取り組み、方向性を伺いたい

と思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県では、再生

可能エネルギーの導入促進に取り組んでおり、

年間発電量の平成28年度末時点の推計では、平

成22年度と比較すると、約２倍となっておりま

す。

しかしながら、近年の固定価格買取制度の調

達価格の引き下げや、来年度から太陽光発電の

余剰電力の買い取りが順次終了するなど、これ

までのような伸びは期待できない状況になりつ

つあります。

このような中、県といたしましては、導入可

能性調査を行う市町村や太陽光、小水力などの

発電事業者に対する補助及び融資制度等による

支援を行うとともに、蓄電池などと併用し、夜

間や災害時に自家消費する方法などを積極的に

ＰＲすることにより、再生可能エネルギーの導

入を着実に推進してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 九州は総じて日照条件に恵
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まれ、再生エネ事業が急成長しています。太陽

光による発電能力は、ことし７月末時点で約800

万キロワットに達して、九州内の原発の総出力

を上回りました。これまでも、再稼働前まで何

年も原発なしで電力は賄われてきました。

北海道地震によるブラックアウトの状況を見

ても、エネルギーは、大規模集中型から地域分

散型の電源システムへの転換が必要であること

が示されたと思います。分散型の主力は再生可

能エネルギーです。知事の見解を伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 本年７月に改定されま

した国の「エネルギー基本計画」では、太陽光

や風力などの再生可能エネルギーを「主力電源

化」すると明記された一方で、原発について

は、エネルギー供給の安定性に寄与する「ベー

スロード電源」との位置づけは変わらず、依存

度を可能な限り低減するとされております。

安定的な電力供給等を考慮すると、今すぐ国

内の原発をゼロにすることは現実的に難しいも

のと認識しておりますが、私も、再生可能エネ

ルギーの割合が高まり、将来的には、可能な限

り原発に頼らない社会の実現が重要であると考

えております。

県としましては、これまでも国に対し、全国

知事会を通じて、再生可能エネルギーの拡大に

向けた措置の強化等を要望してきておりまし

て、引き続き、再生可能エネルギーの導入が図

られるよう、必要な取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○前屋敷恵美議員 国も九州電力も、原発を安

全に稼働させると言いますけれども、それには

何の保証もありません。使用済み核燃料の処理

能力さえもないのに使い続けるなど、これほど

無責任なものはありません。川内原発など再稼

働を中止して、再生可能エネルギーで地産地消

の道を探る、この方向を目指すべきであること

を強く求めておきたいと思います。

次に、消費税10％増税問題について伺いま

す。

政府は、来年10月の消費税率10％の引き上げ

を強行する姿勢を示しています。しかし、これ

までの経過をたどってみても、消費税増税が景

気悪化をもたらしてきたことは、歴然とした事

実です。10％後の国民の暮らし、地域経済に及

ぼす影響についてどのように見ておられるの

か、知事の見解をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 消費税率の引き上げ

は、さまざまな社会保障サービス等を将来にわ

たって維持していくための安定的な財源確保に

向けて実施されるものと認識をしております。

一方で、何の対策もされないまま税率が引き

上げられますと、個人消費の落ち込みや産業活

動の停滞など、本県経済や県民の暮らしへの影

響が懸念されるところでありますが、現在、国

におきまして、税率引き上げに伴う需要変動の

平準化に向けた取り組みや、中小企業者への価

格転嫁対策、軽減税率の導入などが検討されて

いるところであります。

県としましては、地方の実態を踏まえた必要

な措置が講じられるよう、引き続き全国知事会

等を通じ、国に対しきめ細かな対応を求めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 税率引き上げが県財政に及

ぼす影響も出てくると思います。改めて総務部

長に伺いたいと思います。

○総務部長（畑山栄介君） まず、消費税率引

き上げによる歳出への影響につきましては、県

の支出には課税対象となるものとならないもの

が混在していることに加えまして、引き上げが
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年度途中で行われることから、試算することが

困難ではありますが、委託料や工事請負費など

の課税対象支出分は負担増となってまいりま

す。

一方、歳入につきましては、社会保障関係費

の財源となります地方消費税の増収額が、おお

よそ50億円程度になる見込みでございます。

○前屋敷恵美議員 ただいまお答えをいただき

ましたが、今、県民の暮らし、また地域経済は

大変深刻な状況にあります。相次ぐ増税と、年

金カット、医療・介護など社会保障費の負担

増、そして賃金の低下、物価上昇、二重苦、三

重苦が負わされております。

全労働者の実質賃金は７年連続減少する中

で、可処分所得には消費税がほとんど課税され

ます。まさに消費税は生活費課税です。

加えて、税率引き上げと同時に実施しようと

している軽減税率には重大な問題が山積です。

飲食料品などの８％据え置きも、８％と10％の

線引きは単純ではありません。

また、インボイス制度の導入は、地域経済を

担う中小業者にとって大きな負担となり、免税

業者が商取引から排除されることにもなりかね

ない重大な問題があります。

そもそも消費税は、低所得者により負担が重

くのしかかり、貧困と格差を拡大する根本的に

欠陥を持つ税制度です。

庶民への負担が大きいことがわかっているか

ら、ポイント還元や、その場しのぎの臨時福祉

給付金などといった対症療法をやろうとしてい

るのです。消費税に対する知事の認識を伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 消費税は、所得にかか

わらず、広く国民に負担を求めるものでありま

すが、現在、国におきまして、税率引き上げに

伴う軽減税率の導入などの対策が検討されてい

るところであります。

国家財政の持続的な確立を考えますと、さま

ざまな社会保障サービス等を将来にわたって維

持していくための安定的な財源として、消費税

は重要な税であると認識をしております。

○前屋敷恵美議員 消費税は重要な税制度だと

認識しておられるということですけれども、私

は今必要なことは消費税増税ではなくて、税金

の集め方、使い方を見直して大企業や富裕層を

優遇する不公平税制こそ改めることだと思いま

す。そして、軍事費や不要不急の大型公共事業

への歳出を減らして、暮らしや社会保障、地域

経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計を

温める経済政策を行うべきです。

こうした点を踏まえて、県民の暮らし、地域

経済の発展に責任を負う知事として、消費税増

税の中止の立場に立つことが必要と考えます

が、改めて、必要と言われた知事のお考えを聞

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁をさせてい

ただきましたが、我が国の財政を持続可能なも

のとして構築していくためにも、これから増大

が見込まれます社会保障サービスをより安定的

に維持していくその基礎を支える、非常に重要

な税であるというふうに認識をしているところ

であります。

○前屋敷恵美議員 社会保障の財源を支えると

言われますけれども、社会保障の財源を国民全

てに負わせるという点では、暮らしそのものを

だめにしていくことにもつながるわけで、まさ

に自己責任を国民に押しつけるようなものだ

と、曲解かもしれませんけど、そのように思う

ところです。

国民の負担によらない健全な財政再建を国に
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求めていく。知事だからこそ、こうした立場に

しっかりと立っていただくことを強く要望して

おきたいと思います。

次に、ＴＰＰ協定・日米ＦＴＡ交渉等の問題

について伺います。

９月に行われた日米首脳会談で、日米ＦＴＡ

交渉の開始が合意されましたが、日本の農林水

産業を極めて深刻な危機に立たせることになり

ます。

県は、ことし１月、ＴＰＰやＥＰＡが発効し

た場合の県内農林水産物の生産額への影響につ

いて、試算を明らかにしました。

ＴＰＰにおいては、結局、重要５品目は守れ

ず、多大な影響が及ぶことになりますが、本県

農業への影響と対応について伺いたいと思いま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県農業に対

する影響額につきましては、本年１月、国の方

法に準じて試算した結果、ＴＰＰ11につきまし

ては、23億5,000万円から46億3,000万円、日Ｅ

Ｕ・ＥＰＡにつきましては、12億8,000万円か

ら25億6,000万円となったところであります。

県といたしましては、影響を最小限にとどめ

ることができるよう、平成28年１月に策定いた

しました「宮崎県ＴＰＰ対応基本方針」に基づ

き、セーフティーネットの強化や生産体制の構

築等の諸対策に積極的に取り組んでいるところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 今、県としての対策も述べ

ていただきましたけれども、私は、家族農業に

対する県の施策は大変重要だと思っているとこ

ろです。県の施策について述べていただきま

す。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県は、平地

から中山間地域まで、家族経営を中心に地域の

特徴を生かした多様な営農が展開されており、

今後も、基幹産業である農業をしっかり守って

いくというのが重要であると考えておるところ

であります。

このため、県では、「第七次宮崎県農業・農

村振興長期計画」に基づき、農家の所得向上に

つながるよう、各種施策を展開しているところ

であります。

取り組みの具体的な例を申し上げますと、普

及センター等が、県内74集団で生産者ごとに収

量等のデータを分析し、栽培管理や経営改善に

つなげる支援を行った結果、例えば、キュウリ

で単位面積当たりの収量が20％アップした産地

も出てくるなどの成果が出ているところであり

ます。

県としましては、引き続き、市町村や関係団

体と連携しながら、これらの取り組みをしっか

りと進めてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、新たな問題は、日米２

国間のＦＴＡ交渉です。この交渉をこのまま進

めれば、ＴＰＰで譲歩した線が出発点となっ

て、さらなる自由化、際限のない譲歩を迫られ

ることは、火を見るよりも明らかです。一番の

犠牲とされるのは農林水産業です。アメリカが

要求している農産物の輸入拡大は、安倍政権の

もとで低下した食料自給率38％をさらに押し下

げ、地域経済の柱である農業、それにかかわる

加工・輸送業に致命的な打撃を与えることは必

至です。

宮崎の農業、日本の農業が壊滅的な打撃をこ

うむる、亡国の日米ＦＴＡ交渉をきっぱり中止

するよう国に求めるべきと思いますが、知事の

見解を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 本年９月の日米首脳会

談の共同声明によりますと、交渉を行うに当た
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りましては、「農林水産品について、過去の経

済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容

が最大限であること」とする日本の立場を尊重

することとされております。

このようなことから、県としましては、今後

の動向を注視しながら、国に対し、粘り強い交

渉や農家の不安を払拭できる情報提供を求めて

いく必要があると考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ日本の農業、ひいては

宮崎の農業を守っていく、国民の安全な食料を

守る、そういう立場をしっかり位置づけていた

だきたいと思います。

次に、森林盗伐問題の根絶について伺いま

す。

県内で、森林盗伐が後を絶たないゆゆしき状

況が続いています。

我が党の国会議員団は、ことし８月と10月の

２回、被害現地の調査や聞き取り調査を行い、

国会でも取り上げてきました。

10月に行った、国富町木脇の現場では、９月

に持ち主の許可なしに伐採している業者を発見

して警察に通報し、伐採はとまったそうです

が、約200本が伐採されて、その業者は「間違え

て切った」と言ったそうです。ほかにも県内各

地で被害に遭われた方々の話をお聞きしていま

す。

ところが、その中に、国の補助事業で取得し

た重機を使って伐採した疑いもあるなど、事は

深刻な事態に及んでいます。

盗伐や誤伐といった事件や問題が、マスコミ

でもかなり取り上げられ、国会でも問題視し、

全国的な調査が行われるという中で、依然とし

て事件が後を絶たない、終わらないのはなぜな

のか、根絶に向けて徹底して調査や取り締まり

が行われているのか、問題の背後に何があるの

かなどなど、私は思いをめぐらせます。

問題が発覚して以来、県としての対応・対策

はどうだったのか、実効あるものになっていた

のか、伺いたいと思います。

○環境森林部長（甲斐正文君） 県では、誤伐

や盗伐の被害防止対策として、市町村に対し、

伐採届け出の審査の厳格化を指導するとととも

に、昨年度から警察等と合同で伐採パトロール

を実施するなど、監視を強化しているところで

あります。

また、森林所有者に対しては、相談窓口の設

置や、誤伐・盗伐の情報や予防対策に関して、

チラシの配布や県のホームページへの掲載を通

じて、注意喚起を行っているところでありま

す。

一方、伐採事業者に対しては、境界確認の徹

底などの指導を行うほか、今年度から、適正な

伐採を行うために宮崎県造林素材生産事業協同

組合連合会が県内各地域で開催する研修会を、

支援しているところであります。

県としましては、引き続き市町村や警察、関

係団体との連携を一層強化し、誤伐や盗伐の被

害防止に努めてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 そこで、事件の捜査・解明

を、問題解決をどのように進めるのか、警察に

おける抜本的対応・対策が求められるわけです

が、まずは、被害者からの被害届をしっかり受

理するところから始まるのではないでしょう

か。

しかし、相談は受けても被害届として受理し

ない、これでは調査の対象にならないことにな

ります。しかし、残念ながら、それが今の実態

のようです。

県警は、被害者の立場に立って今後どのよう

に対応していくのか、伺いたいと思います。
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○警察本部長（郷治知道君） 警察では、県や

市町村会、森林組合連合会等７組織と昨年８月

に協定を結び、相互の情報共有や合同パトロー

ルを行うなどの連携を図っており、森林窃盗に

関する相談には適切に対応しております。

今後も、関係機関等との連携を図りながら、

犯罪があると思料するときは、法と証拠に基づ

いて厳正に捜査してまいります。

○前屋敷恵美議員 宮崎県の被害者の方々の特

徴は、宮崎に居住していない人、ひとり暮らし

の高齢者など、なかなか現地の山を見に行けな

い方々のようです。

違法伐採は国際法違反であり、その木材が流

通するようでは、宮崎ブランドを傷つけること

になると思います。何より、個人財産が奪われ

ることは、到底許されるものではありません。

県の名誉、県警の名誉にかけても、解決に当

たっていただくことを強く求めるものです。

次に、都城の建設業者株式会社大建の経営事

項審査における虚偽申請問題について伺いま

す。

この件は９月議会でも取り上げられ、その後

さらに罪状が明らかになり、入札参加資格取り

消し処分となった問題です。

９月議会で知事は、職員が不正を見抜けな

かったことを最大の理由にしておられますが、

「県の審査において、また、立入検査結果を問

題ないと結論づける上で恣意的な判断などは断

じてなかったと判断した」と断言されました。

その恣意的な判断はなかったと知事が判断する

に至る報告は、誰からどのような形で受けたの

か。ことし３月、現地を直接調査した職員から

だったのでしょうか。知事にお答えいただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 株式会社大建に関しま

しては、実際にことし３月に立入検査を行った

職員及び持ち帰った書類等の調査・検討を行っ

た県土整備部内の職員において、３日間におけ

る検査の結果を踏まえ、全員が不正の事実はな

いと認識をしていたことから、問題ないと判断

したとのことでありました。

また、その後、９月に当時の職員に聞き取り

を行い、同様の認識であることを確認したとの

ことであります。

以上のことから、検査結果を問題ないと結論

づけた県の審査におきまして恣意的な判断はな

かったと、県土整備部から報告を受けたところ

であります。

○前屋敷恵美議員 県の担当職員の方が、石風

呂自治公民館の舗装工事についての現地調査を

行った結果、ホットラインの告発どおり、現場

は公民館の駐車場ではなく、随分離れた場所の

運送会社の駐車場だったということが判明をい

たしました。

最低限、その土地の所有者の確認をすること

は当然のことと思いますが、確認もせずに問題

ないと判断したことを不自然と思わなかったの

でしょうか。知事はどのように考えるか伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 現地調査におきまし

て、工事現場に関するさまざまな事実を詳細に

調査することは重要であると認識しておりま

す。今回、石風呂自治公民館の舗装工事の現場

につきましては、公民館長を名乗る人物から、

公民館所有の土地であるとの証言を受けたとこ

ろであります。今となって考えてみますと、登

記簿等による土地所有者の確認を行わなかった

ことなど、対応が十分でなかったと考えており

ます。

今後は、今回の反省を踏まえ、現地調査にお
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きます具体的な内容を盛り込んだ立入検査マニ

ュアルを整備し、厳正に取り組んでまいりま

す。

○前屋敷恵美議員 現地調査は複数の職員で行

われています。専門的な職員の確認調査である

にもかかわらず、どなたからも土地所有者の確

認をしようとならなかったのはなぜか、大いに

疑問の残るところであります。

また、調査の結果を通報者に報告せず、建設

業に関係のない第三者に対し、「不正の事実は

確認されなかった」旨の報告がなされたとされ

ていますが、なぜ関係のない第三者に報告が行

われたのか。

大建社長が、知事の後援会会員という点も含

め、総合的に見て、大建に関するこの調査にお

いて、「第三者の働きかけはなかった、職員の

恣意的な判断はなかった」との判断に至った理

由、根拠は何なのか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 株式会社大建に関する

審査において恣意的な判断はなかったことにつ

きましては、先ほど答弁をしましたとおり、県

土整備部から報告を受けたところであり、加え

て、第三者からの働きかけにつきましても、当

時の職員に聞き取りを行ったところ、そのよう

な事実はなかったという報告を受けて、判断を

したところであります。

○前屋敷恵美議員 いずれにしましても、不可

解なことが起きています。

事は、公正公平な入札制度に基づく公共事業

のあり方を、格付の偽装申請でゆがめたことに

あり、県の信頼を揺るがしかねないものです。

県議会としても、事の真相を明らかにし、二

度と繰り返させない、再発を防ぐ上からも、百

条委員会での調査・解明も必要ではないかと思

うところであります。

以上で今議会での質問を終わるわけですけれ

ども、今回取り上げましたどの問題も、県民の

命と暮らしを守る、福祉の充実に努めるとした

地方自治の本旨・責務をどう全うするか、県民

に対する知事の政治姿勢が問われる課題ばかり

です。もっと、県民の暮らしの実態をよく見る

ことが必要だと思います。そのためには、仕事

をしながらの子育て、障がいを抱えながら必死

で社会とかかわって生活しておられる方々など

の声を直接聞かれることだと思います。

「知事は誰とでも会わない」と言われたと、

ある団体の方からお聞きしたことがあります。

相手が反社会的な団体や個人であれば別です

が、そうでない限り、時間が許す範囲で、可能

な限りはお会いして、意見や要望を聞くことが

大事なのではないでしょうか。そうすれば、県

民の暮らしぶりがよくわかると思います。

また、国の政治のあり方が県民の暮らしに直

接影響を及ぼしますから、108万県民の命と暮ら

しを預かる知事として、県民に不利益を及ぼす

施策には、県民の立場で国にも物を言う毅然と

した態度で臨み、その責務を果たすこと。これ

は知事の役割だと思います。

11月議会が終わりますと、すぐに知事選挙で

す。

県勢発展とよく言われますが、基本は、県民

の暮らしが守られなければ、何の発展もありま

せん。誰のための、何のための県政運営なのか

しっかりと踏まえていただくことを申し上げ

て、質問を終わりたいと思います。（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44分休憩
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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、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の丸山裕次郎です。通告に従い一般質問を行

います。

まず初めに、地方創生についてお伺いいたし

ます。

10年ほど前から地域を回るたびに、空き家が

ふえているのを実感しておりましたが、最近、

改めて地域を回ってみますと、10数年たってし

まった空き家の屋根が落ち、廃屋になっている

光景が目に入ってきました。

地方創生が大事だと言っているのに、現状は

非常に厳しいと改めて感じました。県は、「宮

崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中

で、人口ビジョンを策定しています。

まず、総合戦略の人口ビジョンにおける人口

推計と現状との乖離の状況やその特色につい

て、総合政策部長にお伺いいたします。

次に、東京オリンピック聖火リレーについて

お伺いいたします。

2020年に開催される東京オリンピックは、

「復興オリンピック・パラリンピック」として

位置づけ、東日本大震災からの復興を強く意識

する観点から、2020年３月26日に福島県からス

タートし、全国を聖火が回ることが決まり、宮

崎県は大分県から引き継ぎ、鹿児島県につなぐ

ことになっており、日程は2020年４月26日、27

日で決まっているとのことですが、本県での聖

火リレーの検討について、総合政策部長にお伺

いいたします。

次に、地域医療構想についてお伺いいたしま

す。

地域医療構想は、今後の人口減少や高齢化が

進む中、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上と

なる2025年を見据え、地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進する目的で、平成28年

度に策定されました。

地域医療構想の議論の場として、二次医療圏

ごとに調整会議が開催されていますが、その議

論は余り進んでいないのではないかと感じてお

ります。

そのような中、10月の経済新聞に、「病床再

編を後押しする目的として、新たに病床数当た

りの手術の実施数など、量的な基準を導入して

病床機能を正確に把握することを都道府県に求

める」という記事が掲載されておりました。

また、記事では、奈良県などでは急性期と報

告する病棟について、「50床当たりの手術と救

急入院件数が計１日２件」などと、独自基準を

設けて病床再編の議論を進めているとのことで

あります。

本県でも、地域医療構想調整会議の議論の活

性化は不可欠と感じております。そこで、地域

医療構想調整会議の議論の促進に向けて、本県

では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。

次に、神楽の世界無形文化遺産登録について

お伺いいたします。

先月の10月11日に、国の重要無形民俗文化財

に指定されている私の地元の祓川神楽が東京の

国立能楽堂で披露されるということで、私も能

楽堂に初めて行きました。

初めて能楽堂に入らせていただき、能楽堂の

すばらしさに感動しつつも、本当に約600席ある

席が埋まるのか心配しておりましたけれども、

開演１時間前にもかかわらず多くの方々が訪れ

ていただき、開演前には全ての席が埋まり、東
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京でも神楽の魅力が多くの方々に認知されてい

ることを肌で感じ、とてもうれしく思いまし

た。

そこで、神楽のユネスコ無形文化遺産登録に

向けた、現在の活動状況と手応えについて、教

育長にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。まず、地方創生総合戦略におけ

る人口ビジョンについてであります。

本県の人口ビジョンでは、2010年の国勢調査

結果に基づく国立社会保障・人口問題研究所の

人口推計をベースとして、４つのパターンに分

けて将来推計をしております。

その2015年における推計値と最新の2015年国

勢調査結果を比較いたしますと、いずれの場合

も、県全体で約3,000人から7,000人程度、推計

値を下回っている状況にあり、特に山間部を抱

える地域において人口減少が進み、その乖離幅

も大きい傾向が見られるところであります。

次に、聖火リレーの検討状況についてであり

ます。

東京オリンピック聖火リレーにつきまして

は、東京オリンピック・パラリンピック競技大

会組織委員会からの協力依頼を受けまして、こ

とし８月に本県の実行委員会を設置したところ

であります。

現在、実行委員会において、ルートやセレモ

ニー会場などの案を検討しているところであり

ますが、最終的なルート案等につきましては、

大会組織委員会がＩＯＣと協議の上、決定する

こととなっておりますことから、その検討内容

につきましては非公開とされており、現時点で

は詳細を申し上げることはできない状況にあり

ます。

なお、大会組織委員会からは、来年の夏ごろ

にはルート案を公表したいと伺っているところ

であり、聖火リレーを通じて本県の魅力を国内

外にＰＲするとともに、多くの県民の皆様に楽

しんでいただけるものとなるよう、県内市町村

とも連携して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。地域医療構想調整会議につい

てであります。

各地域ごとに設置した「地域医療構想調整会

議」につきましては、その議論の促進が全国的

な課題となっております。

このため、国においては、本年６月に、県単

位での調整会議の設置やアドバイザーの委嘱、

研修会の開催等、議論の活性化に向けた具体的

方策を示したところです。

本県では、この国の通知に先んじて、本年３

月に県全体の調整会議を設置し、各医療機関が

将来担うべき役割等を議論する上で基礎となる

本県独自の調査票を作成することとしたところ

です。

今後は、この調査票を取りまとめた上で、国

の委嘱を受けた医師２名のアドバイザーからも

技術的な助言等を得ながら、議論の活性化を促

していきたいと考えております。

今後とも、2025年を見据え、県民が安心して

適切な医療が受けられる体制が確保されますよ

う取り組んでまいります。以上でございます。

〔降壇〕

○教育長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えいた

します。神楽のユネスコ無形文化遺産登録につ

いてであります。

現在、県では207あります全ての神楽を対象
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に、保存団体への聞き取りや古文書、神楽面な

どの調査を行いますとともに、ホームページで

神楽の記録映像を公開するなど、保存・継承を

図っているところであります。

また、神楽の魅力や価値など、そのすばらし

さを理解していただくことを目的に開催してお

ります講座や、先日行われました国立能楽堂で

の「高原の神舞（かんめ）」の公演でも、非常

に多くの方に御来場いただき、神楽に対する関

心の高さには確かな手応えを感じたところでご

ざいます。

さらに、５月には知事と文化庁に出向き、神

楽の保存・継承やユネスコ無形文化遺産登録へ

の支援について要望を行ったところでありま

す。

今後とも、文化庁等などの関係機関と連携し

ながら、ユネスコ無形文化遺産の登録を目指し

てしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それぞれ答弁していただ

き、ありがとうございました。

まず、地方創生について再質問させていただ

きます。

人口ビジョンの乖離やその特色についてお答

えをいただきました。地方創生総合戦略におけ

る人口ビジョンは、2010年の国勢調査をもと

に、４つのパターンで推計され、2015年におけ

る推計値と実態は3,000人から7,000人乖離があ

るとのことです。特に中山間地の人口減少が進

んでいるということでありますけれども、人口

ビジョンとの乖離が生じた理由と今後の対策に

ついて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほどの乖離

の状況を年齢階層別に比較いたしますと、特

に、29歳以下の若年層を中心として乖離が大き

く、また、女性のほうがより乖離の幅が大きい

状況にあり、進学や就職の時点で、推計以上に

県外流出があったものと考えております。

若者の県内定着に向けましては、成長産業の

育成等による雇用の場の確保とともに、早いう

ちからのキャリア教育や企業情報を届ける仕組

みづくりにより、高校生・大学生やその保護者

等に、本県で暮らし、働くイメージを持っても

らうことなどが重要であると考えております。

このため、昨年末、「産業人財育成・確保の

ための取組指針」を策定しまして、これまでの

取り組みに加え、女性目線から見た啓発用の動

画を作成するなど、新たな取り組みも進めてい

るところであります。

若者の県外流出の抑制は、中長期的には社会

全体で取り組むべき重要な課題でありますの

で、引き続き産学金労官で十分に連携を図りな

がら、対策を強化してまいりたいと考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 人口推計の乖離のデータが

実際、細かく市町村別で出ましたけれども、市

町村で大きくばらつきがありますので、びっく

りいたしました。それぞれの市町村でさまざま

な努力をしているとは思っておりますが、実態

をしっかり把握して有効な対策が講じられるよ

う、しっかりしたアドバイスお願いしたいと

思っております。

今回、地方創生に関して質問するために、地

方創生担当大臣をしておりました山本元大臣の

著書「稼ぐ、地方創生」という本を読ませてい

ただきました。

著書の冒頭に、地方創生とは「地方の平均所

得を上げること」、稼ぐことが第一歩で、それ

なくして地方創生はあり得ないと述べられてお

り、まさにそのとおりだと思いました。
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本県の地方創生の重要な鍵になっております

農業・観光・地場産業の振興について、順次質

問させていただきます。

まず、農業の生産性向上についてお伺いいた

します。

農業がＧＤＰに占める割合は約４％であり、

小規模農家が多く、生産性が高いとはお世辞に

も言えない状況です。

そこで、６次化・大規模化・ＩＣＴの活用、

企業参入などにより、生産性を飛躍的に向上さ

せる余地は十分にあるとして、政府の日本再生

戦略等においても、地域経済を支える新たな成

長のエンジンとして、攻めの農業、稼ぐ農業を

目指しております。

農業を「家業から稼業」へ転換することが重

要でありますので、今回はＩＣＴの活用・ス

マート農業を中心に質問させていただきます。

農業新聞の「すぐそこスマート農業時代」の

特集記事では、可変施肥田植機により、地力む

らに応じて肥料を減らし倒伏を抑え、作業効率

の改善・収量向上した事例、乳牛の首にセン

サーをつけ反すうの状態を検知し、発情や異常

の兆候をＡＩが分析し、スマホに連絡する個体

管理システムの事例、水田の水管理をＩＣＴを

活用して自動化し、省力化した事例などが紹介

されておりました。

そこで、本県の農業の生産性向上におけるス

マート農業の取り組み状況と今後の支援策はど

のように考えられているのか、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 現在、県にお

きましては「第七次宮崎県農業・農村振興長期

計画」の重点プロジェクトの一つといたしまし

て、ＩＣＴを活用したスマート農業を推進して

いるところであります。

このような中、園芸ハウス内の温度等を自動

制御するシステムや、牛の発情発見装置等を導

入している農家が、平成29年度で483名と、過去

３年間で約２倍に増加しているところでありま

す。

また、大規模露地野菜法人では、栽培してい

る作物の生育データをクラウド上で一元管理

し、生産、加工、販売までの一貫した工程管理

を構築している事例等、県内ではさまざまな取

り組みが行われております。

今後とも、産地パワーアップ事業や畜産クラ

スター事業等の活用により、これらの取り組み

を推進するとともに、本年度から実施しており

ます「みやざきスマート農業加速化事業」によ

り、県内農業者が有するデータの集約と分析等

を進め、収量向上や効率化を図りながら、儲か

る農業を実現してまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 農業の担い手、また作業員

不足が続いておりますので、それを打破するた

めにも、今後さらなるＩＣＴを活用したスマー

ト農業の普及拡大は、今後の基幹産業を守る上

で重要だと考えておりますので、積極的に国の

事業等を生かして、儲かる農業が実現できるこ

とをまず要望したいと思っております。

次に、観光振興についてお伺いいたします。

人口減少下において、国内外から観光客を積

極的に呼び込み、交流人口の拡大を戦略的に創

出することが必要であります。

近年、特に、急速に伸びるインバウンド需要

をどう取り込むかが肝だと思っております。

2017年の訪日外国人旅行者数は、前年比19.3

％増の2,869万人と過去最高となっており、こ

の10年間で３倍強となっております。

また、外国人旅行消費額も、前年比17.8％増
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の４兆4,162億円となっており、こちらも過去最

高になっております。

しかし、我が県のインバウンドの伸びは、こ

れまで中野 明議員が指摘しているように、お

くれをとっていることは否めないと思っており

ます。

来年、ラグビーワールドカップの試合が福岡

・熊本・大分県で開催され、観戦に来るラグ

ビーファンの観光誘客策が重要になってくると

感じております。

2015年に開催された大会では、約240万人の

ファンがスタジアムを訪れ、40億人以上がテレ

ビ放映で観戦された、世界のビッグイベントで

あります。

九州では、全48試合のうち、福岡３試合、熊

本２試合、大分５試合の合計10試合が行われま

す。

試合を行う国を見てみますと、世界ランキン

グ２位のアイルランド、３位のウェールズ、８

位のフランス、14位のイタリアや、本県でキャ

ンプを行ってもらうイングランドなどの強豪

チームが九州に集結するので、非常に注目を浴

びるのではと感じております。来年の９月の下

旬から10月にかけ、九州に多くの外国人ラグ

ビーファンが訪れると、容易に想定できます。

ラグビーワールドカップに来る外国人の観戦

者の宮崎への観光誘客策・宿泊誘客策が非常に

重要になってくると感じております。

特に、今回試合をするアイルランド、ウェー

ルズ、フランス、イタリアなどの観光客は、長

期滞在する傾向があるとされ、また、王室を大

切にする風潮があると聞いております。

ニーズを把握し、情報発信すれば、多くの外

国人誘客につながるのではと思っております。

そこで、ラグビーワールドカップを観戦に訪

れる外国人観光客の誘客に、どのように取り組

んでいくのか、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ラグビー

ワールドカップ2019では、欧米豪を中心に約40

万人の外国人観光客の来訪が見込まれておりま

す。

これらの観光客を本県に呼び込むため、九州

各県と連携し、本年７月にフランスでの合同プ

ロモーションを実施したほか、イギリスのラグ

ビー専門誌など現地メディアを活用した情報発

信、さらには、九州の祭りをテーマに、ワール

ドカップ開催時に各県を周遊させる取り組みを

進めているところでございます。

また、本県独自の取り組みとして、連携協定

を結んでいる大手航空会社と共同で、試合観戦

と周遊観光のニーズを捉えた旅行商品の造成や

情報発信も計画しております。

イングランド代表の公認チームキャンプ地と

しての強みを生かし、来県するメディア等も活

用しながら、本県の魅力を効果的に発信し、外

国人観光客を積極的に誘致してまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 大分県では、ラグビーワー

ルドカップ2019大会で欧米等から多くの来県が

見込まれ、こうした訪日外国人消費を確実に取

り込むために、今月から、キャッシュレス化推

進のための決済事業者の公募を始め、外国人観

光客受け入れ環境整備の充実に取り組み始めて

おります。

本県でも、外国人観光客受け入れ環境とし

て、キャッシュレス化について今後どのように

取り組んでいくのか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） キャッシ

- 42 -



平成30年11月20日(火)

ュレス化の推進は、店舗業務の効率化や県民の

利便性向上に加え、外国人観光客へのおもてな

し向上にも大変重要な取り組みだと考えており

ます。

このため、県では、本年８月、国との共催に

より、商店街や商工団体等の方々を対象とした

キャッシュレスセミナーを開催し、本県を取り

巻く情勢を初め、導入事例の紹介や国の補助制

度の活用等について情報共有を図ったところで

あります。

また、商工団体と連携し、セミナー後、導入

を検討する事業者からの相談に対し、キャッシ

ュレスに対応した機器を紹介するなどの支援を

行っているところであります。

県といたしましては、お話のありました、大

分県等、他県の先進的な事例等も参考にしなが

ら、国や関係団体とも十分連携し、キャッシュ

レス化の一層の進展を図るための取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 訪日外国人に本県に来てい

ただき、しっかり宮崎のよさ、例えば日本一の

宮崎牛の食の魅力、神社・神楽などの文化、青

島・霧島連山などの景勝地を理解してもらい、

宮崎のファンになってもらい、ＳＮＳ等で世界

中に発信していただきたいと思っております。

そのためには、観光情報の多言語化や通信環

境の充実が不可欠であります。そこで、観光情

報の多言語化や通信環境の整備について、今後

どのように取り組んでいくのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本県では

これまで、ホームページや観光案内板等の多言

語化を進めるとともに、県で基盤を整備したフ

リーＷｉ―Ｆｉのアクセスポイントが、民間施

設を含め約550カ所に拡大するなど、通信環境も

整いつつあります。

さらに、本年８月には多言語コールセンター

を開設し、外国人観光客に対する円滑な情報提

供を初め、多言語によるサービスが向上したと

ころであります。

外国人観光客の満足度を高め、リピーターを

ふやしていくためには、旅行中の外国人が情報

を入手しやすい環境づくりが大変重要だと考え

ておりますので、官民で連携して、さらなる環

境整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山裕次郎議員 来年行われるラグビーワー

ルドカップの観戦に訪れる外国人観光客の誘客

等につきまして質問してまいりましたけれど

も、本格的に受け入れるためには、交通手段の

確保、ホテル・旅館の受け入れ体制のさらなる

整備、観光地の魅力発信など、まだまだ不十分

だと感じておりますので、早急に整備を進めて

いただき、ラグビーワールドカップを試金石と

して、九州を訪れる外国人の多くが宮崎にも訪

れる体制が早急にできることを要望しておきた

いと思っております。

次に、地場企業振興についてお伺いいたしま

す。

山間地域の人口減少が進行している要因とし

て、働く場が少ないため、どうしても都市部に

流出してしまう状況が続いていると思っており

ます。

日本全体では東京に、九州であれば福岡に、

宮崎であれば宮崎市に人口が流れている状況が

続いており、地方創生が言っていた「人の流れ

を変える」のが変わっていないと思っておりま

す。

人の流れを変えるためには、企業誘致も一つ

の手段だと思っておりますが、今ある地場企業
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を伸ばしていくことも重要だと考えておりま

す。

昨年2017年６月には、地域の強みを生かしな

がら、将来、成長が期待できる分野での需要を

地域に取り込むことによって、地域の成長発展

の基盤を整えることを目指すことを目的に、

「地域未来投資促進法」が制定されました。同

法に基づく事業計画が認証されれば、設備投資

に係る減税措置等が講じられることになってお

ります。

そこで、本県における地域未来投資促進法に

基づく事業計画の承認状況についてお伺いいた

します。またあわせて、この制度を県内企業が

活用していくためにどのように取り組んでいく

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 地域未来

投資促進法は、地域の強み、特性を生かして将

来の成長が期待できる分野の事業を促進するこ

とにより、地域経済の活性化を図ることを目的

としたものであり、この制度を活用する企業等

は、今後取り組む事業の計画を県に提出し、承

認を受ける必要があります。

県では、本年10月までに25件を承認してお

り、承認された企業等には、御質問にありまし

たように、設備投資に係る法人税等の減税措置

や政府系金融機関の低利融資などの支援があり

まして、事業に取り組んでいるところでござい

ます。

県といたしましては、さらなる生産性の向上

や競争力の強化が図られますよう、多くの県内

企業にこの制度を活用していただくため、県内

各地での説明会の開催や企業訪問の実施など、

市町村や関係機関・団体と連携しながら、本制

度の周知及び活用の促進を図ってまいりたいと

考えております。

○丸山裕次郎議員 答弁にありましたように、

まだ25件しか承認されておりませんので、多く

の企業が承認できるように、情報収集、また呼

びかけをお願いしたいと思っております。

地場企業の中には、売り上げを伸ばす営業の

得意な人が欲しいとか、経営者の片腕になって

ほしいとか、新商品を開発するリーダーが欲し

いなどの悩みを抱えている地場企業が多いと

思っております。

その悩みを解決するために、平成28年にプロ

フェッショナル人材、いわゆる営業のプロ、経

営のプロ、新商品開発のプロなどの人材の採用

の支援活動を行う、プロフェッショナル人材戦

略拠点が設置されたと聞いております。

プロフェッショナル人材事業を活用すれば、

大都市に多い大企業出身の優秀な人材を採用で

き、地場企業の活性化につながると思っており

ます。

そこで、プロフェッショナル人材戦略拠点運

営事業の概要及び同事業の九州各県の進捗状況

について、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） プロ

フェッショナル人材戦略拠点運営事業は、企業

の成長を促進するため、専門的な知識や経験を

持つ人材の地方への環流を目的とするものであ

ります。

当事業は、東京都を除く道府県が内閣府と連

携して、道府県ごとに拠点を設置し、拠点ス

タッフが企業の具体的な求人ニーズを掘り起こ

し、民間人材ビジネス事業者に取りつなぐこと

により、企業が必要とする人材を採用する仕組

みとなっております。

本県では、平成28年１月に拠点を設置し、平

成28年度に３名、平成29年度に11名、今年度
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は10月までに14名、累計28名の人材が採用され

ております。

また、九州各県では、本年９月までに、福岡

県120名、佐賀県68名、長崎県55名、熊本県40

名、大分県12名、鹿児島県で45名の人材が採用

されております。

○丸山裕次郎議員 プロフェッショナル人材事

業を活用すれば、地方創生がこれまで行ってい

た人の流れを変えることができ、さらには稼ぐ

地方創生につながなると考えております。

そこで、本県のプロフェッショナル人材戦略

拠点運営事業の取り組みについて、改めて商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 本県で

は、県内企業が必要とするプロフェッショナル

人材の採用を推進するため、中小企業診断士な

どの拠点スタッフが、積極的な企業訪問に取り

組み、求人ニーズの掘り起こしを行うととも

に、セミナーの開催や、普及啓発パンフレット

の配布など、機運醸成を図っております。

さらに、平成30年度は、都市部大企業との連

携の強化や、民間人材ビジネス事業者と県内関

係機関による協議会の設置、プロフェッショナ

ル人材を求める県内企業を対象とした求人相談

イベントの開催などに取り組んでいるところで

あります。

県といたしましては、今後、人材を採用した

企業のフォローアップによる支援や、金融機関

・商工団体との連携を強化するなど、本事業を

さらに推進し、県内企業の成長を促進すること

により、本県経済全体の活性化を図ってまいり

たいと考えております。

○丸山裕次郎議員 このプロフェッショナル人

材事業については、先ほど答弁いただきました

が、九州内では、まだ宮崎県は低レベルである

と、福岡県が120名、佐賀県が68名、長崎県55

名、熊本県40名と比べると、まだまだ数が少な

いと思っております。ぜひ、都市部にいる優秀

な人材と宮崎の企業のマッチングが進んで、本

当に稼ぐ、もうかる企業がふえることを要望し

ておきたいと思っております。

これまで、地方創生の大きな鍵になる農業・

観光・地場企業の振興について質問してまいり

ました。稼ぐ地方創生、地方創生とは平均所得

を上げることだと、わかりやすい視点で今後取

り組んでいただきたいと思っております。

人口は減少しても稼ぐ力、県民所得が上が

り、経済規模が維持されればいいのではないか

と考えております。

そこで、県民所得を向上させる視点を持って

地方創生に今後取り組むべきと考えております

が、知事の考え方をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生を進める上で

は、まずもって、産業の振興等を通じて地域の

「稼ぐ力」を高め、所得向上を図っていくこと

が大変重要であると考えております。

例えば、医師や看護師の確保の観点から、宮

崎大学医学部、さらには県立看護大学の学生と

意見交換をする機会があるのですが、学生たち

は、都市部に対する漠然とした憧れもあります

が、一方では午前中の議論にもありました奨学

金の返済なども抱えている、どうしても所得と

いうところに引かれてしまう部分があります。

稼ぐ力を高めていきたいということで、地方

創生総合戦略や県総合計画におきまして、「し

ごとを興す」ことや「産業づくり」を大きな柱

に掲げて、フードビジネスなどの成長産業や競

争力の高い中核企業の育成等によりまして、高

い付加価値を生み出すとともに、国内外から

「外貨」を稼ぎ、地域に循環させる取り組み
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を、産学金労官一体となって進めてまいりまし

た。

この結果、農業産出額や輸出額、製造品出荷

額等が大幅に増加をしております。１人当たり

県民所得も上昇傾向にありますので、今後は、

人口減少が進む中にあっても、一人一人の生産

性をさらに高めていくことができるよう、産業

を支える中核的な人材の育成、起業やイノベー

ションの創出にも力を入れながら、県民所得の

向上と安定した県民生活の実現につなげてまい

りたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 知事の答弁の中で、確かに

県民所得は向上傾向にあるということでありま

したけれども、全国の下位のほうです。下位と

いうよりも最下位に近いレベルでありますの

で、ぜひ、最低でも全国平均の300万ぐらいを目

指すというわかりやすい指数をもって地方創生

に取り組んでいただきますことを要望しておき

たいと思っております。

次に、働き方改革についてお伺いいたしま

す。

来年４月から働き方改革関連法が順次施行さ

れることになり、時間外労働の上限規制が導入

され、月45時間、年360時間が原則になります。

また、年次有給休暇の確実な取得が必要になっ

たり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間

の不合理な待遇差が禁止されるようになりま

す。

県庁内でも、時間外が恒常化している部署が

あったり、災害時や予算編成時などに多くの時

間外勤務をしている実態があるということで、

庁内に働き方改革推進会議を設置していると聞

いておりますけれども、推進会議における取り

組みと、これからの進め方について、総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 知事部局における

働き方改革につきましては、ことし３月に、

「「働き方改革」の方針～かえるスイッチ！プ

ロジェクト2018～」を策定し、公務能率の向上

・長時間勤務の是正など、４つの柱に基づく取

り組みを定めたところでございます。

具体的には、全庁的に共通する内部事務や各

種会議の簡素・効率化の取り組みを初め、各所

属の状況に応じた、ＩＣＴの利活用による業務

の見直し等により、職員の休暇取得の拡大や長

時間勤務の縮減などを進め、ワーク・ライフ・

バランスの実現に取り組んでいるところであり

ます。

今後とも、推進会議が中心となり、全庁的な

取り組みを進めながら、各部局での取り組み実

績や成功事例の中から、実効性の高い取り組み

について、庁内での共有化や拡大を図っていく

とともに、働き方改革の取り組みが一過性に終

わることのないよう、職員一人一人の意識の啓

発に努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 教育委員会にお伺いいたし

ますが、教員は給与体系のこともあり、時間外

勤務という概念がとりにくく、また部活の指導

や親との意見交換など、長時間学校にいること

が恒常化している状況があると聞いておりま

す。

そこで、教育現場における働き方改革の具体

的な取り組みについて、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

平成24年度に策定しました「教職員の働きやす

い環境づくりプログラム」に基づき、学校行事

や会議の見直しを進めるとともに、定時退庁を

促すリフレッシュデーを設定するなどの取り組

みを行ってきております。

- 46 -



平成30年11月20日(火)

さらに本年度は、学校における働き方改革に

関する国の緊急提言や通知等を踏まえ、「学校

における働き方改革推進プラン」の策定に向け

て、協議会を立ち上げ、業務の役割分担の見直

しや部活動の休養日の設定など、教職員の時間

外勤務の削減に向けた検討を行っているところ

であります。

今後とも、喫緊の課題であります教職員の働

き方改革について、効果的な取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、働き方改革にもつな

がるペーパーレス化についてお伺いいたしま

す。

ペーパーレス化について質問する前に、県・

行政は紙文化が基本にあると思っておりますの

で、まず実態についてお伺いいたします。

私も県の職員をしていた経験がありますの

で、県には本当に多くの文書があるということ

は認識しておりますが、全ての文書について挙

げますと、切りがないと思っているものですか

ら、ある程度絞りまして聞かせていただきたい

と思っております。各所属から総務課が引き継

いだ文書を保存している文庫、及び歴史的文書

を保存している文書センターにある文書量はど

の程度あるのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（畑山栄介君） 各所属において、

一定の期間を過ぎた文書については、原則とし

て総務課の文庫に引き継ぐことになっており、

この文庫は、庁内に４カ所あります。ここに

は、５センチ幅のファイルに換算しますと、約

５万2,000冊分の文書を保存しております。

また、文書センターには、歴史的価値を有す

る歴史資料文書を保存しておりますが、その数

は約６万8,000冊であります。

なお、これらの文書のほか、業務上の必要性

から、各所属において、執務室や書庫等で保存

している文書もあります。

○丸山裕次郎議員 今、答弁にありましたとお

り、非常に多くの文書が県にはあるというのが

わかったと思います。その中で、文書センター

に保存されていて、前の議会でも問題になりま

したけれども、旧優生保護法の書類で問題が

あったと思っておりますが、ここではその内容

についてではなくて、その優生保護法に関する

書類の調査に要した時間と、延べ人数はどれく

らい必要だったのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（川野美奈子君） ことし４月

に、国からの調査依頼を受けまして以降、旧優

生保護法に係る書類の調査に、延べ75人の職員

が携わり、累計で約300時間を要しました。

○丸山裕次郎議員 次にお伺いしますけれど

も、各議会ごとに多くの書類が配付され、本当

に多さにびっくりしておりますが、年間にどれ

くらいの書類が提供されているのかわからない

状況です。相当の書類が届いていると思ってお

ります。

県庁全ての書類について把握するのは簡単で

はないと思っておりますので、まず知事部局等

の本庁各所属が使用している共用コピー機及び

庁内印刷室の印刷に要する費用はどれくらいに

なるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 知事部局等の本庁

各所属が使用している共用コピー機は52台あり

ますが、平成29年度のコピーに要した費用は、

約3,100万円であります。

また、印刷する部数が多い場合などは、庁内

の印刷室で印刷するようにしておりますが、平

成29年度の費用は、約2,900万円であります。
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これらの費用を合計しますと、約6,000万円と

なります。

○丸山裕次郎議員 知事部局等の本庁各課の印

刷分だけで約6,000万円がかかっているというこ

とでありますので、出先機関や学校などを含め

ると多額の印刷費用が毎年使われていると想定

できます。

しっかりとしたコスト意識を持つべきだと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

本題のペーパーレス化についてでありますけ

れども、ペーパーレス化のメリットとして、文

書を確認したり共有したりすることが容易にな

る、紙や印刷するためのコストが削減できる、

書類の経年劣化が少ない、書類を簡単に検索で

きる、同じオフィスにいなくても書類の承認が

行える、セキュリティー対策が可能になる、デ

スクの上やオフィス全体がすっきりする。

逆にデメリットとしては、使いなれるまでメ

モがとりづらく感じる、ＩＴ機器に弱い人に

とっては手間が余計にかかる、データが消える

ことがある。

いろいろメリット・デメリットがあると思い

ますが、資源を有効に活用することを考える

と、ペーパーレス化の推進を行うべきだと考え

ております。

ペーパーレス化を推進することで、先ほど福

祉保健部長から答弁がありましたけれども、実

に75人の職員がかかわって、300時間も要して書

類を見つけなくちゃいけなかった、無駄なと申

しますか、非常に時間がかかってしまうと思っ

ておりますので、もしこれが、電子化されて、

検索しやすくなっていれば、もっと短い時間で

できたと思っておりますし、また、文書を保存

する費用も、また廃棄する費用も大分少なくな

るのではないかと考えております。また、先ほ

ど言いましたとおり、効率がよくなると考えて

おりますので、働き方改革にもつながると考え

ております。

行政としてペーパーレスをするためには、費

用と意識改革が必要だと考えております。ま

た、議会としても、沖縄県が取り組んでおりま

すような、タブレット導入なども必要だと考え

ております。

そこで、県庁におけるペーパーレス化の具体

的な取り組みと今後の方向性について、総務部

長にお伺いいたします。

○総務部長（畑山栄介君） 県庁における具体

的な取り組みとしましては、会議をペーパーレ

スで開催するため、平成29年度からタブレット

端末等を導入し、ことし10月末までに44回の会

議で利用された結果、約３万5,000ページ分の紙

を削減したところであります。

また、税の申告や公文書開示請求など各種手

続のオンライン化、いわゆる電子申請を進める

ことも、ペーパーレス化や業務の効率化に寄与

しているものと考えております。

ペーパーレス化につきましては、県庁におい

て、さまざまな業務や資料・文書がある中で、

費用対効果や効率性等の視点から、どのような

業務等に導入すべきか、関係部局と引き続き連

携を図りながら検討を行い、働き方改革に資す

るペーパーレス化に取り組んでまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 行政はどうしても紙文化が

しみついていると思っておりますので、すぐに

ペーパーレス化することは難しいと思っており

ます。できることからペーパーレス化し、業務

効率化、また印刷代などのコスト意識の醸成を

しっかりと図っていただきたいと思っておりま
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す。

最後に、農業政策についてお伺いいたしま

す。

昨年11月に開催された宮城全共では、畜産農

家・県・市町村・関係団体の御尽力のおかげ

で、枝肉を審査する肉牛の部で、内閣総理大臣

賞を受賞するなど、３大会連続で日本一の称号

を確保することができました。

次期開催は鹿児島県で行われることが既に決

定しております。また、農業新聞では、次期全

共での審査基準の変更があったことが報道され

ました。

そこで、次の全国和牛能力共進会の出品条件

等の主な変更点について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 次の第12回全

国和牛能力共進会につきましては、本年６月に

全国和牛登録協会からその基本計画が公表さ

れ、出品条件等の一部が変更されたところであ

ります。

主な変更点につきましては、まず、牛の体型

等を審査する種牛の部におきまして、第４区の

「系統雌牛群」が廃止されるとともに、第５区

の「繁殖雌牛群」の出品頭数が１組４頭セット

から３頭セットに変更されました。

また、枝肉で審査する肉牛の部におきまして

は、前回大会で本県が内閣総理大臣賞を受賞し

た第８区の「若雄後代検定牛群」が休止される

ことになっており、これに伴い、出品牛の父牛

の遺伝的能力として、おいしさにかかわる評

価、いわゆる脂肪の質の育種価評価を出品要件

とした新しい区が創設されることになっており

ます。

○丸山裕次郎議員 答弁にありましたように、

前回大会で内閣総理大臣賞を受賞した第８区が

中止され、これに伴い、出品牛の父牛の遺伝的

能力として、おいしさにかかわる評価、いわゆ

る脂肪の質、育種価評価を出品要件とした新し

い区が創設されるとのことですが、本県では育

種価評価がまだだと聞いており、しっかり対応

していただきたいと思っております。

そこで、出品条件の変更等を踏まえ、今後ど

のように対応していくのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 2022年に鹿児

島県で開催されます第12回大会に向けて、主要

な畜産県におきましては、既に取り組みが始

まっていると聞いております。

本県におきましても、関係団体の技術員で構

成する出品委員会が、去る９月28日に開催さ

れ、出品条件等の変更点を情報共有するととも

に、今後の出品対策の進め方や具体的な取り組

み方法について協議したところであります。

今後は、出品条件の変更等に的確に対応する

ため、生産者を中心に市町村、関係団体と連携

しながら、すぐれた出品候補牛の選定などの準

備を進め、第12回大会におきましても、「日本

一」を目指して積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ畜産農家・県・市町村

・関係団体と緊密に連携していただき、鹿児島

全共でも日本一がとれるように頑張っていただ

くことを要望しておきたいと思っております。

県は、新規就農者が順調にふえ、昨年度は406

人が就農し、うち237人が法人就農と報告してお

ります。

若い方やＩターン・Ｕターン者が農業に興味

を持って就農することがふえることは、基本的

にはよいことだと考えておりますが、地元の農

業法人に聞いてみますと、若い人は続かず、す
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ぐやめてしまうという声を聞きました。

また、先日の農業新聞に、農林漁業の新規就

業者雇用事業で助成金の支給対象者約8,600人の

うち、３年未満で離職する割合は、農業で38％

に上るという報道がありました。

農業法人に昨年就農した237人、一昨年就農し

た204人はどうなっているのか、改めて心配にな

りました。

そこで、農業法人に就農した農家の定着に向

けた県の取り組みについて、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 新規就農者の

うち、法人への就農者が半数以上を占めており

ますことから、その定着を図ることは大変重要

であると考えているところであります。

このため、県では、雇用管理に関する研修会

の実施や、県内法人への「お試し就農」による

求職者とのマッチングなど、定着率向上に向け

た取り組みを行っております。

さらに、今年度、農業経営相談所を設置し、

雇用環境の改善に向け、社会保険労務士を派遣

するなど、法人を含めた農業経営者のさまざま

な経営課題に対応する体制を構築したところで

あります。

農業法人は、本県農業の重要な担い手であり

ますことから、市町村等関係機関と連携しなが

ら、引き続き、法人への就農者が定着しやすい

雇用環境の整備に向けた支援に取り組んでまい

りたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 農業法人に就農した方の定

着を図ることが大変重要であると認識していた

だいておりますので、ぜひ、今後は、先ほど答

弁にありましたような感じとして、また、今後

は、さらに農業法人と緊密に連携を図っていた

だき、情報収集に努め、農業法人に就職された

方々の定着が図られることを要望したいと思っ

ております。

以上で、私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の松村悟郎です。ちょうど２週間前、地元高鍋

町で、東日本大震災で最も被害の大きかった町

の一つである宮城県女川町の須田町長から、地

震津波被災の生々しい体験と復興へ向けた取り

組みなどの貴重なお話を伺う機会をいただきま

した。この講演には、県当局からも、危機管理

局長を初め10名の職員の皆様に参加いただきま

した。

大地震から７年半、人口約１万人の女川町

は、人口の１割が犠牲となり、建物の７割強が

失われ、瓦れき処理に２年を費やすなど、まさ

にマイナスからの復興であり、その道のりは大

変困難であったと思われます。

失われたとうとい命は戻らないが、残された

人々と、ふるさと女川町で安心して暮らせる安

全な町を再生すること、そして、100年先の人々

にも選ばれるまちづくりをとの思いで復興に取

り組まれ、2018年度のアジア都市景観賞を受賞

されるなど、甚大な被害を受けた自治体の中で

群を抜いたまちづくりの取り組みとして取り上

げられています。それでも、当時約１万人の

町、女川町の人口も約6,500人に減少していま

す。町長もまだまだ復興の途中と言われており

ます。

災害を未然に防ぐ取り組みと、災害発生後に

どう対処するかを事前に想定する取り組みの必

要性を改めて感じたところでした。今回は、災

害対策を中心に質問をさせていただきます。

まず、台風24号による災害についてお伺いし
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ます。

９月30日に本県を襲った台風24号は、非常に

強い勢力を保ったまま本県に接近したこともあ

り、気象庁が高鍋町に設置した雨量計で、30日

の11時52分までの１時間に96ミリの猛烈な雨を

観測するなど、広い範囲で暴風雨となり、県内

各地で浸水被害が発生したのを初め、大規模な

停電や断水が長時間続いたことで、日常生活に

大きな支障を来しました。

また、その直後に襲来した台風25号と合わせ

た、農水産関係や林業関係、公共土木施設関係

の被害額は、いずれも過去10年間で最大規模と

なりました。

このうち、県民生活の基盤である公共土木施

設関係については、道路の寸断や斜面崩壊など

が数多く発生し、現在でも、一部区間では道路

の規制が続いている状況にあります。社会資本

整備の重要性を改めて認識したところです。

そこで、今回の台風24号の災害を受け、本県

の社会資本についてどのように感じておられる

のか、また、これからの災害に強い県土づくり

をどのように進めていかれるのか、知事にお伺

いします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。災害に強い県土づくりについてでありま

す。

ことしは、全国各地で甚大な自然災害が相次

いだところでありますが、本県でもこれまで、

平成17年の台風14号などによる甚大な被害を受

け、五ヶ瀬川や一ツ瀬川を初めとする河川改修

など、さまざまな対策を進めてきたところであ

ります。今回の台風24号では、浸水被害や道路

の通行どめが数多く発生をしております。改め

て強い危機感を持ち、さらなる社会資本の整備

が必要であると考えているところであります。

このため、「宮崎県国土強靱化地域計画」に

基づき、いかなる大規模自然災害が発生しよう

とも、人命の保護を最優先とし、住民の早期避

難に向けた土砂災害や河川水位などの防災情報

の収集・伝達体制を強化しますとともに、現在

重点的に進めております、浸水被害を受けた地

域の河川改修や要配慮者利用施設等の土砂災害

対策、さらには、緊急輸送道路を初めとする交

通ネットワークの整備などを、より一層加速さ

せる必要があると考えております

今後とも、必要な予算の確保に努めますとと

もに、国や市町村、関係機関と連携をし、ハー

ド・ソフト両面から、防災力の強化や減災対策

に全力で取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。台

風24号は、本県全域に大きな被害をもたらして

おり、今なお、私の地元、児湯郡高鍋町におき

ましても、道路沿線の崩れた山肌、そしてむき

出しになった岩など、その傷跡は生々しく残っ

ています。

そこで、今回の台風24号における県内の公共

土木施設関係の被災状況について、県土整備部

長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） ことし９月

の台風24号におきましては、県内全域で被害が

発生しており、道路や河川などの公共土木施設

の被害は、県が管理する施設で229カ所、被害額

は約55億8,000万円、市町村が管理する施設

で331カ所、被害額は約32億5,000万円、合わせ

て県全体で560カ所、被害額は約88億3,000万円

となっており、現在も高鍋町の県道木城高鍋線

など、７路線９区間が全面通行どめとなってお
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ります。

被災箇所につきましては、現在、復旧に向け

て測量設計を進めており、来年１月までには国

の災害査定を完了させ、緊急性の高いところか

ら、市町村とともに早期復旧に努めてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願いいたします。

県内各地でも、暴風雨により、多くのがけ崩

れ、浸水被害に加え、相当規模の倒木が発生い

たしました。この倒木は、道路沿いの電線や電

柱も巻き込み、九州電力の高鍋配電事業所管内

では、総戸数８万2,000戸のうち、42.7％に当た

る３万5,000戸が停電となりました。

国・県道、市町村道においても、倒木などに

よる通行どめがかなり発生したようで、高鍋地

区の県道関係だけでも、最大で17カ所が通行ど

めとなったと聞いています。

国・県・市町村、そして九州電力などにおい

ては、交通開放や電力などライフラインの復旧

に鋭意取り組んでいただいたところですが、電

線が垂れ下がっていることなどにより、道路が

通行できず、交通開放がおくれた箇所もあると

聞いております。

そこで、今回、県管理の道路において、倒木

などが電線や電柱を巻き込んで通行どめとなっ

た路線数、箇所数はどれぐらいあったのか、ま

た、それに対して県はどう対応したのか、県土

整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回の台

風24号による県管理道路の通行どめは、全体

で92路線の148カ所に上り、このうち、倒木など

が電線や電柱を巻き込んだものは、64路線の88

カ所でありました。

道路の通行どめ箇所については、電線等が支

障となり、多くの箇所で復旧作業に着手できな

かったため、私のほうから直接、九州電力に対

し作業状況の確認を行いました。

九州電力からは、九州各県からの応援も含

め、約940名を動員し、全力で停電の復旧に努め

ているとの説明を受けましたが、県からは、各

土木事務所との情報共有と作業時の連携強化に

ついて、強く要請したところです。

その結果、各土木事務所におきまして作業時

の連携が図られるなど、早期復旧に向け、一定

の成果があったものと考えております。

○松村悟郎議員 台風後、道路の交通開放に向

けて、地元建設業者の方々が、昼夜を分かたぬ

復旧作業を行っていただいております。

また、停電等ライフラインの復旧作業につい

ては、高鍋配電事業所管内では、県外からの応

援者を含め、９月30日から10月９日までに延べ

約1,500人を動員し、復旧対応を行ったと聞いて

おります。これらの活動に対して、心から敬意

と感謝を述べさせていただきたいと思います。

しかしながら、道路を管理する自治体などか

らすると、電線が支障となり交通開放ができ

ず、逆に電線を管理する九州電力からすると、

交通開放がされていないためにライフラインの

復旧がおくれるといった、混乱した事態も発生

したのではないかと考えています。

地球温暖化による気温上昇など、異常気象の

発生頻度が高まり、今後、台風の勢力がさらに

増加することが考えられます。今回のような倒

木などによる電線や電柱を巻き込んだ道路災害

が発生する頻度も高くなってくるのではないか

と思われます。

今回の台風被害を踏まえ、九州電力等の電線

管理者と、災害時の対応について事前に詰めて

おく必要があるのではないかと思っています。

県土整備部長の見解をお伺いします。
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○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 今回のよう

に、広範囲の停電や多数の通行どめなどが同時

に発生した場合の対応につきましては、各施設

管理者間の情報共有や復旧作業時の連携方法な

ど、事前に整理しておく必要があると認識した

ところであります。

このようなことから、今回の台風被害を踏ま

え、今月12日に、関係部局と九州電力など電線

管理者との合同会議を開催し、課題の抽出を行

うとともに、解決の方向性について意見交換を

進めたところです。

今後は、大規模災害が発生した場合、道路管

理者と電線管理者双方が、できるだけ早期に、

かつ効率的に復旧作業を進めることができるよ

う、作業手順や連絡体制を定めた災害時の対応

マニュアルを策定するなど、連携強化に努めて

まいります。

○松村悟郎議員 現在でも、電線あるいは電柱

に影響があって、倒木の可能性のある箇所もま

だまだ見受けられます。今後とも、九州電力等

の電線管理者と十分連携をとっていただきたい

と思っております。よろしくお願いいたしま

す。

次に、無電柱化についてお聞きします。

今回の台風では、暴風雨による倒木が県内で

発生した。それで電柱が倒れ、道路が通行どめ

になったということは申し上げましたが、今回

のような大規模災害が発生した場合の対応を考

えますと、無電柱化の取り組みが大切であると

感じています。

国土交通省では、平成28年12月に施行された

無電柱化の推進に関する法律に基づき、法施行

後初めての「無電柱化推進計画」が策定されま

した。

その計画では、2018年度から３年間で、

約1,400キロメートルの新たな無電柱化の着手を

目標とされており、防災を初めとするさまざま

な観点から、無電柱化の推進について重点的に

取り組むとされております。

そこで、このような大規模災害等に備え、無

電柱化の取り組みが重要と考えますが、幹線道

路等における無電柱化に、今後どのように取り

組んでいくのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 無電柱化に

つきましては、道路の防災性の向上、安全で快

適な通行空間の確保、良好な景観形成の観点か

らも大変重要な取り組みであることから、これ

までに、県内の幹線道路等で整備済みである

約49キロメートルに加え、現在、国道10号や国

道218号など、６路線、約７キロメートルについ

て、国や関係市とともに整備を進めているとこ

ろであります。

さらに、近年、激甚化している災害等に対応

するため、国や県、関係市町及び電線管理者と

ともに、今後３年間で、新たに約９キロメート

ルの無電柱化に取り組むことを定めた、「宮崎

県無電柱化推進計画」を、今月14日に策定した

ところであります。

県としましては、大規模な災害等に備えるた

めにも、引き続き、無電柱化の推進にしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 先ほども申し上げましたけれ

ども、地元の土木業者が中心となり、昼夜を問

わず懸命な復旧作業に取り組んでいただいたと

ころですが、特に倒木の処理には特殊な技術や

機械が必要であるなど、撤去作業が思うように

進まず大変苦労されたと聞いております。

このような被災現場では、倒木処理や丸太運

搬等に必要な技術を持ち、機械を駆使できる林
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業事業者の優先的な協力を得ることができれ

ば、迅速な復旧作業を行うことができると期待

できます。

現在、県建設業協会では、県と「大規模災害

時における応急対策業務等に関する基本協定

書」を締結し、大規模な地震災害、津波災害、

風水害等の災害における応急対策業務等を実施

していただいております。

こうしたことから、今後は林業事業者からも

同様に協力をいただくなど、災害に備えていく

ことが必要であると考えますが、県はどのよう

に考えているのか、環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 今回発生しま

した台風24号の被災に際しまして、地元の森林

組合では、九州電力と県森林組合連合会が締結

しました協定に基づき、配電施設に影響を及ぼ

す倒木の除去などを優先的に行ったところであ

ります。

また、県民等から多数の要請を受けました素

材生産事業者や森林組合が、住宅周辺の倒木の

除去などに現在も取り組んでおります。

今後の災害への対応を検討する上で、住民生

活に不可欠な道路の早期復旧のためには、倒木

処理に専門的な技能を有する林業事業者の円滑

な協力体制を平時から整えておく必要があると

考えております。

このため、県といたしましては、市町村や関

係団体と連携を図りながら、災害時の林業事業

者の協力について、協定締結なども含め検討し

てまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 特に、幹線道路の交通規制

は、県民の生命や財産、日常生活に大きな支障

を来すことになります。主な原因となった倒木

の除去というのが、これからの大きな課題に

なってくると思います。

また、風倒木対策としては、日ごろから、道

路沿線に大きな杉等がないことが望まれており

ます。そこで、幹線道路の沿線は低木にするな

ど、植林について検討する必要があると思いま

すが、県の考え方を環境森林部長にお伺いしま

す。

○環境森林部長（甲斐正文君） 本県の森林

は、高齢級の割合が多く、台風等による風倒木

被害の危険性もあることから、災害に強い森林

づくりに努めていくことが大変重要でありま

す。

特に、道路の沿線は風が通りやすく、被害が

発生しやすい状況にありますことから、森林整

備事業により、人工林の適切な間伐を実施し、

根を十分に発達させた健全な樹木の育成に努め

ているところであります。

また、道路の沿線などにつきましては、適切

な森林施業について指導するとともに、県の森

林環境税も活用し、防風機能を高める低木類の

広葉樹を植栽するなど、風倒木の未然防止対策

に取り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願いいたします。

次に、河川関係についてお伺いします。

今回の台風では、県内の河川周辺でも多くの

浸水被害が発生しております。高鍋町の塩田川

周辺でも、床上の浸水被害が発生しました。

災害時に迅速な対応を行っていくためには、

行政だけでなく、さまざまな団体等の協力も必

要です。今回の塩田川においては、県が宮崎県

建設業協会に協力を要請し、応急対策を実施し

たと聞いております。そこで、大規模災害時に

おける協定に基づき実施した塩田川の応急対策

について、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 塩田川で
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は、台風24号の豪雨により、宮田川合流点付近

の堤防から川の水があふれて家屋等の浸水被害

が発生し、さらに、台風25号の接近のおそれも

あったことから、再度の被害が懸念されたとこ

ろであります。

このため県では、「大規模災害時における応

急対策業務等に関する基本協定」に基づき、宮

崎県建設業協会に対して、応急対策の協力を要

請し、宮崎県生コンクリート協同組合連合会が

備蓄していた１個約１トン、高さ60センチメー

トルのコンクリートブロック290個を無償で提供

を受け、宮田川合流点付近の堤防約260メートル

区間に設置し、再度の浸水被害を防止するため

の応急的な堤防のかさ上げを行ったものであり

ます。

○松村悟郎議員 建設業協会や生コンクリート

協同組合連合会の皆さんの協力により、資材提

供を受け、応急対策が実施されたとのことで、

その対応や連携はすばらしいことであり、周辺

の住民も、ひとまず安心したのではないかと思

います。今後も、建設業協会等との連携を密に

して、県民の安全を確保していただきたいと思

います。

ただ、塩田川につきましては、応急対策は実

施しているものの、頻繁に浸水被害が発生して

おり、今後、抜本的な対策も必要ではないかと

思います。そこで、塩田川の浸水対策について

どのように取り組んでいくのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 塩田川は、

平成７年までに河川整備が完了しております

が、台風24号では、時間96ミリの豪雨により、

本川の宮田川の水位が上昇したことから、支川

である塩田川の洪水が排出できずに堤防からあ

ふれたことにより、浸水被害が発生したところ

であります。

このため宮田川では、洪水時の水位を低下さ

せるため、年内には、堆積土砂の除去や竹林の

伐採に着手するとともに、塩田川では、堤防の

かさ上げを行うための測量、設計を行うことと

しております。

今後とも、地元の皆様の御協力をいただきな

がら、塩田川の浸水被害の軽減に努めてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 塩田川の対策につきまして

は、高鍋町の中心部の住宅地に大きな影響があ

りますので、早急に浸水対策を進めていただき

たいと思います。

また、宮田川につきましては、現在、河川改

修工事が進められており、整備が完了した区間

については、今回の台風による浸水被害はな

く、河川改修工事の効果を感じたところです。

未整備区間もありますので、早期整備について

も要望しておきたいと思います。

次に、農業関係についてお伺いします。

近年、台風の大型化、強力化の影響が見ら

れ、局地的集中豪雨、突風などによる気象災害

が相次いで発生しており、今後も同じような状

況がさらに頻繁に発生することが予想されま

す。

県には、このような気象災害に備えて、災害

に強い農村づくりを進めるとともに、安定した

農業生産の実現に向けて取り組んでいただきた

いと考えております。今後、「災害に強い農業

・農村づくり」を実現していくため、県として

どのような取り組みをしていくのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県は、県土

のほとんどが風水害に弱い火山灰特殊土壌に覆

われており、毎年のように台風や集中豪雨に見
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舞われております。まさに災害が発生しやすい

条件にございます。

また、高齢化や担い手の減少によって、用排

水路などの維持管理が難しくなり、施設の持つ

防災効果などの多面的機能も損なわれつつあり

ます。

このため、県としましては、農業用ため池や

用排水路、頭首工の改修、排水機場の整備な

ど、被害を未然に防止するための防災対策を行

いますとともに、地域住民による施設の管理活

動への支援も積極的に行い、「災害に強い農業

・農村づくり」に取り組んでまいります。

○松村悟郎議員 次に、農業用ため池について

お伺いします。農業用ため池は、営農に欠かせ

ない農業用施設であるとともに、防火用水、生

物の生息場所、地域住民の憩いの場の提供な

ど、多面的な機能を有しています。

このような中、平成30年７月豪雨により、中

国・四国地方を中心に、ため池の決壊等の被害

が発生したことから、全国の農業用ため池の緊

急点検が行われ、本県においても505カ所の点検

が行われたと聞いています。

また、本県においては、９月に発生した台

風24号により、ため池の被害もあったと聞いて

おります。そこで、本県の農業用ため池につい

てですが、現在、ため池の下流に人家等があり

被害を及ぼすおそれのあるため池を、「防災重

点ため池」として優先的に改修を進められてい

ると思います。７月豪雨では防災重点ため池以

外の被害も報告されております。今後、本県の

農業用ため池の改修をどのように進められるの

か、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 本県では、699

カ所の農業用ため池のうち、防災重点ため池134

カ所の改修工事を優先的に進めているところで

あります。

このような中、平成30年７月豪雨により、西

日本を中心に防災重点ため池以外で被害が発生

したことから、国において、防災重点ため池の

選定見直しの方針が示されたところでありま

す。

このため、県といたしましては、本年８月に

実施いたしましたため池緊急点検の結果を踏ま

え、関係市町や土地改良区等と協議しながら、

防災重点ため池の再選定を進めるとともに、計

画的な改修工事を進めてまいりたいと考えてい

るところであります。

○松村悟郎議員 今回の台風では、多くの場所

で土砂崩れが発生し、土砂や倒れた竹や杉の木

などが用排水路に流れ込み、あふれ出した水で

農地が崩壊したり、水路そのものが壊れるなど

の被害も発生しています。

ハウスや農作物等の被害については、災害資

金発動等の措置もなされ、また、農業近代化資

金などの融資も活用できますが、今後の営農へ

の影響を極力少なくするため、農地や用排水路

など生産基盤の一刻も早い復旧が望まれます。

大規模な被災箇所については、国庫補助の災

害復旧事業により、市町村などが主体となって

復旧を進めていただくことになっていますが、

国庫補助の対象とならない小規模な被災箇所の

復旧なども課題になってくるのではないかと考

えています。そこで、小規模な農地や農業用施

設の被災箇所の復旧について、どのような対応

ができるのか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 国庫補助対象

とならない事業費40万円未満の小規模な災害復

旧につきましては、議員御指摘のとおり、基本

的には市町村が単独事業で復旧している事例が

多いと聞いておりますが、多面的機能支払制度
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や中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる

地域におきましては、国の交付金を活用して、

被災した農地・農業用施設の応急措置や小規模

な復旧を行うことも可能となっているところで

あります。

○松村悟郎議員 今回の台風24号、25号による

農林水産関係の被害額は約120億円で、ここ10年

間で最大規模の被害となっております。

今回の台風24号では、特に施設園芸への被害

が大きく、ビニールハウスの破損やハウス本体

の全壊・半倒壊などの被害は、県全体で2,825件

に及び、西都・児湯管内でも1,172件のビニール

ハウスの被害がございました。

このような中、先般、国においては、「台

風24号による農林水産関係被害への支援対策」

により各種支援対策が打ち出され、その中で

も、被災農業者向け経営体育成支援事業では、

農業用ハウス等の復旧・再建などが支援対象と

なっているとのことですが、その概要について

農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 御質問のあり

ました事業は、台風で被災した農業者に対し、

国が緊急的に支援する対策の一つで、本議会で

の審議をお願いしているものであります。

事業内容としましては、被災した農業用ハウ

スや畜舎などの施設の撤去、再建のほか、機械

の修繕等を支援するものであり、事業実施に当

たりましては、国・県・市町村が連携して、施

設の再建・修繕で最大10分の７以内、施設の撤

去で10分の６以内の助成を行うこととしており

ます。

県としましては、被災農業者の方々が今後も

安心して営農を継続できるよう、市町村・団体

等と一体となって、しっかりと支援してまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、露地野菜への影響につ

いてお伺いします。私の地元の児湯地域は、広

大な畑作地帯において、ホウレンソウやキャベ

ツ、白菜、大根などの露地野菜が作付され、県

下でも有数の産地を形成しておりますが、その

風景も、台風がもたらした大雨・強風によっ

て、冠水や表土の流出、苗の傷みなどの被害を

受け、黄色く変色し、壊滅状態になった畑も数

多く見られました。

このように、露地野菜は、その生育環境を人

工的にコントロールできないため、気象条件に

左右されやすく、種まきや定植時期も限られて

いることから、簡単に植えかえができる状況に

はなかったと思われますが、本県の主要な露地

野菜の被害状況とその後の対応について、農政

水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 露地野菜につ

きましては、児湯地域を初め、県下全域で

約1,229ヘクタールの被害が発生し、特に、大根

やキャベツ、ホウレンソウで大きな被害となっ

ております。

これらの品目においては、約半分の圃場で、

種子のまき直しや苗の植えかえが行われたとこ

ろでありますが、品目転換や作型変更が必要な

農家に対しましては、各地域の普及センターや

ＪＡが、営農面での指導・助言に取り組んでい

るところであります。

また、これらの経営再開に要した種子や肥料

等の経費に対しましては、先日公表されました

国の緊急支援対策によって、直接助成されます

ことから、県としましては、農家がしっかりと

活用できるよう、その周知や事業計画策定等の

支援に取り組み、露地野菜農家の経営が継続さ

れるよう、関係機関・団体等と連携しながら取

り組んでまいります。
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○松村悟郎議員 被災された方々が、営農意欲

等を失わず、一日も早く経営再建できるよう、

迅速かつ的確に対応していただきたいと考えて

います。

農政関係の最後でございますけれども、私

は、今回の災害を受け、老朽化したビニールハ

ウスが多く、また、施設が冠水しやすいなど、

災害の影響を受けやすいという課題が浮き彫り

になったと考えています。

施設園芸は、本県農業の重要な柱の一つであ

り、早急に産地再生に向けた対応を講じなけれ

ばならないと考えております。ただ単にハウス

施設の復旧を図るのではなく、このピンチを

チャンスに変える発想で、長期的な視点に立っ

た思い切った対応が必要と考えます。今後の施

設園芸の再生に向けた県の考え、構想につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（中田哲朗君） 議員御指摘の

とおり、今回の台風被害からの復旧に当たりま

しては、本県施設園芸の将来ビジョンを明確に

しながら産地づくりを進めていくという視点

も、非常に重要だと認識しているところであり

ます。

県では、本年３月に策定いたしました施設園

芸振興戦略に基づき、地域の生産拠点となるハ

ウス団地の整備や、技術の高度化・施設の強化

による生産性の高い産地づくりを進めていくこ

ととしております。

今回被災した地域からは、災害に強く、担い

手の受け皿となるハウス団地を整備したいとの

意向も伺っております。

県といたしましては、このような意向を踏ま

えながら、市町村や関係団体と連携し、生産者

が将来にわたり安心して営農できる拠点づくり

に、スピード感を持って取り組んでまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 次に、教育現場についてお伺

いします。

今回の台風により、県立学校においては、児

童生徒への人的被害はなかったということでご

ざいますが、多くの学校で施設等への小規模な

被害があり、その数は42校に及んでいるとお聞

きしました。

私の地元にある高鍋農業高校では、農場にあ

るビニールハウスや建物のシャッターなど、破

損した箇所も多く見られております。また、学

校と寮とを結ぶ県道313号杉安高鍋線が、のり面

の土砂崩れにより通行どめとなり、生徒の安全

を優先して、１週間ほど臨時休業となったと聞

いております。

そこで、今回の台風24号における高鍋農業高

校の対応について、教育長にお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 高鍋農業高校の対応

といたしましては、台風24号が９月30日、日曜

日の正午ごろに本県に最接近するという予報に

基づきまして、土曜日の体育大会を大幅に短縮

するとともに、終了後は、寮生190人を含む生徒

全員を速やかに帰宅させる対応をとったところ

であります。

台風の影響で学校や寮が停電となり、完全に

復旧するまで３日ほどかかりましたけれども、

建物等には大きな被害はありませんでした。し

かしながら、学校と寮を結ぶ通学路において倒

木や土砂崩れが発生し、通行どめになりました

ことから、10月２日から５日までの４日間を臨

時休業としたところであります。

なお、学校が臨時休業したことにより、授業

時数を確保し、学力の保障に努める必要があり

ますことから、今回の高鍋農業高校について

は、冬期休業中に授業日を設けたり、時間割を
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調整するなどして、学び残しがないように適切

に対応しているところであります。

○松村悟郎議員 学校の適切な対応がうかがわ

れたところでございます。

この台風を受けて、県内県立学校において、

その教訓をどう生かしていくか、今後どのよう

な安全対策をとっていくのか、再度、教育長に

お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 今回の台風24号の教

訓といたしましては、学校と寮を結ぶ通学路が

遮断されたり、実習施設が破損したりしたこと

から、校内施設のみならず、学校周辺の環境に

ついても、防災・減災の視点での点検をさらに

強化することが必要であると、改めて認識をし

たところであります。

また、近年の台風や大雨では、想定を超えた

災害が発生しておりますことから、学校や寮に

おける安全対策につきましては、過去の経験に

とらわれず、最新の情報に基づき、関係機関と

連携をとりながら、早めの判断を心がけるよ

う、指導してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。

今後とも、台風の対応については、生徒の安

全を第一に適切な対応をしていただきたいと

思っております。

続きまして、２巡目国体の準備状況について

質問します。

私は、ことし行われた福井国体を視察してま

いりました。福井では、既存の陸上競技場を改

修して、今回の国体に臨んでおられます。

改修は、照明機器４機の新設、大型電光掲示

板の設置、フィールドの芝の張りかえ、トラッ

ク部分（タータン）の張りかえ、貴賓室の改

修、エレベーターの新設などが行われ、スタン

ドの仮設費と合わせて、総額40億円弱の費用

だったと伺っています。

福井県の場合、陸上競技場が内陸部にあり、

津波等の心配はないといった条件の違いはあり

ますが、本県の陸上競技場の建設費用はおよ

そ200億円と報告されており、県の財政状況を見

たときに、一抹の不安を感じております。

南海トラフ地震や地域振興、さらには地域バ

ランスといったことを考えると、都城市山之口

運動公園での陸上競技場の建設そのものについ

ては、私も理解をしていますが、２巡目国体に

向けた施設整備においては、少しでも財政負担

を減らす必要があると思います。この点につい

て、県はどのように考えているのか、知事にお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 都城市山之口町に新た

に整備をします陸上競技場につきましては、主

たる競技場と補助競技場の整備のほか、公園区

域内の造成も含めますと、概算ではあります

が、御指摘のように200億円程度を見込んでおり

ます。費用の一部については、都城市と負担の

協議を行っているところであります。

今、福井との比較の話がございましたが、国

体に向けての施設整備、本県のようにスポーツ

合宿等を受け入れて、スポーツを地域振興に結

びつけている、その点では全国のトップラン

ナーだというふうに考えておりますが、そうい

う県におけるスポーツ施設の整備等は、ほかの

県とはまた違った状況があろうかと考えており

ます。

スタンドの規模や照明、大型映像装置、諸室

などといった陸上競技場に必要となる設備や機

能等の詳細につきましては、競技団体を初め、

関係機関の御意見も伺いながら、今後の設計等

においてさらに検討することとしております。

こうした設備や施設機能はしっかりと確保し
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つつ、国の補助制度等の活用に加えまして、整

備費用や維持管理経費を抑えるための工夫も行

いながら、可能な限り財政負担の軽減に努めて

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今回の施設整備を進めるに当

たっては、地元市の協力は不可欠であります。

都城市も大きな期待を寄せており、今回の陸上

競技場等の建設を、市のスポーツ施設整備ビ

ジョンに盛り込むとともに、地元への説明を初

め、積極的に協力されていると伺っておりま

す。

課題は、国体後の活用を含め、この施設を地

域振興やまちづくりにどう生かしていくかであ

ろうと考えます。国体を初め、さまざまな大会

が開催されることにより、経済効果や地域振興

にいかにつなげていくかであります。

そういう意味で、地元市との連携が欠かせな

いと思いますが、知事の考えを伺いたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 県といたしましても、

国体の開催だけでなくその後も見据えて、ス

ポーツの振興や地域の活性化、陸上競技場をど

う活用していくかが大変重要な課題であると考

えております。

都城市では、市の総合計画におきまして、こ

の陸上競技場の整備を県と連携して推進し、ス

ポーツ環境の整備や地域振興を図っていくもの

と位置づけておられるところでありまして、県

との共同整備に積極的に取り組んでいただいて

いるところであります。

引き続き、地元の都城市と十分に連携、協議

をしながら、スポーツランドみやざきの全県展

開、あるいは県西地域における交流人口の拡大

や、にぎわいづくりによる周辺地域の活性化に

もつなげてまいりたいと考えております。

また、競技団体の協力も大変重要であります

ので、丁寧に意見交換を行い、理解をいただき

ながら整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 プールについてお尋ねしま

す。プールにつきましては、整備地は宮崎市内

の県有地で検討していくと伺っています。

７月には官民の連携可能性に係る対話を実施

されており、今後、基本計画を今年度中に取り

まとめる予定となっておりますが、２巡目国体

に向けたプールの整備地について、どう考えて

いるのか、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 新たなプールにつきま

しては、昨年９月に、宮崎市内の県有地を整備

地として検討する旨の判断を行ったところであ

ります。

これまでプール整備につきましては、本年７

月に、民間との連携整備の可能性について対話

を行いまして、その結果、宮崎市錦本町の県有

グラウンド跡地が、効率的・効果的な官民連携

の可能性が高いとの意見が多数でありました。

一方、候補地の一つであります県総合運動公

園につきましては、南海トラフ地震発生の高い

可能性も指摘されておりますことから、新たな

大規模集客施設として、プールを整備すること

は難しいものと考えております。

これらの観点から、プールの整備地といたし

ましては、宮崎市錦本町とすることで検討を進

めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 これらの施設の整備に加え、

県総合運動公園においても、津波避難施設を整

備する計画があります。

せっかく整備するのであれば、災害時だけで

なく、平常時にも有効に活用していくことが重

要ですし、その整備に要する財政負担の縮減に
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も、官民協力を含めてしっかりと対応していた

だくようお願いします。

次に、国道のバイパス整備についてお伺いし

ます。

現在、宮崎市佐土原町において、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、

広瀬バイパスの整備が進められています。この

道路が完成しますと、宮崎の空の玄関口である

宮崎空港から、毎年約100万人が訪れる県内有数

の観光地である西都原古墳群まで、一ツ葉有料

道路などを介して結ばれることになります。し

かしながら、昨年の答弁では、平成31年度の開

通を目標として工事を進めているものの、まだ

用地取得が完了していない状況とのことでし

た。

西都原古墳群は、ことし５月に日本遺産に認

定されたところであり、世界文化遺産への登録

を目指した活動も展開されております。その点

からも、この道路は、本県の観光振興の未来を

開く重要な道路であり、早期の完成が望まれる

ところです。

そこで、改めて、国道219号広瀬バイパスの整

備状況と開通の見通しについて、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国道219号広

瀬バイパスにつきましては、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。

ことし９月には、課題でありました用地の取

得が全て完了し、現在、残る改良工事等を進め

ているところであります。

広瀬バイパスが完成しますと、一ツ葉有料道

路などと一体となって、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、さらに

は、観光振興などに大きく寄与するものと考え

ております。

県としましては、必要な予算の確保に努め、

平成31年度の開通に向け、しっかりと取り組ん

でまいります。

○松村悟郎議員 よろしくお願いします。

次に、一ツ葉有料道路についてお伺いしま

す。

私は、以前から何度も申し上げております

が、一ツ葉有料道路は、宮崎を代表する他に類

を見ない大変美しい道路です。国道219号広瀬バ

イパスの完成後には、さらなる利用者の増加も

期待されることから、引き続き、この美しい景

観を維持し、多くの方々に楽しんでいただきた

いと考えております。

一方、ことし７月には西日本豪雨、また９月

には北海道胆振東部地震など、全国で大規模な

災害が相次ぐ中、政府は、現在、重要インフラ

の強靱化を目指し、11月末をめどに、緊急点検

に取り組んでいます。一ツ葉有料道路には、一

ツ葉大橋を初め、幾つかの橋があります。昭

和56年４月の供用開始から既に37年が経過して

おり、国土強靱化の観点からしますと、何らか

の対策が必要なのではないかと心配していま

す。

そこで、一ツ葉有料道路にある橋梁の耐震対

策については、国土強靱化の観点においてどの

ような耐震性能が求められ、また、対策が必要

な橋梁は幾つあるのか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国土強靱化

の観点において必要となる耐震性能としまして

は、例えば、平成７年の兵庫県南部地震と同程

度の地震が発生した際に、橋梁が被災した場合
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においても、軽微な補修で通行を可能とするレ

ベルの性能が求められております。

一ツ葉有料道路には、北線と南線を合わせ

て13の橋梁があり、建設当時の基準に基づく耐

震性能は有しておりますが、国土強靱化に必要

なレベルに性能を引き上げるためには、一ツ葉

大橋を含む７橋において耐震対策が必要な状況

となっており、その整備には多額の費用が必要

になるものと考えております。

○松村悟郎議員 一ツ葉有料道路は、高速道路

と直接つながり、物流拠点となる宮崎港や宮崎

空港を結ぶ大変重要な路線であるため、国土強

靱化に向けた橋梁の耐震対策については、しっ

かりとした対策を講じることが必要だと考えて

おります。

道路整備を取り巻く環境は厳しく、議会とし

ても、「国土強靱化対策の推進に向けた予算の

確保を求める意見書」を９月議会で採択したと

ころであり、国土強靱化を推進するためには、

まずは財源の確保が重要な課題です。

一ツ葉大橋を初めとする橋梁の耐震対策には

多額の費用を要するとのことですが、料金徴収

の終了時期が平成32年２月末と迫ってきている

中、県民の安全・安心の確保にかかわることで

あるため、その対策は急務です。

そこで、国土強靱化に向け、一ツ葉有料道路

の耐震対策に早急に取り組む必要があると考え

ますが、知事のお考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 全国各地で自然災害が

相次ぎまして、甚大な被害が発生をしている

中、ことし９月には、政府から、国土強靱化に

向けた緊急対策を今後３年間で集中的に実施す

ることが表明されたところであります。

台風災害など、先ほど一連の質問でも御指摘

があったところでありますが、本県において

も、南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中

で、自然災害への備えは急務であると考えてお

りまして、私自身、県民の皆様の生命、安全・

安心な暮らしを守るため、道路や公共施設の耐

震化を１日でも早く進めていくことは、大変重

要な課題であると考えております。

とりわけ、国道218号や一ツ葉有料道路などの

主要な幹線道路は、物流面にとどまらず、災害

発生時の救急・医療や支援物資輸送等の役割を

担う大変重要な道路でありまして、耐震対策の

早期実施に向けて、改めて検討する必要がある

と考えております。

道路の耐震対策には、特に橋梁部において多

額の費用が必要になりますことから、それに要

する財源の確保が大変重要になってまいりま

す。

このため、一ツ葉有料道路につきましては、

今後、どのように財源を確保しながら耐震対策

等を行っていくのか、有識者等の意見も伺いな

がら、有料継続の可能性も含めて、関係機関と

協議をしていく必要があるものと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 一ツ葉有料道路は、常々申し

上げておりますが、美しい風景が楽しめる県内

有数の道路であります。沿道景観の保全はもと

より、災害に強い道路とするためにも、その財

源は料金収入を確保できる有料道路方式、これ

はすぐれた制度ではないかと、私は考えており

ます。しっかり検討していただきたいと思いま

す。

以上で質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。
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本日はこれで散会いたします。

午後２時48分散会
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