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 要望項目 要望先 ページ 

１ 南海トラフ巨大地震対策の強化について 

内閣府 

総務省 

国土交通省 

経済産業省 

厚生労働省 

１ 

２ 東九州メディカルバレー構想特区の充実について 内閣府 ３ 

３ 合併市町村に関する支援策の充実について 総務省 ４ 

４ 
重要港湾「細島港」における国公有財産の最適利用

の推進と防災合同庁舎の整備について 

財務省 

国土交通省 
５ 

５ 重要港湾「細島港」の整備促進について 国土交通省 ７ 

６ 国道１０号門川日向拡幅の早期完成について 国土交通省 ９ 

７ 国道３２７号バイパスの早期整備について 国土交通省 １１ 

８ 道路整備促進のための予算の確保と重点配分について  国土交通省 １３ 

９ 
道路ストック（橋梁・トンネル等）の維持及び管理

に係る支援について 
国土交通省 １４ 

10 耳川河川改修事業の早期完成について 国土交通省 １５ 

11 農業の振興について 農林水産省 １７ 

12 林業の振興について 農林水産省 １９ 

13 新規漁業就業者に対する支援の充実について 農林水産省 ２１ 

14 
地域医療を支える医師の育成・確保対策の充実強化

について 
厚生労働省 ２２ 

15 
定期予防接種に起因する健康被害にかかる救済措置

の拡充について 
厚生労働省 ２３ 

16 低レベル放射性廃棄物の処分の早期実施について 環境省 ２４ 

17 文教施設整備事業に対する財政支援について 文部科学省 ２５ 
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南海トラフ巨大地震対策の強化について 
 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１． 南海トラフ特措法に基づく津波避難施設の整備に対する特例措置につ

いては、国の財源を十分確保していただきたい。 

 

２． 企業が実施する津波避難対策事業の推進がより一層図られるよう、新

たな支援制度の創設などにより財政上の支援を講じていただきたい。 

 

３． 被災時に災害医療対応の重要な役割を担う浸水区域外の公立病院等の

建て替えや機能強化について、財政上の支援を講じていただきたい。 

 

【提案・要望の理由】 

当市では、人口の集中する市街地が沿岸部に形成されており、周辺に津波

避難に適した高台がなく、また、強固な高層建築物が少ない状況にあります。 

平成２５年に宮崎県が発表しました「南海トラフ地震・津波及び被害の想

定」に対し、当市では住民の「命を守る」ことを最優先としてソフト・ハー

ドの取り得る手段を尽くした総合的な対策を講じております。避難タワーの

建設など、年次的に整備を進めておりますが、避難路や避難施設等の整備に

あたりましては、多額の費用を要することから厳しい財政運営の下では、財

源の確保が極めて困難な状況にあります。 

このような中、平成２７年３月には南海トラフ特措法に基づく「津波避難

対策緊急事業計画」につきまして、内閣総理大臣の同意を得ることができ、

避難施設等の整備にかかる国庫負担率の嵩上げなどの財政支援を受けられる

こととなったところであります。 

国におかれましては、地域の防災・減災対策がなお一層推進されるよう、

地域の実情にあった実効性の高い事業の創設や地方財政支援措置の充実を図

られるよう強く要望いたします。 

 

【提案・要望の要旨】 

地域における防災・減災対策の強化を図るため、「南海トラフ地震に係る

地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「南海トラフ特措法」とい

う。）」による取り組みの充実、強化を図るとともに、自治体や企業が実施す

る防災対応力強化に向けた取り組みに対する支援の充実を図ること。 
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一方、重要港湾「細島港」には、世界的シェアを有する企業も数多く立地

しており、これらの「企業を守る」ということも大変重要な課題となってお

ります。 

これらの企業は被災後、地域の経済、産業の復旧・復興において大きな役

割を果たすことはもちろんのこと、何よりも従業員の生命を守り、被災後に

あっては雇用の場を確保するとともに地域経済の立て直しの柱となるもので

あります。 

現在、各企業においては、業務継続計画の策定をはじめ、各種避難対策等

を検討、実施いただいているところでありますが、企業が実施する避難施設

等の整備には、それを後押しするような支援制度がない状況であります。 

国におかれましては、各企業が実施する防災対策につきまして、新たな支

援制度を創設するなど、ご配慮いただきますよう要望いたします。 

最後に、被災時、津波の浸水域外にある公立病院等につきましては、災害

拠点病院として指定されていない場合であっても、災害医療対応の重要な役

割を担うことになります。特に、当市並びに当圏域においては、災害拠点病

院がいずれも津波浸水想定区域内に立地しており、浸水区域外にある公立病

院への期待が寄せられているところであります。 

ついては、浸水区域外にあって、災害時には災害拠点病院の後方支援病院

となり得る公立病院の建て替えや機能強化を図るため、国による財政上の支

援に特段のご配慮を要望いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先）内閣府・総務省・国土交通省・経済産業省・厚生労働省 
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東九州メディカルバレー構想特区の充実について 

 

【提案・要望の要旨】 

東九州メディカルバレー構想特区をはじめとする総合特区制度の着実な推

進と支援制度の充実を図ること。 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

東九州メディカルバレー構想特区内の市町村や医療関連産業等に対し、連

携促進をはじめ、研究開発や技術の向上、事業拡大、新規参入等をより一層

促進させるための優遇措置や財政支援を講じること。 

 

【提案・要望の理由】 

当圏域では、平成２４年７月に、東九州メディカルバレー構想の特区認定

を受け、宮崎県を中心として、研究開発及び医療機器関連産業の拠点づくり

や人材育成に加え、平成２５年 5 月に、当市を含む近隣の２市１町で医療機

器関連産業の振興を図るため、「宮崎県北部医療関連産業振興等協議会」を設

け、地場産業の医療関連分野への新規参入支援等に取り組んでおります。 

 

 また、当市には、高い国内シェアを持つ医療機器産業が立地し、独自の技

術開発や製品の製造が活発に行われており、地域経済の活性化や雇用創出等

に大きく貢献しております。 

 

このように、特区認定により、医療機器産業を中心に、地域の特色を生か

した経済の活性化が促進されておりますので、今後の特区制度の着実な推進

と、支援制度の充実を図られるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先）内閣府 
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合併市町村に関する支援策の充実について 

 

【提案・要望の要旨】 

合併市町村における円滑な行政運営と計画的な地域振興等を図るため、合併

算定替終了後の地方交付税制度の見直し及び一般財源総額の確保について、 

措置を講じること。 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１． 社会保障関係費の増大や地域の防災・安全対策、地域経済の振興など

市町村の様々な課題に的確に対応するため、地方税・地方交付税等の一

般財源総額を確保するとともに、合併により増加した公共施設等の老朽

化対策について、地域の実情に応じた財源措置を図ること。 

２． 合併市町村に対しては、普通交付税の合併算定替等の財政措置が講じ

られているところであるが、今後も安定的に行財政運営を行うことがで

きるよう、合併の総括的な検証を行い、合併自治体特有の実態を十分に

踏まえた上で、新たな財政需要や削減できない財政需要など、きめ細か

な交付税の見直しを行うこと。 

 

【提案・要望の理由】 

当市は、平成１８年 2 月に旧・東郷町と合併し、合併により増加した公共

施設・インフラ施設の老朽化対策などの新たな財政課題を抱えております。 

また、行政区域は拡大したものの少子・高齢化の進行による人口減少が続

いており、社会保障関係費の自然増や防災対策の強化など、年々財政需要が

増大していく一方となっております。 

これまでも、合併特例期限後の財政運営を見据えた行財政改革に取り組ん

でまいりましたが、過疎・辺地等条件不利地域を抱える地方自治体の財政見

通しは依然不透明であり、今後ますます厳しい行財政運営を強いられること

が懸念されます。 

このことからも、今後のきめ細やかな住民サービス維持や将来のまちづく

りの推進のため、合併自治体に対する財政措置につきましては、特段のご配

慮を賜りますようお願いいたします。 

 

 

（提案・要望先）総務省 
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重要港湾「細島港」における国公有財産の最適利用の推進と防

災合同庁舎の整備について 
 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１． 企業誘致等に必要な土地・施設を確保できるよう、細島港における国

公有財産の最適利用を推進すること。 

２． 南海トラフ巨大地震に備え復旧・復興等に重要な役割を果たす国や県

の出先機関等を集約し、防災合同庁舎の整備を図ること。 

 

【提案・要望の理由】 

当市では、雇用の場を確保するため、細島港を核として製造業・物流関連

施設を中心に企業誘致を進めており、国や県による港湾や道路のインフラ整

備と相まって、平成２９年度までの１３年間で、５５件の企業立地と約９９

７億円の設備投資、約１，５００人の雇用を確保したところであります。こ

のように企業誘致により地域が活性化し、雇用が増加したことは、インフラ

ストック効果の好事例として国土交通省などで度々紹介されたところであり

ます。 

結果として、細島港では、新たな企業の誘致や物流関連施設の整備に必要

な土地の確保が課題となっております。 

一方、当市は、内閣府に設置された南海トラフの巨大地震モデル検討会に

よりますと、最大震度７、最大１５ｍの津波が想定されております。 

細島港一帯には、国や県の出先機関が合同庁舎や単独施設として置かれて

おり、これらの機関は災害応急対策及び復旧・復興の拠点として、大津波が

発生した場合でも、機能を維持・確保することが非常に重要であります。 

しかしながら、現在の建物は大津波に対し、機能を維持することができず、

災害応急対策及び復旧・復興に大きな影響を及ぼすものと危惧しており、国

の各機関と当市において、大規模災害時に日向市役所を臨時事務所として使

用する協定書を締結しているところです。 

つきましては、企業誘致等に必要な土地・施設等を確保できるよう、細島

港を中心とした臨海部における国公有財産の最適利用を推進するとともに、

出先機関職員の安全の確保と業務継続はもとより、一帯の企業及び工場の従

【提案・要望の要旨】 

重要港湾「細島港」において国公有財産の最適利用を推進するとともに、

南海トラフ巨大地震に備え、国や県の出先機関等を集約した防災合同庁舎の

整備を図ること。 
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業員等の一時避難場所を確保するためにも、国・県の出先機関を集約した防

災合同庁舎の整備をご検討くださいますようお願い申し上げます。 

○出先機関 

・財務省    門司税関 細島税関支署 

・国土交通省  海上保安庁 第十管区海上保安本部 日向海上保安署 

・国土交通省  九州地方整備局 宮崎港湾・空港整備事務所細島港分室 

・農林水産省  門司植物防疫所 鹿児島支所 細島出張所 

・農林水産省  林野庁 九州森林管理局 宮崎北部森林管理署 

・宮崎県    県土整備部 北部港湾事務所 

 

○協定締結機関 

 日向市における大規模な災害時の応援に関する協定書 

 ・国土交通省  九州地方整備局 宮崎港湾・空港整備事務所 

 大規模災害時臨時事務所の使用協定書 

・財務省    門司税関 細島税関支署 

・国土交通省  海上保安庁 第十管区海上保安本部 日向海上保安署 

・国土交通省  九州地方整備局 宮崎港湾・空港整備事務所 

 

 

（日向市津波ハザードマップ） 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 財務省・国土交通省 

第十管区海上保安本部 日向海上保安署 

門司植物防疫所 鹿児島支所 細島出張所 

門司税関 細島税関支署 

九州地方整備局 宮崎港湾・空港整備事務所 

九州森林管理局 宮崎北部森林管理署 

県土整備部 北部港湾事務所 
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重要港湾「細島港」の整備促進について 
 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１． 国際物流ターミナル整備事業（１６号岸壁）の平成３１年度新規事

業化を図ること。 

２． 国内ＲＯＲＯ船の大型化に対応した岸壁整備を検討すること。 

 

【提案・要望の理由】 

日頃より当市及び細島港の発展につきまして、ご指導、ご支援いただき厚

く御礼申し上げます。 

また、沖防波堤の着実な整備をはじめ、国際クルーズ旅客受入機能高度化

事業における予算確保など、特段の御配慮をいただき、重ねて感謝申し上げ

ます。 

 

さて、宮崎県は、杉素材生産２７年連続日本一の森林県であり、県北地域

である当市を含む耳川流域及び延岡市を含む五ヶ瀬川流域は、県森林面積の

約４７％を占めており、林業は地域を支える基幹産業として重要な位置付け

であるとともに、その振興について、県北地域を挙げて取り組んでいます。 

 

特に、円高是正が進んだことで、平成２９年の原木輸出量は平成２４年と

比較して４倍以上に増加しており、全国の港湾の中で２位となっています。

そのため、岸壁及びストックヤードが不足しております。 

 

また、細島港の整備や東九州自動車道の開通などのインフラ整備の進展と

ともに、平成２５年には日本最大手の製材メーカーである中国木材㈱の立地

に繋がり、約３５０億円の設備投資、２６０名の新規雇用が確保され、木材 

価格上昇、林業再生、物流・関連産業の活性化など、様々な好循環が生まれ

ております。 

 

さらに、同社は、平成３１年度に第２製材工場の稼働を予定しており、稼 

働後の原木取扱量は当初計画の４０万㎥から８０万㎥と倍増し、国内最大規

模の工場となることが見込まれていることから、現在、製品等の移出を行っ 

ている岸壁やヤードだけでは、施設の不足が確実視されています。 

 

 

【提案・要望の要旨】 

 重要港湾「細島港」の整備を促進すること。 
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一方、国内ではトラックドライバー不足、労働時間に関する規制を背景に

モーダルシフトの一層の推進が求められていますが、細島港と堺泉北港を結 

ぶＲＯＲＯ船「はっこう２１」は、上下線ともに満船状態で、乗船を断るこ

とが常態化しています。 

このような状況は、荷主企業の物流コストの増加だけにとどまらず、持続

可能な国内物流体系の構築を図る上で、大きな問題であると言えます。 

 

そのため、「はっこう２１」を運行する八興運輸㈱は、平成３２年１月の就

航を目指してＲＯＲＯ船の大型化を決断したところですが、現在利用してい

る岸壁では、延長と水深が不足するとともに、シャーシのストックヤードも

不足することから、大型化の投資効果を危惧しています。 

 

さらに、ＳＯｘに関する国際的な規制への対応により、物流コストの増加

が懸念される中、岸壁やヤード不足による非効率な物流・就航環境は、生産

性及び競争力の低下に直結し、国内経済に多大な悪影響を与えます。 

 

つきましては、県北地域の基幹産業である林業の振興をはじめとして、国

内経済における波及効果、物流の効率化等をご賢察いただき、細島港国際物

流ターミナル（１６号岸壁）の平成３１年度新規事業化を図るとともに、国

内ＲＯＲＯ船の大型化に対応した岸壁整備について、検討していただきます

ようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 国土交通省 
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国道１０号門川日向拡幅の早期完成について 
 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望の理由】 

国道１０号門川日向拡幅事業は、国道１０号の交通混雑の緩和を目的に事

業化され、交通混雑の解消による走行性の向上や交通事故の減少に大きな役

割を果たしているところであります。 

平成２６年３月に、国道１０号 木原交差点～赤岩新橋間の約８００ｍが

供用開始されたことに加えて、平成２８年４月の東九州自動車道の北九州市

と宮崎市間の全線開通に伴い、重要港湾「細島港」とのアクセスが大幅に向

上しましたところであります。 

当市におきましても、これまで地元支援策として「国道１０号拡幅代行買

収事業」や「事業認定手続き」への協力を行ってきたところであります。 

現在、長江交差点～木原交差点区間（延長Ｌ＝1.2ｋｍ）の工事も部分的に

着手されておりますが、依然としてボトルネックの状態となっているため、

円滑な交通の流れがこの区間で阻害されている状況にあります。 

つきましては、国道１０号の４車線化は、市民の長年の悲願であるととも

に、地域経済の更なる活性化に大きく期待されていることから、残る区間の

早期完成に向け、特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 国土交通省 

【提案・要望の要旨】 

国道１０号門川日向拡幅事業の長江交差点～木原交差点（L＝１．２㎞）

の早期完成を図ること。 
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（ 参考 ）国道１０号門川日向拡幅の早期完成について 
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国道３２７号バイパスの早期整備について 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

国内有数の森林資源を有する入郷地域から重要港湾「細島港」への木材供

給インフラとして重要性を増している国道３２７号のバイパスの早期整備を

図ること。 

 

【提案・要望の理由】 

国道３２７号は、日向市を起点とし、美郷町・諸塚村・椎葉村を経由して

熊本県に至る、日向・入郷圏域住民の生活に欠かせない重要な幹線道路であ

るとともに、東九州自動車道や国道１０号とのアクセス向上により地域資源

を活用した地域活性化や地方創生のための生命線の一つであります。 

また、国内有数の森林資源を有する入郷地域から、流通の拠点であり木材

関連産業が集積する細島港周辺地域への木材供給インフラとして重要性が増

している道路であります。 

特に、細島工業団地に立地した製材大手の中国木材株式会社日向工場が平

成２７年度から操業を開始し、新たな製材ラインも平成３１年度の稼働に向

けて進められていることなど、今後、入郷地域から木材貨物搬入量の急増が

見込まれており、国道３２７号バイパス整備の必要性はますます高まってお

ります。 

このような細島港を巡る背後圏の経済活動をご考慮いただき、国道３２７

号バイパスのうち秋留～永田区間の早期完成、ならびに、永田地区以西から

「道の駅とうごう」までの区間の事業化につきましても特段のご配慮を賜り

ますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 国土交通省 

【提案・要望の要旨】 

重要港湾「細島港」と入郷地域とのアクセス向上のため、国道３２７号バ

イパスの早期整備を図ること。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E9%83%B7%E7%94%BA_(%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%B8%E5%A1%9A%E6%9D%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E8%91%89%E6%9D%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C
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（ 参 考 ）国道３２７号バイパス構想図 
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道路整備促進のための予算の確保と重点配分について 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

長期安定的に道路整備が進められるよう国道整備予算をはじめ社会資本

整備総合交付金や防災・安全交付金などの道路関係予算を確保するととも

に、九州を横断する高規格幹線道路などの整備を進め、ミッシングリンク

早期解消のための道路予算の重点配分を行う等の施策の充実・強化を図る

こと。 

 

【提案・要望の理由】 

道路は、地域や経済の活性化はもとより、教育、医療、福祉等の生活環

境の向上に資する最も基礎的で重要な社会資本であります。 

宮崎県においては、多くの中山間地域を抱え、自動車交通に対する依存

度が高いにもかかわらず、急峻な地形など地理的条件が厳しいことから、

主要幹線道路をはじめ、通院・通学等の生活に密着した道路においても整

備が立ち遅れている状況であります。 

また、地方においても、高度成長期に建設された数多くの橋梁等の老朽

化が進行しており、今後これらの修繕や更新費用が増大し、大きな負担と

なることが確実視されております。 

このような状況の中、「命の道」となる広域的な幹線道路である九州中央

自動車道（九州横断自動車道延岡線）や国道、市民生活に密着した県道や

市道の整備は、地域活性化だけではなく、平成２８年熊本地震のような大

災害時における救援物資の輸送や復旧・復興支援のための重要な防災機能

を有しており、危機管理の観点からも交通ネットワークの早急な構築が求

められています。 

つきましては、道路財源の確保を図るとともに、道路（土地区画整理事

業を含む）整備が遅れている地方への重点配分を行うなど、道路施策の強

化について特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

 

（提案・要望先） 国土交通省 

【提案・要望の要旨】 

地方の道路整備を長期安定的に推進するため、必要な予算を確保するとと

もに、地方への道路予算の重点配分を行う等の施策の充実・強化を図ること。 
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道路ストック（橋梁・トンネル等）の維持及び管理に係る支援

について 
 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

道路ストックの適切な維持管理のため、点検・修繕・更新に対する補助

制度の拡充及び予算の確保、並びに建設産業における長期安定的な人材育

成等の維持管理を支える体制の構築についても支援制度の充実を講じるこ

と。 

 

【提案・要望の理由】 

道路ストック（橋梁・トンネル等）は、市民生活に不可欠な社会資本で

あり、安全・安心な社会生活を確保するためには、これらの適正な維持管

理が重要であります。 

当市におきましても、厳しい財政状況の中、年次的に交通インフラの点

検や修繕を実施しております。 

このような中、平成２６年７月に道路法施行規則が一部改正され、橋梁、

トンネル等は５年に１回の頻度で近接目視により点検を行うことが義務付

けられたところであります。 

国におかれましては、社会資本整備総合交付金等により、道路インフラ

の適切な維持管理に対し、ご支援をいただいておりますが、近接目視によ

る点検への変更や老朽化の進行により、修繕・更新費用は拡大し続けてお

り、当市のような財政状況の厳しい自治体では、適切な維持管理が困難と

なっております。 

また、当市の建設業従事者は、就業者数のうち約４割が５５歳以上であ

る一方、２９歳以下は約１割にとどまっており、今後の急速な高齢化の進

展が見込まれることから、将来の担い手不足が強く懸念される状況にもあ

ります。 

つきましては、道路ストックの適正な維持管理のため、財政上の支援の

拡充及び維持管理を支える体制構築への支援の充実について特段のご配慮

を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

（提案・要望先） 国土交通省 

【提案・要望の要旨】 

道路ストックの適切な維持管理のための財政上の支援の拡充及び維持管

理を支える体制構築への支援の充実を図ること。 
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耳川河川改修事業の早期完成について 

 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

耳川広域河川改修事業、土地利用一体型水防災事業に必要な財源の確保を

図ること。 

 

 

【提案・要望の理由】 

耳川は、熊本県との県境を源流として、九州山地から日向灘に注ぐ延長９

４．８ｋｍの二級河川であり、豊かな水量と良好な水質を有し、地域住民の

生活と密接に関係する重要な河川であります。 

しかしながら、大型台風の襲来等により、当河川沿線では浸水被害が発生

しており、特に平成１７年の台風１４号では、全半壊建物１０７戸、床上・

床下浸水２０６戸、国道３２７号の冠水などの大きな被害が発生したところ

であります。 

このため、宮崎県においては、国のご支援のもと、広域河川改修事業（平

成１１年度採択）を始め、土地利用一体型水防災事業（平成１９年度採択）

などによる築堤や宅地嵩上げ工事などを行っていただいているところであり

ますが、東日本大震災の発生後、平成２４年８月に内閣府より南海トラフの

巨大地震による津波浸水想定が発表された中、流域住民は、地震や津波の河

川遡上に対しての新たな不安を抱いて生活を送っている状況であります。 

今後とも、河川改修事業の早期完成に向け、特段のご配慮を賜りますよう

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 国土交通省 

【提案・要望の要旨】 

二級河川耳川の河川改修事業に必要な補助事業の財源確保を図ること。 
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農業の振興について 

 

 

【提案・要望の理由】 

１． 農業特産品のブランド確立、６次産業化、農商工連携の推進 

当市では、特産品「へべす」のブランド化や、宮崎大学農学部との連

携による「ブルーベリー葉」の共同研究など、様々な取り組みを展開し

ているところです。 

また、国内産の薬用植物の需要が高まる状況を踏まえ、平成２７年度

から熊本大学薬学部と連携し、遊休農地を活用した「薬草の里づくり」

に取り組み、健康で元気な地域づくりを推進していますが、厳しい財政

状況の中、市単独での取り組みには限界があるところです。 

つきましては、個人・法人・地方自治体が進める特産品のブランド確

立、６次産業化、農商工連携による加工品・商品開発及び流通ルートの

確立等に対する支援策の充実についてご検討いただきますようお願いい

たします。 

 

２． 施設園芸設備への支援拡充 

  燃油価格高騰への対策や省エネルギー化推進への施策として、施設園

芸用省エネルギー設備の導入に対する更なる支援の拡充をお願いいたし

ます。 

また、国庫補助の対象となるハウスに、ＡＰハウス２号改良型を加え

ることについてご検討いただきますようお願いいたします。 

 

 

【提案・要望の要旨】 

１． 農業特産品のブランド確立、６次産業化、農商工連携の推進に対す

る支援策の充実を図ること。 

 

２． 施設園芸農家への支援策として、燃油価格高騰への対策や施設園芸

用省エネルギー設備の導入に対する更なる支援の拡充を図ること。 

また、国庫補助の対象となるハウスに、ＡＰハウス２号改良型の導

入を検討すること。 

 

３． 鳥獣被害対策の充実のため「鳥獣被害防止総合対策交付金」の予算

配分の増額をはじめ、ソフト・ハード面での支援策の更なる拡充を図

ること。 

 

４． 配合飼料価格安定に対する支援を今後も講じること。 
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３． 鳥獣被害対策の充実 

  鳥獣による被害は、依然増加傾向にあり、鳥獣捕獲の担い手の減少や

高齢化もあいまって、農山村の暮らしに深刻な影響を与えています。 

  つきましては、「鳥獣被害防止総合対策交付金」の予算配分の増額をは

じめ、ソフト・ハード面での支援策の更なる拡充を図られますようお願

いいたします。 

 

４． 配合飼料価格安定に対する支援 

  配合飼料価格の安定につきましては、現在の価格安定制度の継続的な

運営と将来の補てんに必要な財源の確保を今後も講じていただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 農林水産省 
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林業の振興について 
 

 

 

【提案・要望の理由】 

１． 森林整備事業における支援策の充実について 

当県は、総面積の約７６％を森林が占める全国有数の森林県であり、

その中でも、日向入郷圏域（１市２町２村）は、二級河川耳川流域に県

森林面積の約２５％を占める豊富な森林資源を有しており、林業の振興

は重要な課題となっています。 

また、当市におきましても、戦後造林した人工林が本格的な利用期を

迎えており、あわせて大型製材工場の進出や木質バイオマス発電所の本

格稼働等による主伐の増加が予想される中、再造林対策を急ぐ必要があ

ります。 

特に、スギコンテナ苗の積極的な活用を図ることが、伐採即再造林の

一貫作業を定着させ、省力化・低コスト化に繋がるなど、持続可能な森

林資源循環システムの確立に有効であるにも拘わらず、スギ路地苗との

価格差が大きく、活用が進まない状況にあります。 

加えて後継者不足など林業を取り巻く環境は依然として厳しい状況に

あり、森林経営における課題も山積しております。 

このような中、林業成長産業化地域に「延岡・日向地域」を選定頂く

など、資源循環型林業の推進に御理解を頂き感謝申し上げます。 

更に、森林を適正に管理し、森林が有する多面的・公益的機能の維持・

増進を図るためには、森林所有者の負担を軽減する必要があることから、

森林整備への更なる支援策の充実をお願いいたします。 

 

 

２． 林業における担い手対策の充実、恒常的労働者の確保について 

当県では、森林組合の作業班員の確保を図るため、作業班員の雇用に

際し、社会保険等の支援を市町村単位で実施しており、当市におきまし

ても、約３００人の作業班員を雇用する耳川広域森林組合に対する支援

を行っているところです。 

森林所有者の高齢化及び後継者不足が深刻になる中、一方では、今後

【提案・要望の具体的内容】 

１． スギコンテナ苗を活用した再造林等の森林整備事業における更なる支

援策の充実を図ること。 

 

２． 林業における担い手対策事業の充実等、恒常的林業労働者の確保に向

けた制度の確立を図ること。 

 

３． 国産材の需要拡大と木材価格の安定に向け、国としての更なる支援策

の充実を図ること。 
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の木材需要の高まりが予想され、森林組合の作業班員の確保は重要な課

題となっていることから、国におかれましても、社会保険等の支援をは

じめとする「恒常的労働者の確保対策及び林業担い手対策の強化」を図

っていただきますようお願いいたします。 

 

３． 国産材の需要拡大と木材価格の安定に向けた支援策の充実について 

森林を維持するためには、森林所有者の所得向上や担い手の確保等に

よる森林の適正管理はもとより、国産材の需要拡大への取り組みが必要

となっています。 

このため、木質バイオマスのエネルギーの利用、公共工事における木

材利用等、多様な分野への木質資源利活用に取り組んでいただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 農林水産省 
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新規漁業就業者に対する支援の充実について 

 
【提案・要望の要旨】 

自営独立や事業承継を行う漁業就業者に対し、経営が不安定な操業開始後

の支援策を創設すること。 

 

 

 

【提案・要望の理由】 

 

宮崎県日向市漁業の水揚高は減少傾向にあり、組合員数も、この１０年で

３２％減少し２５３人となり、うち６０歳以上が５２％を占めるなど、組合

員の減少・高齢化が進行している状況にあります。 

 

また、漁業経営体については、漁業の計画生産の困難性などにより、意欲

の高い漁業者や新規漁業者による新たな投資が進まないため減少に歯止めが

かからない状況が続いています。 

 

国においては、漁業人材育成総合支援事業によって研修・履修に対する費

用等の支援を行い、人材の確保を図るとともに、宮崎県においては平成２９

年度から「新規就業者応援バンク」による就業案内から、県内外の漁業就業

希望者と各漁村とのマッチングや研修までを支援し、就業から定着までをサ

ポートしておりますが、自営独立や事業承継に伴う負担の大きな就業直後の

支援が不足している状況にあります。 

 

以上のことから、浜の活力を担う沿岸漁業者の確保・定着を図り、沿岸漁

業の振興及び漁村地域の活性化につなげるため、自営独立や事業承継を行う

漁業就業者に対し、経営が不安定な操業開始後の支援策を創設するよう強く

要望いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 農林水産省 
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地域医療を支える医師の育成・確保対策の充実強化について 
 

 

 

【提案・要望の理由】 

医師の地域的偏在や、産科・小児科等の特定診療科における医師不足は益々

深刻化しており、地方においては住民ニーズに応じた地域医療体制の確保が

極めて困難であることから、国が推進する「地域包括ケアシステム」の構築

もままならない状況であります。 

また、地方創生に取り組む上で、安心して子どもを産み育てられる環境の

整備は必須でありますが、産科医、小児科医の不足が大きな障壁となってお

ります。 

さらに平成３０年度から導入された「新しい専門医制度」は、地方の医師

不足や診療科の偏在を加速させるのではないかと危惧しております。 

当市を含む２次医療圏（日向入郷医療圏）は、人口で宮崎県全体の８．１％、

面積で２１．１％を占めているにもかかわらず、平成２８年１２月末現在の

当圏域の医師数は１５０名であり、県全体に占める医師の割合は５．４％に

すぎません。平成２６年１２月末の医師数と比較すると微減となっており、

全国平均や県平均と比較して、非常に厳しい状況にあります。 

 特に小児科については、１４歳以下の人口１０万人当たりに対する医師数

は、全国平均が１０３．２人、県平均が８５．０人であるのに対し、当圏域

では４０．２人と深刻な状況となっております。 

つきましては、医師の地域的偏在や診療科の偏在を是正するため、地域医

療を支える医師の育成・確保対策の充実強化について特段のご配慮を賜りま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 厚生労働省 

【提案・要望の要旨】 

医師の地域的偏在や産科・小児科等特定診療科の医師不足が大きな課題とな

っているため、地域医療を支える医師の育成・確保対策の充実強化を図ること。 

 



- 23 - 

 

定期予防接種に起因する健康被害にかかる救済措置の拡充に 

ついて 
 

 

 

【提案・要望の理由】 

当市にはポリオ生ワクチン２次感染者として国の認定を受けている児童が

おりますが、現在の国の「ポリオ生ワクチン２次感染対策事業」及び「予防

接種後健康被害救済制度」においては、医療費及び医療手当にかかる給付制

度はあるものの補装具等及び障がい福祉サービスについては、給付対象とな

っておりません。 

当該児童は、下肢の変形があり、立位保持のための補装具等を作製し、装

着する必要がありますが、当該児童の成長や不具合に伴い、作製や修繕が必

要になるため、今後も大きな費用負担が懸念されています。 

補装具等及び障がい福祉サービスは、定期予防接種に起因する健康被害に

かかる障がいにより、必要になったものでありますので、国の救済措置が不

可欠であります。 

また、補装具等以外にも日常生活用具、住宅改修等の障がい福祉サービス

の給付制度を活用した場合におきましても、利用者負担額が発生することか

ら、さらなる経済的負担が発生するため、救済措置の拡充につきまして、特

段の配慮を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 厚生労働省 

【提案・要望の要旨】 

定期予防接種が原因で生じた健康被害により必要となった補装具及びそ

れに付随する補装具用シューズ（以下、補装具等）、障がい福祉サービスに

ついて、救済措置の拡充を図ること。 
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低レベル放射性廃棄物の処分の早期実施について 
 
 

 

 

【提案・要望の理由】 

現在、国内に存在する核燃料物質については、原子力基本法等に基づく管

理の下、その使用、廃棄、運搬、貯蔵等が厳しく制限されています。 

特に事業所で保管する放射性廃棄物の処分に関しては、輸送・処分の方法、

手順、場所の選定等、解決すべき課題が多く、処分ができないまま事業所等

で長期間保管を余儀なくされている状況にあります。 

当市においても、旭化成の旧ウラン濃縮研究所で排出されたウラン含有物

や汚染の可能性のある実験機材等の低レベル放射性廃棄物が大量に保管され

ており、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故の現状を目の当たり

にし、多くの市民が放射能という目に見えない恐怖に大きな不安を感じてい

るところです。 

南海トラフ巨大地震など、将来的に大規模地震の発生が予想される中、こ

うした事業所に保管されている放射性廃棄物については十分な安全対策が求

められるとともに、地域住民の安心・安全を確保する上で長期保管の現状を

できる限り早期に解決することが重要な課題であると考えます。 

つきましては、早期の処分が可能となるよう計画の早期策定及び実施につ

いて特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 環境省 

【提案・要望の要旨】 

当市の旭化成旧ウラン濃縮研究所に大量に保管されているウラン含有物

や汚染の可能性のある実験機材等の低レベル放射性廃棄物について、埋設処

分に向けた実施計画の策定と処分の実施を早急にお願いしたい。 
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文教施設整備事業に対する財政支援について 

 

【提案・要望の要旨】 

避難所に指定されている文教施設（公立学校・生涯学習・体育館）における

防災・減災対策の強化を図るため、自治体が実施する防災力強化に向けた取り

組みに対する財政支援の充実を図ること。 

 

 

【提案・要望の具体的内容】 

１． 災害発生時に、被災者の避難施設となる文教施設（公立学校・生涯学

習・体育館）等の建て替えや機能強化について、財政上の支援を講じる

こと。 

 

２． 公立学校施設において、耐力度調査で「構造上危険な状態にある建物」

いわゆる危険建築物と判定された学校施設の改築について、補助率の引

き上げなど財政上の支援を講じること。 

 

 

【提案・要望の理由】 

 平成２５年１０月、宮崎県が発表しました「南海トラフ地震・津波及び被

害の想定」によりますと、当市は最悪のケースで人口約６３，０００人のう

ち犠牲者数が約１５，０００人、負傷者数が約３，３００人に上るなど県内

で最も大きな被害が想定されております。 

 その要因は、当市の人口が集中する市街地が沿岸部に形成されており、周

辺に津波避難に適した高台がなく、また、強固な高層建築物が少ない状況に

あることによります。 

 当市では現在、住民の「命を守る」ことを最優先としてソフト・ハードの

取り得る手段を尽くした総合的な対策を講じることとしておりますが、特に

避難路や避難施設等の整備に当たりましては、多額の費用を要することから

厳しい財政運営の下では、財源の確保が極めて困難な状況にあります。 

国におかれましては、地域の防災・減災対策がなお一層推進されるよう、

地域の実情にあった実効性の高い事業の創設や地方財政支援措置の充実を図

られるよう強く要望いたします。 

また、被災時において避難者を受け入れる地域の避難所につきましては、

公立学校施設や生涯学習施設、体育館等の大部分が指定されておりますが、

当市の文教施設等につきましては、昭和３０年代に整備された施設も存在し、
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施設の建て替えや防災機能の強化向上対策が急務となっております。 

ついては、地域の避難所に指定されている文教施設等の建て替えや防災機

能の強化を図るため、財政支援制度の拡充や複合施設に対する新たな補助制

度の構築等に特段のご配慮をお願いいたします。 

最後に、公立学校施設において、耐力度調査で「構造上危険な状態にある

建物」いわゆる危険建築物と判定された学校施設の改築につきましては、補

助率が３分の１であるため、危険改築をする場合の財源確保が極めて困難な

状況であり耐震化に遅れが生じております。 

国におかれましては、補助率の引き上げなど財政上の支援に特段のご配慮

をいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案・要望先） 文部科学省 


