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午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

20番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 押 川 修一郎 （ 同 ）

25番 外 山 衛 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

19番 星 原 透 （自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 加 藤 達 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、田

口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざきの田口雄二です。９月議

会に引き続き、質問が最終日になりました。で

きるだけ重複は避けて質問いたします。

先週、議場では一切触れませんでしたが、我

が会派の井上紀代子議員が御自身の誕生日に一

般質問をいたしました。実は私も本日が54回目

の誕生日であります。井上議員と同じいぬ年で

ありますが、残念ながら同級生ではありませ

ん。誕生日にふさわしいような質問になればと

考えていましたが、いよいよあす12月４日が

第46回衆議院総選挙の公示日です。解散以降、

大変慌ただしい日々を過ごしてまいりました。

重複を避けながら本県の課題について質問いた

しますので、よろしくお願いいたします。

今回の総選挙は、３年３カ月の民主党政権が

引き続き政権を任されるのか、あるいはかわる

のかが12月16日に決まります。60年を超える保

守政権の続いた後で、野党しか経験したことの

ない議員集団で、なれない政権運営で戸惑いな

がらのスタートだったことは否めません。政権

交代直後のリーマンショック、東日本大震災、

そして参議院議員選挙で衆参のねじれ国会とな

り、野党からマニフェスト潰しを徹底的にやら

れました。決められない政治ではなく、決めさ

せられないようにされてしまいました。国の将

来にとっても必要な政策まで前に進められず、

返す返すも残念でなりません。時計の針が戻ら

ないように、しがらみだらけの政治に戻らない

よう全力で頑張るだけです。

では、まず初めに、知事の政治姿勢について

質問いたします。

私たち地方議員がよくお世話になっています

出版社、ぎょうせいが発行しています地方自治

の総合情報誌｢ガバナンス｣という月刊誌があり

ます。この10月号では河野知事がお１人で表紙

を飾り、「原点に立ち返り、国と地方の役割分

担を明確にすべき」と銘打った大きな表題のも

と、月刊誌の冒頭から知事の地域主権改革に関

するコメントが述べられています。民主党政権

は地域主権改革を一丁目一番地と政策に掲げ、

これまで地方から強く要望されてきた地方分権

を大きな柱として改革を進めてまいりました。

大きく前進したものもありますし、もちろんま

だ改革途中のものもあります。改めて、政権交

代後の地域主権改革の評価を知事にお伺いしま

す。

また、宮崎県においては、政権交代後、県民

の悲願である東九州自動車道の早期全線開通に

向けて大きな前進がありました。３年３カ月の

間には、高鍋―西都、日向―門川の２区間が既

に２年前に開通し、今年度内に５区間が開通予

定で、そのうちの３区間はこの12月中に開通い

たします。「民主党政権になると高速道路の建

設がとまる」とさんざん前政権の人たちから言

われましたが、我が党の国会議員は１期生ばか

りなのにもかかわらず、来年度は宮崎―延岡間

がつながり、遅くとも28年度までには宮崎―北

九州間も開通予定です。それまで政権を持って

いた皆さんがなぜつくれなかったのか不思議で

なりません。また、大変ハードルの高かった細

島港の重点港湾への指定と東九州メディカルバ
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レー構想の総合特区指定、診療報酬の10年ぶり

のプラス改定で県立病院を初めとする公立病院

の大幅な収支の改善、ドクターヘリの就航、農

業者戸別所得補償制度の実施による農業経営の

安定化等々、宮崎が変わる下地が少しずつでき

上がりました。本県の知事として、この３年３

カ月をどのように評価しているのかお伺いしま

す。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まずは、きょう、１、２、３という大変覚え

やすい誕生日を迎えられたことに、心からお祝

いを申し上げます。

地域主権改革に対する評価についてでありま

す。民主党が一丁目一番地として掲げた地域主

権改革では、さまざまな取り組みがなされてい

るところでございますが、中でも、地方の長年

の悲願でありました国と地方の協議の場の法制

化は大きな前進であるというふうに考えており

ます。また、義務づけ・枠づけの見直し、地方

自治体への権限移譲等につきましても一定の成

果を上げており、地方分権が進みつつあるとい

うことは評価をしておるところであります。し

かしながら、地方税財源の充実や国の出先機関

改革など議論が道半ばという項目もございま

す。地域自主戦略交付金の総額確保や配分基準

の問題など、今後に向けた改善点もあるところ

であります。今後の改革の推進に当たりまして

は、議論の原点であります、国と地方の役割分

担の整理・明確化、また地域の自主性・自立性

の向上に向けて、国と地方の協議の場などを積

極的に活用しながら、その質をより高めるため

の議論を深めていく必要があるものと考えてお

るところであります。

次に、政策の評価についてであります。現

在、我が国においては、東日本大震災からの復

旧・復興や原発問題はもちろんのこと、防災や

経済・雇用対策、国と地方の財政再建、社会保

障制度改革、ＴＰＰ、外交など、政府を初め

国、地方を通じたさまざまな努力にもかかわら

ず多くの課題が残されている状況であります。

そのような中、本県におきましては、第一の課

題として掲げております口蹄疫からの再生・復

興の象徴となる全国和牛能力共進会におきます

日本一２連覇の達成、また東九州自動車道の前

倒しでの開通や細島港など社会資本整備の進

展、また東九州メディカルバレー構想に基づく

特区指定など、県政の抱える諸課題の解決に向

けて大きな前進が見られましたことは、政府・

与党の皆様はもちろん、本県選出国会議員の皆

様や県議会議員の皆様から力強い御支援をいた

だいた成果であると感謝いたしているところで

あります。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 御答弁ありがとうございまし

た。地域主権改革はまだまだこれからやらなけ

ればならないことがたくさんあります。選挙後

はどこが政権党になるかまだわかりませんが、

この改革をどんどん進めていかなければならな

い、このように思っております。ありがとうご

ざいました。

次に、医療福祉行政についてお伺いいたしま

す。

医師確保と20代の若い世代の医師不足対策と

して、臨床研修医の確保が本県の大きなテーマ

でありました。昨年は全国で最も少ない29名と

いうワースト状況から、本年は劇的に改善し58

名、そして平成25年度のマッチング数が53名

と、２年連続で安定した状況になってまいりま
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した。これまで宮崎大学医学部に本県出身者が

少なく、いかに多くの本県出身者を送り出し、

そのまま本県で研修医として残ってもらうかと

いうことに、大きな予算もエネルギーもつぎ込

んでまいりました。ようやく結果が伴ってきた

のかと思っています。まだ予断は許しません

が、２年連続の高水準の結果をどう判断してい

るのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の臨床研

修医につきましては、10月に公表されました研

修医のマッチング結果が53名ということでござ

います。今年度、自治医科大学卒業予定の４名

を加えますと、国家試験の結果次第ということ

はございますけれども、57名となりまして、来

年度は、過去最高となった今年度に次ぐ研修医

が確保できるものと期待しているところでござ

います。このような結果が出ておりますのは、

平成18年度から宮崎大学に導入されました地域

枠により、宮崎大学医学部卒業生に占める本県

出身者の割合が高くなっていることが考えられ

ます。またそれに加えまして、宮崎大学を初め

基幹型臨床研修病院等の熱心な取り組みや、宮

崎大学医学部附属病院の救命救急センターの設

置、ドクターヘリの導入も影響しているものと

考えておるところでございます。

○田口雄二議員 来年度のマッチング数の53名

のうち39名が宮崎大学の学生だそうですので、

これまでの取り組みが実を結んだと言えるのか

もしれません。ただ、ことしのもともとのマッ

チング数は69名でした。それが医師国家試験の

結果で58名です。昨年試験に失敗した学生11名

が再チャレンジでこの53名に入っている確率が

高いと思いますので、そう考えると素直に喜べ

ないところもあります。定員は85名です。引き

続き研修医確保にはしっかりと取り組んでいた

だきたいと思っております。

臨床研修医が安定してふえる一方で、これま

での医師の配置状況と同様の研修医の地域偏在

が見られます。この偏在対策についてどうお考

えか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 来年度の基幹

型臨床研修病院ごとの研修医につきましては、

４年ぶりに県立日南病院に３名のマッチングが

あったものの、全体としては県央地域に集中し

ている状況でございます。県立延岡病院を含む

県内６つの臨床研修病院では、昨年から東京、

大阪、福岡での病院説明会に合同で参加いたし

まして、各病院の臨床研修プログラム等の魅力

発信に努めているところでございます。特に県

立３病院では、それぞれの特徴を生かしまし

て、共同で研修医を受け入れるフェニックスプ

ログラムの設定や、病院紹介のためのバスツ

アーの実施など、研修医の確保に努めていると

ころであります。県といたしましては今後と

も、各臨床研修病院と連携しながら、研修医が

やりがいや魅力を感じる研修環境の充実やＰＲ

の促進などにより、全ての臨床研修病院に研修

医が確保できるよう取り組んでまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 そんな中、県立日南病院はこ

れまでの７年間で１人しか臨床研修医がいませ

んでしたが、来年度のマッチング数はいきなり

３名です。要因としては、来年度から地域総合

医育成サテライトセンターが設置されること

が、医学生たちに大きな魅力を感じさせたので

はないかと思います。同じく７年間で２名しか

研修医が来たことがない県立延岡病院にも同様

の施設をと、つい思ってしまいます。宮崎大学

医学部との関係もありますので、すぐには難し

いかもしれませんが、県北地区にもサテライト
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センターを設置する考えはないか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 来年４月から

県立日南病院に設置されます地域総合医育成サ

テライトセンターで育成される医師でございま

すけれども、地域医療支援機構の調整によりま

して県内各地の公立病院や診療所などに配置さ

れる予定でございますが、同時に、将来、指導

医としての活躍も期待されるところでございま

す。このため将来的には、県立日南病院での総

合医育成が軌道に乗っていく中で、県北地域へ

の設置の可能性について宮崎大学と協議を行っ

ていく必要があると考えております。

○田口雄二議員 今後、サテライトセンター設

置も御検討をよろしくお願いいたします。

ただ、県立延岡病院には、今年度中にドク

ターヘリが離発着できる新救急救命センターも

設置していただきますし、消化器内科医２名が

来年４月から診療してくださいます。これには

本当に感謝しております。ありがとうございま

す。また、高速道路の相次ぐ供用開始で、県北

と宮崎市間が大きく時間短縮されます。県北地

区の夜間診療における医師派遣の環境も変わる

ことを期待しております。また、ドクターヘリ

が稼働できない夜間は、高速道路で今年度中に

完成する清武南インターまで行けば、おりたと

ころが宮崎大学医学部附属病院の近くというの

は実にありがたいことだと思っております。ま

た、宮崎市郡医師会病院は10月１日から、急性

心筋梗塞などの重篤患者の心疾患の診療機能を

備えた心臓病専用救急車（Ｍ－ＣＣＵ）を導入

いたしました。医師や看護師が同乗するドク

ターカーで、365日、24時間体制で県内全域をカ

バーします。患者の救命率が格段に向上するこ

とと思います。県内の医療環境がだんだんよく

なってまいりました。県当局を初め関係各位に

心から感謝申し上げたいと思います。

次に、喫煙率についてお伺いします。2010年

の日本の成人の喫煙率は、男性32.2％、女性8.4

％、全体で19.5％です。これを10年後には全体

で12％にすると６月８日に閣議決定され、今年

度からがん対策推進基本計画に盛り込まれてお

ります。喫煙者の約４割は禁煙したいと思って

いるようですので、うまく禁煙に導くことがで

きれば実現可能です。この喫煙に関して調べて

いますと驚きの数字を見つけました。世界保健

機構、いわゆるＷＨＯの推計では、たばこが原

因で亡くなる喫煙者は世界で１年間に510万人、

他人の煙を吸い込む受動喫煙で亡くなる人は60

万人、合計で570万人と、宮崎県人口の５倍以上

の死亡者です。これは厚生労働省の試算です

が、日本国内で喫煙者の死者は１年間で10数万

人、受動喫煙による死者は約6,800人と、実に驚

愕の数字です。改めてたばこの脅威を実感させ

られました。そこで、本県における喫煙率の推

移とたばこ対策の取り組み状況について、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

喫煙率の推移につきましては、国民生活基礎調

査によりますと、男性は、平成16年が44.8

％、19年が39.4％、22年が35.1％となっており

ます。女性は、平成16年が11.1％、19年が9.1

％、22年が8.4％となっておりまして、男性、女

性とも減少傾向にあります。県では、禁煙支援

や受動喫煙防止、未成年者の喫煙防止の対策と

いたしまして、ホームページによる情報提供、

テレビ、ラジオを活用した呼びかけ、講演会や

健康教育の開催等の啓発活動に取り組んでいる

ところでございます。たばこ対策は、県民の健

康を守るという観点から大変重要な課題であり
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ますので、今後とも積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 これはあくまでも試算ではあ

りますけれども、国内だけで年間に6,800人も受

動喫煙による死者が出るというのは本当に驚き

です。2011年の全国の交通事故死が4,611人です

から、交通事故死より2,000人以上も多いという

ことになります。喫煙率も先進国の中では高い

状況です。知識は余りないのに放射能には非常

に日本人は敏感ですが、いつも身の回りにある

たばこには実に鈍感、あるいは寛大なところが

あります。６年前までは私も喫煙者でした。今

考えてみると、こんなに害があるのに周りの人

への配慮が足りなかったのではと反省しており

ます。たばこをやめていただくことが一番いい

のですが、まず一服するときは、副流煙に一番

害がありますので、喫煙者は周りに十分配慮す

ることを心がけ、また禁煙率を上げるように

しっかりと対策をしなければと強く思った次第

であります。

それでは次に、県産材の活用についてお伺い

します。

今回もバイオマス発電のことで質問がたくさ

ん出ています。私は、私どもの会派で調査した

延岡のバイオマス発電について、２月の代表質

問でお伺いしたことのその後の進捗を確認させ

ていただきます。１時間当たり１万4,000キロ

ワットの発電量で、石炭を４割、木質を６割の

比率でまぜて燃焼させるもので、この８月から

稼働しています。木質バイオマスの年間利用計

画は10万トンを見込んでおり、当面は建設廃材

を細かく粉砕したチップ状の燃料で、九州内で

調達予定です。将来的には県北地区の間伐材な

どの森林資源を活用したい意向です。ただ、御

説明いただいた関係者からは、「地域への貢献

も考えて何とか地元の資材を使いたいが、余り

にも価格差があり、今のままでは使えない」と

のことでした。森林組合も大きな期待を寄せて

いますが、コスト削減への取り組みの進捗状況

を環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木質バイオマ

ス発電などへの利用に向けた林地残材の収集運

搬コストにつきましては、これまでの実証結果

によりますと、10キロ程度の運搬距離であれば

採算が合うとの結論が得られたところでありま

す。これ以上の距離になりますと流通効率化に

向けた工夫改善がさらに必要でありますことか

ら、県としては引き続き実証事業に取り組むこ

ととしたところであります。

加えて、７月に固定価格買い取り制度が始ま

り、今後、木質バイオマス発電の設置により大

量の木材資源の需要が見込まれ、また採算に見

合う運搬距離が伸びることから、さらに広範囲

での収集方法の検討も必要と考えております。

このため県では、本年度から、五ヶ瀬川、耳川

流域の市町村や森林組合、チップ工場や発電所

などをメンバーとする協議会と連携し、中継土

場の設置や大型車両による運搬など広範囲での

収集運搬コストの実証を行い、年度末までに調

査の取りまとめを行う予定としております。県

としましては今後とも林地残材等の利用促進に

努めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 10キロメートル以内であれば

何とか採算ベースになるという結果は、２月議

会のときにもお聞きをいたしました。その後、

エリアがまだ広がっていないようです。県北は

特に急峻な地形が多いのでコスト削減は大変か

とは思いますが、年間10万トンというのは非常

に大きな魅力です。何が何でも建設廃材より安

くなければならないということではなく、その
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価格に近づけばいいとも言っておりますので、

英知を結集して取り組んでいただきますように

よろしくお願いいたします。

次に、チョウザメに関する質問に移ります。

先週、横田議員が質問いたしましたが、県北に

養殖業者が多く存在していますので、あえて質

問させていただきます。10月３日に県議会議員

とチョウザメ養殖業者、そして牧元副知事、岡

村農政水産部長等が参加してチョウザメの試食

会を行いました。残念ながら、キャビアは来年

から出荷ということですので食することはでき

ませんでしたが、生春巻き、刺身、酢の物、吸

い物、握り等々でいただきました。白身で嫌な

癖も全くなく、おいしくいただきました。この

日は和食のみでしたが、洋風でも中華でもおい

しくいただけるのではないかと試食しながら

思ったものです。試食会のときに業者の皆さん

と意見を交換する中で幾つかの問題点が出され

ましたので、お伺いをさせていただきます。ま

ず、本県がチョウザメの養殖技術開発に取り組

んだのはいつからなのか。また、そのきっかけ

とこれまでの経緯について、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では昭

和58年から、水産試験場小林分場においてチョ

ウザメ養殖技術の開発に取り組んでおります。

そのきっかけは、日本と旧ソ連間で取り交わさ

れた日ソ漁業科学技術協力年次計画の一環とし

て両国の有用魚種の交換が行われた際、旧ソ連

側から送られたベステルという品種のチョウザ

メの稚魚の一部を本県が譲り受けたことであり

ます。その後、水産試験場小林分場では平成３

年にベステルの人工ふ化に成功したことから、

平成５年に魚肉としての価値も高いシロチョウ

ザメを対象とした研究に移行し、平成23年に国

内で初めて稚魚の大量生産技術を確立いたしま

した。この技術の確立により本県において本格

的にチョウザメ養殖の産地づくりを進めること

となったところでございます。

○田口雄二議員 最初に旧ソ連から送られたベ

ステル種は品種がよくなく、アメリカを原産地

とするシロチョウザメに切りかえたことがよ

かったようです。肉質もよく、シロチョウザメ

を養殖しているのは宮崎県だけということが、

今回、職員の皆さんとのやりとりでわかりまし

た。

次に、現在、県内ではチョウザメ養殖を幾つ

の業者がしているのか地域ごとにお伺いし、ま

た、本格出荷となる来年度の魚肉、キャビアの

出荷予定量はどれほどになるのか、農政水産部

長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県内では、県

北地域で７業者、県央地域で１業者、県南地域

で４業者、県西地域で３業者の計15業者がチョ

ウザメ養殖に取り組んでおり、現在、新規参入

を検討されている方も複数名おられます。また

来年度の出荷量は、キャビアで約60キログラ

ム、魚肉で約２トンを予定しており、今後、出

荷量は年々増加していく見込みでございます。

○田口雄二議員 稚魚の大量生産、養殖の技術

も既に確立しているようですし、またそれほど

技術も必要としない。よって、稚魚の生存率も

高いということもお聞きしました。飼料も、魚

肉をとる雄、キャビアをとる雌用も既に確立で

きているようです。ただ、ヨーロッパやアメリ

カ、そして中国でも養殖キャビア生産に力を入

れているようですので、品質で負けないものを

生産して一刻も早く市場をリードしていかなけ

ればなりません。そこで業者の皆さんとの意見

交換の中で出たのですが、今後出荷量が増加し
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ていく中で、魚肉やキャビアの販売についてど

のように取り組んでいく予定なのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 魚肉やキャビ

アを安定的に販売するためには、高品質な商品

を安定して供給することが重要でございます。

このため、まずは養殖業者の方々と協議しなが

ら、一元的に加工・販売を行う組織づくりを進

めております。

次に、商品づくりと販路開拓の取り組みにつ

きまして、キャビアでは、宮崎独自の加工技術

を使った試作品を国内の著名なシェフに試食し

ていただき、多くのシェフから高い評価を得る

など、商品化への一定のめどが立ったところで

ございます。また、魚肉では、既に県内数店舗

のレストランで取引を開始しておりますが、出

荷量の増加に備えて、より一層の販路拡大を図

る必要があることから、県内外で試食会等を開

催し、現在、複数の商談問い合わせを受けてい

るところでございます。あわせて加工品につき

ましても、県において、魚肉と宮崎産ハーブを

ブレンドしたソーセージ、いわゆるチョウセー

ジを開発するとともに、加工業者とも連携した

新たな商品開発にも力を入れているところでご

ざいます。なお、その他商品化されている加工

品として、化粧品や、本日、知事がつけており

ますチョウザメのうろこからつくられたピン

バッジなどがございます。

○田口雄二議員 私も先ほどから、知事がつけ

ているのがひょっとしてそのうろこかなと思っ

ておりましたが、そうなんですね。

養殖して出荷しようとしても、生産量がふえ

て販売先がなかったらどうなるんだと業者さん

は心配していましたが、チョウセージなるソー

セージなどの加工品にも取り組んでいただくの

は心強く感じました。ただ、養殖業者の皆さん

が不安を抱えながら事業に取り組んでいるとし

たら、それは不幸なことです。県の取り組みや

進捗を業者の皆さんにもＰＲし、安心して生産

できるようにしていただきたいと存じます。ま

た、チョウザメには副産物も多く期待できま

す。有効成分を数多く含んでおり、栄養補助食

品や化粧品、石けんなどにも利用される等、う

まくＰＲすれば、販売ルート等が確保できる可

能性が広がってきます。今、知事のつけられて

いるチョウザメのピンバッジですが、チョウ

チョウの形をしたうろこのピンバッジ、実は私

も欲しいなと思いましたが、意外とオーダーが

多いそうでございまして、まだまだ生産量が少

ないこともあり、注文が間に合わないというこ

とで、今注文をストップしているそうでござい

ます。

可能性は高いと申しましたが、飼育が難しく

ないとはいえ、飼育が長期間にわたり、台風被

害等々も考えると結構リスクも大きいと思いま

す。そこで、チョウザメ養殖の魚肉、キャビア

の採算を考えると幾らぐらいを想定すればいい

のか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） チョウザメの

魚肉は、現在、鮮魚のみで販売しており、価格

は１キログラム当たり2,500円としております。

キャビアにつきましては、これから他産地の価

格を参考に設定していくこととなりますが、こ

れまでのシェフ等の評価も踏まえますと、高級

キャビアとして販売することが可能ではないか

と考えております。

○田口雄二議員 魚肉が１キロで2,500円という

とかなりの高級魚です。ヒラメなどよりもずっ

と高いので、とても居酒屋や普通のファミリー

レストラン等では取り扱えません。料亭やホテ
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ル、高級レストランなどが対象になるのではな

いかと思います。販路拡大にはしっかりと取り

組んでいただきたいと思います。本県出身の

シェフで今一番お茶の間で人気のある川越達也

さんや有名シェフとの連携なども考えて、ＰＲ

していただきたいと思います。

キャビアは他産地の価格を参考にしてという

ことですが、島根、岡山、岐阜が産地のようで

す。どこも品種は宮崎と違ってベステルのよう

で、また量的にもそれほど多くないようです。

評判が高い本県産が主産地になれる可能性も十

分あります。そして先日の試食会は、地元テレ

ビ局が取材に来てニュース等で流してくれまし

た。私のコメントシーンも流れたようでして、

テレビを見た地元の方々から試食後の感想を求

められました。結構県民の関心も高いようでし

て、今回熱心な担当職員たちとやりとりをする

中で、本県特産として、また中山間地の活性化

としても大きな柱としなければと感じた次第で

あります。100億円産業に向けて頑張らなければ

ならないと思った次第であります。

それでは次の質問に移ります。古事記1300年

の県の取り組みやこれまでの観光開発について

お伺いします。

延岡市は大変市民力が強いところで、天下一

薪能、第九を歌う会、まつりのべおかの出会い

神輿、花火大会等々、市民手づくりのイベント

が多くあります。そんな中、古事記1300年の取

り組みも市民力で実施されている企画が多数あ

ります。10月に愛宕山で「出会いの聖地を祝う

会」が、そして延岡市北川町で記紀編さん1300

年延岡実行委員会の発会式が行われました。そ

の際、関係者から、「延岡市にも古事記に関す

る神話や地名がたくさんあるのに、県のパンフ

レットやイベントには全く紹介がない」との強

い不満をいただきました。愛宕山は、約400年前

に高橋元種公が城をつくるときに、城山にあっ

た愛宕神社を愛宕山に移設して名前が変わるま

では、「笠沙山」と言われていました。ここは

天孫ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメが出

会ったところと言われており、「出会いの聖

地」としてＰＲされ、若者たちのデートスポッ

トになっています。また、宮内庁が認める参考

地として、ニニギノミコトの御陵墓、つまりお

墓が延岡市北川町俵野にあります。また、私の

自宅の目の前を流れる川は、ホオリノミコトが

産湯をつかったと言われている祝子川です。延

岡の郷土玩具「のぼりざる」も、ニニギノミコ

トの道案内をしたサルタヒコから来ています。

挙げればしばらく時間をいただきたいほどです

が、今後の本県の観光開発について、公平に県

内全域の素材を満遍なく取り上げながら推進し

ていくことで、市民力で頑張っている人たちが

報われると思いますが、今後の取り組みについ

て、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県は県

内全域に、日本発祥にまつわる神話や伝説を初

め、美しい景観、豊富な海の幸、山の幸、マリ

ンスポーツからスキーまでさまざまなスポーツ

を年間を通して楽しめる環境など多彩な観光資

源を有しており、県では市町村と一緒に、宮崎

恋旅、波旅、花旅など各種の事業を展開し、県

内外からの誘客を推進しているところでありま

す。例えば延岡・日向地区で言えば、歴史・文

化を生かした天下一薪能や、近代日本の発展を

支え、県の観光遺産にも選定をしております旭

化成の工場群、サーフィンスポットとして知ら

れる小倉ヶ浜など、それぞれが高いポテンシャ

ルを有しているものと考えております。また、

神話ゆかりの地としましては、先ほど議員から
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御紹介いただきましたようなニニギノミコトと

コノハナサクヤヒメの出会いの伝説が伝わる愛

宕山や、ニニギノミコトの御陵墓と伝わる可愛

岳、日向のお伊勢さまと呼ばれる大御神社など

がありますので、これらのゆかりの地をめぐる

タクシーツアーを来年１月から実施することと

しております。今後とも、私たちの身近にある

宝である神話を初めとする観光資源の魅力をさ

らに磨き上げ効果的に情報発信していくこと

で、より一層の観光誘客につなげてまいりたい

と考えております。

○田口雄二議員 市民が頑張っているからいい

だろうではなくて、それでなくても県央一極集

中に不満を持ちながら頑張っている市民力に光

を当てる政策を実行していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、道路行政についてお伺いをいたしま

す。

東九州自動車道の宮崎―大分間の全線開通の

めどが立ってきました。県内の皆さんと話をし

ていますと、「東九州自動車道の前倒しの完成

はありがたいが、本県経済に与える影響は九州

中央自動車道のほうが大きい」─この早期建

設を訴える自治体のトップもいます。今、熊本

の阿蘇一帯には年間1,700万人の観光客が入り込

んでいます。その一部が高千穂まで足を運んで

いますが、高千穂観光を済ませるとまた熊本に

Ｕターンです。この観光客をそのまま本県内に

いざなうものは九州中央自動車道です。また、

重点港湾に指定された細島港を生かすのも、熊

本県内からいかに物流を取り込むかです。それ

も九州中央自動車道が大きなキーを握っていま

す。そして急がなければならないのは、大分と

熊本間の中九州自動車道の建設も進んでおり、

こちらが先に開通したら、観光客も物流も大分

県に流れていきます。一旦流れができてしまう

と、変えることは容易ではありません。観光、

企業誘致、物流、医療、防災等々本県に与える

影響が大きい九州中央自動車道の整備促進の取

り組みについて、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 九州中央自動車道は、

本県の南海トラフ巨大地震や日向灘地震の発生

が想定をされます中、大規模災害発生時の救助

活動や救援物資の搬送はもとより、その後の復

旧・復興にも大きな役割が期待される、まさに

命の道であるというふうに考えております。ま

た、九州全体の交通ネットワークを構築する上

で大変重要な位置づけでございますし、本県に

とりましては重点港湾細島港と一体となった物

流の効率化や産業振興、さらには観光振興にも

寄与することが期待される大変重要な路線とい

うことで、この整備促進に向けて力を尽くして

まいりたいと考えております。

去る10月22日に、宮崎、熊本両県の知事、県

議会議長、さらには経済界代表、また道づくり

を考える女性の会など、関係者が一堂に会しま

して、政府・与党、財務省及び国土交通省に対

し、本路線の整備促進とそのための財源確保、

さらには未事業化区間の早期事業化というもの

を強く訴えてきたところであります。今後とも

熊本県と一層の連携を図りながら、九州中央自

動車道の重要性と早期整備の必要性を国や関係

機関に強く訴えてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 本県に与える影響が非常に大

きい道路となります。去る11月23日に、中央自

動車道の一部となる北方延岡道路の蔵田第１ト

ンネルの安全祈願祭が行われ、少しは進んでい

ますが、スピードアップしていかなければなり

ません。県北の県議会議員は党派を超えて、九
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州中央議員連盟としてこの早期整備の陳情、要

望を毎年行っています。県北の議員団も引き続

き真剣に取り組んでまいります。

次に、教育行政についての質問に移ります。

９月議会で、2009年10月に延岡市岡富中学校

でスタートした学校支援地域本部事業「はげま

し隊」について、教育長に質問をさせていただ

きました。現役時代に化学や電気等の分野で働

いていた旭化成ＯＢの皆さんが、ボランティア

で中学校で数学や理科の授業の補佐をするもの

です。現在は元県議会議員の山口哲雄さんもそ

のボランティアの一人です。この取り組みは学

校や生徒から評判もよく、今年度からは市内４

校で実施するに至っており、地元企業との連携

による授業支援は、全国でも例のない延岡独自

の取り組みとして大きく注目されています。教

育長にこの取り組みについてお伺いしたとこ

ろ、「まさに延岡ならではの、しかも今までの

経験を生かしていただいた実にすばらしい取り

組みである」と、評価は非常に高いものでし

た。それを受けて私どもから、「週４回、４つ

の学校で実施しているので、延岡に足を運んだ

際は、ぜひ一度視察をしていただきたい」と申

し入れをいたしました。するとありがたいこと

に、質問した10日ほど後の10月１日に、近藤教

育委員長とともに恒富中学校を視察していただ

きました。当日は延岡市の関係者やボランティ

アの皆さんと意見交換もしていただき、早速の

対応ありがとうございました。そこで、ＮＰＯ

法人学校支援のべおかはげまし隊の活動をじか

に視察され、現場の雰囲気等を含めどのような

感想を持たれたのか、教育委員長と教育長にお

伺いいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 私は先日、延岡

市立恒富中学校を訪問し、学校支援のべおかは

げまし隊が活動しておられる授業支援を参観さ

せていただき、その後、意見交換もさせていた

だきました。まず感じましたことは、はげまし

隊の方々の姿から受ける安心感です。教師とい

う立場とは違ったまなざしと心で寄り添ってい

ただいているということを、子供たちの表情か

ら受け取ることができました。印象に残ってお

ります授業後の様子があります。机の上に残っ

ている消しゴムの消しくずの後始末を、はげま

し隊の方が、｢次の人のために一緒に片づけよう

か｣と声をかけられて、子供たちと一緒に片づけ

ておられました。その姿に、子供たちにまた新

しい気づきと学びを与えていただけたなという

感謝の気持ちでいっぱいでありました。それか

らもう一つ感じましたのは、地域に貢献いただ

いているはげまし隊の方々の姿は、子供たちに

とって人としての生き方のモデルになっている

ということです。これはキャリア教育にもつな

がるということを強く感じました。このはげま

し隊の活動は授業支援以上の大きな役割を果た

していただいている取り組みだと考えておりま

す。

○教育長（飛田 洋君） まず教室にお伺いし

て見た風景は、どの子供も授業に参加してい

る。それはよく見られるんですが、どの子も熱

心に参加をしているということでした。はげま

し隊の方々と教師とが同じ思いを持って熱心に

取り組まれていることが、高い効果を生じてい

ると感じたことでした。それから、子供に私は

直接聞きました。「どうね」と話をしたら、

「授業の中でつまずいたとき励ましていただい

たり、わかりにくいところを丁寧に説明してい

ただいて、どっちかというと嫌いだった数学が

好きになった」と言ってくれました。非常に感

激でした。それから、はげまし隊の隊員の方々
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との意見交換の中で非常に感動したことがある

んですが、知識や経験を子供たちに役立たせた

いという志のもとに簡単な約束事をされている

んです。どういうものか紹介しますと、「教え

るのは先生であり、自分たちは学習の支援をす

る人」「学校内で知った個人情報などは絶対外

では話さない」、そういう約束事をされている

んですが、これは学校支援者としての一つの哲

学であるということを感じまして、非常に感銘

を受けました。

○田口雄二議員 私は教育委員長に質問したの

は初めてですが、教育長ともども高い評価をし

ていただき、感謝申し上げます。現場まで、教

育長、そして教育委員長まで視察に来ていただ

き、ボランティアの皆さんは大変感激をしてい

ました。自分たちの活動に誇りを持って、さら

に熱心に子供たちの指導に取り組んでくれるも

のと思っております。本当にありがとうござい

ました。

ボランティアを初めとする地域貢献は、かな

り以前より広範囲に取り組んできたはげまし隊

と同様の取り組みを他地区でも実施するという

のは、すぐには難しいかもしれませんが、同様

の取り組みを他の地域で実施する等のお考えは

ないか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

学びのきずな子ども教育支援事業といたしまし

て「子どものために「わたしも一役」」を合い

言葉に、県民の皆様による学校支援ボランティ

ア活動を市町村とともに推進しておりまして、

登下校の安全見守りを行っている木城町の木

城っ子安全守る隊や、カツオ料理の実習への支

援を行っていただいている日南市のグループの

取り組みなど、はげまし隊と同じように組織的

な活動をなさっている団体もあり、現在15市町

村で取り組んでいただいております。県内には

さまざまな知識や技術をお持ちの人材がたくさ

んおられます。この延岡市のはげまし隊のよう

な取り組みは、学校や子供たちにとって大変意

義深いものであることはもちろんでございます

が、県民の皆様の生きがいづくりにもつながっ

ていると考えておりますので、市町村と連携し

ながらさらに県内各地に広げていきたいと考え

ております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

それでは、ちょっと順番を変えまして、「釜

石の奇跡」について聞かせていただきます。

昨年の東日本大震災で、津波の高さを低く予

測し避難のおくれを招いたと批判を浴びた気象

庁は、みずからの判断で逃げることを求める方

向で津波避難情報の見直しをしています。その

モデルとして岩手県釜石市の小中学校を取り上

げています。釜石市の小中学生は、気象庁や行

政の災害情報を待たずに、地震直後にほぼ全員

が、自分の判断や教師の指示で地震の揺れがお

さまってすぐに避難を始めています。全児童を

対象にしたアンケートによると、「上履きのま

ま走って逃げた」「逃げることに一生懸命で津

波は見なかった」「避難を渋る祖父母や両親を

説得し避難させた」「体の不自由な同級生をお

ぶって逃げた」「低学年の児童や幼稚園児の手

を引いて逃げた」等々の報告がなされていま

す。その後、小中学生の避難率がほぼ100％で、

避難の成功例として「釜石の奇跡」と呼ばれ注

目を集めています。避難対策を専門とする群馬

大学災害社会工学研究室の片田先生が、８年間

にわたり釜石市と津波避難対策を検討してきた

ようです。そして避難三原則「想定を信じる

な、状況下で最善を尽くせ、率先避難者たれ」

を掲げ、防災教育や避難訓練を行ったことによ
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り、未曽有の大被害の中で子供たちの自主的な

判断力、行動力を生み出したとされます。つま

り、東北地方で古くから言われています「津波

てんでんこ」を忠実に実行したものです。10月

に東京で開催された世界銀行の総会で、防災教

育の重要性を示す大震災からの教訓として、イ

ンフラ整備が脆弱で災害に苦しむ途上国への対

策を提言するため、英語でカマイシミラクルと

して紹介されています。自分の命は自分で守

る、この児童生徒の避難行動は本県も学ぶべき

と考えますが、教育委員会の取り組みを教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） お話がありましたよ

うに、生涯にわたり災害時に自分の命を自分で

守り抜く児童生徒を育てるためには、いつ、ど

こにいても、みずからが状況を適切に判断し、

臨機応変に行動できる力を育成することが大切

であり、釜石市におきましてもこのような視点

を重視され、日ごろから熱心に防災教育に取り

組まれてきたと考えております。このことを踏

まえまして県教育委員会では、地震、津波、火

山活動、風水害の災害別に防災教育推進校を12

校指定し、地域や専門家と連携しながら実践的

な防災教育はどうあればよいかという研究に取

り組んでおります。具体的には、抜き打ちによ

る避難訓練、校外に避難所を設定し地域の方々

と協働で実施する避難訓練、児童生徒による地

域の防災マップの作成など、児童生徒が防災の

大切さを実感できる取り組みを行っているとこ

ろであります。また、教職員を対象とした防災

教育指導者養成研修において、東日本大震災発

生時の東北地方の学校の対応を紹介したり、関

係団体と連携して―実は私も聞かせていただ

いたんですが、釜石市の防災教育の取り組みに

ついての講演会を実施したりしております。こ

のように東日本大震災の教訓や先進的な取り組

みを積極的に取り入れながら、本県各学校の防

災教育の充実を図っているところでございま

す。

○田口雄二議員 この取り組みは、学校だけで

なく全国の自治体が防災教育として採用されて

おりまして、また、トヨタや富士通、ＪＲなど

大手企業も、社員の自主性を促し創造性を高め

る教育効果があると導入しています。

それでは、飛ばしました質問に戻ります。田

中真紀子文部科学大臣の大学新設の不認可問題

に端を発する大学の乱立問題に関連してお伺い

します。

田中大臣の一連の行動は、この場に及んでの

不認可騒動は非難されても仕方ありませんが、

少子化で全国的に小中学校、そして高校も統廃

合が進んでいるときに、なぜ大学だけはどんど

んふえているのか、多くの国民が矛盾を感じて

いました。学生の質の低下、地方の大学の大幅

な定員割れ等が指摘される中、大学の新設に歯

どめをかけようとする田中大臣の訴えには賛同

する声も大きいものがありました。1992年に

は523校だった大学が、2012年には783校と、1.5

倍に増加しています。日本私立学校振興・共済

事業団の調査によると、私立４年制大学577校の

うち45.8％の264校が定員割れとなり、昨年よ

り6.8ポイント悪化し、３年ぶりに４割台になっ

ています。また、定員に対する入学者の割合が

半数以下の大学が18校もあるありさまです。少

子化と乱立による競争激化の影響がはっきり出

ています。資格取得に結びつく大学や学部が入

学増となり、その反面、社会科学や人文科学の

落ち込みが大きくなっております。就職難で実

学志向が高まっております。本県にも歴史の浅

い学校もありますが、県内には大学が幾つあ
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り、それぞれの定員充足率はいかほどなのか。

また、ここ数年の推移を、そして県内大学の入

学者における本県出身者の割合を、総合政策部

長にお伺いします。

○総合政策部長（稲用博美君） まず、県内の

大学と短大の数でありますが、大学が、国立１

校、公立２校、私立４校の計７校であります。

短大は私立の２校となっております。

次に、入学者の定員充足率でありますが、平

成24年度の学校基本調査によりますと、大学

が、定員2,510人に対しまして92.9％、短大が、

定員505人に対しまして76.4％となっておりま

す。この定員充足率を５年前、平成20年度と比

較いたしますと、大学で約４ポイント、短大で

約14ポイントの減少となっております。

最後に、本県出身者の割合でありますが、大

学では46.3％、短大では92.7％となっておりま

す。

○田口雄二議員 充足率の比率は国公立と私立

が一緒になっているようですので、私立だけに

なるともっと低い数字になるのではないかと思

います。

それでは次に、県内大学の就職率とこれまで

の推移を、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎労働

局によりますと、県内大学の毎年３月末の新規

学卒者就職内定率は平成20年が93.0％でした

が、リーマンショック直後の21年が91.8％、22

年は87.1％まで落ち込みました。その後徐々に

改善し、23年は91.3％、24年は92.6％となって

おります。

○田口雄二議員 次に、本県高校生の県内外へ

の進学率とその推移について、教育長にお伺い

します。

○教育長（飛田 洋君） 本県の県立、私立を

合わせた高校生の大学への進学率―これは短

期大学を含まない数字ですが、ここ５年間で

は35％前後で推移いたしております。また、大

学進学者の中で県内大学に進学している者の数

は、ここ５年間では25％前後で推移いたしてお

ります。

○田口雄二議員 県内の高校生は約4,000人近く

が大学に進学し、そのうちの県内進学は1,000人

前後になるようです。地方から若者の流出を食

いとめ、地域活性化のために、県や自治体が大

きな財政的な補助をして大学を誘致した経緯が

あるところもあります。せっかく誘致をしても

大きな定員割れを招いては、自治体の思惑と外

れてしまいます。週刊東洋経済10月27日号「本

当に強い大学2012」で就職率ランキングが出さ

れ、九州・沖縄の国公私立大学も含めて、九州

保健福祉大学の文系の社会福祉学部、理系の薬

学部がともに１位にランクされました。やはり

資格を取ることが大きなポイントになります。

延岡市が地元の高校生に、九州保健福祉大学に

入学すると入学補助として30万円を補助してい

ますが、その就職に強い九州保健福祉大学でさ

え定員割れです。もともと県民所得はそれほど

高くないのに都市部の大学に行かせ、大きな経

済的な負担を続けたにもかかわらず就職がかな

わないなんてことになったら、たまったもので

はありません。もちろん生徒の進路希望が最優

先でありますが、迷っている生徒には県内の大

学のよさを教える必要もあるかと思います。教

育長の所見をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 生徒の進学先につき

ましては、本人の興味・関心、適性、将来の職

業等を勘案し、保護者の意向や教師の助言も踏

まえながら生徒自身が決定いたしております。

現在、各高校では、進路学習の中で大学の学部
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学科について調べる取り組みを行うほか、県内

大学の教授等を招いての出前授業や講演会等を

実施したり、オープンキャンパスに生徒を参加

させたりするなど系統的な進路指導を行ってお

り、さまざまな情報を提供しているところであ

ります。このほか、県内の大学の教室をお借り

して高校生の学習会を開いたり、あるいは高校

が大学と連携協定を結んで密接な関係を持つ、

さらには高校生が大学の授業を受けるのをき

ちっと制度化するとか、そのような県内大学の

よさを知るためのさまざまな取り組みが行われ

ています。県内の各大学のよさを伝えることは

大変重要なことでありますので、生徒が適切な

進路選択ができるよう各学校において積極的な

情報提供を行うなど、今後とも進路指導の充実

に努めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 就職、それから親の経済的負

担、地域の活性化も考慮していただきたいと思

います。若者が町にいるかいないかでは全然違

いますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。

時間が参りましたので、私の質問はこれで終

了いたします。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 「決められ

ない政治」との批判にさらされながらも、みず

からの政権にみずからが幕を引くということで

すら決め切らなかった野田総理大臣も、ついに

解散に追い込まれまして、明日が衆議院選の告

示、そして16日には投票を迎える運びとなりま

した。

ところで、この民主党政権は、地方分権の受

け皿として特定広域行政機関をしてこれに充て

るとの方針のもと、その取り組みを進め、これ

については、まず関西及び九州が協議の場をつ

くり、これに四国が続き、現在に至っておりま

す。御案内のように、分権社会にふさわしい広

域自治体としては、国の地方制度調査会が出し

た第27及び第28次の答申にある、「その受け皿

としては道州制が適当である」との考え方に

沿って、安倍内閣において平成19年９月の組閣

に際し道州制担当大臣が置かれたところであり

ます。つまり、今進められている特定広域行政

機関に係る協議につきましては、この延長線上

にあるわけであります。この広域行政機関に関

し現政権は、国会解散前日の11月15日、「国の

特定地方行政機関の移譲に関する法律案」なる

ものを急ぎ閣議決定いたしました。このような

ことから、今回の選挙を経て民主党が引き続き

政権を担うような奇跡が仮にでも起きようもの

なら、本案が年明けの通常国会に提案されるこ

ととなるなど、国による法制化の動きが一段と

加速することとなります。

ところで、この動きに対して全国知事会は、

「法案化に至ったことを率直に評価するととも

に、野田総理大臣、樽床地域主権推進大臣を初

め、この間の関係者の尽力に敬意を表したい」

との声明を出したのであります。そして事もあ

ろうに同会は、これに続けて、「今般、衆議院

選挙が行われるが、各党においては法案に対す

る論議を深めていただき、総選挙後早期に国会

提出の上成立を期していただくものである」と

するなど、民主党政権が終えんを迎えるにつな

がるべく解散を翌日に控えたその日に、このよ

うな声明を出したのであります。

ところで、本件については、これまで県議会

を初め多方面から「県は慎重を期すべき」との

要望などを受け、知事もこれに同感の意を示し

てきておられるのであります。そのような中、
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黙っていてはどんどん進むこれらの動きを、知

事は宮崎県のかじ取り役としてどう受けとめ、

どのように対応されるおつもりかお聞きしたい

のであります。総務省を離れ、本県の最高責任

者としての４年間の任期を折り返さんとする

今、御自身のリーダーシップの発揮がうかがえ

るべく姿勢を持って御答弁くださることを期待

し、壇上からの質問といたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

国の出先機関改革につきましては、「出先機

関の原則廃止」という政府方針の具体化に向け

て、さまざまな国の素案が示されるなど議論が

進められ、市町村等の理解を得るための取り組

みが進められたわけでございますが、移譲され

る事務・権限の範囲や財源措置のあり方、さら

には本県が懸念をしております大規模災害への

対応、またインフラ整備がおくれた本県に手厚

い配慮がなされるのかどうなのか、そういった

さまざまな課題について改革の是非を判断する

ための十分な材料が出そろっていない─今

後、その方向に向けてしっかりと本県の議論を

してまいりたいという状況にございました。災

害時の対応や地域への意向反映の仕組みへの懸

念などから、いまだ慎重論が根強い状況にある

ものと認識をしております。そのような中、今

御指摘がありましたように、先月15日には関連

法案が閣議決定をされたところであります。私

としましては、かねてから申し上げております

ように、出先機関の廃止・地方移管に当たりま

しては、住民サービスの向上に資する制度設計

はもとより、何よりも改革に対する幅広い理解

を得ること、市町村、それから住民の理解を得

ることが大前提であると考えておりましたの

で、こういう動きに対して驚きを持って受けと

めたところでございます。

関連法案の取り扱いを含め、この改革の動向

は大変不透明な状況にございます。その後の解

散、それから総選挙を迎えるに当たりまして、

いわば議論は一つの仕切り直しを迎えているの

ではないかと考えておるところでございます。

今後どのような議論が、出先機関の廃止、さら

には地方分権の推進という観点で展開されるの

か注視をしながら、今後とも県議会や市町村等

との情報共有、意見交換に努め、本県としての

対応を見きわめてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 まだ態度は決めかねているん

だ、動向を見たいというようなトーンの答弁で

あったかと思うんですけれども、それならば、

なぜ全国知事会としてこういう声明を出された

のかということです。県議会なり宮崎で発言さ

れる慎重姿勢はずっと変わらないような感じな

んです。もう一歩踏み込んでほしいのに変わら

ない。ところが、九州知事会だの全国知事会だ

の、宮崎を離れた場での知事会の意見、発言と

いうものは非常に積極的なんです。どちらに知

事の真意があるのか。そして、今回の全国知事

会の声明が知事の意に沿わない声明であるのな

らば、これに対して知事は何らかのしかるべき

態度を示されるべきではないかと思うんですけ

れども、見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私としましては、地方

分権の推進という大局的な観点から議論に参画

をしてまいったところでございます。その際、

今展開をしています具体的な案につきまして

は、常々、市町村との丁寧な議論を行い、理解

を得ながら進めなければならないということを

強く主張してまいりました。九州知事会におい
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てもそのような意見を申し上げ、また、さまざ

まな提言の中におきましてもそのような文言を

必ず入れてもらうようにということで努めてま

いったところでございます。しかしながら、県

内にとどまらず、現時点におきましては全国の

市町村においても、今回の改革に対する反対表

明が相次ぐ中で関連法案が閣議決定をされる

と。全国町村会においても、法案の国会提出の

見込みがないまま閣議決定されたのではないか

という強い口調がなされておるところでござい

ますが、このような動きというものは拙速と言

わざるを得ず、残念に思っておるところでござ

います。

また、今回、全国知事会においての表明とい

うものは、各県に事前調整もなく行われたもの

でございます。知事会としては、大局的な見地

から分権を進めなくてはいけない、それが逆戻

りしてはいけないという思いからかもしれませ

んが、この具体的な案に、先ほど申しましたよ

うに市町村を初めさまざまな不安、懸念が語ら

れている中で、その文言なり発信するメッセー

ジというものはもっと慎重になるべきではない

かと考えておるところでございます。大事なこ

とは地方分権を進めるということで、地方の中

で、例えば知事会と市長会、町村会が対立をす

るということになっては元も子もないのではな

いかと考えております。現状のままではこの改

革を進めることは大変困難な状況にあると考え

ております。本来、地方をよくするための改革

であるべきでありますので、そのところは丁寧

な議論を今後とも求めていきたいと考えておる

ところでございます。また、私といたしまして

は、宮崎県を預かる知事としての立場でそのよ

うな議論にも参画してまいりたいと考えておる

ところでございます。

○坂口博美議員 ぜひ県の立場に立ってそう

あってほしいということを願います。

言うまでもないんですけれども、我々自民党

は、今度は政権を絶対取り返すんだという強い

信念と、取り返せるといった勝算のもとに、こ

の選挙に臨んで努力を重ねてきております。そ

して私どもの広域連合に関する選挙公約という

のは、国の出先機関を地方へ移管することは断

固反対というのをはっきり示しているんです。

そういった中で、解散の前日になって、民主党

政権の示す案について、全国知事会がこれを絶

賛する声明、そしてこれを他の政党に対しても

是としなさいという声明を出したということ

は、本当に大きな問題であると思うし、大変不

愉快に思っております。ですから、こういった

場におかれても、知事は今の考え方をはっきり

発言されることだと思うんです。事はどんどん

進んでいく、閣議で決定されたことは、いかに

政権が変わってもなかなか覆すのは難しいんで

す。全国都道府県の権力の権化と言ってもいい

ような強い団体がそれを是としておれば、次の

政権はなかなか作業が大変だと思うんです。当

然こんなこと通さないとは思うんですけれど

も。ですから、ぜひこれはよろしくお願いしま

して、改めて、今後の知事のこういったことに

対しての宮崎県に責任を持つという姿勢をお示

しいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今いただきました御意

見を私としても真摯に受けとめまして、大事な

ことは、丁寧な議論を積み重ねていくこと、拙

速に結論を急がないこと、その中で大局的に、

地方分権を進めていく上ではどういう形での進

め方が必要なのか議論することではないかと考

えております。出先機関を改革する、今回のよ

うな具体的な案、やり方がいいかどうかはとも
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かくも、出先機関の二重行政の問題なりを今後

しっかり考えていかなくてはならないというも

のは、お互いの共通理解、共通課題としての認

識があると考えております。それを具体的にど

のように進めていくか、本県の立場、また市町

村との議論を丁寧に積み重ねる中での今後の議

論の参画において、私としてもそのような思い

をしかるべき場所で伝えてまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 ぜひそういったスタンスで臨

んでいただきたいと思うんです。

僕の勘違いがあったのかもわからんのですけ

ど、四国の広域行政機構の連合については、国

土交通省の四国地方整備局を外した２つの出先

機関なら受け入れるよということでの合意で進

んでいるようです。本県もこういう状況ですか

ら、そこらの知恵は出すべきであったのかな

と、今感じております。僕らもミスだったんで

すけれども。

次に、今回引き上げが決まった５％消費税の

地方消費税分1.54％に関して伺いますが、これ

について全国知事会は、交付基準、算定基準を

人口比でやってほしいということを国に要望さ

れておる。しかしながら、これは社会保障に

限って使いますよという目的税であります。目

的税であるならば、それが目的とする支出先、

社会保障に係る部分を基準とする、いわば対象

人口を基準とした配分がなされるべきと考える

んですけれども、知事の見解をお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 多段階型の付加価値税

である地方消費税でございますが、最終消費地

である都道府県への税の帰属を調整するために

行われる清算なわけであります。現行の清算基

準につきましては、消費に係る統計指標の割合

が高く、人口の割合が低くなっている状況でご

ざいます。引き上げ分の地方消費税をどのよう

な基準で清算するかにつきましては、これまで

全国知事会でも議論が行われてきたところであ

ります。その中では、引き上げ分の地方消費税

収が社会保障財源化されることを踏まえまし

て、議員御指摘のような高齢者人口などを基本

とした基準を用いるべきとの意見も出されたと

ころであります。私としましては、このような

意見もある一方で、最終消費地に税を帰属させ

るという清算基準の趣旨は、決して財政調整な

り偏在是正をするためのものではないと。清算

基準の全体のバランスを図る必要があろうかと

考えております。また、今回の社会保障改革

が、特定の世代、高齢者だけではなしに、子供

も含めた全世代対応型であることを総合的に勘

案しますと、人口による指標で要望することに

ついて理解を示さざるを得ないのではないかと

考えておるところでございます。

○坂口博美議員 今、知事が言われたのは、今

までの５％の消費税、一般財源として使う分で

す。ですから、これは普通税なんです。今回

は、総理大臣が国民に対して、これは社会保障

に限って使いますということを約束しているん

です。だから上げさせてくれ。社会保障４経費

に充てるということです。この４経費の中で地

方が責任を持つべき部分というのは年金を除い

た３経費です。でありますから、その３経費を

基準として1.2％の消費税の地方分についてはや

らなければならないと思うんです。ですから、

地方が持つべき社会保障３経費、０～５歳児ま

での幼児、それから65歳以上の高齢者を対象に

支出していく税ですから、この人口を基準に算

定すべきだと考えるんですけれども、知事が言

われたのは総務省のオールジャパンの平均で
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す。一番無難なやり方。しかしながら、そのや

り方は理にかなわないと思うんです。改めて知

事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 今回、国の増税分につ

きましては社会保障の目的税化をされ、地方分

については社会保障の財源化をされたというこ

とでございます。それは高齢者対策も含めて社

会保障関係経費に充てるべきとされておるとこ

ろでございますが、あくまで消費税の清算基準

というのは、消費税が多段階で課税をされてし

まうために、最終的な消費地に、税収というの

はあるべきところに帰属させる。それは一定の

人口ということで、先ほど申し上げましたよう

に消費に係る統計指標、加えて人口ということ

で、今その清算が行われているということでご

ざいますので、本体分と増加分等という御指摘

がございましたが、それをばらばらにするとい

うのは、そもそも消費税の仕組み自体難しいも

のではないかと考えておるところでございま

す。議員の御指摘のような高齢者対策も含めた

財政需要への対応というものは、交付税なりに

よりましてしっかりと社会保障財源を確保する

ことにより実現するという考え方ではないかと

思っておるところです。

○坂口博美議員 それはおかしいと思うんで

す。社会保障に限って使うと約束したから上げ

たんです。これを一般財源だと言ったら、この

合意はとれなかったと思うんです。知事が今言

われる、消費が発生したところに帰属させてい

くという発想、これは普通税です。使う必要が

あるところに出していくための税、これが目的

税です。ですから、今、知事が言われた、消費

税は境界がわからないからということで、一定

のルールをつくって、ここでこれだけ消費され

てきたであろう。言いかえれば、ここでこれだ

けの消費税が付加価値が上がってかけられて

いったであろうというところに配分していく、

いわゆる８分の１、８分の６、８分の１ルール

です。これは一般財源を目的とした普通税の配

分のあり方であって、今、知事が言われる人口

割というのは、どういった理にもかなわない、

理屈が通らない税であって、これは対象とす

る、地方が責任を持つべき事務に必要となる経

費である３経費に充てるべきだ、それに充てる

ための人口を参考とすべきだ、これが理にかな

うたった一つの配分のあり方であると思ってお

ります。特に市町村分についても既に人口割で

いくんだということが決定しておると聞いてお

りますけれども、市町村についてはなおさら対

象人口とすべきではないか、問題が大き過ぎる

のではないかと思うんですが、これについての

知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 引き上げ分の地方消費

税に係ります市町村交付金の交付基準、全額、

人口により案分して交付することとされておる

ところであります。これは、社会保障サービス

が基本的に各市町村に住所を有する住民に対し

て提供されますことや、先ほど申しましたよう

に今回の社会保障改革というものが、特定の世

代だけではなく全世代対応型への転換を目指す

ものであることを踏まえた交付基準であると認

識をしているところであります。

○坂口博美議員 全世代対応型への転換と言わ

れましたけれども、具体的にはどういったこと

を意味するのか。また、それが地方のためにな

るのであれば、それが実現する見通しについて

はどう把握しておられるのか、このことについ

てお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 高齢者人口という御指

摘をいただいたわけでございますが、高齢者の
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対策のみならず、さまざまな子供の対策も視野

に入れながら社会保障改革全体が進められてお

るところでございます。そういったような視点

でございます。したがいまして、税の清算自体

は、消費税の制度上、今言いましたような消費

の指標なり人口の指標ということで一定の整理

をせざるを得ないわけでありますが、それをそ

の後の財政需要に対してどのように配分をする

かは、交付税がまさに財源調整機能を発揮すべ

きところであろうかと考えております。

○坂口博美議員 今のは全世代対応型の答弁に

なっていないんです。交付税について言われた

んですけど、交付税はまた別の話です。基準財

政需要額をセットして一生懸命地方が自主財源

を確保して、なおかつ足りないところを国が責

任持つというのが交付税ですから、まずは自主

財源とすべく地方税を―そういった形でみん

なで分けようなんていうのは間違いだと思うん

です。まずは地方に権限がある、そして発生地

主義でない目的税をいただく、その最初の方程

式、計算式を総人口に合わせていったところ

に、宮崎県としては出始めから戦略を間違え

た、理にかなわない戦略をとったところに間違

いがあったと思うんです。

随分時間が足りなくなりましたから先を急ぎ

ますが、1.54％の中の0.34％、普通交付税の原

資とするとされた分についても、地方からそう

してほしいということを申し出たと伺っている

んですけれども、先ほどから言いますように目

的税でありますから、それを普通交付税の原資

とする、一般財源で出されるということは法的

にも問題があるのではないかと思うんですが、

知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 社会保障を財源化され

たことと全体的な財政調整を図る必要があると

いうこととの兼ね合いがそこになされたわけで

ございます。整理して答弁申し上げますと、消

費税の税率の引き上げ分５％のうち、地方への

配分につきましては、いわゆる社会保障４経費

に係ります国と地方の役割分担に応じて1.54％

とされまして、そのうちの1.2％が地方消費税分

とされたところであります。残りの0.34％につ

きまして地方交付税分とされたわけでございま

すが、地方消費税の充実を基本としながらも、

財政力の弱い地方団体において、特に財政力に

差が生じやすい地方単独分の社会保障関係費に

つきまして、その財源を安定的に確保する観点

から、消費税に係る法定率を引き上げて地方交

付税原資を充実するために措置されたものとい

うことでございます。今回の消費税率の引き上

げによりまして、地方交付税分を除く消費税収

につきましては社会保障目的税化されるわけで

ございますが、御指摘のとおり、これまでの議

論の中で消費税収の全額を社会保障の財源とす

ることによりまして国民の理解を求めてきてお

りますので、引き上げ分の税収に係る交付税

分0.34％の使途につきましては、交付税制度と

の整合性を図りつつ、社会保障の財源としてど

のように活用されたのか検証することは大変重

要であろうと考えております。

○坂口博美議員 検証するといったって、一般

財源で出すわけですよね。それが何に使われた

かということ、対等の関係という中にあって誰

がどういった権限で介入していくのかというこ

とです。例えば、具体的に言います。町長選に

出られる方が、「私はこういう構想を持って、

社会保障４経費の中の地方単独分は勘弁してく

れ、みんなで頑張ろう。そのかわり将来に向け

たこういう投資をやる」と言って当選されたと

する、有権者はその方を選んだとする。その公
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約どおり実行されたときに、一般財源の使途に

ついて誰がどういう介入をできるんですか、ど

ういう指摘ができるんですか、お伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 社会保障を財源化した

ものが、ちゃんとその用途に使われているかど

うかというのは、マクロで全体として点検がな

されるということで、具体的にどのようにされ

るかというところまでは詳細に把握しておりま

せんが、いずれにせよ、今、御指摘がありまし

たような例というものは、今回の改革の趣旨に

沿わない使い道ということになりますので、是

正が求められる取り組みであろうかと考えてお

ります。

○坂口博美議員 時間がないから次に進みます

けど、これは介入できないです。

では、ここで一つ、いかにこれが合理性に欠

けているかということを検証するために、県内

で一段高齢化が進んでいる自治体で、知事の言

われる人口比による交付基準によって交付して

いったときに、将来推計交付額がどうなるの

か。逆に県内で一番高齢化が進んでいない自治

体については、将来推計交付額はどうなるのか

をお伺いいたします。これは総務部長でいいで

す。

○総務部長（四本 孝君） 現在、県内で最も

高齢化が進んでいる市町村と進んでいない市町

村について、平成22年と平成32年の国立社会保

障・人口問題研究所の人口推計データを見ます

と、いずれの市町村も人口が減少しております

が、市町村によって人口減少割合が異なりま

す。それをもとに地方消費税の全国総計額が現

在と同じ2.6兆円と変わらないと仮定をいたしま

して、引き上げ分の市町村交付金を推計比較い

たしますと、最も高齢化が進んでいる市町村の

場合は約1,000万円程度の減少となりまして、ま

た、最も高齢化が進んでいない市町村の場合は

約１億8,000万円程度の増加になると推計をされ

るところであります。

○坂口博美議員 最も高齢化が進んでいるのは

県内では美郷町ですから、そこのことだと思う

んですけど、10年後に1,000万交付額が減るとい

うことですね。これは現在の人口が維持されて

もそうなんです。人口を対象にすると、これに

まだ人口減がいくんです。では、美郷町の平

成22年の決算で民生費と衛生費の総額を見てみ

ると18億4,400万なんです。過去10年間のこれら

の伸びを見ると14.44％なんです。これがそのま

まスライドしていったとすると、15年後には21

億1,000万円に民生費、衛生費というのは増大し

ていく、２億6,600万ふえていくのに交付額

は1,000万減るという勘定なんです。じゃ、これ

を知事の言われる、人口比じゃなくて、対象と

なる人口比、高齢者なら高齢者をここでとって

みますと、美郷町は県内の総人口に占める人口

の割合は0.53％なんです。それから65歳以上が

県内人口に占める割合が0.87％、割りますと1.6

倍以上になると思うんです。ですから、対象人

口比になれば、今、知事が算定されている額

の1.6倍がいただけるということになるんです。

それから、黒木正一議員も過疎のことを一生

懸命、議会でいろんなことを提言されたり指摘

されたり質疑されたりしております。諸塚村は

県内総人口に占める人口の割合は0.18％なんで

す。それから65歳以上が0.24％、1.5倍なんで

す。５割損する勘定になっている。交付税が補

填されるからいいというものじゃないと思うん

です。交付税というのは今後どうなるかわから

ない。だからそこのところからも矛盾が生じて

くると思うんです。ちなみに、宮崎市は人口比
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は35.7％いるんです。65歳比は30％しかいない

んです。圧倒的に得します。何のためか、高齢

者対策、５歳未満児対策なんです。これは筋が

通らないと思うんです。くどくなりますけれど

も、もう一回知事に、本当に知事の言われる全

国知事会の主張が理にかなっているかどうか、

そこのところをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の社会保障改革に

伴う、もしくは将来の社会保障財政需要、それ

からこの改革が行われたことによるいろんな影

響について御指摘があったところでございます

が、いずれにせよ、今回の増税だけでは社会保

障財源の全てを賄うことは難しゅうございます

ので、いろんな形で財源の確保に努めていくこ

とはこれからも重要であろうかと考えておりま

す。

ただ、今回の人口でという清算基準につきま

しては、あくまで消費税という税の性格に基づ

く整理でございますので、その税収をどのよう

に配分するか、また財源調整を行うかは、交付

税その他の財源の確保に努力をしていくことが

必要ではないかと考えております。

○坂口博美議員 時間が大幅におくれてしまっ

たから、なかなか続けられなくてちょっとあれ

なんですけど、とにかく交付税で補填するじゃ

ないかと言っても、これは別な世界の話なんで

す。交付税というのは調整されていくんです。

自主財源、現金をつかむことが大切です。臨財

債、どんどんたまっていって、いつ臨財債やめ

たと言われるかわからないし、経費調整やられ

るかもわからないわけでしょう。だから自主財

源を高める努力をみんなでやっているわけで

す。

ちなみに、先ほど知事が言う発生地に帰属さ

せる方式、８分の１、８分の６、８分の１方式

でいくと、本県は人口割が0.83％です。総務部

長が言われた、税の１％分が２兆6,000億とすれ

ば、1.2％で３兆円、0.83％これに乗ずれば249

億です。それから、知事は得するんだと言われ

た人口比0.89％、これを３兆円に乗ずれば267億

円になります。先ほどのような実体人口に合わ

せれば、0.98％、294億円になります。知事が言

われるのは県で27億円差が出てくるんです。こ

れを県と市町村で折半するわけです。だからこ

ういったことには、先ほども言いましたように

宮崎の立場でぜひ頑張ってほしいと思うんで

す。これについては、時間がないから答弁は求

めずに要望としておきますけれども……。

納得がいかないからもう一言つけ加えさせて

いただくと、例えば揮発油税というのがありま

す。これは目的税です。道路を使う人が道路を

管理していきましょう。ただ、積み出し場所が

全国で数カ所しかないから、そこで課税して徴

収します。その算定については、みんなで使う

道路だけれども、管理する責任において、自治

体が持っている道路の延長を基準に地方分につ

いては交付していきます。特別譲与税の計算の

あり方です。これは理にかなっていると思うん

です。我々としては悔しい、宮崎は１世帯当た

り東京の３倍の車を持っているんです。１人当

たりの走行距離も東京の３倍なんです。でも、

「なぜ延長なの。東京はたくさん道があるから

莫大な特別譲与税が入るじゃないか」と言っ

たって、これは通らない理屈です。だから我慢

してきておる、これが目的税です。県で言えば

森林環境税、広くみんなからいただいて、その

税の目的にかなった本当に公益性の高いところ

に投資をしていくということです。これを考え

方を変えたときに、先ほどの社会保障４経費の

やり方ですけど、国と地方が責任を持ってやっ
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ていっているわけです。行政府が国しかなかっ

たとする。そして大変だから枠をかけよう。47

の枠を日本にかけて、宮崎というところに枠を

かけたとする。「ここの責任者、おい、これ面

倒見てくれよ。あすからおまえの仕事だ」と

やったとき、金は幾らやるのとなったとき、

「今までこの範囲で国は幾ら使っていたんです

か。その分下さい」、これが理にかなった配分

の仕方でしょう。対象人口に渡していくという

のは。絶対、全国知事会の言い分には理がない

と思うんです。問題だと思うんです。だから、

そういう意見に引き込まれないように、今後ぜ

ひ頑張っていただきたいということ、これも要

望にとどめておきまして。

知事の先輩である東国原さん、今度の選挙に

日本維新の会から出るとかいう話を聞いたんで

すけど、ここも税については、消費税を地方共

有税にしていこうなんてことを公約に挙げてい

ますよね。僕はこんなこと不可能だと思うんで

すけど、知事は、この先輩の加わる日本維新の

会の地方共有税のあり方についてどんな見解を

持っておられるかお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先輩というか前任者と

いうことでございましょうが、地方共有税、こ

れも大変関心を持って見ておるところでござい

ます。これは道州制への移行を前提としまし

て、消費税を引き上げた上で全て地方税化す

る、地方交付税にかわる財政調整の仕組みとし

て創設しようとしているものであると認識して

おりますが、そもそも前提となる道州制がいか

なるものか共有認識が国民的にないわけでござ

います。どんな制度になるのかわからない。な

かなか議論が難しい中で財政調整の仕組みだけ

を取り上げて評価するのは非常に難しいと考え

ております。ただ、道州間で財政調整をするこ

とについて、一般論として申し上げれば、同等

の立場である道州制で果たして円滑に財政調整

ができるのか。国が徴収をして、それを一定の

基準により配分するというのが交付税であるわ

けですが、道州間の調整となると、道州が、自

分の税収としてあったものを他のところに財政

調整のために配分をするということでありま

す。その円滑な配分が大丈夫であろうかと思う

ところでございます。いろんな課題があるので

はないかという認識でございます。

○坂口博美議員 道州同士で、おらんちのお金

をあなたにあげるよなんてことは調整が不可能

で、財政調整機能は絶対難しいと思います。そ

れでもやれるとおっしゃるんでしょうけど。よ

そさまのことはいいとして。

次は、まず教育長に、海洋高校の進洋丸のこ

とについてお伺いしたいと思うんですけれど

も、御案内のように、県民開放ということで体

験航海というのを長きにわたってやっておりま

す。ちょっと見てみたんですけれども、進洋丸

の場合、昨年、延べ日数が25日、体験された県

民の方は延べ人数で949名となっているようで

す。こういった県民開放の体験航海というの

は、全国でも本県を除いて22の船がやっている

みたいですけれども、それを平均してみると、

１つの船当たり体験航海日数というのが６日で

す。１日当たり延べ人数252名です。だから圧倒

的に本県の場合はスケールが違う、桁が違うと

いうこと。目いっぱい、空いた日がないぐらい

頑張っておられます。そして県外も含めていろ

んな方の評価を聞くと、「宮崎は大したもの

だ。うらやましい、何であそこまでやれるの

か」という評価を、実際、僕は船の関係者から

聞くんです。こういった高い評価があるんです

けれども、教育長としては、進洋丸のこういっ
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た体験航海、県民開放型に対する考え方、どう

いった評価をお持ちかということについてお伺

いをいたしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎海洋高校の実習

船進洋丸の県民への開放については、青少年の

健全育成など県民の船としての有効活用を図る

目的に、平成７年から始まった事業でありま

す。その内容といたしましては、不登校の子供

たちに乗船いただくとか、県内の子供会、さら

には自治会等の一般県民の方々を対象に、ふだ

ん乗ることのないマグロはえ縄漁船の構造を学

んだり、沖合でのマリンスポーツや魚釣りを体

験するなどの機会を提供しております。毎年

約1,000人、これまでに延べ１万4,000人に利用

いただき、県民の皆様方から大変期待されてい

る取り組みでございます。参加した不登校の子

供たちからは、「友達と交わることができるよ

うになった」「また機会があったら乗りたい」

などの感想が聞かれたり、保護者を含めた大人

の方々からは、「宮崎の海のすばらしさを改め

て知る貴重な機会となった」など、喜びの声や

感謝の声が多く寄せられているところでありま

す。

○坂口博美議員 本当にすばらしい船だと思う

んです。僕も船に乗っていたからわかるけど。

これは、いろんなことで教育委員会の理解があ

るというのはもちろんですけれども、それだけ

ではなくて、これに協力できる船員の体制がで

きているというのが、本当に財産だと思いま

す。そして、教育長は御存じかどうかわからな

いけれども、岩崎という定年された機関長がい

たんです。僕は昔、頼まれて進洋丸で１航海だ

けやったことがあるんですけど、そのとき専攻

科を出て２等機関士で乗っていました。それか

ら機関長になられたんですが、この人を欠いた

らできなかったかもわからないということを実

感しています。この体制を壊さないことを基本

に、ぜひ頑張っていっていただきたい。

ところで、進洋丸の本来の目的、意義は、海

事に今後従事していこうという人たちに免状を

取らせるための一つのキットになっているわけ

ですけれども、この意義について、改めてまた

教育長にお伺いをいたしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 本県の漁業従事者と

か船舶職員の育成のために、乗船実習というの

は、技術の習得あるいは集団生活の中で社会性

を身につけることは当然のことですが、それに

加えまして、宮崎海洋高校では国から船舶職員

養成施設の認定を受けております。卒業後の４

級海技士の資格取得を見据え、進洋丸による実

習船教育を展開いたしているところでありま

す。４級海技士というのは、近海で言うと400ト

ン級の船舶の船長や機関長になるために必要な

国家資格であります。進洋丸では90日の乗船実

習をしているんですが、その受験資格を得るた

めに必要な乗船履歴の一部としてそれが加算さ

れ、さらに、卒業後、規定の乗船履歴を積んだ

場合には筆記試験が免除されるというメリット

がございます。このようなことから、将来の水

産業や海洋関連産業で船舶職員として活躍する

人材を育成する上で、実習船教育、今のような

形は必要不可欠であると考えております。

○坂口博美議員 そういった大変すばらしい進

洋丸だし、絶対欠くことのできない進洋丸で

す。水産高校の実習船についても、九州知事

会、これは前の広域連合からなんですけれど

も、この船については共同運航で取り組んでい

こうというのが今も課題として記されているん

です。本県としては、今、教育長から聞いたよ

うな状況の進洋丸ですけれども、この共同運航
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についてどうかかわっていかれるのか、知事に

お伺いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 経緯から御説明いたし

ますと、実習船の共同運航につきましては、九

州地方知事会における政策連携の中で、各県共

通の課題として平成16年10月に長崎県より提案

がなされたものであります。ただ、その時点で

本県としましては、宮崎海洋高等学校の生徒数

や稼働日数が多いことなどから、他県との共同

運航は行わないと判断をしたところでありま

す。現在、福岡、長崎、山口３県における検討

を経て共同運航が開始されているということで

ありまして、九州地方知事会としては、共同で

きるところは共同するという意味での初期の目

的は達成をしたということで、整理済みのもの

であります。今、教育長も答弁をしましたよう

に、生徒実習としての使用はもとより、県民の

船として幅広く活用されておりますことから、

他県との共同運航を今後行うことは難しいと考

えておるところであります。

○坂口博美議員 ぜひそういった方向で進んで

いただきたいと思います。

では次に、堀切峠付近沖に座礁している座礁

船のことについて伺います。これについては２

月議会で田口議員が県の対応等についてただし

ているんですが、そのとき県は、これは船主と

保険会社とのトラブルによることで撤去が遅延

しているんだと答えられました。そして県は、

今後とも引き続いて撤去に向けて対応していく

という答えだったんですけれども、統括監に、

その後どうなったのか、どういう取り組みをさ

れたのかお伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 御質問の

ありました座礁船への対応につきましては、２

月議会でお答えして以降、国土交通省海事局に

対しまして、船主責任保険が適用されていない

点について何らかの解決に向けた方策の検討を

お願いしておりました。しかし、残念ながら現

段階では有効な回答を得るには至っておりませ

ん。

なお、ことし７月の衆議院国土交通委員会に

おきましてもこの問題が取り上げられまして、

海事局側からは、「船主責任保険について契約

書で直接確認したものの、その後の中国の船主

側とロシアの保険会社との間で、契約の解釈の

違いにより保険代金が支払われず撤去が進んで

いないことはまことに遺憾」という答弁がなさ

れておりますけれども、具体的にどうするとい

う対応は示されなかったところでございます。

その後、宮崎市漁協において、座礁船の保険会

社等に対しまして船の撤去費用を求めて訴えを

起こすこととされたため、県としましては宮崎

市とも連携しながら保険会社の対応を求める要

請文書を発出するなど、できる限りの支援をし

てきたところであります。代執行を行う根拠と

なる法制度が現時点では見出せず、近いうちの

解決が非常に困難な問題ではありますけれど

も、訴訟の状況も見きわめながら国交省にも再

度要請するなど、引き続き解決に向けて努力し

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 これが困難して長引いたと

き、今後放置されたままでずっと続いていった

とき、どういったことが心配されるとお思いで

すか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 心配され

る影響といたしましては、まず、場所柄、景観

とか環境の問題があろうかと思っております。

座礁船の位置が、日南海岸国定公園の景勝地で

あります堀切峠の付近にありますこと、また、

船舶の腐食等による環境への悪影響について懸
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念しているところであります。また、当該海域

はイセエビ漁の適地でもありますので、水産業

に与える影響等についても心配されているとこ

ろであります。

○坂口博美議員 こういった事故に備えるため

に、油濁損害賠償保障法では、我が国の港に入

港あるいは出港しようとする船舶、外国船につ

いては、ＰＩ保険等に入っていることを証明す

る証明書がないと入港も出港もできないという

ことになっています。この証明書はどうやって

取るかというと、国土交通大臣がそのことを確

認して証明書を交付する、船はそれを備えて港

長に出港許可をもらうことになっています。こ

の法が担保しようとするのはまさにそのとこ

ろ、事故のときそれを撤去したりする経費を

ちゃんと見ますよという保険ですから、それが

機能を果たさないところに証明書を交付してし

まった国土交通大臣、それとそんな証明書のも

とで船を出してしまった港長、ここに県は責任

を追及すべきだと思うんですけれども、どうお

考えですか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 保険契約

の成立に関しましては、国土交通省では国会に

おいて、先ほど御答弁申し上げましたように、

保険料の振り込み完了報告書を確認した上で必

要な手続を行ったと、そういう説明をされてい

るところでございます。しかしながら、保険契

約の当事者である中国の船舶所有者とロシアの

保険会社との間で、保険料の支払いの時期や契

約の解釈等をめぐって争いが生じ、現に保険の

支払いが行われていないという現実があるわけ

でございます。御指摘がありましたように、平

成18年に外航船の船主責任保険の加入が義務づ

けられたにもかかわらず、この制度の実効性の

担保に何らかの問題があると思っておりまし

て、今後の対応につきまして国土交通省海事局

にもしっかりと要請をしてまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 ぜひお願いします。

それから、事故を起こしてしまった船長に対

しての刑事罰とかいうものはないんですか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 今回の案

件での曳航していたタグボート側の責任といた

しましては、海上航行上の安全航行の確保に問

題があったということで、船長に対しまして刑

法の業務上過失往来危険罪が適用され、刑事上

の責任が問われたと聞いているところでござい

ます。

○坂口博美議員 船長と、船長を雇用した会社

にも県は同じく責任を追及すべきだと思うんで

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 確かに船

長にも刑事上の責任が問われた以上、何らかの

民事上の責任を問うという考え方もあろうかと

思います。一方で、座礁船の船体の撤去にかか

る費用を補填するため、先ほど議員も御指摘が

ありました外航船へのＰＩ保険加入が義務づけ

られたところでございまして、その責任は一義

的には海運会社や船主にあるとされていると認

識しております。また、このような観点から、

現在、漁業関係団体において訴訟を提起するた

めの準備が進められていると聞いているところ

でございます。いずれにいたしましても、今後

訴訟の動向を見守るとともに、県といたしまし

ても解決に向けて、曳航船側の責任や他の法令

の適用の可否も含めいろいろな可能性を探って

まいりたいと考えております。

○坂口博美議員 とにかくあらゆる手だてを講

じて解決に向けて努力をしていただきたいと思

います。矛盾点もしっかり解明していただきた
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いと思います。

次に、自然災害と道路等に関して知事にお伺

いしたいと思いますが、まず初めに、本県にお

ける自然災害というのはどういうものがあると

認識しておられるかお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の想定すべき自然

災害としましては、まず、毎年のように発生し

ております洪水や土砂災害、あるいは台風、竜

巻を含めた風水害がございます。また、日向灘

地震やえびの地震など、本県でも過去大きな被

害を経験しております地震や津波にも留意する

必要があろうかと考えております。さらには、

現在、幸い小康状態となっておりますが、新燃

岳のような火山噴火による災害というものも十

分に想定しておく必要があろうかというふうに

考えております。

○坂口博美議員 では、今言われた災害の中で

最も大きなリスクは何とお考えか、そういった

災害から宮崎をどう守ろうとされているのか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、本県におきまし

て最大のリスクとなる自然災害は、内閣府の検

討で、最悪の場合４万2,000人の人的被害が想定

をされております南海トラフ巨大地震であろう

かと考えております。このような大規模災害に

対しましては、東日本大震災の教訓から県民の

生命・身体の安全確保を最優先としまして、従

来の枠を超えて必要な対策を積極的に講じてい

かなくてはならないと考えております。具体的

には、建物の耐震化の推進、また迅速かつ円滑

な津波からの避難、広域的な受援機能の強化な

ど、さまざまな対策をソフト、ハードの両面か

ら進めまして、地震に強いまちづくりを総合

的、計画的、短期的・中期的・長期的にいろん

なスケジュール感を持って取り組んでいく必要

があろうかと考えております。また、この対策

の実効性を確保するには、関係機関との連携や

県民の理解が不可欠でありますので、九州ブ

ロック協議会の幹事県として九州各県や国など

との調整役を果たしますとともに、今月中には

県内の沿岸部全ての市町との協議会を設置いた

しまして、相互連携を強化しながら対策の推進

を図ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 県は大規模災害に対応するた

めにＢＣＰを策定されているんですが、もとも

と私は、ＢＣＰというのは想定外をなくすとい

うことではなくて、想定外は起こり得るんだよ

ということを前提に、そういうことがあった際

の準備をしておく、計画を立てておく、これが

ＢＣＰだと思うんですけれども、ＢＣＰに係る

知事の見解を改めてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、全庁的な危

機管理体制の強化を図る観点から、大規模災害

などが発生した場合に備えまして、宮崎県業務

継続計画（ＢＣＰ）を策定することとしまし

て、本庁において本年７月から運用を開始した

ところであります。また、現在、県内７つの地

方連絡協議会や３つの県外事務所ごとに地域版

ＢＣＰの策定作業も進めているところでありま

す。出先機関においても万一の備えを強化して

おるところであります。このＢＣＰでは、大規

模災害などが発生した場合には、一定の基準に

基づきまして私の判断で県庁非常時体制に移行

し、原則として通常業務を全て停止した上で、

平時の所管にとらわれず、災害対応業務や応急

業務、非常時優先業務に職員全員で当たること

などを定めておるところであります。東日本大

震災では「想定外」という言葉が飛び交いまし

たので、本県のＢＣＰにおきましては、あらゆ

る事態に柔軟に対応できるように、あえて具体
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的な被害想定を前提とせず、職員一人一人の考

える力、また組織として行動する力の重要性に

主眼を置いて策定したところであります。今

後、事前の備えをさまざま進めながら、必要な

研修や訓練、検証などを重ねまして、よりよき

計画となるよう努めますとともに、危機管理能

力の向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ３・11から１年半過ぎるんで

すけれども、そういった観点に立って、津波対

策に対する県の取り組み、そして当面する課

題、今後講じようとする具体的な対策について

どんな計画を持っておられるのか、統括監にお

伺いをいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） まず、

我々のほうで担当しているソフト対策といたし

まして、危機管理局を中心に取り組んできた津

波対策でございますが、まずは県民の生命、身

体を守るための避難対策が重要だということで

対応しております。具体的には、沿岸の市町に

要請しまして避難場所や避難路の点検、見直し

をお願いしますとともに、災害情報を迅速・的

確に発信するための総合防災情報ネットワーク

整備事業の着手、また地域防災力の強化を図る

ための自主防災組織のリーダーとなる防災士の

養成、津波を対象とした防災訓練や普及・啓発

などに取り組んでまいりました。また一方で課

題でございますけれども、まずは南海トラフ巨

大地震による地震・津波の想定の見直しを早急

にする必要があるところでございます。現在、

国交省と協議しながら作業を進めているところ

でございまして、年度内を目途に策定できるよ

う努力してまいりたいと考えております。さら

に、広域的な大規模災害への備えも課題でござ

いまして、後方支援拠点の確保など受援、支援

のための体制づくり、また、国や各県、市町

村、関係機関との広域連携の強化についてもさ

らなる充実を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。

○坂口博美議員 同じく、ハードについて県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県土整備部に

おきましては、地震・津波対策といたしまし

て、堤防の補強や水門の自動閉鎖化、また防波

堤の整備によります減災対策や、緊急輸送道路

の耐震化などのハード整備に取り組んでいると

ころであります。しかしながら、南海トラフの

巨大地震による津波に対しましては、これらの

ハード整備だけで防御することは困難でありま

すことから、ソフト対策も組み合わせた多重防

御が課題と考えております。したがいまして、

今後、法に基づき沿岸の市や町が津波防災地域

づくりを総合的に推進するための計画を作成す

ることとなりますので、その支援を行いますと

ともに、この計画に位置づけられる海岸保全施

設や津波防護施設の整備、さらには住民等が津

波から逃げることができるよう避難体制の整備

など、何としても人命を守るという考えのも

と、関係部局はもとより、国や関係市町とも連

携を図りながら津波防災対策に取り組んでまい

りたいと考えております。

○坂口博美議員 それでは、引き続いて県土整

備部長ですけれども、大規模災害で県外から人

や物を受け入れることになったときに、まず受

け入れ拠点、拠点から目的地への移送について

は、港、空港、道路それぞれどのように考えて

おられ、どんな計画を持っておられるのかお伺

いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 大規模災害時

には人や物の輸送を確保することが大変重要と
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なりますので、県といたしましてはその役割を

担う緊急輸送道路のネットワークの見直しを

行ったところでございます。見直しに当たりま

しては、まず、南海トラフ地震に伴う津波によ

りまして、沿岸部の軸となります国道10号や220

号が機能しなくなることも想定されますことか

ら、東九州自動車道及びこれと並行する整備済

みの県道、市道、町道を追加し、沿岸部におけ

る路線の多重化を図っております。また、救援

の拠点となります航空自衛隊新田原基地や耐震

強化岸壁を有する港湾、漁港及び第３次救急医

療機関へのアクセス道路を追加しております。

○坂口博美議員 引き続いて予算獲得に努める

という部長答弁だったんですけれども、現実問

題として本県の道路予算は急激に減ってきてい

るんです。こういった中でどうやって道路など

津波対策の予算を確保していかれるのか、これ

については基本的な考え方を知事に伺いたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 本年度の国の公共事業

予算につきましては、東日本大震災を契機とし

た防災・減災対策としまして、直轄事業も含め

て、河川、港湾、海岸など直接的な津波防護施

設に重点配分をされたということで、高速道路

を除く県の道路予算、大変厳しい状況となった

ところであります。ただ、道路というものが、

津波から人命を守る避難路として、また被災後

の早急な復旧支援を図る上からも大変重要な施

設でありますので、こうした市町村道も含めた

避難道路や緊急輸送道路の整備につきまして、

南海トラフの被害想定に応じた予算の重点配分

というものを財務省や国土交通省に対して、私

自身も、また副知事や担当部局とも手分けをし

ながら繰り返し繰り返し要望してきたところで

ございます。また、南海トラフに関係する９県

の知事が連携しての特別措置法の制定を求める

動き、それに伴う対策、財源の確保という形で

も要望に努めてまいったところであります。今

後とも予算編成に係ります国の動向を注視しな

がら、引き続きあらゆる機会を捉えて、道路を

初めとする必要な予算の確保、また総合的な地

震・津波対策につきましてしっかり取り組んで

まいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

それから、自民党が政権をとればかなり大が

かりな補正、経済対策をやるということが具現

化してきたんですけれども、実現することがで

すね。そうなりますと、本県は、こういった厳

しい予算の中で、県土整備に限って言います

と、まず用地のストックができていない、測量

設計のストックができていない。当然裏負担の

財源的な問題がある中で、補正にぽっと飛びつ

けるかどうか。加えまして、一般競争入札を

やっていることで総合評価をやります。そうな

ると当然、入札までの期間、入札してから工事

に着工するまでの期間はかなり長く要るんで

す。受注者側にすると点数のある技術者しか残

せないということで、ぎりぎりに配置技術者も

減らしている。そういった中で、10兆円といえ

ば案分すると1,000億です。これに及ぶような補

正を果たしてぱっくりいけるかどうか。担当者

としては、年度末に出るから、まずは明許繰越

でしょう。そこでそういったぐあいに時間がか

かってしまうと事故繰越の心配が出てくる。こ

の際、手を引っ込めたほうがいいよなというこ

とに当然なりがちなんです。そこらにも気を

配っていただきたいということ。これは要望に

しておきます。

次に、最後ですけれども、浮き魚礁の流失事
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故についてですが、これについては我が党の黒

木正一議員が先日尋ねました。重複を避けたい

と思うんですけれども、本県では過去にも１基

流したことがあるんです。この教訓が生かせな

かったかということと、ブイの流失については

全国でどのような状況にあるのか、このことに

ついてお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では、平

成５年に国の外郭団体であるマリノフォーラ

ム21から譲り受けました表層型浮き魚礁が、平

成14年に流失した事例がございます。この際に

は原因箇所と考えられる係留施設を回収できな

かったため、最終的な原因は解明できませんで

したが、耐用年数の10年が経過し、更新のため

に回収した他の浮き魚礁については係留施設等

の調査を行っており、より耐久性の高い構造に

改善するなどの対策を講じているところでござ

います。なお、他県における表層型浮き魚礁の

流失につきましては、台風の影響を受けた係留

施設の破損などを原因として10件の事例がある

と聞いております。

○坂口博美議員 全国でこれまで10件という

と、全国で入っているのは50に満たない、47ぐ

らいだと承知しております。その中の10が飛ん

でしまうということは、不可抗力では済まされ

ない。設計上の問題はなかったのか、材料は大

丈夫なのか、構造は大丈夫だったのか、強度は

確保されたのか。それから施工上の問題、技術

力があるところがやったのか、入れた場所は適

当だったのか、そういったことをたくさん検証

していかなければいけないと思うんです。まだ

まだこれは検証、検討の余地があると思うんで

す。今後、宮崎のブイにしても漁業者のために

急がなければならないんですけれども、補償、

保険をしっかり取れるものは取る。財政的に負

担を極力減らしながら、しかしながら一方では

補助事業を急いでほしい。問題は、上げたブイ

ですけれども、これを処分するようなことにな

ると、適化法の問題が出てきて金を返しなさい

というようなややこしい問題も出てくる。です

から、回収したブイについては効果的に使って

いただくということを―これはもう要望にし

ておきますけれども、ぜひそのような方向で、

一刻も早くこれも解決に向けた努力をしていた

だきたいと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 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59分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 新みやざき

の渡辺創です。19人が登壇しました一般質問も

最後となりました。今回は、具体的な提案も含

めて元気に質問したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

さて、きょうの登壇者は、田口議員、坂口議

員、そして、私、この３人に井上議員を加えた

メンバーには共通項がございます。知事、おわ

かりになるでしょうか。実は、それは、県内の

定時制・通信制高校の生徒さん、そして関係者

を応援する宮崎県定時制通信制高校教育振興会

の役員ということであります。特に坂口議員、

井上議員におかれましては、長年、活動を続け

られ、それぞれ会長、参与として尽力いただい

ております。心から敬意を表します。本日は、
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坂口会長の後に質問をいたしますので、定時制

・通信制の話を少しさせていただきたいという

ふうに思います。

10月７日、宮崎市花山手の市民文化ホール

で、県内の定時制・通信制で学ぶ生徒さんが一

堂に会し、生活体験発表会が開かれました。昨

年のこの11月議会で、一般質問の中で、ぜひ知

事にもお越しをいただいて主張に耳を傾けてい

ただきたいと呼びかけましたところ、教育委員

長、教育長とともに御出席をいただいて、８人

全員の発表にずっと残っていただいて、すべて

お話を聞いていただきました。参加した生徒さ

んだけではなくて、会場にいた多くの生徒さん

たちにとって大きな励みになったと思います。

心から感謝をいたします。ありがとうございま

した。

さて、今回の発表会で評価され、全国大会に

参加をした延岡青朋高校通信制の工藤友香里さ

んの発表は、「出るくいになることを恐れては

いけない」と、高く澄んださわやかな声から始

まりました。青朋高校生徒会などでの多くの出

会いや、剣道を始めたことによって、人との摩

擦を恐れて自分を殺したり、壁をつくるのでは

なく、自分の考えをしっかりと伝え、心と心を

交わしてこそ、本当の人間関係が築けると訴え

ました。そして最後に、「一番大事なのは逃げ

ないこと。相手から目を離さずに自分の気持ち

を相手に向ける。相手の気持ちに自分の気持ち

も負けてはいけない」というふうに締めくくり

ました。

さて、話を県政に移します。知事も、年が明

ければ就任から２年の折り返しを迎えます。こ

の２年間を振り返り、思い描いていた県政の実

現に向かって確実に進んでいるのか。今回の議

会でも知事の政治姿勢についてさまざまな意見

が披露されたところですが、出るくいになるこ

とを恐れることなく県政を運営できているの

か、知事のお考えをお伺いしたいと思います。

先ほどお話をした工藤さん、そして、もう一

人全国大会に出場した70歳の高校生、宮崎東高

校通信制、押川久子さんは、それぞれ、先月24

日に東京で行われた全国大会でも入賞をされ

て、その発表の内容は、今月24日、25日にＮＨ

Ｋラジオ第二で放送されるということでござい

ますので、議員各位におかれましても、ぜひお

聞きいただきますようお願いを申し上げまし

て、壇上での質問を終え、質問者席へと移りた

いと思います。

よろしく御答弁のほどお願いいたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

御質問にお答えする前に、ただいまお話にご

ざいました10月７日の県高等学校定時制通信制

生活体験発表会、今回、私、初めて出席をした

わけでございますが、生徒８人による生活体験

発表、それぞれの人生、また体験、また、さま

ざまな思いというものを背負った言葉というも

の一つ一つが大変重く心に響く、非常に心打た

れる体験発表でありました。自分も頑張らねば

という、かえって自分も力をいただいたよう

な、そのような発表だというふうに考えており

ます。発表された生徒さんや、準備に当たられ

た教職員や関係者の皆様に心より敬意と感謝を

申し上げるところであります。また、何より

も、夢を持って頑張っている生徒の皆さんに心

からエールを送りたい、そのように考えておる

ところでございます。

御質問につきまして、この２年間の評価でご

ざいます。私は、口蹄疫からの再生・復興を４
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年間で取り組むべき県政の第一に掲げ、知事に

就任をしたところでございますが、その後、相

次いだ災害、鳥インフルエンザ、新燃岳、そし

て我が国を襲った東日本大震災、厳しい県政運

営を余儀なくされたところであるというふうに

考えております。本県を取り巻く環境のみなら

ず、我が国の置かれた時代状況というものが大

きく変わってきた。大きなターニングポイント

を迎えたのではないかという認識でございま

す。

そのような状況の中でございますが、県政運

営の指針となる新たな総合計画やアクションプ

ランを策定し、これに沿った取り組みというも

のを着実に進めてきたところでございます。官

民一体となって、記紀編さん1300年記念事業

や、広い意味での地産地消を推進する県民運動

など、いろいろ取り組んでおるところでござい

ます。さきの全共２連覇の達成などを契機とし

まして、本県は、再生に向けた新たなステージ

へと歩を進めたというふうに考えておるところ

でございます。任期前半におけるさまざまな取

り組みは、私なりにベストを尽くして、おおむ

ね順調に進んできておるというふうに考えてお

るところでございますが、今、出るくいという

御指摘もいただきました。さまざまな施策の

メッセージなり、それを進めていく上で、もっ

ともっといろんなメッセージの発し方なり進め

方なり、今後の教訓とすべきものというものは

多々あるというふうに考えておるところでござ

います。

年が明けますと、この任期も折り返しとなる

わけでございますが、「復興から新たな成長

へ」を合い言葉といたしまして、さらに力強く

県政を前に進めてまいりたい、そのような決意

でございます。以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。県

議会で仕事を始めて私も１年半となります。議

会でも、またその他の公式な場面でも、知事の

非常に丁寧な御答弁というのは、若輩者が言う

のは失礼かもしれませんが、非常に好感が持て

ますし、また、各方面と意見交換をしながら合

意形成をしていく、施策の方向性を形成してい

くという政治手法もよく理解をできます。

ただ、知事というのは、この県で唯一、県民

に一人の「リーダー」として選ばれた存在でも

あります。県民から負託を受けた立場であるわ

けですから、時には先頭に立って、赤い旗を揚

げているのか青い旗を揚げているのかそれが

はっきりとわかるようにして議論を引っ張って

いく、こういうことも必要ではないかというふ

うに思います。先ほどの御答弁の後半で触れて

はいただきましたけれども、時にはしっかりと

出るくいになると、そのお覚悟で県政を進めら

れることも必要だというふうに思いますが、再

度になりますが、改めていかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、県民

の皆さんはもちろんのこと、県議会、市町村、

また関係の皆様との意見交換、対話というもの

を大事にする。真摯に耳を傾けつつも、リー

ダーとしてしっかりと方向性を示し、県民をそ

の方向へ引っ張っていく。そのような毅然たる

態度というのは大変重要であろうかというふう

に受けとめておるところでございます。これま

でも、たび重なる災害や重要課題におきまして

私なりに努めてきたつもりではございますが、

いろんなこの議会での御指摘等も踏まえなが

ら、決断すべきときはしっかり決断をして、そ

して、それをしっかりと県民の皆様に届くよう

なメッセージとしてお伝えをする、そういう

リーダーとしてのあり方というのを今後とも研
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さんを積んでまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 私は、選挙に挑戦する前に新

聞社の政治部の記者をしていました。政治家の

本心を正しく理解するというのはなかなか難し

い作業だと思います。だからこそ、その政治家

の話をたくさん聞いてオープンな場での物言い

がわずかでも変われば、その意味を懸命に考え

て総合的に判断していく、そして、その言葉の

意味を解説していくということになるわけで

す。しかし、その小さな言葉の変化というの

は、なかなか有権者の方々であったり、相手に

うまく伝わるものではありません。方向性を明

確に示すためには、あえて発言を大きく振って

見せるというのも一つの合意形成また政治手法

のやり方だというふうに思います。言い方に失

礼があったら申しわけございませんけれども、

真ん中に座標軸があったとして、やるのかやら

ないのか、また、右に行くのか左に行くのか、

ここにインジケーターがあったとすれば、明確

に右に行くということを示したいのであれば、

１目盛り振れただけでは、離れているところか

ら見たら、真ん中から動いているのかわかりま

せん。そのためには、右の方向性を示すんだっ

たら、大きく10、20振れてみせる、そこから議

論を巻き起こすというのも、知事にとって今、

必要な議論の形成の仕方ではないかというふう

に思っております。この１年半で感じたことで

したので、失礼かもしれませんが、申し上げま

した。

さて、知事の政治姿勢に関してもう１問お伺

いをしたいと思います。国政では、あした、衆

議院選挙がスタートします。その前の状況とし

て、非常に政党が乱立をしていて、その中に

は、地方の首長を看板にした新しい政党も複数

出ております。地方の声を国に届けること、ま

た、地方から国のあり方を問うという気概は非

常にすばらしいものだと思います。が、しか

し、中には、地方に軸足をと言いながら、党の

設立の段階から国政での影響力行使しか考えて

いないのではないかと思われる政党もあるよう

に見えます。少なくとも自治体の長として、そ

の自治体の行政運営のために受けた有権者から

の負託を、いわば力の背景に、バックボーンに

して国政での地位を占めようとする行為には違

和感があります。もちろん、首長の立場にあっ

ても、国政を変えなければという意識を持つこ

とは自然なことだと思います。しかし、そうで

あれば、自治体の長の座を退いて正々堂々とみ

ずからが国政の選択肢の場に身を投じるべきで

はないかというふうに感じております。具体名

は挙げませんが、知事も全国知事会等で交流の

あった方々もいらっしゃるのではないかと思い

ますので、今、お話ししたようなことについて

の知事の所見をお伺いいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 我が国が直面しますさ

まざまな、外交にしろ、ＴＰＰにしろ、原発の

問題にしろ、そういうような課題に際して、そ

れぞれの地方自治体の長として国政に対して強

く訴えていきたい、求めていきたいというよう

な中で今のような動きがあるものというふうに

認識をしておるところでございますが、どちら

かというと都市部でそういう動きがあるのでは

ないかというふうに受けとめておるところでご

ざいます。もちろん、地方の声をしっかりと国

政に届けていく、それを生かしていくというの

は大事でございますが、私としては、日々県民

の皆さんに接し、いろんなことを経験し、ま

た、意見交換をする中での考えるところ、この

国のあり方というものを、知事の立場でしっか

り国政に届けていく、国に届けていくという役
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割を果たしてまいりたいというふうに考えてお

りますし、それが知事として与えられた職責を

果たすことではないかというふうに考えており

ます。

○渡辺 創議員 続いて、県の広報戦略につい

てお伺いをしたいと思います。

まず最初に、総合政策部長に伺います。県が

年間、いわゆる広報に費やしている予算の総額

をお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 県全体の広報

予算総額でありますが、24年度当初予算ベース

になりますが、約４億5,400万円となっておりま

す。

○渡辺 創議員 広報と一くくりにはしても、

私の分類ですが、その中は大きく分かれてい

て、県民に県の施策を伝えるための広報、そし

て県自体の、観光であったり、物産品など外に

向けて発信をしていくための宣伝、それともう

１つは、今の２つの要素を兼ね備えた報道への

対応という３つに分かれるかと思います。今、

４億5,000万ということでしたけれども、恐らく

各事業の中で細かく細かく県民向けにアピール

したり、県外でもアピールしたりということも

含まれるかと思いますので、丁寧に拾えばもう

少しその額は広がっていくのかなという認識を

しております。

続いて伺いますが、県が持っている県政番組

やＣＭというのがあるかと思います。以前に総

務政策常任委員会でも指摘をしたのですが、い

い番組ができていると思います。それを一度放

送して、しかも多くの方が見やすいという時間

帯では―必ずしも予算額の関係であって―

ない。せっかくつくった番組を一度流しただけ

というのでは、恐らく年間7,000万ぐらいの予算

を使っていたと思いますけれども、非常にもっ

たいないと思います。その意味では、二次利用

の権限をきちんと県のほうが持って、県の公共

施設であったりいろいろなところで再度放送し

たり、そういうことができるように取り組むべ

きではないかというふうに指摘をしたところで

すが、その後の検討状況はいかがだったでしょ

うか。

○総合政策部長（稲用博美君） 外部に委託し

て制作しました県政テレビ番組やＣＭ、これを

放映後に再利用するということは、広報効果を

高めるということ、それから、効率的な活用と

いう点からも大変重要であるというふうに認識

しております。ＣＭにつきましては、著作権が

基本的に県に帰属しておりますので、県のホー

ムページを通した配信のほか、県民室、それか

ら、この12月からは空港ビルの出発ロビーでも

放映をしているところであります。一方、県政

テレビ番組の著作権、これは放送局に帰属して

おりまして、再利用に当たりましては、放送局

から随時了解をいただいているという状況にあ

ります。現在、放送局と二次利用につきまして

契約に盛り込めるよう協議を進めているところ

でございます。今後とも、幅広い層の県民の皆

様に対しまして、より多くの視聴機会を確保す

る工夫をしていきたいというふうに考えており

ます。

○渡辺 創議員 御答弁ありがとうございま

す。非常にいい中身ができていることで、しか

も県政のことを伝えていくという意味では、宮

崎のテレビ局の皆さんも基本的に趣旨に反対す

るというものではないと思いますので、協議を

続けていただいて、ぜひ、より広くの実現をお

願いしたいというふうに思っております。

もう１問ですが、先ほど、広報関係で４

億5,000万という答弁がありましたところですけ
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れども、県の全ての部局といっていいほどのと

ころに広報というのはかかっているかと思いま

す。先日、東京事務所に行きましたところ、こ

の４月から広報紙をみずからつくって、東京で

のＰＲに使っているということでした。ただ、

それが県庁全体で共有化されたりとか、それを

確認しているところがあるのかというのは、若

干疑問があるお答えでしたけれども、県全体を

見渡して、県の広報に関することを一括して把

握していたりとか、中心でまとめているという

部署は、県庁の中にはあるんでしょうか。部長

にお伺いします。

○総合政策部長（稲用博美君） 全体組織とし

ましては、広報戦略室というのが設けられてお

るんですが、今現在、広報広聴事務の円滑・適

正な実施を図るための広報企画員会議というも

の、あるいは県外に向けました本県の情報発信

や販売促進の効果的な方策等を検討いたします

オールみやざき営業チーム庁内連絡会議などの

部局横断的な組織を設置しまして、情報の集約

や意見交換、企画・調整などを行っているとこ

ろであります。今後とも、こうした会議の活性

化を図ることによりまして、部局を連携しまし

た効果的な広報、宣伝活動というものを一層促

進してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○渡辺 創議員 ここから知事にお伺いをした

いと思います。

まず、基本的なことの確認をいたしますが、

知事は、宮崎県外に向けて宮崎ＰＲを積極的に

取り組むと、そういう姿勢を持っていらっしゃ

るということでよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そのような思いで宮崎

のよいところをいろんな形でＰＲしてまいりた

いと考えております。

○渡辺 創議員 わかりました。その前提で議

論をさせていただきたいと思いますが、恐ら

く47都道府県の中で、各県のＰＲに取り組んで

いないという自治体はないというふうに思いま

す。しかし、要はどこもかしこも取り組んでい

るわけですけれども、その中で抜け出していく

と、宮崎がよそよりも目立つということは非常

に難しい作業だというふうに思います。その中

で、抜け出すためにはどうしたらいいかという

のは、答えは簡単で、何らかの方法で壁を突き

破ると、そういう手段を宮崎県が持つというこ

とだと思います。特異な自然環境と類似性の低

い特徴を持っている北海道であったり沖縄、そ

して、いわゆる大都市としての魅力を持つ東京

や大阪、この４つぐらいというのは、その県の

立場をＰＲしていく上でも突き抜けた存在だと

いうふうに思いますが、それ以外の県というの

は、多少の違いはあってもやはりみんな苦労を

しているというところだと思います。

宮崎県も最近までは、その壁を突き抜けると

いうか突き破るツールと言ったら失礼かもしれ

ませんが、ツールを持っていたということで、

それは前知事ということになるかと思います。

タレントで、しかも、余り政治とは縁がなさそ

うな愉快な世界から宮崎県の知事になられた

と、そういう意外性も相まって、広報の壁、宣

伝の壁をまさに突き破っていったというふうに

思います。しかし、その前知事はもういらっ

しゃらないわけです。では、どうするかという

ことを考えなければならない。そのためには、

まず、県外へ発信を強化するために、いかにも

行政の広報だという枠の中にはまった、宣伝だ

という枠の中にはまったものではなくて、斬新

なアイデアが必要ではないかというふうに私は

思いますが、知事はいかがお考えでしょうか。
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○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘だと

思います。いろんな情報が氾濫して、各県もし

のぎを削っていろんなＰＲをする中で、枠を越

えて、壁を突き破ってやるには、やはり従来に

ない新しい取り組み、斬新な取り組みというの

は大変重要であろうかというふうに思っており

ます。本県としても、これまでに行っていな

かったようなＰＲも今取り組んでおるところで

ございます。例えば、波旅宮崎をＰＲしたいと

いうことで、私自身がサーフィンをした映像と

いうものを動画に撮りまして、それを動画のサ

イトにアップをしたり、また、ＤＶＤをつくっ

ていろんなイベントで紹介をする、そんな取り

組みを最近したところでございますし、例えば

宮崎空港の手荷物ターンテーブルに、宮崎牛だ

とかマンゴーとかキンカンだとか、オブジェが

出てくるというようなことも最近始めておると

ころでございます。また、「みやざき犬」とい

うゆるキャラを使った取り組み、ゆるキャラ自

体は各県にあるわけでございますが、３頭のユ

ニットで行える、また、今、誕生１年を経てだ

んだんダンスも切れが出てきましたので、そう

いったところもやりながら、ちょっと一味違っ

たゆるキャラとして売り出していきたいという

思いもございます。また、広い意味での地産地

消を推進する県民運動「ディスカバー宮崎」と

いうことで今取り組んでおりますが、そのテー

マソングとしまして、県職員の自主的な活動で

ある「みやざきアピル隊」というものが、

「チョコっとみやざきディスカバリー」という

歌をつくったり、それでみやざき犬が踊ったり

というようなこともして、遊び心を持って取り

組んでいるところでございます。県のこれまで

にやっていなかったような取り組みを今申し上

げたわけでありますが、これは県だけでやるこ

とじゃなしに、民間の力もかりながら、オール

宮崎でいろんなツール、アイデア、工夫を凝ら

して今後ともＰＲに努めてまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 私も、それこそオールみやざ

き営業チーム等含めて、向かっている方向性は

正しいというふうに思っています。ただ、それ

がさらに壁を突き破るようなものになっている

のか。もっと貪欲に、そして戦略を練って取り

組まない限り、受け手―宮崎県で暮らしてい

る人間にではなくて、県外で宮崎に関心を持っ

ていない人たちの心にどうやって宮崎をひっか

けるかという作業が重要になるわけですから、

その意味では、その心に、意識にひっかけると

いうことを意識的にやらない限りは、なかなか

その壁は破れないというふうに思います。

先ほど、部長の答弁の中にもありました広報

企画員会議、やらんとする趣旨はよくわかるん

ですが、名前がいかにもお役所の会議というこ

とで、その会議を開いてみても、多分、後ろに

いらっしゃいます宮崎のメディアの方々もまず

取材をすることもなければ、そんな会議がある

ということもそもそも知らないと思うんです。

これは悪ふざけで言うのではないんですが、

もっと思い切って開き直って、例えば、「あの

人がいなくなった今、宮崎ＰＲどげんかせんと

いかん対策本部」と名前をつければ、間違いな

くそれは、東国原さんがいなくなった宮崎県

が、失われた広報の武器をどうやって改めて取

り戻し、そして宮崎県をＰＲしようか、そうい

うふうに思っているという発信には間違いなく

なるわけですね。

さらに言えば、これは間違いなく全国でニ

ュースになると思いますし、もう一段進んで言

えば、県外に張っている宮崎県のポスターに、
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河野知事の立ち姿を真ん中に載せて、そこにコ

ピーで、下には宮崎県の特産品とか観光地を載

せて、「私、河野って言うんです」と。サブコ

ピーには「前の人の後の宮崎へ」とか。要する

に、昔、東国原前知事の人形を撤去してはどう

かという質問をした際に、知事から、利用価値

のある間はしっかり使うんだという積極的な答

弁がありました。本当の意味でその利用価値を

しっかり活用するというのは、いわばそういう

前の方の残影も含めて、それも利用して逆手に

とって飛び抜けるというか、突き抜ける手法を

持つというぐらい貪欲にならない限り、普通の

ＰＲをやっていても決して宮崎県が改めてひっ

かかるということにはならないと、私は思いま

す。今のは頭の体操でありまして、そうしろと

いう意味ではありませんけれども、そのぐらい

のことを考えてやっていただきたいと思いま

す。通告しておりませんが、知事、いかがで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 最近、宮崎日日新聞の

「くろしお」欄にも、首都圏の知人にクイズを

出してみた。日本一宮崎牛連覇はみんな知って

いたけど、じゃ、今の知事はだれかというのは

全く知られていなかったというのがありまし

て、愕然としたところでございます。知事がそ

ういうふうに知られていないというのは、大体

どこの県でもよくあることではございますが、

前任者が前任者だけにその落差が大きいのでは

ないか、その落差を使ってはどうかというよう

な一つの提案も今いただいたところでございま

す。それを直接やるかどうかはともかく、いず

れにしろ、既存の考え方とか既存の概念にとら

われずに、いろんなアイデアを使うべきではな

いかという御提言と受けとめて、これからもい

ろんな知恵を出してまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 頭の体操として申し上げてき

たわけですけれども、香川県は「うどん県」と

いってＰＲしました。また、島根県は「砂丘は

ないよ」と。隣の鳥取県にかけているわけで

しょうが、砂丘はないと。日本で47番目に有名

な県というようなＰＲの仕方をしています。こ

のぐらい発想の転換をして打ち出さない限り、

決してよその県の人たちにはひっかからないと

いうことをきょうはお話をしたかったというと

ころです。よくトップセールス、トップセール

スと言いますけれども、全国の知事の中でも、

トップが行ったからといって、トップでトップ

セールスになるという観光ＰＲというのは実は

なかなかないというのが実態だというふうに思

います。そういう意味では大きな効果を、４

億5,000万のお金を使ってより多くの、４億以上

の、８億にも10億にも20億にもなる可能性があ

るわけですから、そこを戦略的な方針をもって

取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。失礼なことがあったかもしれませんが、言

いたかった真意はそういうところにありますの

で、御理解ください。

その広報、宣伝に関して最後の質問としたい

と思いますけれども、今お話ししたように、人

の心に、人の意識にひっかかるツールをつくっ

ていく、壁を突き破るツールをつくっていくと

いうのは、今まで県庁の中で、いわゆる一般の

行政に取り組んできた方々だけの発想では生ま

れないものだというふうに思います。県庁の

方々は非常に優秀ですから、特に広報というよ

うな専門性の高いところには、２年とか３年の

期限つきでも外部からそういうところにたけて

いる人間を入れて、そこで種をまいてもらえれ

ば、最終的には芽が育って、それは宮崎県が



- 262 -

平成24年12月３日(月)

持っているというか、宮崎県の県庁組織で持っ

ている財産に必ずなるはずだと思います。県庁

の中の方々がそこから影響を受けたような発想

をしていけるということにつながっていくとい

うふうに私は思うんですけれども。ここは、そ

ういう形での広報に関しての外部人材、まさに

人脈と経験とそして発想という世界だと思いま

すので、外部人材を登用してみるというような

ことについては、知事はいかがお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 広報の重要性について

は、るるお話がありましたように認識をしてお

りまして、取り組むべき課題という中で、外部

人材の活用というのも一つの貴重な御提言とし

て承りたいと思っております。今、我々が取り

組みだしておりますのは、広報戦略室などを設

ける過程でさまざまな研修も行っております

し、県庁職員一人一人が広報マンのマインドを

持つことは大変重要であろうかというふうに

思っております。何をどういうふうに伝えるべ

きか、県民の皆さんとか県外に伝わらないと、

せっかくいいことをやってもそれは十分効果が

出ないんだというところをまず認識していくこ

と、それから、基礎的な広報に関する技術とノ

ウハウ、それを学んでいくということで、例え

ばＳＮＳの活用ですとか、写真のあり方だと

か、動画による発信、それから、広報における

心構え、これを外部講師を呼んで研修を行った

りするというようなことで、そういう意味では

外部の力を活用したりしておるところでござい

ますし、今御提言いただいた、内部に、例えば

臨時だとか常勤だとかいろんなやり方はあるか

もしれませんが、外部の人材を活用するという

のも一つのアイデアなのかなというふうに思っ

ております。一つの御提案として受けとめ、今

後、検討させていただきたいというふうに考え

ております。

○渡辺 創議員 続いて、みやざき犬「ひぃ」

「むぅ」「かぁ」についてお伺いします。誕生

して１年が過ぎましたけれども、その活動状況

を御説明ください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） みやざき

犬につきましては、県のシンボルキャラクター

として、本県の魅力を発信するため、商品等へ

のイラストの使用やイベント等への出演などの

活動を行っているところであります。まず、イ

ラストにつきましては、昨年11月の誕生から本

年10月末までの約１年間で、合計202件の使用許

可を行ったところであり、その具体的内容は、

ポスター、チラシ、旅行雑誌等の印刷物や、お

菓子や焼酎等の商品パッケージ、缶バッジやハ

ンドタオル、キーホルダー等のキャラクター

グッズなどであります。また、イベント等への

出演につきましては、同じく10月末現在で、県

内外のイベントや県内の保育園等を訪問、テレ

ビ出演等で、県内186回、県外152回、計338回の

派遣を行っております。特に、本年７月から

は、専門のスタッフによる「みやざきキャラわ

ん隊」を結成いたしまして、広報活動を強化し

たところでありまして、10月は、これは過去最

高になりますが、１カ月間で53回もの派遣と

なっております。このほか、みやざき犬のフェ

イスブックページを本年７月から立ち上げたと

ころであり、現在、みやざき犬の投稿を定期的

に受信しているファンは4,400人に上っておりま

す。

○渡辺 創議員 私も、そのフェイスブックの

投稿を受信している一人なんですけれども、先

ほど、一番出場回数の多かった10月には、私の

地元の小学校にも３匹そろって来ていただいて
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非常に感謝をしております。

部長に続けてお伺いしたいと思いますけれど

も、ゆるキャラグランプリ27位ということでし

たけれども、県内外にキャラクターの浸透とい

う意味ではどういう状況になっているとお考え

でしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） みやざき

犬による広報活動につきましては、古事記を

ベースとしたミニ劇やダンスなど、内容を充実

させましたことから、子供から大人まで楽しめ

ると大変好評を得ており、満１歳の誕生日でも

ありました先月11日に、宮崎市高千穂通で開催

された「古事記ゆかりのご当地グルメまつり」

でも、県内外のゆるキャラを集めたステージ

ショーの主役として、会場に詰めかけた多くの

観客の喝采を浴びたところであります。県外イ

ベントにも積極的に参加し、「踊れるゆるキャ

ラ」として県外ファンを獲得しており、先ほど

申し上げましたみやざき犬のフェイスブックの

定期受信者の７割以上が県外という状況にあり

ます。また、先般行われましたゆるキャラの全

国人気投票「ゆるキャラグランプリ2012」にお

きまして、みやざき犬は、先ほどお話がありま

したように、全865キャラクターのうち27位と健

闘をいたしました。ひとえに投票いただいた皆

様のおかげと心から感謝を申し上げる次第であ

ります。

このように、みやざき犬が県内外に浸透し、

テレビ番組やコマーシャル出演など、皆様の目

に触れる機会がふえたことから、派遣依頼が急

増し、最近では依頼を断らせていただくケース

も生じるなど、十分な手応えを感じているとこ

ろであります。県といたしましては、さらに広

報活動を充実させることにより、みやざき犬の

認知度を一層高め、キャラクターを活用した本

県の情報発信に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

続いて、人材の登用活用のあり方についてお

伺いをしたいと思います。

総務部長にお伺いしますが、宮崎県におい

て、外部からの、民間からの人材の登用の事例

を御説明いただきたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 知事部局における

外部からの人材登用といたしましては、平成15

年度から任期つき採用制度を導入しておりまし

て、専門的な知識や経験を有する民間経験者を

採用しており、本年度は、主幹１名が情報政策

課において県の情報システムの最適化の業務

に、また、主任技師１名が工業技術センターに

おいて技術指導の業務に、それぞれ当たってい

るところでございます。このほか、木材利用技

術センターの研究部門や危機管理対策など、特

定の分野の施策の推進のため、高度な専門性や

すぐれた識見を有する人材を外部から登用して

いるところでございます。

○渡辺 創議員 知事にお伺いをしますが、先

ほどの広報でもお話ししましたけれども、新た

な行政課題に対応するためという意味では、な

かなか県庁がノウハウを持っていない場合に

は、民間の活力を使うというのも有効な手段だ

というふうに思いますけれども、先ほどの広報

だけではなくて、具体的にどういう分野であれ

ば―実際に行うかどうかは別にして、可能性

がある分野、今、知事の頭の中で考えた場合

に、こういうところではこういう人材の使い方

があるんじゃないかということも含めて、今後

のあり方についての御見解をお伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな多様化、高
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度化が進む行政ニーズへの対応ということで、

もちろん職員の能力アップに努めていくことも

大事ですが、外部のさまざまな専門的な知識、

経験を持った人材というものを活用する、これ

も大変重要であろうかというふうに考えており

ます。また、社会経験が豊富で、県庁にはない

発想を有する人材を受け入れることで他の職員

の刺激となり、新たな発想を生む契機になると

いうこともあろうかというふうに思います。そ

ういうことから、新たに本年度から社会人採用

にも取り組んでいるところでございますが、今

後とも、任期つき採用を初め、さまざまな手法

を駆使しながら、外部も含めた有能な人材の登

用に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。分野は今、具体的にイメージがあるわけ

ではございませんが、御指摘ありましたような

広報なども、外部における専門的な知識・経

験、それから、いろんなコネクションも有する

ということで、効果的なポジションではないか

というふうに思っておりますし、先ほどありま

したＩＴ関係なり防災関係なりの専門知識を直

接に生かすという意味からも、活用が考えられ

るものではないかというふうに考えておりま

す。県庁の仕事全般を見渡す中で、一つの組織

の活性化も図りつつ、有能な経験なり知識を生

かす方法として今後とも検討してまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 県の職員の皆さんが外に行っ

て研修して、民間のノウハウであったり発想を

学んでくるというのは、かなりのケースがある

わけですね。より広く効果を持ってくるという

意味では、そこにたけた方が県庁の中に入った

ほうが影響力の広がりという意味では大きいん

じゃないかというふうに思います。もちろん任

期付きで、期限付きですから、そういう意味で

は短期集中でやれることかなと思いますので、

御検討いただきたいというふうに思います。

続けて、スポーツ振興のあり方について御質

問いたします。

まず、キャンプ地のメッカでもあります宮崎

ですけれども、スポーツキャンプ・合宿を、そ

の受け入れの実績をプロ・アマ分けて御答弁い

ただきたいと思います。商工観光労働部長にお

願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） スポーツ

キャンプ・合宿の誘致につきましては、これま

で、県や受け入れ市町村、宿泊施設や関係団体

など、官民が一体となって、プロ、アマチュア

を問わず、積極的に推進してきたところであ

り、昨年度からは、本県で初めて合宿を行うア

マチュア団体に対し、その経費の一部を助成す

る事業を開始したところであります。平成23年

度で見ますと、県外からのスポーツキャンプ・

合宿の受け入れ実績は、プロ野球、Ｊリーグ、

プロゴルフなどのプロチームが64団体で、延べ

参加者数は５万454人であり、社会人、学生のア

マチュアチームが1,051団体で、延べ参加者数

は11万6,038人でありまして、延べ参加者数の比

率で見ますと、おおむねプロが３割、アマチュ

アが７割となっております。

○渡辺 創議員 続けて、今後予定されており

ますワールドベースボールクラシックのキャン

プですが、その概要と見込まれる観客数等を御

説明ください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ワールド

ベースボールクラシック日本代表宮崎合宿は、

来年２月15日から21日までの１週間、県総合運

動公園のサンマリンスタジアム宮崎を中心に実

施されることが決定しております。前回のＷＢ

Ｃ日本代表宮崎合宿では、県内外から約24万人
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が来場し、大きな経済効果やＰＲ効果をもたら

しました。今回は、前回と異なりまして、イチ

ロー選手やダルビッシュ選手、青木選手など、

メジャーリーグに所属する選手は参加されない

見込みとのことでありますが、日本プロ野球界

を代表する一流の選手が一堂に会しますことか

ら、前回同様、大勢のファンに来場していただ

けるものと期待しております。

○渡辺 創議員 同じく部長にお伺いをします

けれども、宮崎には本当にたくさんのキャンプ

が来るわけですけれども、そのキャンプの受け

入れに関して県は何らか基本的な考え方、例え

ばプロ優先であるとか、県としての何らかキャ

ンプの受け入れに関しての基本方針があるので

したら、御説明いただきたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） スポーツ

キャンプ・合宿等の受け入れにつきましては、

数字で申し上げますと、昨年度、県外からプロ

とアマチュア合わせて1,115団体を受け入れ、延

べ参加人数が過去最高の16万6,000人となるな

ど、スポーツランドみやざきは、本県観光の大

きな柱の一つとなっております。このことは、

受け入れ施設等の整備充実はもとより、本県に

合宿していただくチームをおもてなしの心でお

迎えし、そのつながりを大切にしてきた受け入

れ市町村や宿泊施設等の関係者の地道な努力の

成果でありまして、今後も変わることなくそう

した取り組みを続けていくことが、スポーツラ

ンドみやざきをさらに推進していく上で欠くこ

とのできない基本的な姿勢であると認識をして

おります。多くのチームが殺到する時期にどの

チームを受け入れるかということについては、

受け入れ主体となります市町村や宿泊施設が判

断することとなりますが、県といたしまして

は、これまで来ていただいているチームとの信

頼関係、これを第一に据えて合宿受け入れに取

り組むよう、意識の共有を図ってまいりたいと

考えております。

○渡辺 創議員 意見にとどめたいというふう

に思いますが、もちろん誘客その他経済効果と

いう意味では、プロのチームがやってくること

というのは非常に大切だと思いますし、キャン

プ地宮崎の柱でありますから、それは重要視し

なきゃいけないわけですが、さまざまな環境の

中で、長年宮崎を愛してもらってキャンプ地と

して使ってもらっているようなアマチュアの

チームであるとか、大学生であるとか、そうい

うところに、おもてなしの心というお話もあり

ましたけれども、キャンプ地として宮崎が、

がっかりとなるようなことがないように、幅広

く気遣いをいただいて、基礎自治体との関係性

もあるとは思いますけれども、御配慮いただけ

ればというふうに思います。

あと、もう１点、先日、内村議員の質問でも

ありましたので、もう答弁は大丈夫でございま

すけれども、バスケットボールのシャイニング

サンズ、宮崎県唯一のプロスポーツチームとい

うことになるかと思います。この間の答弁でも

御説明がありましたように、県としてもできる

限りでさまざまな御支援があるということでし

たけれども、印象として、もう一つ県が積極的

に応援を―もちろん応援はしているわけです

けれども、一生懸命応援しているという空気感

がなかなか県民に伝わってこないかなという印

象を持ちます。ことしから地元の新聞もスポン

サーについて積極的に報道されているようです

し、昨年もあったと思いますが、ＮＨＫ等で試

合の放送等もあっておりました。もう一段踏み

出して、唯一の宮崎のプロスポーツチームです

ので、御支援をお願いしたいなというふうに
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思っております。

続きまして、河川管理のあり方について質問

をさせていただきます。

県土整備部長にお伺いをいたします。ことし

の２月議会で、私の地元であります大宮地区を

流れます新別府川と西田川のあり方について、

河川の管理という側面だけではなくて、住宅地

の中を流れる川で、そして、地域の皆さんが、

そこが分断の川ではなくて人が集う憩いの場所

にしたいという思いを持っているという上で

は、どうしても今の河川の周辺の状況では、も

う少し何とかならないかというところが地元の

皆さんにあるというお話をさせていただきまし

た。前部長から御答弁をいただいたところだっ

たんですけれども、その質問もつながりまし

て、先日、大宮地区で地域の農業関係の団体の

皆さん、また自治会長さんたちの集まり、そし

て、河川を維持しているパートナーシップを受

けている団体の皆さんなどが入った協議会がで

きました。さまざまな意見を出し合って、これ

から新別府川、西田川のあり方を考えていこう

という会になったわけですが、そこに県からも

入っていただきました。また、市からも入って

いただいて、県の担当者の方にはなかなかつら

い質問がたくさん飛んで、大変だったかなとい

うふうには思うんですが、改めまして、まずは

河川の中の土砂の堆積、意見としては、強く何

とかしてほしいというのが出たわけですが、現

時点でのお考えをお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 新別府川と西

田川につきましては、部分的に土砂が堆積して

いる箇所はございますが、洪水が流れる断面は

基本的に確保されておりますことから、現時点

におきましては、治水上支障となるような状況

ではないと判断をしております。しかしなが

ら、堆積土砂の状況は出水により変化いたしま

すので、今後とも、日常的な河川巡視などによ

り、その状況を把握しますとともに、地域の皆

様からの情報もいただきながら、必要に応じて

土砂の除去を行うなど、適切な維持管理に努め

てまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。今度

は、河川の中ではなくてその周り、堤防といい

ますか、管理用周辺道路というのが正しいよう

ですけれども、そこの部分に、地元の皆さんか

ら─意見としてはまとまっているという段階

ではないんですが─桜の木を植えたいだと

か、シバザクラを植えたい、そして人の集える

場所にしたいという意見が出ております。この

間の意見交換会では、個別の場所を具体的に示

していただいて、ここはどうか、ここはどうか

という協議であれば、協議に応じることもでき

ると担当者の方は御答弁いただいたところなん

ですが、改めまして部長に御見解をお伺いした

いと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 河川管理用通

路周辺への植栽につきましては、国により示さ

れた技術基準に基づき判断を行っておりまし

て、一般的に、植栽された樹木が、河川管理車

両の通行や護岸などの河川構造物に支障を与え

ないこと、また、植栽を行った団体が維持管理

を適切に行うことなどの条件を満たす必要がご

ざいます。県といたしましても、緑豊かで潤い

のある河川環境の確保が重要と考えております

ので、今後とも、例えば、議員からお話ござい

ました地域の意見交換会などの場を通じまし

て、地域の皆様とともに、自然豊かで、住民の

皆様に親しみを持たれる川づくりに努めてまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。新
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別府川は、特に大宮地区の部分は、パートナー

シップ事業も、もうあいているところがなく、

団体が全部入っています。そういう意味では、

まさに協働のあり方のいい例というような場所

でもあると思います。そしてまた、改めてにな

りますが、先ほどのあり方を検討する意見交換

会にも、一緒に議論していく、できるかできな

いかの答弁をしてくれというのではなくて、今

後のあり方を中に入ってもらって一緒に考えて

いこうという意味で、県のほうからも御出席が

かなった、出てきていただけたというのは、地

元の皆さんにも非常に大きな期待であり、そし

てありがたいと、仲間になって考えてもらえる

という期待感も含まれておりますので、ぜひ、

引き続きの御参加を県のほうにもお願いしたい

というふうに思います。

続けて、新エネルギーについてお伺いをした

いと思います。

今回の議会でも幾つか質問が出ておりますけ

れども、県は、新しいエネルギー、新エネル

ギーを導入促進するために、今、どのような取

り組みを行っているのか、環境森林部長にお伺

いしたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県におきまし

ては、平成16年に策定しました「宮崎県新エネ

ルギービジョン」におきまして、太陽光やバイ

オマスなどを重点エネルギーとして位置づけ、

全国トップクラスの日照時間や豊富な森林資源

を活用して、新エネルギーの導入に取り組んで

いるところであります。このうち、太陽光発電

につきましては、住宅用のシステム設置者に対

し、補助や融資を行うとともに、バイオマスに

ついては、木材加工施設などにおける木質バイ

オマス発電や熱利用施設の整備に対する支援に

取り組んでいるところであります。このような

取り組みによりまして、太陽光発電やバイオマ

ス発電、バイオマス熱利用の平成25年度の導入

目標を、平成22年度までに達成したところでご

ざいます。

○渡辺 創議員 新エネルギーについての県の

取り組みは今、御答弁いただいたところなんで

すが、実は、先日、会派で北海道に調査に行っ

た際に、札幌市の円山動物園に参りました。そ

こでは、太陽光であったり、地熱であったり、

宮崎では考えられませんが、雪冷熱であった

り、さまざまな新しいエネルギーを一つの動物

園の中に、もちろん小規模ですが、たくさん設

置をして、そして目に見える形で、今、世の中

全体で、日本全体でといってもいいかもしれま

せんが、取り組んでいる新しいエネルギーのつ

くり方というのはこういうものなんだというこ

とを市民の方にわかりやすく示すような工夫を

されておりました。宮崎は、今回の議会でも

ずっと出ておりますように、新エネルギーに関

しては先進地であり、環境も恵まれているとこ

ろである。だからこそ県民の方々が、少し費用

はかかりますけれども、すごくわかりやすく、

新しいエネルギーってどうできていくのか、ど

ういうものなのかということを肌で感じられる

ような取り組みも必要かというふうに思いま

す。札幌市も、非常にコストがかかって実は大

変だというお話もされてはおりましたけれど

も、そういう意識を持った取り組みをすべきで

はないかというふうに思いますが、いかがで

しょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） 東日本大震災

を契機として、住宅用太陽光発電を初めとする

新エネルギーに対する県民の関心が一層高まっ

てきております。現在策定している新エネル

ギービジョンにおきましても、県民みずからが
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新エネルギーの導入に取り組むことを推進する

こととしており、そのためには、県民にその意

義を理解していただくことが大変重要なことで

あると考えております。このため、県におきま

しては、県立図書館に設置している環境情報セ

ンターを中心として、体験型普及啓発に取り組

んでいくこととしており、特に、次代を担う子

供たちに対し、太陽光発電の模型などを用い

て、目で見たり肌で触れたりという五感を使っ

た環境教育等に取り組んでまいります。さら

に、メガソーラーや小水力発電の施設見学会な

ど、その内容を充実して実施してまいりたいと

考えております。このような取り組みを通じ、

県民の皆様に、これまで以上に新エネルギーの

効果的な普及啓発を行い、理解促進に努めてま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。円

山動物園のそれを学びに行くという意識で行く

のではなくて、家族連れで動物園に遊びに行っ

たら、動物園の中を回っていたら、結果的にそ

ういうことがわかったというような仕組みに

なっていました。そういう意識のもとでお取り

組みいただければというふうに思います。

最後のテーマといたしますが、記紀編さ

ん1300年の記念事業についてお伺いをいたしま

す。

取り組みを始めて間もなく１年になるかと思

いますけれども、この秋には、宮崎神宮大祭、

そして、西都古墳まつり、古事記ゆかりのご当

地グルメまつりと、まさにその３つのイベント

を近い時期に続けて行うことによって効果を上

げていくという御説明がこれまであったところ

ですが、その評価をどう県のほうでしているか

ということを知事にお伺いいたしたいと思いま

す。また、あわせまして、今後どのようにして

この取り組みを継続させていくのかということ

もお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、お尋ねのイベン

トにつきましては、今年度さまざまな取り組み

を進める上で、一つのイベントとしての盛り上

がりの頂点をそこに持ってこようということで

３つ続けたわけでございますが、宮崎神宮大祭

が14万2,000人、西都古墳まつりが７万人と、い

ずれも例年以上の人出があったところでござい

ます。古事記ゆかりのご当地グルメまつり、こ

れも、雨が降りまして天候に左右された面もあ

りますし、ＰＲがどうだったかという反省の部

分もあるわけでございますが、４万6,000人の人

出でにぎわったところでありまして、それぞれ

古事記というものを、神楽ですとか食、音楽、

さまざまな要素と絡めて新たな視点から宮崎の

魅力を再発見し、また、それを発信することが

できたのではないかというふうに考えておりま

す。

今後でございますが、古事記編さん1300年と

いう年はあと１カ月もたたないうちに終えるわ

けでございますが、幸い８年後の日本書紀1300

年も視野に据えつつ、腰を据えて引き続き取り

組んでいくことが必要であろうかというふうに

考えておりますので、さまざまな事業やイベン

トを通じて、午前中、田口議員の中でも御指摘

ありましたように、県や市町村だけがやる、経

済団体がやるというだけではなしに、県民の間

から、この古事記なり神話という要素をもっと

もっと見詰め直していこうという取り組みも広

がってきているところだと思いますので、それ

をもっともっと広げていくこと、そして、それ

を県民がしっかり認識することによって外へ向

けての情報発信力もより強めていく、また、観

光誘客にも結びつけていく、そのような展開を
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図ってまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 関連部長にもお伺いをしたい

と思います。近い質問も出ておりますけれど

も、まず、商工観光労働部長に、この記紀編さ

ん1300年の取り組みの１年目が間もなく終わる

に当たって、観光誘客という面ではどういう効

果を生んできたのか、また、今後の取り組みと

いう面でお伺いをしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ことしは

古事記編さん1300年の節目の年といたしまし

て、例えば首都圏で１月と11月に開催し、計

約1,700名を集客いたしました関係県の知事シン

ポジウム、それから、早稲田大学で全５回にわ

たり、延べ約1,400名の方々が受講いたしました

一般対象の公開講座など、さまざまな機会を捉

えました日向神話のＰＲを行いますとともに、

大都市圏におきまして、旅行会社や交通事業者

向けのプロモーションなどを実施しているとこ

ろであります。県内においては、神話ゆかりの

地をめぐるバスツアーや、県内４カ所で開催

し、約2,400名を集客いたしました女優の浅野温

子さんによる日向神話の読み語り、古事記ゆか

りの３県で連携したご当地グルメまつりの開

催、ネクスコ西日本と連携した神話ゆかりの地

をめぐるドライブラリーなどに取り組んでおり

ます。また、ホテル・旅館等においても、神話

にちなんだ食事メニューやスイーツの開発、宿

泊プランの造成などの取り組みが行われている

ところであります。このような中、大手旅行会

社等により多くの旅行商品が造成され、新聞、

テレビ、雑誌等のマスメディアに本県の神話に

関した情報が取り上げられる頻度も高くなって

きております。このように、本県の古事記ゆか

りの地としての認知度が次第に高まってきてい

ると考えておりまして、今後とも、市町村やホ

テル・旅館の皆様方との連携を深め、本県の神

話の魅力を全国に発信し、観光誘客につなげて

まいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今の御答弁の中にもあったん

ですが、東京でのシンポジウム、早稲田大学で

あったり、いろんなところであったりというこ

とでした。今までも議会の中で何度か話として

は聞いているんですけれども、今回伺う中で具

体的に人数を聞いたら、これは私だけかもしれ

ませんが、そんなに参加者がいたんだという印

象を受けました。言い方は悪いんですが、もっ

とこじんまりとやっていて、少ない人数でやっ

ているのかと思ったら、思いのほか参加者が多

いいと。先ほどの広報マインドの話にもつなが

るかと思うんですけれども、どこどこでやりま

したとだけ言うのと、どこどこでやったら1,700

人集まりましたというのでは、捉え方も全く変

わってくるわけなので、せっかくのいい取り組

みですから、より発信量をふやして、かつイ

メージが湧くような県民に対しての御説明があ

るといいのかなというふうに感じます。

もう１点、総合政策部長にお伺いをします。

知事もずっとおっしゃっていますが、観光面の

取り組みと同時に、宮崎県で暮らすみんなが宮

崎県のことを知っていくという意味の取り組み

もあるということになっております。その意味

で、この記紀編さん1300年の事業が、県民への

浸透、理解促進という意味ではどのような状況

で進んでいるか、御答弁いただきたいと思いま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） この事業を

やっていく上で、県民の皆さんに十分に理解し

ていただく、知っていただくということが非常

に大事だというふうに思っています。そのため

の取り組みというのを進めてきたわけでありま
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す。少し例を出しますと、例えば講演会とかシ

ンポジウムをやりましてアンケートなんかをと

りますけれども、参加者の中から、「今まで以

上に理解が深まった」ということと、実際にゆ

かりの地をめぐってみたいというような御意

見、感想が出たり、あるいは、案外地元で神楽

を見たことがなかったというようなケースが

あって、神楽を初めて見た、感動したというよ

うな御意見もいただいております。それから、

「記紀みらい塾」ということで小学校での出前

講座をやっていただきました。看護大学の大館

先生にやっていただいたんですが、先生が、海

幸彦・山幸彦の神話を使いまして、古事記を読

むと、その当時の人の価値観とか考え方がわか

るんだよというようなことを教えましたとこ

ろ、非常に子供たちが熱心に、そしてまた、興

味深く聞いていたというようなことも伺ってお

ります。このようなことで、子供から大人まで

幅広い世代で興味、関心というものが高まって

きているんじゃないか、だんだんと浸透してき

ているんじゃないかというふうに感じておりま

す。

○渡辺 創議員 私は、基本的にこの路線とい

うのは大事な取り組みだというふうに思ってお

ります。学びが浅くて恥ずかしい話ですが、私

も正直、古事記の中身についてよくわかってい

ませんでした。ただ、この一年の間でいろんな

形で見聞きする中で、なかなかおもしろいんだ

なというのがわかってきて、自分で本を買って

みて読んでみようかというところぐらいには

なっているわけですから、そういう取り組みと

いうのは非常に重要だと思いますので、引き続

きの取り組みをというふうに思います。

このテーマの最後にしますけれども、1300年

記念事業の集大成ということで、平成32年の国

民文化祭の誘致を検討していると、これまで議

会でも御答弁をいただいておりますけれども、

その取り組み状況であったり、また、実際に国

民文化祭を誘致するとは言っていますけれど

も、これで誘致できなかったら締めくくりはど

うなるんだろうかという気もいたします。一応

委員会でもお伺いしたところでありますけれど

も、改めて現状をお伺いできればというふうに

思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 国民文化祭

は、日本最大の文化の祭典でありまして、「神

話のふるさと宮崎」の多彩な魅力を情報発信す

る絶好の機会であるというふうに考えておりま

す。これまで、市町村あるいは文化団体等に対

しまして内容を説明しまして、その結果とし

て、ことし９月に県の芸術文化協会から県のほ

うに対しまして、平成32年の本県誘致について

の御要望をいただいたところでございます。

今、国から情報収集をしておるんですが、国民

文化祭は、これまで、おおむね開催５年前に開

催地が内定するということです。今のところ、

平成32年の誘致を検討している都道府県は本県

以外にはないというふうに聞いていますので、

可能性大だと思っております。このようなこと

から、今後、さらに県内での機運づくりなどを

行いまして、国民文化祭の誘致に向けました準

備を進めてまいりたいと思っております。

○渡辺 創議員 ５年前で、差し引きすれば平

成27年には申請をするということになりそうで

すが、そこはまだ何とも言えないということだ

と思いますので、これ以上は詰めません。必ず

締めくくりとなっている以上は、ぜひ誘致をし

て、そして、それが本当に締めくくりに見合う

イベントにというふうにしていただきたいとい

うふうに思います。
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質問は最後にいたしますけれども、きょうも

質問でたくさん出ておりますが、あすから衆議

院選挙が始まります。私も、候補予定者の事務

所の片隅で質問を考えるというふうな経験を今

回初めていたしたところです。それぞれ39人の

県会議員、立場はさまざまあるかと思いますけ

れども、きょうよりもあしたがよくなる、そう

いう日本をつくると。そして、今と未来にきち

んと誠実に対応できるそういう国政が実現され

ることを祈りながら、一般質問最後の質問を終

えたいと思います。どうもありがとうございま

した。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第32号採決

○外山三博議長 ここで、さきに提案のありま

した収用委員会委員の任命の同意についての議

案第32号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第32号についてお諮りいたします。

本案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第30号まで及び請願

委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第30号までの各号議案について、

質疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす４日から９日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、10日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時０分散会


