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平 成 2 5 年 ３ 月 ４ 日 （ 月 曜 日 ）

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 松 村 悟 郎 （自由民主党）

6番 内 村 仁 子 （ 同 ）

7番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

8番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

9番 右 松 隆 央 （ 同 ）

10番 二 見 康 之 （ 同 ）

11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 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

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 山 下 博 三 （ 同 ）

26番 黒 木 正 一 （ 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 ）

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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◎ 議員発議案送付の通知

○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が、お手元

に配付のとおり、委員会から議案の送付を受け

ましたので、事務局長に朗読をさせます。

〔事務局長朗読〕

平成25年３月４日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交

渉への参加に反対する意見書

◎ 議員発議案第１号追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

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。

◎ 議員発議案第１号提案理由説明

○外山三博議長 ここで、提出者に提案理由の

説明を求めます。議会運営委員会、宮原義久委

員長。

○宮原義久議員〔登壇〕 それでは、発議者を

代表して、「環太平洋戦略的経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）交渉への参加に反対する意見書」の提案

理由を説明させていただきます。

宮崎県議会では、ＴＰＰが本県に与える影響

を懸念し、過去３回にわたり国に対し交渉参加

をしないよう強く申し入れたところでありま

す。

去る２月22日、日米首脳会談後に発表されま

した共同声明では、日米両国にそれぞれセンシ

ティビティー、いわゆる重要品目があることを

確認したにすぎず、これらを関税撤廃対象から

除外することを確認したわけではありません。

ＴＰＰは、国民の命と健康を守る医療制度や

食の安全・安心の基準等について改悪を迫り、

農林水産業に対して深刻な影響を与えるもので

あります。

特に、甚大な被害をもたらした口蹄疫からの

復興途中にある本県においては、ＴＰＰ参加に

より、産出額約2,900億円、全国第７位を誇る基

幹産業である農業が壊滅的な影響を受けること

は申し上げるまでもございません。

政府がＴＰＰ交渉への参加表明を急ぐ中、交

渉参加を表明しないよう、直ちに地方の声を国

に届けるための意見書を、本日、緊急に提出す

るものであります。

議員各位におかれましては、意見書の趣旨と

緊急性を十分に御理解いただき、全会一致で御

賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提

案理由の説明とさせていただきます。以上で

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第１号採決

○外山三博議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

平成25年３月４日(月)
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第３項の規定により、質疑及び委員会の付託を

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。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決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、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまから一般質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の右松隆央でございま

す。

「学者になってはいけない。人は実行第一で

ある」。私淑する幕末の思想家であり教育者で

ある吉田松陰の言葉であります。松陰は、寸暇

を惜しんで勉強する偉大な学者でありました。

と同時に、身命を捨てて難事に立ち向かう偉大

な実践家でもあったわけであります。「人は何

のために勉強するのか。それは実践をするため

である」、そういう松陰の言葉がございます。

松陰の生きざま、そして教育姿勢は、まさに多

くの者を感化させ、その門下生が明治維新をつ

くり出していったわけであります。

今の世は、幕末の世に匹敵するほどの大きな

時代の転換期と言われております。今の世に求

められるトップリーダーの政治姿勢は、まさに

偉大な実践家であらねばなりません。河野知事

は偉大な実践家であるのか。対話と協働が前面

に出て、何事も慎重に、時には一部の意見に促

され、石橋をたたいて、安全でも渡らない、そ

ういった印象もあるわけであります。本当に宮

崎を大きく一つ上のステージに乗せられるのか

どうか、宮崎県は変わったと言えるぐらい大き

く飛躍していけるのかどうか、まさにこれから

の２年間の知事の政治手腕が問われているわけ

であります。

「知行合一」、これは私の座右の銘でありま

す。幕末の志士たちが行動の指針とした陽明学

の根本思想であります。学んでも行動しなけれ

ば社会の役に立たず、学ばずに行動すれば社会

に害をもたらす。知識と行為は一体である。そ

のことを意味しております。生き方、政治姿勢

そのものをあらわすであろう知事の座右の銘を

伺いたいと思います。そして、知事は、みずか

らの政策推進力、いわゆる実践力をどう自己評

価しているのか、お伺いしたいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、座右の銘についてであります。座右の

銘というようなことで大切にしていることは２

つございます。１つは、「一期一会」というも

のであります。この言葉は茶道の心得を説いた

ものでありますが、人の出会いの大切さ、また

平成25年３月４日(月)
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一瞬一瞬、これが二度とないものと、そういう

覚悟のもとに努めていく、そのような言葉とい

うふうに受けとめております。もう１つは、

「ノブレス・オブリージュ」という、フランス

語でありますが、しかるべき役割を果たすべき

立場にある者には責任が伴うという、その地

位、また与えられたものに伴う覚悟というもの

を求めているということであります。県政を担

う私にとりまして、こうした覚悟というものを

常に抱いて重責を果たしてまいりたい、そのよ

うに考えておるところでございます。

次に、政策推進力の自己評価ということでご

ざいます。私は、地方自治を志しまして、地方

をよくしていくことにより我が国の発展に貢献

したい、そのような思いで自治省での仕事を選

び、国、県庁、市役所、それぞれの現場で行政

経験を積んでまいりました。現在、知事として

政策を推進するに当たりましても、その経験を

生かして、国と地方の適切な役割分担と連携、

さらには市町村や経済団体、さまざまな県民の

皆様との対話と協働を重視して、宮崎の発展の

ため努めているものと、そのように考えている

ところでございます。以上であります。〔降

壇〕

○右松隆央議員 知事のお人柄がよくあらわれ

ている座右の銘だと思っております。政策推進

力については、答弁が余りしっかりされていな

いというふうな印象を受けておりますが、政治

は結果がやはり全てであります。幾らいいこと

を唱えても、幾らいい政策を練り上げても、結

果が伴わなければ、それは意味のないものであ

ります。実体経済に、県民生活に、目に見える

形で数値上で結果を生み出していかなければな

りません。今回の２月議会冒頭で知事の提案説

明がありました。復興から新たな成長へ―成

長戦略が所狭しと並べられております。これら

の施策が言葉遊びにならないようにしっかりと

実践をし、目に見える形で結果を出していただ

きたいと強く求めるものであります。

それでは、まずは本県の入札制度について

伺っていきたいと思います。

本県の入札制度がどういう制度であるのか、

他県の入札制度と比較してどうであるのか、さ

まざまな角度から検証しましたところ、本県の

入札制度が極めて特異な制度になっているとい

うことが明らかでありますので、これから一つ

一つただしてまいりたいと思います。

本県の入札制度は、公平、透明で競争性の高

い一般競争入札に移行したとされております。

そこで、まずは制度の透明性、公平性について

問うていきたいと思います。それは積算方法で

あります。本県の積算は、３回の作業を応札業

者が行わなければならない仕組みになっており

ます。まず、100％積算の予定価格を計算し、そ

して最低制限価格基準値を出して、それに一定

割合以下の無作為値、いわゆるランダム加算値

と言われるものを加えて応札額を決定している

わけであります。

実は、ここまで積算を求めている県はほかに

はありません。まず最初の予定価格は、他県で

は公表しているものであります。そして、ラン

ダム加算値を九州では長崎県のみ導入しており

ますが、係数は開示をしております。佐賀県は

１年でランダム加算値を廃止しております。九

州以外では、徳島県やあるいは和歌山県などが

ランダム加算値を導入しておりますけれども、

全て係数を開示しております。なぜ本県のみラ

ンダム加算値を開示しないのでありましょう

か。開示しないことが透明性の確保につながる

のか、私は大いに疑問を感じておるわけであり
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ます。そして、加えて端数処理であります。九

州各県が千円単位であるのに対して、本県は１

円単位になっております。端数が１円だとどう

なるのか。例えば、500万で計算をしますと、端

数が千円だと14通り、１円単位になれば1,200通

りも出てくるわけであります。なぜ、ここまで

他県と比較して積算を厳しくする必要があるの

でしょうか。本県の応札会社は他県よりも大き

な負担を強いられているわけであります。県土

整備部長にお伺いします。透明性の点におい

て、他県と同様、ランダム加算値を開示する考

えがあるのか、そして公平性の点において、本

県の１円単位の端数処理を他県のように千円単

位にできないのか、お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） ランダム加算

値につきましては、最低制限価格を推測しにく

くすることにより、最低制限価格付近への応札

の集中や同額によるくじの多発といった入札状

況の緩和、さらには入札情報管理の徹底を目的

としまして、平成21年度に導入いたしました。

また、最低制限価格の端数処理につきまして

は、ランダム加算値導入の効果をより高めるた

めに１円単位としているところであります。

これにより、くじの発生件数の大幅な減少や

入札情報の管理の徹底が図られ、その効果が確

認されているところでありますが、依然として

最低制限価格付近への応札の集中が見られます

ので、ランダム加算値の開示や最低制限価格の

端数処理を千円単位にすることにつきまして

は、引き続き、効果の検証と他県の情報収集に

努めながら、判断してまいりたいと存じます。

○右松隆央議員 積算が厳しいとどうなるの

か。積算に多くの時間を費やすことになりま

す。経費も費やすことになります。少人数の会

社は大きな負担となっている上、見積もりをし

たからといって当然落札できるわけでもなく、

ましてや、お金がもらえるわけでもありませ

ん。もう１つ大きな問題は、ランダム加算値の

導入によって、積算能力が十分でない業者でも

偶然に落札するケースが出てきていることであ

ります。これでは積算能力の向上に日夜努めて

いる企業努力が反映されず、公平性が保たれて

いるとは言いがたいものであります。ぜひ、実

態の検証を進めていただきたいというふうに

思っております。

続いて、違算について問うていきたいと思い

ます。この違算も大変大きな問題であります。

まずは、違算によって入札が中止あるいは期間

延長になった件数を、全体の件数とともに、平

成23年度及び24年度の第３・四半期末までの数

字を県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 平成23年度の

県土整備部所管の建設工事全体の発注件数

は1,338件、そのうち違算による入札中止の件数

は30件、入札延期の件数は198件、また平成24年

度第３・四半期までの工事全体の発注件数は902

件、そのうち違算による入札中止の件数は26

件、入札延期の件数は168件となっております。

○右松隆央議員 この数字はやはり深刻に受け

とめなければならないものだと思っておりま

す。平成23年度に一般競争入札で発注した件数

に対して、実に17％が違算で中止及び延期に

なっているわけであります。これはやはり多い

と言わざるを得ません。そして、問題なのは、

入札中止あるいは期間延長になれば、その分、

工期がおくれることであります。次年度に流れ

てしまえば年度内執行率に大きく響きます。か

つ、再積算分として入札が改めてかかります。

応札会社側も再度積算をしないといけないた

め、二重の負担が業者側にもかかってしまうこ
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とになるわけであります。

なぜ、こういった違算が起こったのか、その

中身をいろいろと精査させていただきました。

旅費、交通費を人件費に入れてしまったり、項

目に誤りがあったり、あるいは機械設備の数量

が未記入であったり、あるいは筆数が不明で

あったりと、同じミスを土木事務所間で何回も

しているケースも見受けられております。

ここで３点、問題と対策を指摘させていただ

きたいと思います。１つは、システムの問題で

あります。計算できる幅というものが広過ぎる

部分など、ソフトウエアが改善されていなかっ

たり、今はすぐに総合評価の加点の中身を変え

たりしていますので、ソフト開発が間に合わな

い、そういうケースも考えられるわけでありま

す。それから、２つ目は、土木事務所の職員の

異動などで積算基準を正しく理解する時間がな

くて、業者のほうが積算のプロになっていると

いうことであります。そして、３つ目がチェッ

ク体制であります。設計者だけでなく、精査者

やあるいは係長まで電卓をたたいているのか、

そういうことであります。そこで、違算につい

て再度伺いたいと思います。県土整備部はこの

違算の問題をどう受けとめているのか、そして

原因を分析し、何らかの対策を講じているの

か、部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 違算につきま

しては、入札中止や延期の原因となるなど、応

札者の負担増となるものであり、また事業のお

くれにもつながりますので、大変申しわけなく

思っております。

違算の主な原因としましては、積算基準や単

価の適用誤り、必要経費の計上に関する誤りな

どとなっております。このようなことから、こ

れまでも積算能力向上のための研修の実施や違

算事例の周知により、再発防止を図ってまいり

ました。さらに、昨年12月に県土整備部に違算

対策検討部会を設置し、設計書の作成や精査に

ついて、より効果的な手法の検討を行い、あわ

せて発注機関との情報共有を行ったところであ

ります。県といたしましては、今後とも、職員

の積算能力の向上や精査体制の充実強化を図

り、違算防止にしっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、違算をできるだけ少な

くしてもらうように努めてもらいたいと思いま

す。

さて、さらに問題の本質を掘り下げていきた

いと思います。本県の入札制度の問題の本質と

して、私は３つあるというふうに思っておりま

す。１つは、事務量の増大でありまして、この

問題は先ほどの積算の特異性のところで指摘を

させていただきました。

２つ目と３つ目、これは成果品の品質の問題

と、不良不適格業者の問題であります。この問

題は現在の落札率と密接な関係がありますの

で、最低制限価格について知事に問いたいと思

います。なぜ、ここまで建設関連業者がリスト

ラを進め、そして技術者の減少が加速度的に進

んでしまったのか。現在の最低制限価格は、建

設工事が90％、建設関連業務が80～85％になっ

ております。他県と大きく違うのは、この最低

制限価格までに行き着く過程であります。平

成19年に事件の後の制度改革で、当初、建設工

事が80～85％、建設関連業務は何と予定価格

の60％に設定をされました。21年に業界の健全

な発展や工事の品質を図るためとして、おのお

の85～90％、75～85％に引き上げられたわけで

ありますけれども、それまでの１年半で多くの

建設関連業者が内部留保を吐き出してしまった



- 151 -

平成25年３月４日(月)

わけであります。それが現在まで強烈なボディ

ーブローとして、いまだに経営体質の強化を図

れない要因になっているわけであります。本県

の建設関連業界は他県と比較にならないほどダ

メージが大きい、これは必然であると言えるわ

けであります。そこで、知事にお伺いしたいと

思います。最低制限価格では採算がとれないと

いう中、現在の90％で妥当と考えているのか。

そして、建設関連業務が80～85％でさらに低く

なっているのはなぜなのか。あわせて、現在の

最低制限価格で技術者の確保など業界の健全な

発展と公共工事の品質が図れると考えておられ

るか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 最低制限価格でありま

すが、建設投資の大幅な減少、全体的なパイが

縮小し続けてきたという状況の中で、最低制限

価格付近での受注が多くなるなど、工事の品質

確保や健全かつ継続的な企業経営に支障が生じ

ることが懸念されましたので、今御指摘もござ

いましたが、段階的な引き上げを行ってきたと

ころであります。その結果、現在は経済・雇用

対策という位置づけの中で、時限的に建設工事

においては予定価格のおおむね90％、建設関連

業務においてはおおむね80～85％としていると

ころであります。両者の違いにつきましては、

建設工事のほうが人件費や建設資材費などの直

接的な経費の占める割合が大きいことによるも

のであります。

県といたしましては、建設産業を取り巻く環

境というものは依然厳しいものがあるというふ

うに認識しておるところでございます。入札参

加資格や総合評価落札方式、そして最低制限価

格につきましても、十分に勘案をしながら、実

態を踏まえ、またさまざまな皆さんとの意見交

換、情報交換というものを行いながら、技術と

経営にすぐれ、地域に貢献できる建設業者が伸

びていけるような環境づくりに、これからも努

めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 本県は一度、最低制限価格

が60～80％という前代未聞の設定をいたしてお

ります。他県と比較をして、同じ90％でも条件

の下地が違うということを、知事はしっかりと

認識していただきたいというふうに思っており

ます。入札制度がそもそも経済対策であるとい

うこと、そして産業対策であるということを、

ぜひ認識していただきたいというふうに思って

おります。

この項目では最後の質問になります。県土整

備部長に伺いたいと思います。公共工事の発注

率の９月、１月時点のここ３年の推移を伺いた

いと思います。そして、１月時点の発注率を上

げ、年度内工事を促進できないか、あわせてお

伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県土整備部に

おける公共事業の発注率につきましては、平

成22年度が９月末で52.7％、１月末で70.7％、

平成23年度が９月末で50.4％、１月末で70.3

％、平成24年度が９月末で46.9％、１月末で72

％となっております。

公共事業の速やかな発注は、事業効果の早期

発現のみならず、経済・雇用対策の観点からも

重要なことであると認識しております。公共工

事を発注するには、国への予算の申請や、その

後の測量、調査、設計、用地取得等を完了させ

ることが必要となりますが、これらを計画的に

執行していくことで工事の早期発注が可能とな

り、ひいては年度内工事の促進につながるもの

と考えております。県といたしましては、今後

とも、１月末の数字も注視しつつ、発注率を定

期的に確認するなど、全体的な事業の進行状況
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を把握し、効率的かつ適正な執行に努めてまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 数字を見れば、どの時期のス

ピードを上げるべきかわかるわけでありますの

で、ぜひ９月から１月までの発注率を特に注視

していただきながら、年度内工事の促進に努め

てもらいますよう、心からお願い申し上げま

す。

続きまして、３つ目の項目に移りたいと思い

ます。土地制度における行政精度の問題と対策

についてであります。

今、全国で進む外資による森林買収の問題、

その背景は何なのか、そしてこの問題の本当の

核心はどこにあるのか、それを問うていきたい

というふうに思います。外資による森林買収が

発生をすれば、その現象面だけがセンセーショ

ナルに取り上げられがちであります。しかし、

実は、問題の本質はそこではないのでありま

す。この問題の核心的部分は、森林の所有者情

報や売買実態を行政が正確に把握し切れていな

い点にあるわけであります。そこで、環境森林

部長に伺いたいと思います。森林所有者の氏名

は、森林簿で一応、片仮名表示でわかるわけで

ありますが、所有者の住所についても行政は把

握をしているのか、県内26市町村の現状をまず

は伺いたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林所有者の

住所の把握状況につきましては、本年１月に市

町村の林務担当部局に対しまして、アンケート

調査を実施したところであります。その結

果、14市町村は、地籍簿の情報や守秘義務の制

限が及ばない内容になりますが、固定資産課税

台帳の情報の共有化により、常に住所を把握で

きる体制となっております。残りの12市町村

は、そのような体制を整えていないとのことで

ありました。この12市町村は、森林所有者に対

して森林施業に関する指導や助言を行う必要が

生じた場合には、地籍簿や固定資産課税台帳の

情報の提供を受けて住所を把握していくとのこ

とでありました。

○右松隆央議員 固定資産課税台帳などの税務

情報は、部局間の情報共有、アクセスが行われ

にくいというのが実態であります。しかし、昨

年４月の改正森林法によりまして、税務情報と

アクセスできるように総務省が通達を出してい

るわけであります。森林の所有者の把握で部局

間による情報共有体制ができていない自治体

は、これはやはり大きな問題だと指摘をしてい

かなければなりません。土地所有に関する基本

情報はしっかりと整備をして、行政精度を上げ

ていかなければならないわけであります。いか

にして森林所有の不明化をなくしていくか、そ

のルールや仕組みづくりをしていくことが極め

て大事になってまいります。そこで、環境森林

部長に重ねて伺いたいと思います。今後、市町

村に対して、森林所有者の漢字氏名、地番まで

の住所を把握するように指導・助言していくの

か、伺いたいと思います。あわせて、その手法

を伺いたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林所有者の

氏名や住所等の情報につきましては、昨年４月

から、市町村の林務担当部局が税務部局の保有

する情報を利用することが可能となりました。

このため、県としましては、例えば林務担当部

局が関係部局から情報を円滑に入手できるよう

な仕組みを構築するなど、森林所有者に係る情

報の利用に努めていただくよう助言してまいり

たいと考えております。また、森林の土地の所

有者届け出制度に基づきまして、森林所有者の

氏名や住所等の情報を整備するよう支援してま
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いりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、森林所有者の実態を林

務担当部局が把握するように指導を徹底してい

ただきたいと思います。行政が所有者を特定で

きない、所有者不明の、いわゆるさわれない土

地や使えない土地というものが増大していけ

ば、土地の集約化や徴税などさまざまな面にお

いて行政コストが高まっていくことは必至であ

ります。また、林地整備など施策展開にも大き

な困難を来すことは避けられなくなるわけであ

ります。そして、行政がいとう、地籍の調査も

強く進めていかなければなりません。所有者が

不明で境界もわからず、徴税もできない、こう

した土地の死蔵化、デッドストック化が進行す

れば、本県の県益が大きく損なわれることは言

うまでもありません。地籍の進捗も市町村ごと

に公表されております。おくれているところは

進捗を上げるように、市町村に適切な指導を強

く求めるものであります。

そして、さらに突き詰めれば、記載されてい

る所有者が果たして真の所有者であるのかとい

う問題であります。水資源保全対策特別委員会

で執行部から、「ここに記載の情報が真の所有

者であるとは限らない」との答弁がありまし

た。見かけ上の所有者である可能性を認めてい

ることになります。まさに、行政精度そのもの

が問われているわけであります。私は、森林所

有者の実態把握に本格的に乗り出すべきだと強

く申し上げたいと思います。この問題で先進的

に取り組まれている北海道では、森林の所有者

にアンケート調査を送付したところ、何とその

うちの４割が宛先不明で戻ってきたとのことで

ありました。このことも踏まえ、環境森林部長

に伺いたいと思います。森林所有者の住所を地

番まで把握していない、これはもう論外といた

しまして、仮に住所を把握している分でも、そ

の住所が本当に正確なものなのか、今後、市町

村と連携して連絡等の調査を行う考えがあるの

か、伺いたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林所有者の

氏名及び住所を把握することは、近年の外国資

本による我が国の森林取得の動き等を踏まえ、

森林の有する多面的機能の十全な発揮を図る上

からも重要であり、この観点から、森林の土地

の所有者届け出制度が創設されたところであり

ます。県としましては、議員の御指摘のあった

手法も含めて、正確な森林所有者の住所を把握

する方法を、市町村の林務担当部局と一緒に

なって考えてまいります。

○右松隆央議員 ぜひ、しっかりと考えていた

だきまして、必ず所有者の実態把握の調査を進

めてもらうように要望いたします。

この項目最後に、知事にお伺いしたいと思い

ます。水資源保全条例についてであります。昨

年９月の定例会で私の質問に対して知事は、

「条例制定について、県としましては、国の動

向を注視するとともに、他県の取り組みを調査

し、その必要性や効果をしっかりと研究してま

いりたい」と答弁をされております。あれから

半年も経過をしました。研究結果はどうなって

いるのでありましょうか。

この２月、３月の定例会、全国では福井県、

長野県、山形県、石川県、富山県、岐阜県が条

例案を提出し、４月までに施行するというスケ

ジュールになっております。既に、北海道や埼

玉県を初め、５道県が制定済みでありますの

で、合計11道県が条例を設置するわけでありま

す。全国でこれだけの県が加速度的に条例制定

を進めているという中、県土面積76％を森林と

する森林県である本県の執行部が何も動かな
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い、これはどういうことであるんでしょうか。

私は、これは恥ずべきことだというふうに思っ

ております。

県外調査を行った埼玉県にしても、群馬県に

しても、知事のゴーサインというものが条例制

定の大きな推進力になっております。課題解決

や危機の未然防止、そして資源管理の推進力を

図れるのは、やはり知事であります。森林売買

の事前届け出制並びに情報公開を主眼とした条

例制定に取り組む意思があるのかないのか、９

月議会に引き続き、知事に伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 森林などの土地売買、

外国資本による森林買収の問題などを契機とし

て、全国的な関心が高まり、国におきまして

も、23年の森林法の改正により、森林の土地の

所有者となった旨の事後届け出制が創設をされ

たという状況がございます。

また、森林売買の事前届け出制度などを内容

とする条例につきましては、今御指摘もありま

したが、北海道、埼玉県など５道県で制定され

ているところであり、さらには２月またはこの

３月議会において６県が条例案を議会に提出さ

れるという状況でございます。

県としましても、これらの動きを注視します

とともに、他県の条例の内容や運用状況、課題

などにつきまして、情報収集や研究を行ってま

いりました。豊かな森林資源、水資源というも

のは、本県の豊かな農林水産業、また水力発電

など、さまざまな恵みをもたらしてきたもので

あります。今後とも、しっかりと守っていく必

要があるというふうに考えておるところでござ

います。昨年４月以降、県議会に設置をされま

した水資源保全対策特別委員会において調査検

討されているところでございますので、その議

論も踏まえ、条例制定の必要性やその効果につ

きまして、しっかりと検討をしてまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 ９月の段階より踏み込んだと

解釈をいたしました。目で見て、そして足で確

かめて、さまざまな情報を収集して、これは本

県にとって考えていかなければならない、対策

が必要だ、そのような判断をいたして、議会で

問題提起や政策提言をさせていただいているわ

けであります。知事はそのことをしっかりと受

けとめていただきたいというふうに思っており

ます。

続いて、４つ目の項目に入りたいと思いま

す。重点推進事業等の進捗についてでありま

す。

重点推進事業のうち、とりわけ私が過去、一

般質問で取り上げた２項目を含め、３つの事業

についての進捗を問うていきたいと思います。

まずは、100万泊県民運動についてでありま

す。選挙戦から就任時、知事が高らかに提唱さ

れたことで、県内の宿泊、観光、飲食、広告業

等関係者から大きな関心と期待が寄せられた一

大施策であったわけでありますが、現状はどう

であるのか。100万泊県民運動の数値結果とし

て、平成23年及び24年の県内客の延べ宿泊数を

商工観光労働部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 観光庁の

宿泊旅行統計調査によりますと、県内に住む方

の県内での延べ宿泊数は、平成23年で81万8,680

泊、平成24年につきましては、これは１月から

９月までの速報値でございますが、58万460泊と

なっております。

○右松隆央議員 23年が81万8,680泊ということ

で、19万泊近く足りないのが現状であります。

また、24年９月までの進捗は、23年よりも３
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万4,000泊ほど進捗が遅くなっております。知事

の肝いりとして打ち出した以上、また関係各所

に期待をさせた以上、数字を追っかけて、その

実現のための施策展開を当然しなければいけな

いというふうに考えております。そこで、この

数字を受けて、御自身の見解と今後の取り組む

施策内容を知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 100万泊県民運動につき

まして、必ずしも100万泊を達成することをゴー

ルというふうに考えているわけではございませ

んで、県民一人一人が県内で年間１泊をすれ

ば、年間を通じると100万泊になる、一人一人の

そういう小さな積み重ねが全体的な大きな効果

になるのではないか、まさに県民総力戦で取り

組んでいこうということ、さらには県内には豊

かないろんな資源がある、その宝というものを

泊まることによって再認識していこう、そうい

うようなことをアピールしたい、訴えたいとい

う思いで掲げたところでございますが、もちろ

ん単なる精神論ではなく、先ほど言いましたよ

うないろんなデータを把握しながら、県内の宿

泊者数を増加させ、経済の活性化にもつないで

いきたい、そのように考えておるところでござ

います。

このため、県としてこれまでの取り組みとし

ましては、観光地やイベント開催など、旬の情

報を広く提供するというもの、さらには県内の

旅行商品―これまで県内の旅行会社は大体県

外の旅行商品をつくっておったわけであります

が、県内を回ってもらう商品をつくってもら

う、さらにはグリーンツーリズムの推進などに

積極的に取り組んできたところでございます。

このような動きに呼応して、先日、地域婦人連

絡協議会が、通常であれば宮崎市で開催する婦

人大会を、知事の100万泊に応えたいという思い

で日南で開催をしてもらったと。なるべくそう

いういろんな地方開催をすることによって、効

果を及ぼしていきたいという取り組みもござい

ますし、県職員も、県職員みずから企画をして

県内に泊まる、そしてその地域のいろんな豊か

な資源を見て回ろうというような、これは先

日、延岡で行われたような取り組みもあるわけ

でございますが、そういったような動きという

ものを徐々に広げていく、それを県としても促

すような取り組みをさらに進めてまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。

今現在、記紀編さん1300年記念事業、また置

県130年、さらには東九州道の開通など、いろん

なタイミングもあるわけでございまして、地産

地消の県民運動や中山間地域をみんなで支える

県民運動、そういったものとも連動させなが

ら、100万泊県民運動の趣旨について、より広く

アピールをし、また数字の上でもしっかりとし

た実績が残るように取り組んでまいりたいと考

えております。

○右松隆央議員 最初と最後がどうもやはり答

弁がかみ合わないと思っています。最初の、

「必ずしも100万泊を達成するとは考えていな

い」、この発言は非常に問題だというふうに私

は思います。その程度の100万泊県民運動なら期

待しただけ損というふうになるわけでありま

す。やはり目玉事業として知事がしっかり取り

上げた以上は、しっかりと数字を追っかけてい

ただきたいと強く要望する次第であります。

本県の県内客の延べ宿泊数である81万8,680

泊、これを隣県と比較しますと、鹿児島県が199

万泊、熊本県が163万7,000泊、そして本県と総

人口の近い大分県が112万9,000泊となっていま

す。大分県とは６万人の人口の差で、31万1,000

泊の差がついているわけであります。経済効果
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を期待する多くの県民や、あるいは関係各所の

期待に応えられるように、数字をしっかりと追

いかけてもらいたいと強く要望させていただき

ます。

続いて、私がちょうど１年前の24年２月の一

般質問で取り上げました木造住宅耐震化リフォ

ーム支援事業について、その進捗を伺いたいと

思います。１年前に私は、この事業を大変評価

させていただいていると申し上げました。ま

た、当時の児玉県土整備部長から、「この制度

を創設することによりまして、全県的に耐震化

の促進が図られるものと期待している」との答

弁があったところであります。耐震改修によっ

て、経済波及効果も大いに期待されるものであ

りました。この事業の規模は5,000万円で、想定

戸数は耐震診断が200戸、そして耐震改修事業

が400戸となっておりました。そこで、県土整備

部長にお伺いしたいと思います。木造住宅耐震

化リフォーム支援事業における、平成24年の現

時点までの耐震診断並びに耐震改修事業の実績

を伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 平成24年度の

木造住宅耐震化リフォーム支援事業の実績につ

きましては、１月末現在で耐震診断が119件、耐

震改修が13件となっております。

○右松隆央議員 これはやはり余りにもひどい

数字だというふうに言わざるを得ません。耐震

診断が200戸に対して119戸で、達成率が59％、

耐震改修事業に至っては400戸に対して何と13戸

と、桁が１つ違っております。達成率はわずか

３％であります。これは言いわけができない。

事業として、やはりこれは失敗であったと言わ

ざるを得ないものがあります。県土整備部長に

改めて伺いたいと思います。この事業は地震対

策上重要施策ながら、想定戸数に大きく届かな

かった要因と今後の事業展開について問わせて

いただきます。

○県土整備部長（濱田良和君） 耐震改修が進

まなかった要因といたしましては、耐震改修に

多額の費用が必要となること、住宅の耐震化の

重要性がまだ十分に認識されていないこと、住

宅所有者の６割以上が高齢者であることなどが

あると考えております。また、事業の趣旨を県

民の皆様に十分にお伝えできなかったことも、

今後の事業展開の反省材料であると受けとめて

おります。

このため、県といたしましては、来年度は、

倒壊の危険性の高い、耐震診断の結果が0.7未満

の住宅について、補助率を３分の１から２分の

１に引き上げ、より活用しやすい事業とすると

ともに、市町村や関係団体と一体となって、耐

震化の重要性をより積極的に周知し、事業の促

進に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 住宅の耐震化率は、27年度末

で目標値を90％に設定しております。昨年２月

の一般質問で、静岡県の施策である「ＴＯＵＫ

ＡＩ（東海・倒壊）―０（ゼロ）」の紹介まで

いたしました。しっかりと先進県の取り組みを

研究していただいて、事業費の無駄遣いになら

ないように、結果の伴う施策にしてもらうこと

を強く要望させていただきます。

最後の３つ目の質問でありますが、これも昨

年２月定例会の一般質問で要望した食品開発セ

ンターにおける目標値の設定についてでありま

す。食品開発センターにおける数値目標をどう

設定されたのか、そしてそれに対して平成24年

の状況はどうであるのか、商工観光労働部長に

お伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 食品開発

センターの数値目標につきましては、昨年の２
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月定例県議会で議員から御提言を受けた後、検

討を進めまして、平成24年度につきましては、

技術相談等1,100件、研究会開催９回、巡回企業

訪問110件、共同研究４件と、４項目の目標値を

設定したところであります。

これらの目標値に対する今年度の状況は、１

月末現在で技術相談等が1,022件、研究会開催

が13回、巡回企業訪問が116件、共同研究が６件

となっております。また、未来みやざき創造プ

ランのアクションプランでは、技術移転件数に

ついて、平成23年度から26年度までの４年間

に、工業技術センターと合わせて延べ50件の目

標設定をしておりまして、このうち25件が食品

開発センター分と考えておりますが、１年10カ

月が経過した１月末現在の状況は延べ18件と

なっております。

○右松隆央議員 おおむね目標値に対しては順

調に進捗していることがわかりました。しか

し、大事なことは、やはり昨年２月の一般質問

で数値を示しながら申し上げましたように、本

県の食料品製造業出荷額に食品開発センターが

どう寄与できるかであります。あのとき知事に

申し上げた、センターの予算拡充と研究職の増

員の意味というものを、しっかりと受けとめて

いただきたいというふうに思っています。そし

て、センターが食品工業における産業のかなめ

として、食品関連企業と徹底して連携していた

だくことで、宮崎の食をしっかりと支えていた

だきたいと切に望むものであります。

それでは、最後の項目であります本県の観光

政策について伺いたいと思います。

観光が本県のリーディング産業と言われてい

たのは一昔前の話でありまして、そもそも本県

は今、観光地と言える状況であるのか、県外の

人は果たして宮崎県を観光地と思っているの

か、極めて重大な命題を今、本県は突きつけら

れているのだと考えております。

まずは、本県の観光の現状を数字で分析して

まいり、そして具体的な観光政策について議論

をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。他県との比較で宮崎の現状を顕著にあらわ

す指数がありますので、そこから入りたいとい

うふうに思います。平成23年、24年の観光入り

込み客数及び県外宿泊者数とその傾向、観光入

り込み客数の目標設定値について、商工観光労

働部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 平成23年

の観光入り込み客数は県内県外合わせて1,253

万5,000人で、県外宿泊客数は175万8,000人でご

ざいます。24年につきましては、１月から６月

までの速報値でありますが、観光入り込み客数

は537万人で、前年同期の575万人と比べると減

少し、県外宿泊客数は76万6,000人で、前年同期

の72万8,000人と比べると増加をしております。

また、アクションプランにおける平成26年の観

光入り込み客の目標値は、県内県外合わせ

て1,460万人としているところでございます。

○右松隆央議員 観光入り込み客数は平成20年

から対前年比マイナスが続いております。20年

が対前年比で98.6％、21年が97.8％、22年

が92.7％、そして算出方法が22年に動向調査か

ら観光入り込み客統計調査に変わったことを加

味して、今回の23年も対前年比で96.7％となっ

ております。観光入り込み客数がここ数年減り

続けているとともに、本県の大きな弱点として

顕著にあらわれているところが県外宿泊者数で

あります。観光だけ見れば、これは全国最下位

であります。ビジネス目的を含めても下から２

番目であります。すなわち、県外観光客が一番

宿泊していない県が宮崎県ということになるわ
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けであります。観光立県を目指すのであれば、

これはやはり深刻に受けとめなければならない

実態であります。率直に申し上げて、このまま

の状況が続けば、さらなる衰退は免れない、立

て直すには相当な戦略的な施策が必要だと言わ

ざるを得ないというふうに思っております。

そこで、さらに分析をしてまいりたいと思い

ます。県外宿泊客の居住地でありますが、１位

が福岡県で13.2％、２位が東京で12.5％、そし

て大阪、鹿児島、熊本県と続いております。ま

た、リピート力、これも把握をしなければなり

ません。県外観光客で、初回訪問とリピーター

比率を見てみますと、本県のリピーター比率

は58.8％、これは九州で一番低い数字になって

おります。そして、来訪者の期待と評価の差

異、いわゆる満足度でありますが、これは全国

下位の43位になっております。そこで、商工観

光労働部長にお伺いしたいと思います。宮崎旅

行に対する満足度あるいはリピート力をどう高

めていくか、その戦略的施策展開を伺いたいと

思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県の観

光振興を図るためには、新たな観光誘客に向け

た情報発信はもちろんでございますが、訪れた

方々の滞在時間を延ばし、本県のさまざまな魅

力に触れていただき、来てよかった、また来た

いと、リピーターとなっていただくことが重要

であると考えております。

このため、県としましては、地域の特色ある

観光資源を生かした、「恋旅」を初めとする５

つの旅を中心に誘客に取り組んでおり、こうし

た中で、若い女性を対象にした恋や愛にちなん

だ観光スポットのＰＲや、中高年層向けの神話

スポットを周遊する旅行商品の造成、教育旅行

では農家民泊やマリンスポーツ体験の提案な

ど、年齢層に応じた観光誘客に取り組んでおり

ます。また、「日南一本釣りカツオ炙り重」や

西米良村の「おがわ四季御膳」などの食を生か

した取り組みも支援しているところでございま

す。また、都会では味わえない温かみのあるお

もてなしなども観光客の満足度につながるもの

であり、「おもてなし日本一」の取り組みを進

めるとともに、例えば観光ボランティアガイド

等のさらなるスキルアップを図るなど、観光客

受け入れ体制の強化に取り組んでまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 伺ったところによると、教育

旅行での農家民泊で100名以上の受け入れの予約

が入ったと聞いております。関西のほうの学校

と伺いましたが、これは本当にすばらしいこと

だというふうに思っております。ぜひ、修学旅

行の受け入れにも、宮崎のよさがわかる農家民

泊なども活用しながら、かつ、しっかりと経済

効果を生むように取り組んでいただきたいとい

うふうに考えております。

リピーター獲得の早道は、近距離からの旅行

者に目を向けること、そして地域資源を見直す

ことで再来訪率が上げられるわけであります。

宮崎の希代の地域資源、財産である神話やスピ

リチュアルを、知事がもっと生の声でそのよさ

をさらに発信していただきたいというふうに

思っております。また、商品開発におきまして

も、グルメの中でも、とりわけリピーター率が

高まるスイーツにも力を入れていく必要がある

というふうに考えております。宮崎の産業をフ

ル回転させ、そして知事の強いＰＲにより、戦

略的に施策展開されることを強くお願いする次

第であります。

最後に、新幹線駅からいかに本県に観光誘客

ができるか、二次交通のてこ入れについてであ
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ります。今、ＪＲ九州で大きな成功をおさめて

いるもの、それは観光列車であります。「ゆふ

いんの森号」「Ａ列車で行こう」「ＳＬ人吉」

「指宿のたまて箱」など、大変好評を博してお

ります。観光客が利用したくなるような輸送サ

ービスを考えていくことも、新幹線駅からの誘

客に極めて有効だというふうに考えておりま

す。そこで、商工観光労働部長にお伺いしたい

と思います。本県の観光列車「海幸山幸号」を

鹿児島中央駅に接線するなど─あるいは新た

な列車でも構いませんが─観光列車を活用し

て新幹線からの観光誘客に活用する考えはない

か、お伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＪＲ九州

によりますと、九州新幹線から宮崎への送客に

つきましては、現在、新八代駅から16往復運行

している高速バス「Ｂ＆Ｓみやざき」を基本

に、鹿児島中央駅―宮崎駅間では「特急きりし

ま」を10往復運行し、利便性を確保していると

伺っております。また、観光列車「海幸山幸」

につきましては、日南線に根差したコンセプト

のもと運行しているもので、ＪＲ九州として

は、そこが「海幸山幸」の大きな魅力であると

考えているとのことであります。

現在、九州には、全国のＪＲグループの中で

も最も多くの観光列車が運行しており、各地域

の観光振興に役立っているところであり、県と

しましては、鹿児島中央駅まで来られた観光客

を本県まで誘客するという観点から、新たな観

光列車を運行することができないか、ＪＲ九州

や沿線自治体などとも協議をしてまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 国交省の九州運輸局企画観光

部長がおっしゃるには、「観光は日本の成長産

業の柱。今後は九州がそのリーダーとなる。し

かし、その中で宮崎県は乗りおくれている」と

指摘をすると同時に、身近になった新幹線への

アクセスを充実させるために、観光列車の導入

の意義と効果を強く理解されております。九州

運輸局企画観光部長は最大の理解者だというふ

うに私は考えております。そういった意味で、

今後は、九州運輸局企画観光部も巻き込んで、

ＪＲと自治体あわせた三者でしっかりと協議を

してもらい、ぜひ新たな観光列車を走らせてい

ただきたく、新幹線駅から宮崎への観光誘客に

大きなてこ入れを図っていただきたいと心から

願っている次第であります。

最後、時間がもうありませんけれども、実は

カジノについても今回お伺いする予定でありま

した。ところが、知事のカジノに対する答弁の

中身がかなり慎重ということもありまして、今

回、カジノは取り下げをすることにいたしま

す。やはりＰＴＡのこととか、青少年育成に関

しての影響とかもいろいろ言われています。パ

チンコ業界、これはどういうふうに思われるか

わかりませんけれども、しっかりとカジノとパ

チンコをリンクさせて、すなわちパチンコの出

店規制も含めて、それとリンクしてカジノを誘

致していく、そういう考えも一つの考えとし

て、私は持論として持っております。カジノに

ついても国会等でいろいろ審議がこれから始ま

る可能性が高いわけでありますので、やはり乗

りおくれないように―大阪、それから東京は

まさにカジノの構想をどんどん進めています。

いろんな調査をしていくことはできるはずであ

りますので、そういった意味で、もう少し一つ

の検討材料として持っていただきたい、そうい

うふうに心からお願いを申し上げまして、以

上、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。(拍手)
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○外山三博議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。知事は本年、３年目を迎えら

れましたが、私ももうすぐ県議として３年目を

迎えます。今後、一層、右松議員に続いて気合

いの入った県政のチェックに励んでまいりたい

と思いますので、どうぞ誠意のこもった答弁を

よろしくお願い申し上げます。

まず１点目、成長戦略についてお伺いいたし

ます。

知事は今回、基本方針の中で、新たな成長と

か、安定した経済成長という言葉を使われてお

りますが、この中の成長という言葉、一体どこ

の誰がどういうことで成長していくのか、私に

とってはちょっとよく意味がわかりません。知

事の意味するところのその成長というものの意

味を、具体的に何をもって成長と言うのか、教

えていただければと思います。

２点目に、ＴＰＰについてでございます。

先ほど反対の意見書を可決いたしましたけれ

ども、県は2010年11月に県の経済が受ける影響

試算を公表しておられますが、それから２年以

上が経過して、今、宮崎県経済全体を俯瞰した

ときに、どういった分野、品目というのを宮崎

県にとって優先的に守らなければならないの

か、そうした分析、試算というのは行っておら

れるかどうか、もし行っているのであれば、ど

ういった分野がそうしたものに挙げられるの

か、教えていただきたいと思います。姿勢とし

ては反対を示していながらも、同時並行的に、

宮崎県としていつでも政府に具体的要求を突き

つけられるように、そうした準備を備えておく

ことも同時に必要であると考えます。

以上、壇上より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。

まず、成長の意味するところについてであり

ます。県の総合計画におきましては、「時代の

ニーズに応える産業が地域に展開し、安心して

働ける社会」を「目指す将来像」の一つとして

掲げまして、地域の強みや特性を生かしなが

ら、地域に根差した産業を構築するため、関連

のアクションプランを展開しているところであ

ります。このたび策定をしました「復興から新

たな成長に向けた基本方針」におきましては、

こうしたアクションプランの中から、今後の成

長が大いに期待され、本県経済・産業を牽引す

る産業分野を指定しまして、その育成加速化に

重点的に取り組むこととしたところでありま

す。

この成長の意味合い、また成長の度合いであ

りますが、アクションプランで設定している重

点指標でありますとか、「みやざきフードビジ

ネス振興構想」、さらには「宮崎県新エネルギ

ービジョン」など、さまざまな計画なりビジョ

ンで掲げた数値目標の達成度によって確認をし

ていく、そのような中身のものというふうに考

えておるところでございます。今後、官民一体

となって成長産業の育成加速化に全力で取り組

んでまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。

次に、ＴＰＰについてであります。ＴＰＰ交

渉の参加に関しましては、さまざまな動きが活

発化しておりますが、県といたしましては、現

時点では、事態を注視しつつ、これまでと同

様、地方の声を十分踏まえた慎重な対応を国に

求めていくことを基本としているところであり

ます。

本県経済への影響につきましては、今御指摘
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がありましたように、これまで農林水産分野に

おける試算を行ってきたところでありまして、

関税率が高く内外価格差の大きい米と畜産部門

を中心に、その影響は極めて大きいものという

ふうに認識をしております。今後、政府により

ます新たな統一試算も示されるというふうに

伺っておりますので、この試算も十分に踏まえ

ながら、今後設置する対応本部におきまして、

本県に対する影響を再度、精査をし、今後の対

策を講じてまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。

本県の基幹産業である農林水産業のみなら

ず、医療や商工業など、県民の生活や産業活動

全体への影響も最小限に抑えていく必要があり

ますので、こうした対策本部で情報の収集、分

析に努め、国に対しましては、刻々と変化する

状況に的確に応じまして、本県の置かれている

現状とＴＰＰ協定に関する懸念、問題点の指摘

を訴えてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○清山知憲議員 ＴＰＰについてでございます

が、瓦れきのときもそうだったんですけれど

も、国の情報を待つという受け身の姿勢だけで

はなくて、同時並行的に、スピード感を持って

県内の情勢分析を進めていきながら、どんどん

政府に対して声を届けていかなければいけない

と思うんです。政府が統一試算をそのうち出す

と言いながらも、アメリカとは交渉に入るため

の事前交渉を既にやっているわけで、昨日の日

本経済新聞の紙面でも、具体的な品目の名前が

紙面上をにぎわわせていましたけれども、やは

りそうしたところも踏まえて、反対という姿勢

を持ちながら、県としては、したたかにスピー

ド感を持って対応していただきたいと思ってお

ります。

また、１点目の成長とは何かという私の質問

に対する答えですが、結局、知事のお答えだ

と、アクションプランの中の重点指標であった

り、そのほか、構想とかビジョンの中の数値目

標、それらの個別目標の集合体であるというお

答えだったんですけれども、それじゃちょっと

わかりにくいと思うんです。私は、それじゃだ

めだと思っております。やはり県経済全体が成

長していくかどうかを知る上で、そういう個別

目標の集合体ではなくて―例えばフードビジ

ネスで1,000億円、産業の生産額が伸びた、しか

し、ほかの産業で2,000億円落ち込んだとした

ら、それは宮崎県経済全体の成長戦略としては

失敗だけれども、もしかしたら知事の掲げてい

る個別の目標というのは達成していくかもしれ

ない。それは、木を見て森を見ない政策にもな

るんじゃないかなと考えております。例えば、

県経済全体があらわされるような１人当たり県

民所得とか、１人当たりの県民総生産額とか、

いろんな指標がありますから、知恵を絞って、

そうした経済全体のアウトカムを目標にしたほ

うがいいんじゃないでしょうか。知事、お願い

します。

○知事（河野俊嗣君） 成長を図る上でなるべ

くわかりやすくということで、さまざまな指標

をこれまでアクションプランの中でも掲げ、こ

の新たな成長でも目標を目指していくんだとい

うことを御説明申し上げたわけでありますが、

今御指摘がありました、経済全体の成長の度合

いがわかるような指標というものはどういうも

のがあるのか、それはしっかり精査をして、今

後検討してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 知事は、高岡町出身の高木兼

寛先生という偉人は御存じですか。

○知事（河野俊嗣君） 存じております。
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○清山知憲議員 高木先生の残した言葉に、

「病気を診ずして病人を診よ」とあるんです。

医療者は、個別の病気一つ一つを退治していく

ことじゃなくて、もっと大きな患者さんの幸せ

を目標に設定すべきだと。アクションプランの

中の重点指標を具体的に申し上げると、新エネ

ルギー分野では総出力電力40万キロワットを目

指すとか、フードビジネスでは農業法人715法人

を目指すとか、そういう細かい数字が並んでい

るんですけれども、必ずしもそれらの数値の達

成が県経済のパイが成長していくことにイコー

ルとは限らないと思うんです。やはりそういう

県経済全体のアウトカムというものを、具体的

なものではなくても何かしら知恵を絞って、

ちゃんとそこがわかるように―じゃないと我

々は検証しようがないです。この成長戦略が５

年後、10年後、果たしてうまくいったのかとい

う検証のしようがないので、ぜひその点も踏ま

えて御検討いただければと思います。

商工観光労働部長に伺いたいんですけれど

も、企業立地課が重点的に誘致に力を入れてい

る４つの分野で過去５年間で企業立地件数は幾

らか、そして最終雇用予定者数は幾らなのか、

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 平成23年

度に策定しました宮崎県総合計画の中で、４年

間で重点的に企業立地に取り組む産業分野とし

て、低炭素関連産業など４つの分野を定めてお

ります。平成19年度から平成23年度までに認定

した立地企業をこの４分野に当てはめた場合、

低炭素関連産業は、立地件数が６件、最終雇用

予定者数が1,028人、医療機器関連産業が７件

の125人、食品関連産業は34件の1,007人、情報

サービス産業は24件の2,469人となっておりま

す。

○清山知憲議員 今のお答えだと、この中でも

ひときわ、４つの分野の中で食関連、そして情

報サービス産業24件と、非常に大きなウエート

を占めていて、情報サービスだけで雇用予定者

数2,469人と、全体の３分の１以上を占めている

ことがわかります。そういうことも踏まえて、

これは別の質問として総合政策部長にお伺いし

たいんですけれども、今議会で、30億円を積み

立てて今後５年間使っていくという「みやざき

成長産業育成加速化基金」というのがございま

すが、その中に、「成長産業等を支える中小企

業の支援」という言葉があります。「成長産業

等」と言うときの産業とはどれを指すのか、教

えてください。

○総合政策部長（稲用博美君） 今御質問があ

りました加速化基金でありますけれども、「復

興から新たな成長に向けた基本方針」を踏まえ

まして、本県における成長産業の戦略的な育成

の加速化を図るということと、それに加えまし

て、それを支える本県中小企業の振興を図るこ

とを目的とするものであります。

この方針におきまして、フードビジネスの推

進、畜産の新生、新エネルギーの利活用、東九

州メディカルバレー構想の推進の４つの分野を

新たな成長の核となる取り組み分野として整理

しておりますが、「成長産業等を支える中小企

業の振興に関する事業」と言うときの「成長産

業等」には、これら４つの取り組み分野に該当

いたします食関連産業、畜産、新エネルギー、

医療機器産業といった産業を中心にしまして、

それらを支えます産業全般を含めることとして

おります。

○清山知憲議員 やはり成長産業の指す産業と

いうのは、それら４つの分野ということでした

が、私が聞きたいのは─知事に伺いたいんで
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すけれども、今現在、県内において伸びている

産業、成長産業とはどういった産業が考えられ

ると思いますか。

○知事（河野俊嗣君） 今、伸びているもの、

今後の育成可能性があるものとして、フードビ

ジネスというものを考えておりますし、ＩＴ関

連にしましても、いろんな企業立地などが進ん

で、成長を支えている産業ではないかなという

ふうに受けとめております。

○清山知憲議員 私が伺いたかったのは区別し

て―今後伸ばしていく産業と、もう既に今伸

びている産業というものがありますね。情報サ

ービス産業は、一つ伸びている産業ですし、ま

た３次産業としての医療・福祉産業も雇用者数

がいろいろ伸びている分野でもございます。先

ほどおっしゃったように、情報サービス産業は

たくさんの雇用を抱えておられるんですけれど

も、これは、政府や自治体が成長をもくろん

で、伸ばそうと思って伸びてきた産業ではない

んです。やはり自然な技術進歩であったり、企

業や事業所の努力によってマーケットが広がっ

てきた産業だと思うんですけれども、何か言い

たいのかというと、政府や自治体というのがも

くろむ成長分野は余り当てにならないんじゃな

いかという根本的な問題意識ですね。今回、知

事としては４つの分野を特定して、その育成を

図るという、そこでどんどん成長を引っ張って

いくという、これはいわゆる産業政策と呼ばれ

るもので、幾つかの産業にターゲットを絞って

伸ばしていくと。経済学者の中でもいろいろ賛

否両論ありますが、これが本当に宮崎県経済全

体を成長させるに当たって適切な政策かどう

か、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今の御質問の中で、こ

れまで伸びているものとこれから伸ばしたいも

のというような区別なり整理ということで御指

摘があったわけでありますが、恐らくこれから

伸ばしていきたい、まだ伸びていくであろうと

いうものの動きが、これまでの動きを踏まえて

今後の成長産業の柱になり得るのではないかと

いうことのもとに、我々としてもそういう重点

産業を設定し、国においても成長戦略等、そう

いったような産業分野が指定されているんだと

思います。ただ、やっぱり経済は動いておりま

すし、必ずしも全ての動きなり経済の成長を見

通せるわけではございません。したがいまし

て、柔軟に今後の情勢変化に対応しながら、新

しい成長を担う分野が出てくれば、またそれを

支援していくということがあるわけですが、今

の時点で、これまでのトレンド、また今後を見

据えて、特に重点的に牽引していく産業として

はということで整理をさせていただいたもので

あります。

○清山知憲議員 今回の４つの分野を特定する

に当たって、いろいろと根拠はあるかと思いま

す。こういう幾つかの分野を特定して伸ばして

いく産業政策というのは、高度経済成長期の製

造業のように、ある程度その分野で技術進歩の

方向性というのが長期的に安定していて、マー

ケットの推移もある程度予測できて、そして主

な課題というのが設備投資であったり資金調達

だったり規模の問題であるときに、初めて有効

であるといった知見もございます。もしくは観

光のように、やはり自治体という規模が手伝っ

て、ようやく伸びていくような部分もあると思

います。やはりそうした分野に限ってやってい

かなきゃいけないと思うんです。今回、あえて

特定の４つの分野を挙げられておりますけれど

も、医療機器とか新エネルギー分野というの

は、やはり技術革新の方向性というのが急速に
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変わり得る分野であったり、また国の制度も変

わり得る分野で、ここに予算を費やしていくと

いうのは、ある程度リスクを伴うところなんで

す。だから、そうしたところも踏まえて慎重に

考えていただきたいんですけれども、やはりこ

の４つの産業政策にこだわるか、もしくは別の

発想を持っておられるか、知事にお伺いしたい

んですけれども。

○知事（河野俊嗣君） その４つの産業分野だ

けに力を入れるということではありませんで、

それが成長分野としてほかのものを牽引してい

くというようなイメージで、今そのように期待

をしておるところでございます。医療の話、新

エネルギーの話、いろんな変動も大きいのでは

ないかという話もございましたが、少子高齢・

人口減少社会の中で医療の重要性というのは薄

まることはない、もっともっと強まるものとい

うふうに考えておりますし、新エネルギーへの

取り組みも、もっともっと加速化させていかな

くてはならない、そういう思いのもとに県とし

ても力を入れていきたいと考えております。

○清山知憲議員 やはり、あえて産業政策をや

るときには、本当にいろんなデータを固めた上

で、ここは絶対に伸びるぞと確信を持って、そ

してその分野が成長するに当たってボトルネッ

クを県が解決できるといった場合や、県の支援

が大きなリターンとなって返ってくるという確

信があった場合に限るべきだと考えているんで

す。

どうしてこうこだわるかというと、行政の側

にずっといると、一種のバイアスがかかって見

えにくいかもしれないんですが、世の中は、行

政のやる補助金とか優遇制度とか、公の仕事

―公共事業など、そうしたことに一度もあず

からないで自分の力で生活、仕事をしている人

たちがたくさんいるんです。そして、補助金と

か公の仕事というのは、やはり情報をつかむこ

とができなければ利用できないし、また一定の

ルールで手続をこなしていく力も必要であっ

て、そういうことができない県民、つまり全て

の県民に今回の成長戦略も恩恵が行き渡るよう

に気を配らなければいけないし、知事にはぜひ

その点を踏まえて考えていただきたいんです。

私は、今後、成長戦略としては、民間の企業

や事業所などが自由に効率的に活動できるよう

な環境整備であったり、交通インフラの整備で

あったり、物流ネットワークの強化であった

り、資金調達制度、規制の見直し、そうしたも

のを一つ一つ考えていくことが、新しい成長戦

略の発想だと思いますし、また先週、井上議員

もおっしゃった男女共同参画―女性の労働参

加率を上げて労働力率アップを図るという労働

政策も成長戦略の一つです。そうした新たな発

想を持っていただきたいと思いますし、また県

経済全体が成長したかどうか、我々にも見える

形で、やはり目標というものを持っていただき

たいと考えております。

次の質問に移りたいと思います。都市政策に

ついて伺いたいんですけれども、私は、県が、

地方が持つ成長戦略の一つとして都市政策があ

ると思うんです。私、一回、県がどのようにか

かわっているのかなと調べてみたら、「宮崎県

まちづくり基本方針」というものに遭遇したん

です。議会事務局に、「どこが担当課ですか」

と聞いたら、「都市計画課です」とおっしゃる

ので、電話して聞いてみたら、「いやいや、こ

れは商業支援課が担当ですよ」と商業支援課に

回されて、物産館の上に行って、商業支援課に

行ってみたら、こういうちょっと古っぽい「ま

ちづくり基本方針」の冊子を貸してくれたんで
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すけれども、これはもう在庫がないから後で返

してくださいということなので、返すんです

が、道理で今まで目にしたことがない資料だな

と思いました。また、商業支援課も、何で、こ

れは都市計画課が担当なのになと、ちょっと腑

に落ちない感じでしたけれども。この中身につ

いて、私がいろいろ県に申し上げると、いやい

や、市町村があくまで主役ですからとか、県は

あくまでサポート役ですからと、そういうやり

とりが何度となく交わされるんです。僕は、県

の守備範囲の中でできることがたくさんあるん

じゃないですかということを繰り返し申し上げ

ているんですけれども、やはり県の関心という

のは異常なまでに低かったと思います。一つ、

県がこの中の中心市街地活性化というものを話

し合う場として、中心市街地活性化連絡会議と

いうのが庁内にありますけれども、商工観光労

働部長、これは過去３年間どのように開催され

ているか、教えてください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中心市街

地活性化連絡会議は、市町村に対し、中心市街

地活性化法に基づく基本計画などの策定や、策

定後の円滑な推進について助言や情報の提供を

行うため、庁内関係課で構成し、設置している

ものであります。

お尋ねの過去３年間でございますが、各年度

それぞれ１回、計３回開催しております。平

成22年度は日南市中心市街地活性化基本計画案

について、平成23年度は延岡市のＪＲ延岡駅周

辺整備基本計画案について、平成24年度は認定

後の日南市中心市街地活性化基本計画について

をそれぞれテーマといたしまして、関係市に対

し、助言等を行ったところであります。

○清山知憲議員 過去３年でたった３回、しか

も延岡と日南をちょろっと取り上げただけなん

ですけれども、過去３年の間にも、宮崎市もや

はり大変な状況だったわけで、また都城も大丸

がなくなるということで、中心市街地のほうは

大変深刻な状況だったんです。これは、とても

十分な体制じゃないと思うんですが、この連絡

会議を除いては、県としては、それぞれ各部署

が市町村の相談に応じて一生懸命対応するとい

う話なんです。これ以外にまちづくりについて

話し合う場は県に存在しないんですけれども、

総務部長にお伺いしたいんですが、例えば、宮

崎市中心市街地指定区域内における県有地、県

が持っている土地はどれぐらいあるか、教えて

ください。

○総務部長（四本 孝君） 宮崎市中心市街地

区域内にある県有地の面積でございますが、庁

舎敷や公用車駐車場など、県が業務執行のため

直接使用しております行政財産が16件、約４

万8,000平方メートル、それから職員駐車場や民

間事業者等への貸付地などの普通財産が７件、

約１万7,000平方メートルで、合計23件、約６

万5,000平方メートルとなっております。

○清山知憲議員 この面積、中心市街地エリア

ですね。道路の面積を除いた場合、土地に占め

る割合は5.5％あるんですけれども、実際、宮崎

県庁というのは、ほかの県と比べても割と中心

地に位置していて、ぜいたくに平面駐車場をた

くさん有しております。実際にこの辺を歩いて

みると、たくさん県の駐車場というのに遭遇す

るんですけれども、総務部の中にはこういった

県有財産の活用という担当がございますが、県

有財産の活用について、このまちづくり基本方

針に対応する形でどのように取り組んでおられ

るのか、教えてください。

○総務部長（四本 孝君） 県有財産を所管す

る総務部といたしまして、宮崎県まちづくり基
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本方針の柱の一つであります中心市街地の活性

化に資するために、県有財産の効率的な利活用

の観点から、県有地の貸し付け等を行うなど、

市町村や商店街等の主体的な取り組みを支援す

ることとしております。例えば、宮崎市の中心

市街地につきましては、地元商店街や宮崎市か

らの要望に応じて、買い物客のための駐車場や

駐輪場として県有地の貸し付けを行っておりま

す。また、橘通りで土日・祝祭日にイベントが

開催される場合には、県庁の外来駐車場などの

開放を行っているところであります。

○清山知憲議員 市町村の要望に応じるとか、

県有地の貸し出しという面では、まだまだ取り

組みが不十分だと思うんです。若草通りのすぐ

そばにも県庁北駐車場なんかもありますし、た

くさんそういう土地がありますけれども、いろ

んな活用の仕方があると思うんです。

次に、知事に伺いたいんですけれども、この

まちづくり基本方針の中には、県の取り組むべ

きこと、ヒントがたくさんあると思うんです。

例えば町なか居住の支援、推進であったり、県

の有する公共施設の集約化であったり、観光資

源の適正配置であったり、もしくは交通政策で

あったり、たくさんありますけれども、県も市

町村の支援だけじゃなくて、一人のプレーヤー

として主体的に推進していく必要があるんじゃ

ないか思うんです。そうしたことは、やはり市

町村としてもなかなか言いにくいことがありま

す。県有施設を町なかに、あの辺に置いてくれ

とか、居住政策についてはこういうふうにやっ

てくれとか、なかなか市町村から個別に申し上

げにくいので、ぜひ主体的に推進に取り組んで

いただきたいなと思うんですけれども、いかが

でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今、質問を伺いながら

ずっといろいろ考えておりまして、県としても

いろんなまちづくりにも積極的にかかわるべき

ではないかという御指摘については、しっかり

受けとめておるところでございます。

ただ、その市町村なり中心市街地をどのよう

にしていきたいかというような基本的な絵柄を

描くのは、それぞれの市町村ではないか、それ

に呼応して県も一プレーヤーとして、またそれ

を支援する立場でかかわっていくというのが基

本的な姿なのではないかなというふうに思って

おるところであります。それが消極的ではない

かという御指摘をいただいておるところでござ

います。また、市町村が言いにくいという話が

ありましたが、そこは、県、市のコミュニケー

ションをしっかり図りながら連携していくとい

うのが、まちづくりのあるべき基本的な姿では

ないかなというふうな認識でおります。

○清山知憲議員 大体、担当課のおっしゃるこ

とと一緒なんですけれども、知事、これを読ん

だことがありますか。

○知事（河野俊嗣君） 読みました。

○清山知憲議員 結構、これには思い切ったこ

とが書いてあって、持続可能な都市を目指すた

めに、一つはコンパクトシティー―コンパク

トな都市形成を目指すことと、田園地域との共

存共生を目指す都市づくり、そのためには集約

的な都市をつくっていくんだと書いているんで

す。最初、執行部が用意してきた答弁には、多

様なまちづくり、豊かなまちづくりと書いてい

たんですけれども、割とこれにはしっかり方針

が定められていて、もちろん市町村の仕事を奪

えとか、市町村の領分に入れと言っているわけ

じゃなくて、県の守備範囲としてできることと

いうのがあるんじゃないですかと申し上げてい

るんです。県病院も近くにあるし、また市内に
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駐車場もたくさんあるし、そうしたものをもっ

と主体的にやっていくことが、ひいては県の成

長を引っ張っていく、例えば延岡、宮崎、都城

といった、そうした都市の都市力を高めていく

ことにつながるんじゃないかなと思うんです。

宮崎の場合は、九州最大規模の売り場面積を

誇る―７万7,000平米ですね―イオンモール

の進出によって宮崎のまちの形は大きく変わり

ましたし、日南の油津とか延岡駅前、都城の中

心市街地、どこにおいても同じような都市の課

題、そして住宅団地においては住民の方々の高

齢化に伴って交通弱者がふえていて、そうした

方々をどうしていくかという都市の課題を抱え

ております。宮崎県としては、中山間地の振興

だけじゃなくて、こういう都市の課題に積極的

に、主体的に取り組んでいく必要があると思う

んですけれども、再度、どう思われるか伺いた

いんですが。

○知事（河野俊嗣君） 今、最後に御指摘があ

りました積極的に、主体的に―度合いの問題

かなというふうには思っております。あくま

で、そこの地域の絵柄を描くのはその市町村

で、県がこういうまちづくり基本方針などで定

めておりますのは、県全体を見据えたまちづく

り、都市づくりの基本方針、基本的な方向性で

はないかなというふうに思っております。それ

から、広域調整が必要なところの県としての役

割というものも、広域自治体としてあるわけで

あります。基礎自治体として、市町村がいろい

ろな都市計画、プランを描く、それに対して、

例えば宮崎市であれば、中心市街地ではありま

せんが、青島の開発について市としてはこうい

うふうにしていきたいんだ、県として協力して

ほしいというようなプランをいただいて、それ

に連携をして取り組んでいるというような例も

ございますし、これからもそういう市町村の描

くいろんなデザイン、プランというものに、県

として、受け身ではなしに、もう少し積極的に

かかわっていくべきではないかというふうに御

指摘もいただきましたので、そのような思いで

参画もしてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 結構、積極的な県というのは

ありまして、例えば福島県などは、売り場面

積6,000平米を超えるような大型の商業施設の場

合は許可を求めるような条例を新しく制定しま

したし、2012年も北海道が似たような条例を制

定して、県はしっかり都市形成にもグリップを

効かしていくんだという姿勢を示しておりま

す。また、県というのは、県有施設、例えば県

病院とか県庁そのもの、いろんな駐車場を持っ

ていますけれども、それをどんどん郊外に拡散

させてしまっては、やはりこの基本方針にそぐ

わない都市の政策になってしまうと思うんで

す。その点、やはりもう一度ちょっと考えてい

ただきたいと思いますし、また私もしつこく

言っていきたいと思います。

次に移りますけれども、病院局長にお伺いし

たいんですが、県内の産婦人科の状況というの

は、産婦人科の先生方の高齢化、もしくは分娩

施設のない市町村がたくさんふえてきておりま

す。17市町村あると伺っておりますけれども、

そうした問題を抱えている中で、産婦人科医の

先生方が強く県病院に要望していることの一つ

が、県病院における分娩料の増額であります。

これはどういうことかというと、お産の料金と

いうのは自由診療でございますから、民間の診

療所・病院と県病院を比較したときに、県病院

のお産の料金というのは非常に安いんです。生

活保護を受けている方々の出産扶助費と比較し

ても、出産扶助費よりも安い、そういう意味で



- 168 -

平成25年３月４日(月)

も非常に安い。そして、民間水準よりも安いと

いうことは何が起きるかというと、患者さんが

その安さを求めて、県病院で受診したい、紹介

してくれという方々がいるんです。本当は県病

院というのは、ハイリスク分娩を扱う高度医療

施設として重要なわけで、ある意味、コンビニ

受診に似たようなモラルハザードが起きている

わけなんですけれども、県立病院における分娩

費の適正化に努めていくつもりはありません

か。

○病院局長（渡邊亮一君） お尋ねの分娩料で

ございますが、自由診療であります。したがい

まして、県立病院の分娩料については、県で定

めているところでございまして、国が産科医療

補償制度を創設したことに合わせて、平成21年

１月より上限額を13万円から18万円に引き上げ

を行っておりまして、その料金については、こ

れまで据え置いてきたところでございます。

しかしながら、前回の料金改定から４年が経

過しておりまして、その間、県内の民間病院と

比べまして料金の差が広がっていること、これ

につきましては、先ほど議員からも御指摘があ

りましたように、国が手当てをしております出

産育児一時金が引き上げられたにもかかわら

ず、費用面だけで安価な県立病院を利用する傾

向が見られるところでございます。また、県内

及び他県の国公立病院におきまして、料金改定

の動きが見受けられます。さらには、厳しい産

科医の現状を踏まえまして、医師会から強い要

望を受けております。これについても、先ほど

議員から御指摘がありました。

こうしたことから、県立病院の分娩料につき

ましては、民間病院の実態、あるいは国が定め

る分娩費用の基準を踏まえつつ、本県の周産期

医療体制における県立病院の役割も十分考慮し

ながら、来年度中に料金のあり方について検討

を行ってまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。

続きまして、昨年９月に私は、県立宮崎病院

の救急センターの問題について取り上げたんで

すけれども、それから、また昨年の４月から12

月までの９カ月間、あそこの救命救急センター

が消防隊から救急搬送依頼を受けたときにお断

りした件数は依然として428件と、これはドクタ

ーヘリの運航件数を上回るペースで、いまだに

そういう状況が続いていると。大変大きな問題

がまだ存在していると思います。

また、２点目として、先日、十屋議員からも

御指摘がありましたが、県立宮崎病院は基幹型

の災害拠点病院でございますが、ライフライン

の確保とか災害備蓄の状況とか、全ての面にお

いて問題点が指摘されている状況でございま

す。

そして、３点目として、県立宮崎病院は自治

医科大学卒業の先生たちが最初にトレーニング

を受ける場なんです。これはどういう意味かと

いうと、椎葉や高千穂、西米良といった中山間

地の診療所に将来赴任して地域医療に当たられ

る先生方というのは、一番最初のうちに簡単な

傷の縫合であったり骨折の処置であったり、急

病の患者さんへの対処法であったり、そういう

救急の経験を積んでおくことが非常に大事なん

ですけれども、なかなかそういう経験を積める

ような状況にないというのは、県内の医療提供

体制、特に僻地医療を考えた上でも重要なこと

だと考えております。この救命救急センターは

今後どういった方向で整備を進めていくのか、

お伺いしたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院につきま
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しては、基幹災害拠点病院でございます。特

に、病院内にあります救命救急センターにつき

ましては、救急医療はもとより、大規模災害時

には病院の中心となって機能する大変重要な部

門でございます。

しかしながら、現在のセンターにつきまして

は、近年の医療機器の増加等の中で十分な診療

スペースが確保できない状況にございます。河

川氾濫時の浸水被害なども懸念されるところで

ございまして、このようなことに対応した施設

面での整備充実が課題となっております。さら

に、運営面におきましては、救急専門医の確

保、あるいは看護師等の医療スタッフの充実を

図るとともに、他の第２次、第３次救急を担う

医療機関との一層の連携、役割分担を進めなが

ら、機能の十分な発揮に努める必要があると考

えております。また、初期臨床研修医師等の教

育の場として、先ほど御指摘がありましたよう

に、医療人材の育成にも貢献していく必要があ

ります。現在、宮崎病院全体の整備のあり方に

つきまして検討を行っておりますが、その中

で、救命救急センターにつきましても、ハード

面、ソフト面での整備充実について十分検討し

てまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、力を入れてこの分野に

取り組んでいただきたいと思います。ちなみ

に、知事、ここの救命救急センター、行ってご

らんになられたことはありますか。

○知事（河野俊嗣君） 現場に入ったことはあ

ります。

○清山知憲議員 大学のセンターと比べて、差

が一目瞭然だと思いますが、ぜひ、この施設、

ソフトとハード面での充実に取り組んでいただ

きたいと思います。

また、今、局長の答弁の中で、医療スタッフ

の充実にも取り組むというお話がございました

が、福祉保健部長に伺いたいんですけれども、

自治医科大学卒業の先生方で９年間の義務年限

が明けた先生方も、引き続き県内に残っていた

だく必要があると思うんですが、この面におい

て、県病院、病院局とどのような連携になって

おるのか、お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自治医科大学

卒業の医師でございますけれども、大学卒業

後、おおむね９年間、僻地を初め、地域の最前

線で勤務し、本県の地域医療を熟知しておりま

すので、御指摘のとおり、義務明け後の県内定

着を図りますことは、地域医療体制の充実強化

に極めて重要であると考えております。

このため、義務期間中から、それぞれの医師

に対しまして、個別に県内定着の働きかけ等を

行っているところでございまして、義務明け後

の医師、現在52名中33名が県内で勤務してお

り、来年度も新たに義務明けする２名が、県内

の医療機関に勤務する予定となっております。

県立病院につきましては、本人の希望も踏ま

えながら、その配置について調整を行っている

ところでございまして、現在、宮崎病院に３

名、日南病院に１名、延岡病院に１名の計５名

に勤務していただいております。

今後とも、病院局を初めといたしまして、市

町村、大学等関係機関と十分連携を図りなが

ら、自治医科大学卒業医師の県内定着を推進し

てまいりたいというふうに考えております。

○清山知憲議員 昔の話ですけれども、自治医

大卒業の先生方の希望がなかなかかなわなかっ

た時期もあったやに聞いております。ぜひ、そ

うした先生方の希望を最大限かなえられるよう

に、病院局長のほうにも意識を持っていただく

ようによろしくお願いいたします。
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続いて、国は平成24年度補正予算案を可決し

まして、厚労省の中で500億円の地域医療再生基

金の積み増し分が計上されております。この基

金をとって活用していくための今後のスケジュ

ール、手続について、福祉保健部長、教えてく

ださい。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今回の地域医

療再生基金の積み増し分につきましても、新た

な再生計画を策定する必要がございます。その

スケジュールにつきましては、厚生労働省によ

りますと、まず、近日中に国から計画作成に関

する通知がありまして、その通知に基づき、各

県が５月下旬までに国に地域医療再生計画案を

提出いたしまして、夏ごろに交付額の内示及び

交付決定がなされる予定というふうに伺ってお

ります。

このため、県では、これまでの計画と同様、

この通知を受けました後に、医師会、宮崎大

学、市町村、関係部局等と協議、調整を行いま

して、計画案を作成し、医療審議会での審議を

経まして、国に提出したいというふうに考えて

おります。

○清山知憲議員 この再生基金の事業の目的の

一番最初に、震災に対応する医療施設の整備と

いう言葉もございます。南海トラフ沿いに立地

する我が県として、きちんと交付を受けるよう

に計画を上げていただきたいと思いますし、ま

た、先ほど申し上げた県立宮崎病院は、災害、

救急、さまざまな面で問題を抱えておりますの

で、そうした点も対応できるように、ぜひ、よ

く連携をとっていただきたいと思います。

続いて、部長にお伺いしたいんですけれど

も、我が県の医師不足問題を解決するに当たっ

て、中長期的に大変重要なのが、研修医の確保

でございます。そして、研修医制度における大

変重要な問題の一つに、定数の問題がございま

す。研修医定数というのは、全国で各病院が

持っているもの全て足し合わせると、実際の研

修医の数よりも随分多く設定されております。

実際8,500人に対して１万500人ぐらい、ゆるゆ

るなんですね。これに対して宮崎県としては国

に対しどのような働きかけを行っているのか、

教えてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘がござ

いましたとおり、平成24年度の臨床研修医の

マッチング結果を見てみますと、全国の募集定

員は１万519人に対しまして、研修希望の登録者

は8,471人でありまして、約2,000人の募集定員

が過剰な状況となっております。

このため、都市部に多くの研修医が集まりや

すくなり、都道府県間の偏在が是正できない状

態が続いているというふうに考えております。

県といたしましては、この件に関しまして、国

の医道審議会医師臨床研修部会にも出席した経

緯がございます。その中で、都市部の募集定員

の見直しを求めるなど、国に対しまして要望活

動を続けているところでございます。また、直

近ではことし１月に、私のほうも厚生労働省医

事課の医師臨床研修推進室に出向きまして、研

修医の募集定員と研修希望者数との開きを縮小

するように、知事名の要望書を提出させていた

だいたところでございます。

○清山知憲議員 これはわかりにくいかもしれ

ませんが、どういうことかというと、それだけ

開きがあってゆるゆるだと、結局さまざまな病

院やさまざまな地域に欠員が生じてしまうんで

す。例えば宮崎県の場合、大体84人の定員で、

ことしは30人埋まったとか、その次は60人も埋

まったとか、そうやって一喜一憂しているわけ

なんですけれども、欠員の幅が生まれてしまう
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んです。仮にでも研修医の数と全国の研修医の

受け入れ定数がフィットする、一致するような

ことになると、例えば宮崎県は84人の定数なん

ですが、それが60人に減ってもいいから、毎年

この60人は安定して一定して確保できるといっ

た制度になっていくんです。これは、一度、平

成22年に福祉保健部の次長が厚労省に赴いてヒ

アリングを受けましたので、プレゼンされてお

りますけれども、ほとんどその内容は聞き入れ

られないようなそのときの対応でした。今現

在、厚労省においてワーキンググループで議論

が現在進行形で進んでおりますので、知事にお

かれましては、強くこの一点において認識を

持っていただきたいと思うんですけれども、い

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘ありがとうござ

います。これまでも研修医の確保に向けては、

いろいろな御示唆もいただきながら、レジナビ

フェアへ行くなど、いろんな取り組みをしてま

いりましたが、この定数の問題も、今御指摘あ

りましたように、本県にとりまして非常に重要

な影響を及ぼすものではないかと認識しておる

ところでございます。今後とも、国に対しまし

て、この制度の見直し―今進められている見

直しの動きがあるわけでございますので、強く

働きかけてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 本県の医療提供体制を持続可

能なものにするためには、100億円予算をもらう

よりも、この制度改正が物すごく大事だと私は

思うんです。なので、知事におかれましては

―この間、部長が提出した要望書を拝見しま

したけれども、この点に関しては１行滑り込ま

せているだけなんです。ぜひ、この一点に集中

して、知事みずからも国に対して声を届けてい

ただけるようにお願いしたいと思います。

続きまして、教育委員長にお伺いしたいんで

すけれども、教科書問題でございます。

私は、以前のこの議会において、県内の学校

で取り扱われている歴史教科書の中の記載が歴

史的事実と違うんじゃないかという指摘をさせ

ていただきましたが、そのときは、知事、教育

委員長ともに、これは文科省の検定を通過して

おりますのでという一辺倒でございました。地

方分権の時代に、国の検定を盾にして自分の頭

で考えないというのは、あってはならないと私

は思うんですけれども、何でこういう答弁が可

能なのかなと、よくよく教科書の選び方につい

て県の中で調べてみたんですが、本当にこれは

驚きました。

例えば県立中学校―五ヶ瀬、西高附属、

泉ヶ丘、３つございますけれども、こういった

ところで採択される教科書については、宮崎県

教育委員会が審議をして採択されておりますけ

れども、出版社はたくさんあるわけです。たく

さんといっても幾つか、５～６社とかあるんで

すが、それぞれの教科書のどういったところを

評価するべきか、その評価基準、物差しという

のを─宮崎県の教科用図書選定審議会という

ものが平成23年に示されていて、その物差しの

中の一つには、ちゃんと教科書の中身を評価し

てくださいというのがあります。それはどうい

うことかというと、教育基本法、学校教育法、

学習指導要領に沿っているかどうか、そして、

それぞれの目標を達成しているものかどうか、

各社の教科書を評価してくださいとあるんです

けれども、私、実際に平成23年に採択された教

科書の採択理由を拝見したところ、その３つの

学校いずれも、そして全ての教科の教科書につ

いて、この点においての評価というのは、それ

ら３つの学校教育法、教育基本法、学習指導要
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領に沿って系統的に編集しているの一言で、そ

の一文が全ての教科にわたって全ての学校、コ

ピーアンドペーストのように記載されているだ

けだったんです。これは何か見たことがあるな

と思ったら、知事と教育委員長の答弁だったん

ですけれども、これは中身を評価していないん

じゃないでしょうか、教育委員長。

○教育委員長（近藤好子君） ７つの採択基準

のうち、教育基本法及び学校教育法並びに学習

指導要領に関する採択基準につきましても、他

の採択基準と同様に、全ての教科書を対象とし

て、学校におきましても、県教育委員会におき

ましても、それぞれ慎重に調査研究を行ったと

ころであります。

しかしながら、議員の御指摘のとおり、公表

されている採択結果の表現が３校とも同様のも

のになっていることや、資料には採択された教

科書についてのみが記載されていることなどか

ら、今後は、採択に至るまでの経過がより明確

となるよう、他県の例なども参考にしながら、

改善に努めてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 前向きな御答弁だと思います

が、確認なんですけれども、表現が一律に同じ

ものになったと。では、各出版社の教科書の内

容の評価というものは現実には異なっていたん

ですね。そういう理解でよろしいでしょうか。

○教育委員長（近藤好子君） 学習指導要領に

沿って、例えばこの教科書は表現力の育成を重

視しているとか、この教科書は思考力を向上さ

せるための工夫がすぐれているなどの協議をい

たしました。それぞれの教科書につきまして

も、特徴があるものの、基準を満たしていると

いう結論に至ったため、採択結果の表現を同じ

としたところであります。

○清山知憲議員 重要なポイントだなと思った

のは、基準を満たせば一律の同じ点数になるわ

けじゃないですね。やはり基準を満たした上

で、さらに内容については評価が分かれるはず

であって、例えば東京都教育委員会の公表して

いる資料によると、歴史なんかの分野であれ

ば、育鵬社、自由社、東京書籍、帝国書院、い

ろいろありますけれども、非常に細かい項目に

わたって、あそこは１点だ、ここは４点だと

か、点数が公表されております。そうした各社

の教科書の内容についての評価を今後公表して

はいかがでしょうか。

○教育委員長（近藤好子君） 議員の御指摘の

とおり、県民の皆様は、県立中学校の教科書が

どのように選定されているかということに対し

ては関心を持っていただいていると思います。

ですから、今後は公表する際に、評価ももちろ

んですけれども、評価というよりも、その教科

書の特徴がどこにあるのか、例えば図表が多く

使われている、あるいは資料が多く使われてい

る、こういうものの特徴の表示をしていく、そ

ういうものの公表の仕方などを検討していく必

要はあると考えております。

○清山知憲議員 委員長、それはちょっと違う

と思うんですよ。その特徴、外形的な評価とい

うのは、平成23年に審議会が答申されている中

で別に評価項目があるんです。それとは別に、

学習指導要領に沿っているか、その目的を達成

しているかというのは、外形的な評価とは全く

別物なんですけれども、その点の評価について

も公表したらいかがでしょうか。

○教育委員長（近藤好子君） その点につきま

しても、今後ちゃんと調査研究いたしまして、

よりよい公表になるように検討してまいりたい

と考えております。

○清山知憲議員 教育長にもちょっとお伺いし
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たいんですけれども、平成23年の議事録を拝見

したところ、やはり議論の内容、メーンが、教

科書のサイズが魅力的であるとか、コラムが多

くてわかりやすいとか、そうした何か構成上の

工夫ばかりが議論されているんですけれども、

僕は、そういう見やすいかとかサイズだとかい

うのは、子供たちに選ばせればいいと思うんで

す。それよりも、県教育委員会がどういった内

容の教科書で県の子供たちに学んでいただきた

いかというところに徹底的に時間を割いて審議

して決めていかなければいけないと考えている

んですけれども、教育長の見解をお伺いしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 一番大切なことは、

そこの学校で学ぶ子供たちがどういう実態にあ

るのか、そしてその子供たちがどういう進路を

たどったり、どういう社会人として生きていく

か、そのときにトータルとして、どの教科書を

使ったときに一番効果を上げられるかだと思い

ます。そういうことを真剣に議論してまいりた

いと考えております。

○清山知憲議員 私は、政治がどの教科書がい

いとか教育の中身に介入することは行き過ぎだ

と思うんですけれども、教育制度だったり教科

書選定のあり方について、きちんと責任持って

チェックしていくことは必要だと思っているん

です。なので、今後、県教育委員会として子供

たちに対して恥ずかしくないような教科書の選

び方をしていただきたいと要望しておきます。

最後に、警察本部長にお伺いいたしますけれ

ども、昨年、いわゆる死因究明二法というもの

が制定されまして、新たに、異状死体を発見し

たときにどのように死因究明を進めていくかと

いうものが改めて法制化されました。死因身元

調査法というのは４月１日から施行されますけ

れども、この法施行を受けて実際に死体発見現

場などに検視官が赴くような臨場数の増加だと

か、死因究明のための解剖数というのは今後ど

うなっていくのか、教えてください。

○警察本部長（加藤達也君） 本県におきまし

ては、死因身元調査法成立以前から検視体制の

強化に取り組んできたところでありまして、平

成23年には、刑事部捜査第一課内に検視官室長

以下８名の検視官室を設立し、24時間体制で県

内一円の検視事案に即応する体制を確立いたし

ました。

平成24年中の検視事案認知件数は1,451件で、

その全てに各警察署の刑事課長など捜査員が臨

場し検視を行っており、さらに、そのうちの892

件には検視官も臨場しており、検視官の臨場率

は61.5％となっております。

また、解剖につきましては、犯罪死体やその

疑いのある死体の司法解剖と死因究明のための

行政解剖を合わせて69体、実施しております。

今後の解剖につきましては、具体的検視事案の

状況及び医師の意見等により判断されるもので

ありますので、解剖の見込み数を具体的に申し

上げる状況にはありません。

いずれにいたしましても、警察としまして

は、新法の趣旨、目的を踏まえ、今後とも、犯

罪死を見逃すことのないよう、検視や解剖等に

ついては適切に対処していく所存であります。

○清山知憲議員 この新しい法律の中には、遺

族の同意なしで警察署長の権限で死因究明のた

めの解剖ができるとあります。こういった事例

が発生し得るか、そしてどういった場合か、教

えていただければと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 死因身元調査法

によって、警察署長の権限で遺族の承諾なしの

解剖ができるのは、司法解剖を実施するだけの
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嫌疑がない死体で、その死因が被害の拡大・再

発防止等の措置が必要となるものであるかどう

かを確認する必要がある場合であります。例え

ば、山間部における孤独死で、死因が不明であ

る場合などにおいて、必要があり、かつ遺族等

がおらず、同意がとれないなどの要件に該当す

る場合は、専門医の意見を聞いた上で警察署長

の判断で解剖する場合もあり得ます。

なお、警察としましては、遺族がおられる場

合は、これまで同様、十分な説明を果たし、理

解と同意を得て遺族の心情に配意した解剖の実

施に努めてまいります。

○清山知憲議員 手探り状態だとは思います

が、一方で解剖を行う法医学教室のほうも予算

や人員の面でたくさん課題を抱えていると伺っ

ております。新法のもと、大変かとは思います

が、慎重に関係各者と連携をとってやっていた

だきたいと思います。

もう質問としては終わりましたけれども、最

後に知事に、ちょっと消極的だなと感じたとこ

ろは、まちづくりに対する県の姿勢なんですけ

れども、ちなみに知事の実家は呉市で河野家具

店という非常に大きな家具屋さんを経営されて

おりますが、やはりそういう実家でも都市の課

題とか中心市街地の問題というのは触れられる

機会があるかと思いますが、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 私の実家があります商

店街も、御多分に漏れずシャッター通りと化し

ておりまして、その活性化というものは大変重

要な課題であります。それに対して商店街とし

てどういうことができるか、土曜夜市をやった

りいろんなイベントをやりながら、取り組んで

いるというところであります。

○清山知憲議員 イベントレベルではなくて、

やはりハードや、もっと大きな枠組みで都市政

策というものに県はコミットしていただきたい

と要望いたしまして、私の質問といたします。

ありがとうございました。（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時に再開いたします。

休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時１分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。通告に従

い順次質問させていただきますので、知事を初

め関係部長には明快な答弁をお願い申し上げま

す。

初めに、新エネルギービジョンについてであ

ります。

公明党は、2012年、昨年の11月に衆議院重点

政策（マニフェスト）を発表し、日本経済や国

民生活の再建へ７つの日本再建を提示いたしま

した。その中の「新しいエネルギー社会の創造

へ」においては、原発の新規着工を認めず、原

発の40年運転制限制を厳格に適用し、生活や産

業、立地地域の経済・雇用、技術者の確保に万

全を期しながら、１年でも５年でも10年でも早

く、可能な限り速やかに原発ゼロを目指します

と前提した上で、21世紀は、エネルギー需要の

逼迫、地球温暖化が進行し、世界における省エ

ネ・再エネに対する需要が高まる中、公明党

は、省エネ・再エネを中心に、災害にも強い

「小規模分散型エネルギーシステム」の構築を
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進めながら、エネルギー・環境分野を日本最大

の成長分野に育てあげるとして、そのため

に、2030年までに民間、公共合わせて120兆円規

模の追加投資で150兆円近い省エネメリットを生

み出し、温室効果ガス（ＣＯ２）などを90年比

で25～30％程度削減し、エネルギー自給率を20

％程度に高めていく、このように提起をいたし

ました。

国も地方もエネルギー問題に真正面から向き

合うことを迫られています。制度改革、技術革

新で高度な省エネ・再エネルギー社会をつくり

出すために、本県もこれまで以上に真剣に取り

組み、エネルギーベストミックスへの議論を重

ねていくことが重要だと考えます。そこで、知

事にお伺いいたします。低炭素・循環型社会を

実現するために宮崎県新エネルギービジョンを

策定することとしておりますが、今後、新エネ

ルギービジョンをどのように推進していくのか

御所見をお伺いして、壇上からの質問といたし

ます。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県は、「太陽と緑の国」と言われますよう

に、全国トップクラスの日照環境や豊かな森

林、水資源を有するなど新エネルギーの資源に

恵まれているところであります。このため、今

年度改定予定の新エネルギービジョンにおきま

しては、太陽光やバイオマス、小水力を重点的

に取り組む新エネルギーとして位置づけまし

て、今後５年の間に「みやざき太陽プロジェク

ト」などの４つのプロジェクトを重点的に推進

するなど、県民、事業者、市町村と一体となっ

て新エネルギーの導入促進に取り組んでいくこ

ととしております。

また、今回のビジョンでは、計画の最終年度

であります平成34年度の新エネルギーの導入目

標につきまして、発電は平成22年度実績の約８

倍、熱利用は約２倍となる高い目標を掲げるこ

ととしておりまして、この目標が達成されます

と、本県におけるエネルギー消費量に対する新

エネルギーの自給率は、平成22年度の約４倍

の12.9％になる見込みであります。私としまし

ては、このビジョンに基づきまして新エネルギ

ーの積極的な導入を図り、持続可能な低炭素社

会のモデルとなります宮崎らしい環境・新エネ

ルギー先進地づくりを目指してまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

本県の持つ恵まれたポテンシャルを存分に発揮

して、この実現に向けて、産業、学術、そして

官民、市町村と一体となって取り組んでいただ

きたいと思います。

さて、ではそのビジョンの中で、重点的に４

つの具体的な導入を示しておられます。本県が

有する豊富な資源で、太陽光発電、太陽熱利

用、木質系・畜産系のバイオマス発電や熱利

用、そして小水力発電など、代表質問の中でも

詳しく質問がございました。そのほかにも風

力、地熱利用などもありますが、その中でも今

後、太陽光はもちろんのこと、バイオマスと並

び導入目標に大きな伸びが期待できる風力発電

について、昨年の12月に、九州電力と九電工は

串間市荒崎に大規模な風力発電を設置すると新

聞に発表がありました。その風力発電の概要に

ついて、また今後、風力発電にどのように取り

組んでいくのか、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） 串間市に計画
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されております風力発電所につきましては、設

置主体の串間ウインドヒル株式会社によります

と、設置場所は串間市崎田を中心とした地域

で、風力発電機の設置基数は27基程度、運転開

始は平成31年を予定しております。また、最大

総出力は６万7,500キロワットで、平成24年４月

現在の設置状況で比較しますと、全国では２番

目、九州では最大の規模となります。このよう

な大規模風力発電の設置は、本県における風力

発電の導入促進の弾みになりますので、県とし

ましては、今年度改定予定の新エネルギービ

ジョンに基づきまして、風力発電の適地につい

ての情報提供などに取り組み、風力発電の導入

を促進することとしております。

○重松幸次郎議員 九州で最大、全国で２番目

ということであります。出力は一般家庭の約３

万世帯分に当たるとお聞きしました。地域の産

業・雇用、そして本県の新エネルギービジョン

の推進に大きく貢献されるものと期待するとこ

ろであります。

地域振興への貢献として、１つ目は新エネル

ギー関連産業の育成、２つ目は産学官連携によ

る研究・技術開発への支援、３つ目は企業立

地、４つ目は地場産業との協働が挙げられてお

ります。今、宮崎大学内での太陽熱エネルギー

を利用したビームダウン式太陽集光装置による

水素製造の研究が行われていますが、その進捗

状況について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） ビームダウン

式太陽集光装置ですが、太陽エネルギーを活用

した新エネルギーの拠点づくりを進めますとと

もに、県外企業が持っております集光装置の製

造に関する技術を県内企業に移転することを目

的としております。施設につきましては昨年の

８月に完成しまして、まずは宮崎大学を中心

に、シラスからシリコンの原料となりますシリ

カを取り出すために必要な太陽炉の開発に向け

た研究の一部がスタートしたところでありま

す。また、当初から予定されておりました、新

潟大学が中心となる水素製造の研究につきまし

ては、2015年度に予定されております太陽熱を

活用した水素製造方法の世界標準化に向けて、

フィールド実験を行うための水素発生装置ある

いは光濃縮装置などの開発が鋭意進められてい

るところであります。

○重松幸次郎議員 ぜひとも研究開発から実用

化まで結びつけていただきたいと思います。そ

のほか研究開発としては、これは県の事業では

ありませんが、日向市のリニアモーターカーの

実験施設において、東北大の小濱教授が中心と

なり、太陽の光を一点に集めた集光炉で酸化マ

グネシウムを精錬し、マグネシウム電池に復活

させる実験を、昨年、我が党の国会議員を含む

県内議員有志で見学をさせていただきました。

日本の先端技術として、各大学や研究機関が相

互に意見交換してプロジェクトを仕上げていか

れるよう期待するところであります。

先ほど水素製造について答弁をいただきまし

たが、水素エネルギー社会の到来が近づいてい

ると思います。水素は、燃焼後に二酸化炭素を

排出しないクリーンな点や熱効率のよい点など

から、今現在は天然ガスなどの化石燃料を使っ

て水素を製造しているものの、これからは太陽

光、バイオマス、そして風力などの自然エネル

ギー発電によって水素を製造し、液化水素など

に変えて貯蔵及び消費地まで輸送していくこと

が期待されております。既に、自宅で発電しな

がらお湯もつくる家庭用燃料電池「エネファー

ム」が本格普及の段階に入りつつあり、また水
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素による燃料電池自動車（ＦＣＶ）が2015年に

市販されると発表され、世界的な競争が既に展

開されております。公明党も、来るべきエネル

ギー循環型社会、スマートコミュニティを見据

えて、水素ステーションの開発普及などに投資

を促す方針であります。宮崎県も水素利用を含

めて再生可能エネルギー社会構築への検討に取

り組んでいただきたく、要望しておきます。

続きまして、フードビジネスについてであり

ます。

これまで県民総力で口蹄疫、鳥インフルエン

ザ等からの再生・復興に全力で取り組み、その

一例として、昨年は全国和牛能力共進会での日

本一連覇を達成し、私たち県民に大きな感動と

勇気を与えていただきました。関係する全ての

皆様の御努力に深く敬意を表するものでござい

ます。そして今後は、本県の豊富な農水産資源

をさらに活用し、生産性を高め、総合的な食関

連産業の成長を目指して、総合政策部にフード

ビジネス推進課を新設されるとのことですが、

この振興構想の目的とその推進体制について、

総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 現在策定中の

みやざきフードビジネス振興構想におきまして

は、官民の適切な役割分担と経営資源の結集の

もとに、これまでの産地や食品加工産業等の基

盤づくりや、６次産業化・農商工連携の加速化

に加えまして、飲食業や観光産業等への展開も

図りつつ、産業間の垣根を越えた連携と参入を

促進し、また付加価値の向上等に取り組むこと

によりまして成長産業化を目指すこととしてお

ります。本構想の推進に当たりましては、総合

政策部に設置されるフードビジネス推進課が中

心となりまして、全体の方向性を決定するフー

ドビジネス推進会議、あるいは具体的な課題の

解決を図る実務者レベルのプロジェクト本部、

さらには大学等による人材育成の支援体制を運

営いたしますとともに、県内各地において地域

発のプロジェクトも鋭意展開していくなど、産

学官金によります全県的な推進体制を構築して

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 産学官金という、金融まで

連携し、フードビジネスの総合的な支援体制を

重層的に行うということのようです。企業参入

や他産業との連携強化の加速化を挙げられまし

た。例えば医療・福祉産業とのマッチング推

進、これは私が昨年６月の一般質問で申し上げ

た医商連携に値するものと受け取りました。こ

れらデータベース化をし、また業務用の加工強

化、Ｅコマース（電子商取引）、取引の前に情

報発信の強化など各種プロジェクトを駆使して

いただき、地域間、国際間の競争に打ち勝つ成

長産業の加速化に努めていただきたいと思いま

す。

農水産業について、ちょっと気になることを

幾つか質問させていただきます。初めに、水産

業についてであります。かつて世界最大の漁業

国であった日本の水産業は、年々その漁獲量が

減少し、大変厳しい環境にあると言われており

ます。専門書からのデータによりましても、日

本の漁業・養殖業生産量は、1984年のピーク時

には1,282万トンでありましたが、2009年で

は543万トン、ピーク時の42％まで減少している

状況であります。それに引きかえ世界の生産量

は右肩上がりで、1980年には約6,000万トンで

あったのが、2005年には約１億トンに増加を続

けているようであります。この要因は、世界的

な健康志向で、ＥＵ並びに新興国での魚の消費

量が急激に増加しているからのようでありま

す。高齢化、後継者不足、魚の消費量が減り、
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そして燃油の高騰─代表質問でもございまし

たが、再度、本県の水産資源回復についてどの

ように取り組んでいるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 漁獲量の減少

は漁業経営を悪化させる一因でありますことか

ら、適切な資源管理による水産資源の維持と回

復が重要な課題となっております。このため県

におきましては、科学的に評価した魚種ごとの

資源状況に応じ、禁漁期間の設定や稚魚の放流

などを組み合わせた資源管理を行い、効果の検

証と手法の改善を繰り返すことによって、管理

効果を高める取り組みを進めております。現在

までに主要な15種類の魚種について、このよう

な資源管理を行っているところですが、例えば

資源状況が心配されているイセエビについて

は、資源評価の結果に基づき、漁獲できるエビ

のサイズをより大型のものに限定するなどの措

置が追加されたところでございます。県といた

しましては、今後とも、関係団体とも連携しま

して適切な管理の実践を図り、資源の維持・回

復に積極的に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 水産資源の回復に取り組ん

でいただきたいと思います。チョウザメの養

殖、キャビアの生産がいよいよ本格的に始まろ

うとしている一方で、本県でも大事な水産資源

であるウナギの養殖、養鰻業が極めて深刻な状

況であります。養殖用の稚魚シラスウナギの採

捕量は、全国的にも昨年を大きく下回り、過去

最低に落ち込みました。新聞の記事には、「環

境省はことしの２月１日に、不漁が続く天然の

ニホンウナギを絶滅危惧種に指定した」、今回

はその要因は割愛をいたしますけれども、「水

産庁の呼びかけで、養殖が盛んな鹿児島、宮

崎、愛知、静岡の４県では、産卵のために川か

ら海に出て行く親ウナギの漁を禁止するなどの

規制や検討が昨年から始まっている」とありま

したけれども、本県は昨年12月に、10月から12

月にかけて親ウナギの漁を全面禁止にと発表さ

れました。県としてもできるだけの対策をこれ

からも講じていただきたいと要望いたします。

次に、ミツバチを飼育されている養蜂業者の

安定的経営のための環境整備についてでありま

す。

ミツバチ減少問題については、以前にも複数

の議員が質問をされておりますが、私からは、

本年１月１日から養蜂振興法の改正が行われた

と伺いましたので、それに伴い宮崎県の取り組

みについてお尋ねをいたします。今回の改正

は、蜜源の減少、趣味養蜂家の増加に伴う養蜂

業者とのトラブルの増加など、昨今の養蜂業を

めぐる環境の変化、農産物等の花粉受精（ポリ

ネーション）において養蜂が果たす役割の重要

性、そして増産を図る対象にローヤルゼリー等

のミツバチによる生産物を加えることがうたわ

れておりました。そこで、農政水産部長に３点

お伺いいたします。養蜂振興法改正に伴い本県

の取り組み状況はどうなっているのか、お尋ね

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国におきまし

ては、昨年６月に養蜂振興法を改正し、飼育届

の対象を拡大しますとともに、県の一定の関与

のもとで適正なミツバチの管理や蜂群の配置を

推進していく方針が示されたところでございま

す。県といたしましては、ことし１月からの同

法の施行に向け、市町村や宮崎県養蜂農業協同

組合と連携し、広く改正内容を周知するととも

に、飼育届については、養蜂業者以外の、今回

新たに対象となったミツバチ飼育者に対して提
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出を指導してきたところでございます。この結

果、ことしの飼育届は、昨年に比べ戸数で約30

戸、群数で約1,000群増加し、89戸、4,437群と

なっております。今後は、同法に基づきミツバ

チの管理に関する指針を策定し、適正な蜂群配

置や防疫の迅速かつ的確な実施に取り組んでま

いります。

○重松幸次郎議員 続いて、養蜂農家へ被害を

及ぼす腐蛆病に対して防疫体制はどのように

なっているのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 腐蛆病は、ミ

ツバチの幼虫が細菌感染により死亡する病気

で、伝染性が強く、蜂場内で蔓延すれば大きな

被害を及ぼす家畜伝染病でございます。腐蛆病

が発生した場合には、家畜伝染病予防法に基づ

き、病原体に汚染し、または汚染したおそれの

ある巣箱、蜂蜜、蜜ろう等の物品を焼却処分す

ることとされております。このため県といたし

ましては、腐蛆病の発生を予防するため、家畜

保健衛生所において飼育届のある養蜂業者を対

象に年１回定期検査を実施いたしますととも

に、指定された区域を越えて転飼する場合にも

適宜検査を行ってきたところでございます。今

後は、従来の養蜂業者に加え、今回改正された

養蜂振興法により新たに飼育届を提出した飼育

者についても、定期的な検査と適正な飼養衛生

管理指導等を行うことにより、腐蛆病の蔓延防

止に積極的に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 県職員の方が腐蛆病の検査

に現場を回ると、防護はしていても時にミツバ

チに刺されることがあるとお聞きしました。ど

うか気をつけて頑張っていただきたいなと思い

ます。

さて、安全・安心な国産蜂蜜製品を求める方

がふえている中、蜜源の確保が養蜂業の存在の

ために大きな課題となっています。また、花粉

交配用ミツバチの減少も懸念されております。

安定供給を図るための保護の取り組みにおい

て、蜂群の適正配置に関する取り組みについ

て、再度お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 養蜂業の生産

を左右する蜜源の確保は非常に重要でございま

すが、その面積は年々減少傾向にあり、県内で

はかんきつ類を中心に約1,800ヘクタールとなっ

ております。このように限られた蜜源の有効利

用を図るため、県といたしましては、飼育届や

指定された区域を越えて転飼する場合の許可申

請に記載されます蜂群の配置情報に基づき、支

庁、農林振興局を単位として養蜂業者間の配置

の適正化を指導してまいりました。今回の法改

正により、これまで以上に詳細に蜂群の配置情

報を把握することが可能となりますので、県養

蜂農協とも連携の上で引き続き適正な蜂群の配

置に努め、蜜源の有効活用を図ってまいりま

す。

○重松幸次郎議員 今回、改正養蜂振興法に関

して質問するに当たり、地元宮崎市と都城市の

養蜂家の方にもいろいろとお話を伺ってまいり

ました。ミツバチばかりでなく、その他の昆虫

も少なくなってきたことを大変危惧されており

ました。急減の犯人と断定することはできませ

んが、天敵であるダニの発生や、虫の神経系に

効くネオニコチノイド系の農薬の影響もあるの

ではとの分析もあり、原因特定も急務であると

言われておりました。また、その方から最後

に、アインシュタインが予言したという、ミツ

バチがいなくなると人類は４年しか生きられな

いというお話も伺いましたが、その意味は、植

物全体の受粉の約３分の２をミツバチが担って
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いるとも言われている、仮にミツバチがいなく

なると地球上の植物の半分は種子をつくれなく

なり、食物連鎖の崩壊で食料難が起こるという

ことのようであります。今後とも、養蜂業を守

り支援していく取り組みをよろしくお願いいた

します。

続きまして、コンパクトシティー形成への取

り組みについてであります。午前中にも清山議

員が質問されましたけれども、私も昨年６月質

問させていただきました。再度確認と提案をさ

せていただきたいと思います。

国土交通省は今年度から、公共・商業施設や

住宅を街の中心部に集約するコンパクトシティ

ー形成に取り組む市町村に財政支援を行う方針

を示しています。これは、さきの通常国会で成

立した「都市の低炭素化の促進に関する法

律」、エコまち法に基づく事業に財政や税制面

で新たな支援を講じるものであります。都市機

能を街の中心部やバス、鉄道の主要駅周辺に集

約し、徒歩や公共交通機関で主要施設等を移動

できる環境を整えることにより、二酸化炭素(Ｃ

Ｏ２)削減に加え、上下水道の維持管理といった

行政コストの縮減、中心市街地の活性化などの

効果が期待される重要な政策になります。そこ

で初めに、この「都市の低炭素化の促進に関す

る法律」に関して、その内容はどうなっている

のか。また、県においてはどのようにかかわっ

ていくのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） この法律の目

的は、都市において発生する二酸化炭素の抑制

を図るため、国が策定した基本方針に基づき、

市町が具体的な取り組みを示した低炭素まちづ

くり計画を作成し、都市の低炭素化を促進する

ものであります。計画には、病院・福祉施設、

共同住宅等の一体的な整備による都市機能の集

約化やコミュニティーバスの導入などによる公

共交通機関の利用促進などが位置づけられ、そ

の取り組みに対して、国による財政的な支援制

度等が設けられております。都市の低炭素化は

コンパクトなまちづくりを進める上で重要であ

ると考えておりますので、県といたしまして

は、市町への情報提供や計画作成に当たって助

言を行うなど、支援をしてまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 その中でも集約都市開発事

業は、都市のコアとなる施設の集約開発を一体

的に整備することで、次世代が快適に暮らせる

地域社会づくりが図られると思います。各地市

町村の中心市街地には居住スペースが少なく、

ドーナツ化現象が起こっています。一方で、老

朽化した古い建物や空き家、空き地もふえつつ

あり、防災の観点からも、まずその現象を解消

することから始めなければなりません。交通手

段のない高齢者は買い物弱者、買い物難民とな

り、郊外の生活では日に日に不自由さを感じて

いる現状であります。中心街にこそ医職住近接

型による歩いて暮らせるまちづくりを推進し、

特に高齢者や子育て世代、そして障がいのある

方も住みやすい環境をつくり、にぎわいを取り

戻していくべきだと考えます。

では、どのように具体的にこのコンパクトシ

ティーに変えていくことができるでしょうか。

全国各地のまちづくりに関する先進地事例は幾

つもありますが、その中で、私は先月、岡山市

の各商店街と四国の高松市の高松丸亀町商店街

を視察に行き、お話を伺ってまいりました。そ

の高松市は、人口では宮崎市と同規模でありま

すが、江戸時代より高松城下400年の歴史があ

り、本州と四国を結ぶ港町として栄えてお
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り、25年ほど前までは８つの商店街がアーケー

ドでつながった全国一の商店街でありました。

しかし、1988年に瀬戸大橋が開通をし、さらな

る発展を期待していたものが、裏腹に、大手資

本のショッピングセンターが次々に出店する中

で─県民は大型店の出店に満足をし支持はし

ておりますが─商店街からは顧客が離れ、市

街中心部の地価が下落し、自治体が頼りにする

固定資産税が激減し深刻な財政難に陥った上、

税収は県外に流出してしまいました。結果、商

店街には人が住まず商いが成立しない、偏った

街になってしまったと分析をされております。

そこから同商店街は、「人が住み、人が集うま

ち」を目指して、1990年から再開発事業が始ま

り、2007年に商店街のシンボルとなるクリスタ

ルドームが完成し、イタリア・ミラノ調のお

しゃれな街となり、若いファミリー層でにぎわ

う商店街へと復活、同開発はさまざまな賞を受

けるなど国内外で注目を集めております。実は

今回の視察では、中心商店街の再開発には、や

る気のある人、つまり人材の育成が大事である

ことを再認識したところであります。そこで、

商店街再開発については、行政によるインセン

ティブが重要と考えますが、商工観光労働部長

に所見を求めたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 議員の御

質問にありました丸亀町商店街は、地権者の土

地を集約し再開発を成功させた全国有数の商店

街でありますが、その先進的な取り組みを参考

にするため、県の担当課におきましても、県内

商店街関係者の方々とともに視察を行ったとこ

ろであります。その報告によりますと、まちな

か人口の増加を目的とした高齢者向けマンショ

ンや診療所の整備のほか、消費者ニーズを第一

に考えたテナントの選定など、今後の参考とな

るさまざまな取り組みがあったと聞いておりま

す。また、視察参加者からは、このような取り

組みを進める上で、地域住民をまとめ、それら

の計画を立案し、推進するリーダーが特に重要

であるということを伺ったところでございま

す。県としましては、まちなか商業再生支援事

業におきまして、まちづくり計画の作成や実戦

を支援するとともに、意欲的な商店街にアドバ

イザーを派遣して、まちづくりを担うリーダー

の育成を図っているところでございますので、

今後とも先進事例等を参考にしつつ、国や関係

市町村と連携を図りながら、地域の主体的な取

り組みが一層進むよう支援を行ってまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 丸亀町の再開発は、Ａから

Ｇまでの７街区にそれぞれ機能を持たせ、飲食

・ライフスタイルの提案、また医療福祉施設・

保育園など面として補完しながら現在も進めら

れております。これからの市街地再開発は、地

域住民、新しい居住者、地方公共団体の３者協

力で行わなければなりません。定期借地権とあ

わせて、権利変換の仕組みで土地の高度利用を

進めていくことが重要であると。市街地の再開

発に取り組んでいくことだと思っております。

そこで、まちなか居住の促進のため、民間も含

め公的賃貸住宅を中心街に誘導できないか、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） まちなか居住

の促進につきましては重要な課題と認識してお

り、県の住生活基本計画におきまして「中心市

街地の活性化に資する住宅整備の促進」を基本

的な施策の一つとして位置づけているところで

あります。このためこれまで、高齢者、障がい

者、子育て世帯等向けの民間賃貸住宅の整備に

対し、サービスつき高齢者向け住宅の登録や地
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域優良賃貸住宅として補助するなど、まちなか

居住を支援してきたところであります。県とい

たしましては今後とも、官民で構成する宮崎県

住生活協議会や地域のまちづくり協議会等を通

じてまちなか居住に資する事業等の周知に努

め、公的賃貸住宅のまちなかへの誘導を図って

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ぜひとも、コンパクトシ

ティー形成に向けた先導的な取り組みを通じ

て、低炭素のまちづくりが早急に実現し、市街

地への再開発が誘発されることを期待いたして

おります。

続きまして、骨髄ドナーの継続的確保につい

てであります。

白血病や再生不良性貧血など血液難病に苦し

む患者さんは年々増加傾向にあり、その有効な

治療法の一つが造血幹細胞移植です。この造血

幹細胞移植という治療法は、他の治療と異な

り、患者と医療のほかに提供者（ドナー）とい

う篤志家の存在が不可欠な治療です。つまり、

骨髄や臍帯血などを提供してくださるドナーが

いて初めて成立いたします。さきの国会におい

て、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の

推進に関する法律」が成立いたしましたが、こ

の法律により、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、

臍帯血移植の３種類の移植手術のうち、患者が

最適な治療法を選択できる実施体制が整備され

ることになりました。ちなみに、昨年10月末現

在のドナー登録者数は全国で42万1,875人、移植

数は１万4,843例だったそうです。

ところで、骨髄移植に関して49.5％という数

字がございます。これは、せっかく骨髄バンク

に登録され、移植を希望する患者とのＨＬＡ型

が適合しても、初期の段階でドナー側の事情で

コーディネートが終了してしまう割合を示す数

字であります。実に半数近くに上ります。で

は、その理由は何でしょうか。最も多いのは

「健康上の理由」で、ドナー自身が何らかの疾

患で治療を受けているためであります。やむを

得ないと思いますが、次に多いのが「都合がつ

かず」であります。仕事が休めない、育児や介

護等の家庭の事情があって時間があけられない

といった、「提供するための時間を確保できな

い」が原因であります。そのほかは「連絡がと

れない」や「その他の理由」となっております

が、せっかく提供の意思が強くても、会社の理

解や社会的認知度がまだ不足しているため、

「４～５日の休みをとることはなかなかできな

い」という声が多いようであります。造血幹細

胞を推進していくためには、何よりも国民の理

解が必要であります。造血幹細胞移植推進法

第10条では、国とともに地方公共団体も理解を

深めるための必要な施策を講ずるものとなって

おり、登録者を提供に結びつける環境整備が必

要と考えますが、県としてはどのように取り組

んでおられるのか、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） 県におきまし

ては、骨髄移植の機会をふやしますために、保

健所における登録窓口の開設や休日登録会の実

施、さらには、10月の骨髄移植推進月間に合わ

せたドナー登録の呼びかけなどを行いながら、

登録者をふやすことに取り組んでいるところで

ございます。しかしながら、議員御指摘のとお

り、職場や家庭の都合がつかないなどの理由に

よりまして、登録から実際の移植に結びつきま

すのはドナー候補者の６割程度と言われており

ます。登録者を提供へ結びつける環境整備は全

国的な課題でありますので、官公庁や大企業等

で導入されております特別休暇制度の普及拡大
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や休業補償制度の整備について、私どもといた

しましても今後、国のほうへ働きかけてまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 答弁にもありましたが、骨

髄バンクではドナー休暇制度の導入を推進し、

全国144法人で同制度が導入されているようであ

ります。また、新潟県加茂市では、入通院１日

当たり２万円という内容のドナー助成制度が全

国初として昨年スタートいたしました。現在、

全国５つの市でおおむね同じ内容で導入をされ

ておりますが、宮崎県内ではまだございません

ので、宮崎県内でも各市町村でドナー助成制度

が導入されることを期待しております。

さて、もう一つの治療法である臍帯血移植の

推進ですが、公明党は、臍帯血移植がまだ余り

知られていなかった1997年８月、公的臍帯血バ

ンク設立と臍帯血移植への保険適用を求める200

万人超の署名を集め、98年４月に臍帯血移植へ

の保険適用、99年８月には臍帯血バンク設立を

実現させることができました。臍帯血移植に

よって、昨年国内で1,000人以上の白血病患者の

方の命が救われています。その臍帯血バンクが

また一気に注目を集めました。それは、皆様御

存じのとおり、昨年のノーベル医学・生理学賞

が、ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）を世界で

初めて開発した京都大学の山中伸弥教授に贈ら

れましたが、山中教授は、あらかじめ他人の細

胞からｉＰＳ細胞をつくっておく再生医療用の

ｉＰＳ細胞ストックという計画を進めていま

す。患者本人の細胞からつくろうとすると高額

な費用と半年近い時間がかかるからでありま

す。そこで、自伝著書の最後のほうに書かれて

ありましたが、その再生医療用のｉＰＳ細胞の

ソース（原材料）として一番いいのは、ＨＬＡ

型が既に調べられている臍帯血であると語られ

ており―これは移植しても拒絶反応が出にく

いためということです―臍帯血バンクとの連

携を模索されています。先ほどの造血幹細胞移

植推進法により臍帯血の研究目的での利用と提

供が可能となりました。実際に実現するまでに

はまだまだ課題があるようですが、夢の医療へ

国家を挙げて取り組んでいただきたいと思いま

す。そこで、県内では臍帯血を受け付ける医療

機関がなく、九州では福岡県だけに集中してい

るようでありますけれども、臍帯血バンクにつ

いて本県でも取り組めないか、福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 出産時に採取

され凍結保存されました臍帯血は、骨髄移植の

ような提供者の負担もなく、移植までの期間が

短縮されますので、白血病などの重い血液の病

気で症状が切迫した患者さんにとりましては、

造血幹細胞移植の有効な選択肢となっておりま

す。このようなことから、臍帯血の保存、供給

等を行います臍帯血バンクの充実は大変重要で

あると認識しておりますが、臍帯血の保存など

には高い安全性が求められますことから、臍帯

血バンクは、九州管内では日本赤十字社九州ブ

ロック血液センター１カ所となっているところ

でございます。臍帯血バンクにつきましても、

議員御指摘のありました法律に基づきまして、

国において必要な施策を講ずることとされてお

りますので、県といたしましてはその動向を注

視してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 将来的には全国各地で臍帯

血の採取と移植が行えることを期待します。

実は、２月議会が始まる少し前に、私にも、

ドナー登録後約７年目にして適合通知が届きま

した。そして開会日の22日の午後に確認検査と

採血を済ませたところであります。移植を希望
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されながらも、移植までたどり着けず命を落と

される方も数多くおられます。１人でも多くの

人の命を救うために、県民の理解を深める取り

組みを行っていただきたいと、強く要望いたし

ます。

最後の項目になりますが、観光振興につなが

る公共交通についてお尋ねいたします。

新規事業「長距離フェリー航路活性化支援事

業」、つまり宮崎カーフェリーについてであり

ますが、宮日新聞に「狙えシニアマーケット」

と題して記事がありました。後日、カーフェリ

ーの担当部長にお話を伺いました。2010年に乗

客数は約18万人で、ほぼ半数が55歳以上であ

り、船旅を楽しむシニア層をターゲットに企画

をふやしているとのことでした。そこで、長距

離フェリー航路の利用促進について、高齢者を

対象としたものも含めてどのように取り組んで

いくのか、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県唯一の長

距離フェリー航路であります宮崎―大阪航路

は、観光を初め本県産業の振興を図る上で大変

重要な航路でありまして、当航路の安定的な運

航につなげるために、今議会に長距離フェリー

航路活性化支援事業をお願いしているところで

あります。この事業では、旅客増加のための取

り組みとしまして、本県着の10名以上の団体客

の利用や修学旅行等の利用への補助、そして記

紀編さん1300年クルーズにおきまして、本県の

魅力をアピールする事業に支援を行うこととし

ております。御質問にありました、高齢者を中

心としたシニア層、団体客の利用促進としまし

ては、今後利用増が見込まれますので、それら

をターゲットとした旅行商品、例えばトレッキ

ングツアーであるとか神話巡りツアーなどの商

品開発に補助することとしております。県とい

たしましては、これらの事業等を通じまして長

距離フェリーの利用促進を図り、ひいては運航

の安定化につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 あわせてカーフェリーの担

当部長は、「県内各地の観光地を長い目で点検

し、シニア層の皆さんが快適に過ごしていただ

くように、施設内はバリアフリーになっている

のか、食事は満足されているか、農作物や園芸

に関するワンポイント学習などプログラムはで

きないかなど、互いに関係機関と連携し充実し

ていきたい」と語っておられました。また、私

も同じ思いなんですが、フェリーに、乗りおり

するときにスロープで上下船ができるボーディ

ングブリッジを設置していただきたいと思いま

す。今はタラップで乗りおりしているようであ

ります。これはぜひ検討していただきたいと要

望しておきます。

最後の質問になりますけれども、東アジア新

規航空路線誘致促進支援事業に関し、その目的

と事業の効果についてどのように考えているの

か、総合政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の国際

化、また地域経済の活性化等を今後さらに進め

ていくためには、経済成長著しい中国など東ア

ジア地域との交流の拡大を図り、その活力を取

り込んでいくことが必要であります。このため

には、新たな国際航空路線の開設に取り組むこ

とが重要となってまいります。本事業では、中

国や香港との間の国際チャーター便に対しまし

て支援を行うとともに、関西空港などとの間に

新規路線を開設します格安航空会社（ＬＣＣ）

に対して支援を行うことによりまして、東アジ

ア地域における本県の知名度を高めつつ、航空

会社との信頼関係の蓄積など実績を積み重ねて
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いくこととしております。本事業の実施により

まして、最終的には新たな国際定期路線の開設

につなげていきたいと考えておりまして、観光

を初めとする地域経済の活性化や県民の利便性

向上、さらには本県の国際化の推進等に寄与す

るものと考えております。

○重松幸次郎議員 先日、観光推進課の方か

ら、九州アジア観光アイランド総合特区指定を

受けて、観光通訳ガイド不足を解消するため

に、通訳案内士ではなくても、研修を受けて観

光ガイドができる特区ガイド養成支援事業や、

消費税手続の簡素化などの特区指定を受けた旨

のうれしい報告がありました。国際チャーター

便と新規路線をＬＣＣ（格安航空会社）を活用

し、またシニア層の重視も念頭に入れて、観光

客誘致のための準備を着々と進めていただきた

いと要望をいたします。

少し早いですけれども、以上で私の一般質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○中野一則副議長 次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 日向市選出

の西村でございます。きょうも一般質問頑張っ

てまいりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

先月、佐賀県にあります武雄市を訪問いたし

ました。ここは有名な樋渡市長という方が市政

改革を非常に進めておりまして、全国各地の行

政が視察に訪れておりました。フェイスブック

でありますとかツイッターを使ったいろんなＰ

Ｒ、もしくはそれの活用が非常にうまくいって

いる市でもあります。またそれ以外に、自治体

病院を民間に移譲したり、図書館をＴＳＵＴＡ

ＹＡを運営するＣＣＣ社に任せるといった民間

力を使った事業を非常に取り入れているところ

でありました。市長のそのような先駆的な動き

もありまして、先ほど申し上げたとおり視察が

相次いでおるわけなんですが、私も視察に訪れ

た際、３時間もの間ずっと市長に、その施策に

ついて、つきっきりで説明をしていただきまし

た。首長の力でここまで自治体は変わるのか、

ここまでできるのかと非常に思い知らされた次

第でありました。樋渡市長は、河野知事と同じ

く、東大、総務省の出身でありました。知事の

カラー、もちろん個性というものがあります

が、知事の思いというものをどれだけ具体化し

ていくかということは、私は重要であると思い

ます。本日は、知事の思いを存分に聞きたいと

思いまして、各部長への答弁は通告いたしてお

りません。

まず、副知事人事についてお伺いをしたいと

思います。提案理由説明や、代表質問等で何度

も質問がありました。もう知事の頭の中には意

中の方がいらっしゃるかもしれません。あえて

質問いたしますが、知事もしくは副知事が県外

出身であろうが県内出身者であろうが、どちら

でも構わないと私は思っております。ただ、知

事も、そして副知事も全員が官僚出身といいま

すか行政出身者ばかりになった場合、民意との

ずれが生じないのか、そちらのほうに危惧をい

たしております。２人制にして、知事がどのよ

うな業務を副知事に補っていただくのか、また

どのような人材を充てるのか、知事の副知事人

選に当たっての考え方を伺いたいと思います。

また、知事の思いを県政により反映させるた

めに、業務をより高度に進めていくには専門分

野に明るい方々を側近に登用したほうがいいよ

うな気がします。県政の重要政策を推進する上

で、県職員では対応が難しい専門分野、例えば

ＩＴ分野でありますとか医療分野、このような
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分野に対して民間の有識者を知事のアドバイザ

ーとして登用する考えはないのかをお伺いいた

します。

以下、質問者席で質問を続けます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、副知事２人制についてであります。副

知事は、知事の補佐や職員の指導のほか、重要

なプロジェクトなどの総括など大変重要な役割

を担っておりまして、県内外におけるさまざま

な案件にこれまで以上に迅速かつ的確に対応す

る体制の強化を図るために、副知事２人制にす

ることとしたものであります。この副知事２人

制につきましては、国とのパイプをさらに太く

強いものとし、また、県議会を初め市町村、関

係団体とよりきめ細かな連携を図りながら、本

県の将来の成長に向けた県政運営を行うため

に、地元出身者を含めた体制にしたいと考えて

おります。また、重要プロジェクトの総括など

につきましても、２人の副知事で分担したいと

考えております。大まかに申し上げますと、国

との関連が強い公共事業部門などは国出身の副

知事に、地元との調整が求められる、例えば内

部管理部門、福祉といった分野は地元出身の副

知事に担っていただく予定としておるところで

ございます。具体的な人選につきましては、こ

のような考え方のもと、現在幅広く候補者の検

討を行っているところであります。

次に、民間有識者の県政への活用についてで

あります。県政の課題も多様化・複雑化が進ん

でいくわけでありまして、御指摘のように高い

専門性を有する外部の人材を有効活用すること

も大変重要な課題であろうと考えております。

そのときにポイントは２点ほどあるかと思いま

すが、どういう分野の外部人材を期待するかと

いうことと、その人材にどういう形で県政にか

かわってもらうか、その立場なり位置づけとい

うことでございます。今、議員から、アドバイ

ザー、側近としてというふうな御指摘もあった

わけでございますが、これまで県におきまして

は、例としても挙げられましたＩＴとか工業デ

ザインなどで、任期つき採用ということでの人

材活用にも努めておるところでございます。ま

た、各種計画などの策定に当たりましては、審

議会や研究会を設置し、そこに民間の学識経験

者や関係団体の方にメンバーで入っていただく

というような形での県政への参画なりアドバイ

スをいただいておるところでございます。今

後、フードビジネスなどを初めとする重要プロ

ジェクトを着実に進めていくに当たりまして

は、民間の経験豊かな有識者の、より専門的

で、県庁にはない新たな視点からのアドバイス

は大変重要かつ有効であると考えております。

昨日も、山形出身の奥田シェフに宮崎県産材を

使ったいろんな料理の提案もいただいたところ

でございますが、新たな視点、また新たな提案

もいただき、大変参考になったところでござい

ます。御指摘の内容を踏まえ、外部人材の有す

るノウハウの有効活用、どのような分野で、ど

のような位置づけで活躍していただくかという

ことを今後ともしっかり検討して、その有効活

用に努めてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 知事の今の答弁を聞きます

と、民間力の活用というものは非常に重要であ

ると理解をいたしました。当然、行政職の皆さ

ん方は日々、もしかしたらやりたくない仕事

も、しっかりとミスなくこなさなければならな

いという非常に大きなプレッシャーを持ちなが
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ら業務に当たっていただいておると思います

が、民間ならではの発想もしくは、先ほども質

問で出ましたけれども、民間が抱えている問題

を県庁の方が理解できないかもしれない、そう

いうことに対しては、ぜひ知事のお耳に直接か

み砕いて入れていただくというようなことも必

要だと思いましたので、申し上げさせていただ

きました。今後とも、さらなる民間力の活用を

お願いしたいと思います。

それでは、次の質問に移ります。まず、脱原

発、新エネルギーに対して伺うんですが、既に

脱原発に関しましては、今回、代表質問等で知

事の思いというものは伺っております。私も１

月に福島のほうに日帰りで行ってきたんです

が、ほかの被災地と違いまして、特殊な、復興

ができない状況があります。それが、震災から

ずっと期間がたちますと、私たちも大分忘れて

いるものがあるのではないかと改めて感じた次

第でした。私たちがこれをしっかりと忘れない

ように、ずっと東北の方の支援を続けていかな

ければならないと思っております。

そこで、被災者、宮崎県に来られている避難

者の支援についてお伺いをしたいんですが、先

日、東日本大震災以降、宮崎に避難してこられ

た方の中で、お母さん方が自主的に交流の場と

してつくったネットワーク「うみがめのたま

ご」代表の古田さんそのほかの方々とお話をさ

せていただきました。宮崎県内でも福島などか

らの避難者が、わかっているだけでも200世帯ほ

ど、その数は今なお増加傾向にあるとのことで

した。また、そのほとんどが自主的な避難であ

りまして、公的支援を受けられないということ

もあり、その実態を自治体も把握できない状況

にあります。長期にわたる避難生活のために、

精神的にも大きなストレスを抱えている方もい

らっしゃいますし、さまざまな問題が深刻化し

てきているという話を伺いました。これは、県

が把握している避難者の数字よりも、もっと

もっと多い方々がいらっしゃると思いますが、

このネットワークのように、自主的に避難をし

て、交流会を続けていって避難者が孤立しない

ように努めていただいている、本当にありがた

い行動を起こしていただいている団体だと思い

ます。

その中で、昨年６月に、「子ども・被災者生

活支援法」が国会におきまして全会一致で、議

員立法により成立をいたしました。この基本理

念には、被災者が支援対象地域の居住地にとど

まる場合、もしくはほかの地域への移住及び帰

還したい場合、いずれを選択した場合も適切に

支援をし、生活の再建、また差別が生じないよ

うにするような配慮、健康不安対策や健康確保

に必要な支援をそれぞれ受けるということが盛

り込まれております。しかし、この法律に基づ

く基本方針や具体的施策はいまだ定められてお

らず、具体的にはどのような政策、施策が盛り

込まれるか、今、政府の裁量に委ねられている

ところであります。当然一刻も早い政府の対応

が求められますが、この支援法が実際に動き出

すまでにはまだまだ時間がかかります。宮崎県

の場合、避難者の方々に対しての支援はどう

なっているのか。また、知事の思いをお聞かせ

ください。

○知事（河野俊嗣君） 東日本大震災の発生か

ら２年を迎えようとしているわけでありまし

て、犠牲となられた方々に深く哀悼の意を表す

る次第であります。

現在でも多くの方々が避難生活を―今、議

員からも御指摘がありましたが、本県も登録を

している方、把握をしているだけでも200数十名
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の方、もっともっとそれより多くの方が避難生

活を続けておられるわけであります。私もそう

いう方々と意見交換をしたこともありますし、

今年度、若山牧水賞の受賞者がまさにその避難

をしてこられた方、大口玲子さんが受賞された

というのは、その状況を一つあらわしているも

のではないかなというふうに思っておりまし

て、大震災からの復興がより円滑に進むよう、

今後とも、被災地や被災者に対しまして息の長

い支援を続けていきたいと考えておるところで

ございます。

支援法の動きにつきましては、今後とも、県

としても情報収集しながら対応を図ってまいり

たいと考えておりますが、それ以前にも、本県

へ避難されている方々に対しましては、例えば

県営住宅への無償の受け入れでありますとか、

中山間地域における就労機会の提供、県立学校

等におきます入学試験手数料の免除などの取り

組みを行っているところでございます。また、

被災県からのお知らせや、県内の団体が実施し

ます避難者向けのイベントなどの情報を直接届

けることによりまして、本拠地とのつながりを

持ちながら、本県での生活が少しでも温かいも

のとなるよう、さまざまな努力をしておるとこ

ろでございます。これからも、市町村や多くの

県民の皆様と連携を図りながら、被災された方

を温かく受け入れ、復興に対する力になるよう

努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 この東日本大震災の被害者の

支援というものは、国を挙げてやっていかなけ

ればならない問題だと思います。先ほど、知事

の宮崎県の支援というものを聞かせていただき

ましたけれども、ぜひ宮崎県ならではの支援を

もっと拡大していただきたいと思いますし、ま

だ何も登録をされていなくて一切情報が行って

いない方も多数いらっしゃると思います。ぜひ

県のほうからも呼びかけていただきたいと思っ

ております。

今、福島県の未曽有の放射能汚染を受けまし

て、原子力のエネルギーがリスクを伴うという

ことを国民は大きく知ったと思います。このリ

スクとともに、我々は今後、原子力エネルギー

とつき合っていかなければならないわけです

が、脱原発に向けて、先ほど答弁がありました

とおり、新エネルギーに対しまして本県は大き

なポテンシャルを持っております。先ほども質

問がありましたので、重複する部分は質問いた

しませんが、再生エネルギーの発電能力をこれ

からの10年間で８倍の83万4,000キロワットと、

先ほど答弁がありました。この高い目標を、知

事が県民、民間企業、市町村などと連携して、

宮崎県の再生エネルギーの活用・拡大を図って

いかなければならないわけですが、公共施設、

宮崎県の県有施設の屋根貸しと言われるような

もの、もしくはそのような有効活用はどのよう

になっているのかをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回改定を行います新

エネルギービジョンの中では、みやざき太陽プ

ロジェクトを戦略プロジェクトの一つとして位

置づけておりまして、太陽光発電の公共施設な

どへの導入としまして、庁舎や学校の屋根、遊

休地等への導入を促進することとしておりま

す。これまでの県有施設などにおきます太陽光

発電の設置状況でありますが、平成22年度末現

在は、総合農業試験場で434キロワット、企業局

の一ツ瀬川県民ゴルフ場等で120キロワットなど

合計13カ所、724キロワットとなっているところ

であります。県有施設等への太陽光発電の導入

につきましては、今後、新エネルギービジョン

に基づきまして、県有財産の有効活用を図る観
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点から、民間事業者への公共施設等の貸し付け

も含めて、積極的に検討を行ってまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 経済産業省は2006年に新国家

エネルギー戦略を発表し、新エネルギーを初め

とした次世代のエネルギーについて、実際に国

民が見て触れる機会をふやすことを通じて、地

球環境と調和した将来のエネルギーについて国

民の理解を図るため、太陽光等の次世代エネル

ギーの設備や体験施設等を整備した次世代エネ

ルギーパークを推進しております。これは、市

民、県民に行政が、新エネルギーとはこういう

ものだ、生活に密着できるんだよというものを

示しやすい、体験できる公園などを造成してい

るわけですが、もう既に宮崎県以外の九州・沖

縄全県では整備をされております。なぜ宮崎県

には設置をされていないのか。今後、次世代エ

ネルギーパークへの登録に取り組む考えはない

のかをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 次世代エネルギーパー

クは、自治体が企業などと連携しまして、エネ

ルギーに関する新たな取り組みを見学、体験で

きる施設整備を行うということで、残念ながら

本県ではそういう登録がこれまでされていな

かったわけであります。県としては、実質的に

同様の狙いを持った新エネルギーの普及啓発に

積極的に取り組むこととしておりまして、具体

的には、県立図書館に設置しております環境情

報センターを中心とした体験型普及啓発や、次

世代を担う子供たちに対する、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などを実施してまいりた

いと考えておるところでございます。この次世

代エネルギーパークとしての認定に向けた取り

組み、おくれておったところでございますが、

他県の状況について十分、情報収集・調査をし

まして、全国的なＰＲが実施されるなどメリッ

トもありますことから、今後、その認定に向け

た取り組みを検討してまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 昨年ですが、会派のほうで北

海道の円山動物園というところに……。動物園

の中にエネルギーパークがありまして、動物園

の動物がいるところは私たちは見学できなかっ

たんですけれども、エネルギーパークの裏側

の、木材ペレットなんかを使って南のほうの動

物を寒くないように暖める施設でありますとか

ボイラー設備を見ました。市民の方が訪問しや

すい場所にあるということは非常に有効だなと

思いまして、環境をよくすることで野生動物と

一緒になって地球を守っていこうというコンセ

プトが非常に明快でありましたので、ぜひこれ

も参考にしていただければと思います。

次に、観光対策についてお伺いをいたしま

す。

先日、長崎県で観光名所となっている軍艦島

を訪問いたしました。知事は行かれたことはあ

りますか―ないですか。４年間で30万人もの

観光客が既に来ているとのことで、アーティス

トのＰＶに使われたり、世界遺産の暫定リスト

に登録されたりしたこともあるかもしれません

が、廃墟が一転、観光名所になりました。実

際、そこは船で行かないと見られないんです

が、船で行くのに１人4,300円かかりました。単

純に、これは30万人来たらすごいことだなと、

非常に経済効果も高いなと思いまして。その後

に県の方とも意見交換を行ったんですけれど

も、局長も非常に喜んでおりました。長崎県の

ように、県に存在する資源を生かして、そこを

新名所にしていくということも大事であります
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し、また、一過性とはいえ、大きなイベントで

がっと集客することも観光には大事なことと思

います。これからの宮崎県の新しい観光という

ものにどのように取り組んでいくのかを、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

軍艦島というのも、持てる資源をいかに有効に

活用するのか、そういう発想の中で一定の大き

な成果が上げられたものだと受けとめておると

ころでございます。本県には、これまでも語ら

れてまいりました、自然、歴史、食も含めてい

ろんな魅力があるわけでありまして、それをい

かに磨き上げて、また我々としてもその価値を

十分認識した上で発信をしていくか、またさま

ざまな観光メニューとして提供していくか、そ

こが重要であろうかと考えております。記紀編

さん1300年記念事業に取り組む中で、そういう

歴史的な文化資源をもっともっと磨いていこう

という取り組み、さらにフードビジネスなどを

展開することにより食の魅力を高めていく、ま

さに宮崎に足を運んでもらう大きな力になると

思っておりますし、この２月のキャンプシーズ

ンのスポーツランドというのは一つの大きな成

功事例でありまして、これをさらに発展してい

くというのも重要な視点であろうかと考えてお

ります。

また、先日策定しました記紀編さん1300年記

念事業の基本構想におきましては、本県の神楽

群につきまして世界無形文化遺産への登録を目

指した取り組み、さらには西都原古墳群の世界

文化遺産を視野に入れた取り組み、これは従来

からある資源、宝というものをもっともっと磨

き、発信力のあるものにしていこうというもの

でございまして、いろんな知恵を出して工夫を

していく、そして午前中もいろんな議論がござ

いましたが、100万泊県民運動なり、みんなが中

山間地を盛り上げていく中で、宮崎の再発見、

ディスカバー宮崎を行っていく、それが観光の

魅力につながっていく、そのような取り組みを

もっともっと盛り上げてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 さまざまな観光テーマがある

と思います。先ほどお話いただいたとおり、非

常に多様性がある宮崎県内のいろんな観光資源

であるんですが、全てが結局的を絞れずに、な

かなか集客に結びついていないという部分もあ

ります。一つ一つは非常に大事だと思うんです

が、「波旅」でありますとか「ゆっ旅」であり

ますとか、今回も県のほうから提案されており

ます。「波旅」を見ると、今回もたしか340万円

ぐらい予算がついていたと思いますが、少しず

つたくさんにつけるのではなくて、核になるも

のにどんとつけていくとか、まず１つ集客して

おいて、そこからほかの観光資源にたどり着い

ていただくような仕組みも必要ではないかなと

思っております。「波旅」では、これまで私も

サーフィン大会の誘致なんかどうかという話を

しました。これは当然相手があることですか

ら、なかなか難しいかもしれませんが、宮崎県

という自然の環境を生かしたものを最大限利用

していただきたいと思っております。

次に、私は長崎県に世界遺産候補があんなに

たくさんあるとは思いませんで、いろいろな観

光資源があり驚いたところでありますが、長崎

県の封筒の裏に「おもてなし活動６か条」とい

うものがありまして、これは非常にいい取り組

みだなと思いましたので、御紹介をさせていた

だきます。「おもてなし活動６か条」とありま

して、１番に「心をこめて「お・も・て・な・

し」」とあります。「長崎県を訪れる方々に、
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「また長崎県へ行きたい」と思っていただける

よう、温かい「おもてなしの心」でお迎えしま

しょう」。おもてなしの「お」です。「大きな

声で明るく挨拶 「明るく挨拶」し、外国人の

観光客には、できるだけ外国語で挨拶をしま

しょう」。おもてなしの「も」です。「もっと

きれいに！美化運動 積極的に清掃活動などに

参加し、観光地として「美しいまちづくり」に

努めましょう」。「「て」 手を振り歓迎！観

光バス 観光客が乗ったバスに手を振って、歓

迎の気持ちを表しましょう。「な」 「何か

あったら」お手伝い 困っている観光客を見か

けたら、積極的に声をかけてお手伝いしましょ

う」。「し」 写真で旅の思い出づくり 県内

観光地等で楽しい思い出を残していただけるよ

う、カメラのシャッターを押してお手伝いをし

ましょう」。

午前中も部長が観光の答弁で、おもてなしは

大事だと言われていました。これはそっくりそ

のまま我が県でも使える運動というか標語では

ないかなと思いました。そう言われて気づいた

んです。長崎県は非常に車の運転マナーがよ

かったんです。これは偶然かもしれませんが、

宮崎県も実際、車で観光に来られる方が非常に

多いところだと思います。先ほどスポーツキャ

ンプの話も出ましたけれども、あれだけ多くの

方がマイカーで九州各地、九州外からも来られ

ておりますので、ぜひ知事が呼びかけて、「県

外ナンバーの車には道を譲ってあげましょう」

というような運動なんかもいいのではないかな

と思いますが、それに対して知事、いかがで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） おもてなし、非常に重

要であります。観光という意味での来られた方

に対する感激が増し、またリピートにも結びつ

いていく、またその地域へのイメージアップに

も非常に大きく影響するものだというふうに思

います。今具体的に、車、県外ナンバーへのと

いうようなことでありました。県外ナンバーで

あろうと県内ナンバーであろうと、譲り合いを

しながら安全で安心な交通環境を整えることは

大変重要な課題だと考えておるところでござい

ます。おもてなしに関しては、ＪＲ九州の唐池

社長が、飫肥に行くと子供たちが挨拶をしてく

れてすばらしいということを、いろんなところ

で、挨拶で、また著作でＰＲをしていただいて

いるわけでありますが、そういうすばらしいも

のが我が県には残されておりますので、そうい

うところを磨いていく、また、外から来られた

方にも安心して車を運転していただいたり、い

ろんな観光地をめぐっていただいたり、そのよ

うな環境整備にこれからも努めてまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 県外車に道を譲ろうというの

は、なれていない土地で地元の方に優しくされ

ると非常にイメージがよくなるというものがお

もてなしの効果だと思います。例えば、ドライ

バーさんがラジオを聞いたりするので、ラジオ

に知事の声でＣＭを流したり、道の駅とかサー

ビスエリアで知事のポスターが張ってあった

ら、それを偶然見た県外者も非常に温かい県だ

なと思うと思いますので、ぜひまた御検討いた

だきたいと思います。

次に、大型クルーズ船の状況について伺いま

す。昨年は大型クルーズ船の寄港が14回と県内

に相次ぎました。大型クルーズ船は一度に多く

の観光客を運んできていただきます。特に中華

圏からの観光客は、一度に使うお金の量、購買

意欲が非常に高くて、全国各地で中華圏のクル

ーズ船をどう誘致するかという誘致合戦も加熱
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してきたところでありましたけれども、ことし

になって来る予定だというのを聞きません。今

後の県内の寄港の状況はどのようになっている

のかをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） これまでクルーズ船に

つきましては、地元自治体や関係機関と連携し

て運航会社に対する誘致活動に取り組んできて

おり、御指摘がありましたように、昨年は上

海、天津からのクルーズ船を中心に、細島港、

油津港で合計14回受け入れがあったところであ

りますが、九州運輸局によりますと、日中関係

の影響により、現時点では、平成25年上半期に

つきましては中国からのクルーズ船の日本への

寄港は、本県を含め全くない状況にあるという

ことであります。御指摘のように、観光だけに

とどまらず、ショッピングなど幅広い地元への

効果があるわけでありまして、県としまして

は、今後とも、日中関係の状況なども見きわめ

ながら、地元自治体等と連携して誘致活動を続

けてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 非常に残念なことであります

し、またそれとは別ですが、韓国のほうが今非

常に観光に力を入れておりまして、九州のお隣

でありますので、中華圏からの距離もさほど変

わらない中で、非常に中華圏からの観光客を誘

致しているという話も出ております。宮崎県も

九州と一体となって、負けずに観光誘客という

ものに尽くしていただきたいと思います。

時間がなくなりますので次に移りますが、次

に、細島港の物流対策について伺います。細島

港の整備が、おかげで随分と進んでまいりまし

た。当然ハードの整備だけではなく、そのハー

ドを今後は生かしていかなくてはなりません。

まず、物流対策の中で伺いますが、今、45フィ

ートコンテナ特区を県が申請していただいてお

ります。認定されますと、宮城県に続きまして

国内２カ所目のコンテナ特区となるわけです

が、今、博多港、また志布志港に流れている県

内の出荷物を細島港に取り戻せるという大きな

機会であると期待をしております。九州で初め

てとなるこの特区申請には大きな意味があると

思います。40フィートが45フィートのコンテナ

になると、単純に27％の容積がふえて物流効率

の向上につながるわけですが、もちろん中に積

まったものを運ばなければ意味がありません。

特に下り荷対策が進まなければ空のコンテナを

輸送しなくてはならず、コストもかかります

が、宮崎県が45フィートコンテナの利用促進の

ためにどのような支援を行っていくのかを伺い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 45フィートコンテナ、

全国で２番目の特区を目指して内閣府に申請し

たところでありますが、今御指摘がありました

ような輸送効率の向上や輸送コストの低減など

の効果が期待され、それによりまして物流面で

の競争力の強化や県内港の利用促進を期待して

おるところであります。県としましては、この

利用を促進するために、陸上トラック輸送など

から県内港発着の海上輸送等にシフトした貨物

に助成を行う物流効率化支援事業におきまし

て、新たに補助対象として加え、従来の40フィ

ートコンテナよりも手厚い支援を行うこととし

ております。今後とも、宮崎県ポートセールス

協議会を中心としまして、海外との輸出入を行

う荷主企業や船会社への働きかけ、港湾セミナ

ーなどを通じまして、45フィートコンテナの利

用を促してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 知事においては、九州で一番

最初というものが大きな意味を持ちますので、

ぜひ引き続きのプッシュをお願いしたいと思い
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ます。

これは要望でありますが、今非常に円安に振

れまして、韓国、中国、台湾に向けての木材輸

出というものが非常に活発になっている状況で

あります。ただ、話を聞きますと、中国向けと

いうものは薫蒸消毒をしなくてはなりません

で、細島港では現在1,000立方メートル以下でし

か対応ができない状況であり、それ以上になり

ますと全て、細島からわざわざ志布志に運んで

いるという状況も聞いております。志布志にわ

ざわざ運ばなくてもいいように、県のほうもそ

のあたりは把握していると思いますが、ぜひ薫

蒸施設の早期整備に御協力をお願いしたいと思

います。

次に、細島工業地域の２区の造成について伺

います。中国木材株式会社の細島進出が具体的

に動き始め、関係者はほっとしているところで

すが、進出すれば細島１区もほぼ埋まり、工場

などが誘致できる空き地もほとんどない状態に

なります。今後の日向市の活性化のためにも工

業用地の造成は必要ですが、臨海部分の拡大が

今後の企業進出も見込めると思います。そこ

で、日向市にとって期待をするのが、細島港港

湾計画図の中で赤点線で書かれている点線部分

の細島２区、今は日向製錬所や東ソーといった

企業が並んでいるその北側になりますが、ここ

は埋めるだけでも13メートル以上の水深が確保

できると言われております。そうなれば５万ト

ン以上の大型船も寄港できるようになります

が、この拡張について今後の展望をお伺いいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 細島港におきまして

は、平成９年に港湾計画の改定を行いまして、

現在、東九州の物流拠点という位置づけのもと

に、今御指摘があった大型岸壁や防波堤などの

整備を進めているところでありますが、東九州

自動車道や中央自動車道の整備、また新たな企

業進出や船舶の大型化など、港を取り巻く環境

が大きく変化している状況がございます。その

ため今年度から、細島港の将来像を検討します

細島港長期構想検討委員会を立ち上げまして、

港湾計画の見直しに着手をしたところでありま

す。御質問のありました細島港２区北側につき

ましては、企業立地や荷さばき地としての可能

性も考えられますことから、長期構想検討委員

会の検討結果や地元の御意見を十分に踏まえな

がら、今後のあり方について検討してまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 知事は事あるごとに県内各地

を回られていると思いますが、知事は、今、私

が質問いたしました細島２区の北側の部分とい

うのは大体おわかりになりますか、もしくは

行ったことはありますか。

○知事（河野俊嗣君） その近くまで行ったこ

とはありませんが、港湾の中での場所というの

は認識をしております。

○西村 賢議員 ぜひ今度、知事も直接見てい

ただいて、そこにできれば調査費なり、どのぐ

らいのお金がかかるとか、どのぐらいの能力が

あるというものを調べていただきたいと思いま

す。これは要望にしたいと思います。

ちょっと知事には休憩いただきまして、次

に、警察本部長にお伺いをいたします。昨年末

に都農インターチェンジが開通しまして、日向

市から宮崎市に向けて移動する時間も大幅に短

縮されました。高速道路を走ってみますと、長

年この恩恵を享受できなかったことが残念でな

りませんが、まだまだ県内には未開通部分も多

く残っております。一日でも一年でも早く開通

していただけるように、また私たちも頑張って
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いかなければならないと思っております。今、

都農インターチェンジまで日向市から行きます

と、何度もこの議会でも出ておりますが、どう

しても渋滞箇所であります財光寺―美々津間を

通らなくてはなりません。平日は朝とか夕方の

１時間半とか２時間ぐらいの時間なんですが、

その時間だけは非常に渋滞をいたします。普通

であれば20分ぐらいで通り抜ける道が１時間ぐ

らいかかってしまうような状況になるんです

が、その渋滞を避けるために、カーナビゲー

ションのシステムで表示される道路交通情報通

信システム（ＶＩＣＳ）の情報があらかじめわ

かっていると、早目に迂回をしたり、ちょっと

休憩をして時間をずらしたりということもでき

るかと思いますが、このＶＩＣＳは平岩区間は

表示がされておりません。これについて早期導

入できないかを警察本部長にお伺いいたしま

す。

○警察本部長（加藤達也君） 道路交通情報通

信システム、いわゆるＶＩＣＳにつきまして

は、本県では平成12年から運用しており、現

在、宮崎市、都城市、高鍋町、日向市及び延岡

市の市街地を中心に構築した交通管制エリア内

に車両感知器を整備して交通情報を収集し、カ

ーナビゲーション等に対して交通情報を提供し

ております。議員御指摘の日向市平岩地区の国

道10号につきましては、現在のところ交通管制

エリアに入っていないことから、ＶＩＣＳによ

る交通情報の提供は行われておりません。現

在、県内全域の交通情勢を踏まえ、交通管制エ

リアの計画的な拡大を図っているところです

が、当該地区を交通管制エリアに入れるか否か

については、当該地区の交通量等を踏まえ検討

してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 国道10号の平岩区間は迂回路

がない状況にありますので、ぜひ早期に実現し

ていただけるように要望いたします。

ついでですが、昨日、日向警察署がリニュー

アルされまして業務を開始したということで、

新しい警察署で、ぜひ職員の方々も心機一転、

県内の安心・安全のために頑張っていただきた

いと思います。

また知事に戻ります。次に、子育て支援、教

育問題についてお伺いをいたします。

知事が今、先頭に立って男性の育児参加に取

り組んでおります。男性の子育て参加は年々理

解も増し、夫婦がともに育児の負担を分かち合

うためにも必要であり、また女性の社会進出を

手助けするためにも必要であると思います。し

かし、いまだ、宮崎県の意識調査の結果を見て

も「男は仕事、女は家庭」と思っている方の割

合が全体の３割を超えており、少ない状況とは

言えません。知事のイクメン事業に対する思い

をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 昨年度から、県民全体

で子供や子育てを支援していこうということで

未来みやざき子育て県民運動に取り組んでいる

ところでありますが、その中で父親の育児参加

は大変重要な課題と考えておりまして、母親の

負担、不安を軽減するということもあります

し、子供の成長にとりましても大変重要ではな

いかと考えております。私も３人の子供を育て

ておりますが、ちょうど今回の鵬翔高校の優勝

メンバーと長男、次男が一緒にサッカーをやっ

たりというような中で、子育てに参画するとい

うのはこれまでもあったわけでありますが、こ

れまでのスポーツとか得意分野で支援をする、

参加するというのはよくあることですけど、料

理で、父親も参加をするということで、今回、

イクメンパパの料理教室というのを開催したと
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ころであります。私も妻と小学校の娘と参加を

させていただきまして、反抗期に入った娘がい

るんですが、私のつくった弁当を食べてもらっ

て、家族のコミュニケーションも図ることがで

きたのではないかなと思っております。今後と

も、みずからいろんなことにも参加をし、また

アピールをしながら、「日本一の子育て・子育

ち立県」を何とか目指していきたい、そのよう

に考えております。

○西村 賢議員 知事が率先していただけるこ

とで、県民の意識も大きく変わるのではないか

と期待をしております。

また、新年度予算では父子手帳が復活し、し

かもこれまで以上のバージョンアップをするの

ではと期待しております。これまでも、私が平

成20年の11月議会に提案をしてすぐに、21年に

実現、発行していただきました。昨年は、いつ

の間にかなくなっていますよという質問をした

んですが、年々よいものをつくり上げていかな

ければならないと思います。この数年で、子育

て団体でありますとかＮＰＯを初めとするいろ

んな団体が活動を活発化してきておりまして、

その利用状況がまだまだ十分ではないという状

況にあります。行政がやる子育て支援でありま

すとか民間がやる子育て支援を、ぜひ父子手帳

に、もちろん母子手帳のほうにもまとめていた

だいて、県民がより利用しやすくなるような父

子手帳をつくり上げていただきたいと思います

が、知事いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 父子手帳の内容につき

ましては、子供へのかかわり方や母親へのサポ

ート方法、相談窓口など、新米の父親に役に立

つ情報につきまして、関係者の皆さんの御意見

やアイデアを伺いながら検討していくこととし

ております。私としましては、こういった情報

に加えて、成長の節目節目に写真を張ったり、

いろんなメモができるようにして、将来、子供

が成人をしたとき、また結婚したときに、これ

までの成長を改めて振り返っていただけるよう

な、家族の宝物になるような手帳にしてまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 期待しておりますので、よろ

しくお願いをします。

次に、教育長にお伺いいたします。近年、小

中学校におきまして、発達障がいのある児童生

徒がふえていると聞いております。その現状は

どうなっているかお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 小中学校の発達障が

いのある児童生徒の多くは通常の学級に在籍し

ておりますが、よりきめ細やかな支援が必要な

場合には、自閉症・情緒障がい特別支援学級で

学んでいただいております。まず、通常学級に

ついてですが、文部科学省が平成24年に行った

全国調査によりますと、発達障がいの可能性が

あり特別な教育的支援を必要とする児童生徒の

割合が、通常の学級においては6.5％在籍すると

推定されており、本県におきましても同様の傾

向であろうと考えております。また、自閉症・

情緒障がい特別支援学級については、本県で

は10年前には在籍者数が小中学校合わせて61名

でありましたが、５年前には268名、さらに今年

度は661名と大きく増加いたしております。

○西村 賢議員 今の数字だけ見ますと10年間

で10倍以上の増加ということになります。これ

は当然、医療の進化などで診断される方もふえ

ていることもありますし、また保護者のほう

も、早期発見、早期対策をしたほうが改善でき

るという望みも期待できるからだと思っており

ます。当然保護者のほうも早く診断をして学校

に知らせるということもあると思いますが、障
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がい児を持つ親と話をしますと、ＬＤ（学習障

がい）のほうはすぐにわかるのだけれども、Ａ

ＤＨＤと言われている多動性の子はなかなか判

別しにくいという話も聞いております。また、

医者のほうも専門医が少ないという状況も聞い

ておりまして、連携が非常に難しいのではない

かと思いますが、教育長にお伺いをいたしま

す。教育現場で医師や福祉、保健などの関係団

体との連携がどのようになっているのかをお伺

いします。

○教育長（飛田 洋君） 発達障がいのある子

供の指導や支援につきましては、専門家の意見

を踏まえ、情緒面や行動面についての配慮が必

要なことから、教育と医療、福祉、保健等の関

係機関が連携して対応することが大切だと考え

ております。このため関係機関で構成した連携

協議会を開催し、地域の課題や取り組みについ

て共通理解を図るなど、支援体制の連携強化に

努めているところであります。また、発達障が

いのある子供さん一人一人状況が異なります。

それぞれの子供さんによさがあります。それぞ

れ必要とする教育的支援の内容も違います。そ

ういうことを踏まえまして、各学校におきまし

ては、現在、必要に応じて関係機関の専門家を

招聘した研修会を実施するなど、発達障がいに

関する理解の推進や専門性の向上を図るととも

に、特に指導等が困難な事例につきましては、

医師や臨床心理士等による助言等を受けなが

ら、一人一人の特性に応じた具体的な指導や支

援の充実に向けた取り組みを進めているところ

でございます。

○西村 賢議員 専門医が少なかったり、また

教員一人一人の方にも大きな負担となっている

と思いますが、ぜひ親身になって教育現場で支

えていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

残りの質問があったんですけれども、次回に

回しまして……。

本日は知事にばかり答弁を押しつけてしまい

ましたけれども、知事の思いというものが非常

にきょうは私には伝わりました。知事のカラー

というもの、そして思いというものをどんどん

打ち出していただきたいと思いますし、実直な

ところは非常に好感が持てると思いますので、

ぜひこれからも県政運営に邁進していただきま

すようにお願い申し上げまして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時37分散会


