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出 席 議 員（37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 ）

33番 十 屋 幸 平 （自由民主党）

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）

32番 緒 嶋 雅 晃 （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

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

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

○中野一則副議長 ただいまの出席議員36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、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、岩

下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の岩下斌彦でございます。きょうも、日ごろよ

りお世話になっております皆様方が傍聴席にお

いでいただきました。多忙な中、遠路おいでい

ただきまして、まことにありがとうございま

す。

ことしも、冬の寒さに耐えながら小さかった

つぼみが少しずつ少しずつ膨らみを見せていた

あのハクモクレンの花が、今、満開のときを迎

えました。春の訪れを感じさせます。先月の３

月１日には県立高等学校の卒業式が行われまし

た。卒業生の皆様には心よりお喜びを申し上げ

ます。とはいえ、雇用の場の少ない、人口減少

にあえぐ私ども串間市民にとりましては、卒業

生が一斉に市外、県外に旅立つことに、喜びと

同時に寂しさを感じる複雑な時期でもございま

す。

しかしながら、このたび、串間市にとりまし

てうれしいニュースが入りました。串間の荒崎

地区に九州最大級の風力発電所の立地でありま

して、その規模は、27基、６万7,500キロワット

とのことでございます。地元の雇用は余り望め

ませんが、串間市民の期待は大きく膨らんでお

ります。この定例議会におきましても、地元の

声、県民の声を県政に生かすということで一般

質問を行いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

それでは、質問に移ります。観光政策につい

てでございます。

風光明媚な国定公園であり、野生馬、ソテツ

の自生地、そしてかつて東洋一であった灯台を

有する都井岬の件についてお尋ねをいたしま

す。都井岬観光ホテルは、昭和39年宮崎交通が

開業、その後、2000年、経営難で串間市などで

つくる第三セクター「都井リフレッシュリゾー

ト」に経営権が譲渡されました。しかし、その

後も多額の累積赤字を抱え、2007年３月、不動

産再生事業などを手がけるケイズコーポレー

ションが土地、建物と経営権を買い取り、外観

などを改装して同年７月にリニューアルオープ

ンをいたしました。しばらく順調に滑り出した

かと思っておりましたが、その後、リーマン

ショック、新型インフルエンザ等により、宿泊

者数は１万5,000人台となり、例年より3,000人

ほど減少いたしました。これ以上の資金投資は

不可能だと決断された上で閉館をされました。

地元中心に雇用されておりました社員、パー

ト28人は全員解雇、ケイズコーポレーションは

いろいろなホテルの経営関係で経営譲渡を打診

しておりましたが、同社は倒産に至り、今回、

競売されて大阪の不動産会社が落札し、都井岬

観光ホテルはその会社に委ねられることになり

ました。宮崎県の一大観光地であります都井岬

は、都井岬振興会、都井御崎牧組合、串間市観

光協会、その他のボランティアの皆さんが、ダ

ニの駆除、野焼き、花の植栽や道路にかかる枝

の除去を行うなど、観光地としての光を消さな

いよう、環境整備に努力しているところでござ

います。都井岬の現状に対する知事のお考えを

伺います。

次に、新聞報道によりますと、大阪の不動産

平成25年３月５日(火)
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会社は、取得した敷地内で福祉施設と太陽光発

電を計画しているとのことでございます。国定

公園内であり、国の天然記念物指定の野生馬が

おり、特別天然記念物に指定されているソテツ

の自生地でもございます。都井岬における太陽

光発電施設の設置について、自然公園法や文化

財保護法で規制があると思いますが、その内容

について、環境森林部長と教育長にお伺いをい

たします。

後の質問は質問者席からさせていただきま

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。

本県の最南端に位置します都井岬、国の天然

記念物である岬馬や特別天然記念物のソテツ、

岬の先端にある灯台から眺める雄大な景観、そ

して断崖絶壁に位置する観光遺産の御崎神社な

ど、まさに魅力にあふれた本県を代表する観光

地の一つであります。都井岬で草をはむ岬馬の

写真というのは、本県を紹介する観光の写真で

は必ず使われる、本当に代表的な景観であると

思っております。県におきましては、こうした

都井岬の支援をするために、草地の維持管理や

ダニ駆除といった岬馬の保護活動や、展望広場

などの環境整備、さらには岬駅の運営など支援

を行ってきたところであります。

こうした都井岬の魅力があるわけであります

が、最近の観光は回遊性を高めることが大変重

要であります。志布志との市境にできましたイ

ルカランド、大変人気のスポットであります

が、イルカのショーが始まる前に、「ここで

ショーを楽しんだ後に都井岬に行ってくださ

い」、そういうアナウンスがあったところであ

りまして、いい取り組みだなと思っておるとこ

ろであります。県としましても、「恋旅」の推

奨ルートに都井岬を組み入れたり、また、こと

し１月から開始しました神話巡りタクシーツ

アーのコースにも組み込むなど、都井岬の魅力

を生かした観光誘客や情報発信に努めていると

ころであります。県としましては、今後とも、

串間市や地域の皆様と連携を図りながら、都井

岬の観光振興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〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えします。

都井岬における自然公園法による規制につい

てであります。旧都井岬観光ホテルの周辺は、

自然公園法の規定により日南海岸国定公園の特

別地域に指定されており、太陽光発電施設など

の工作物を新築する場合は知事の許可が必要と

なります。許可の基準としましては、主要な展

望地から展望する場合の著しい妨げにならない

こと、工作物の外部の色彩及び形態がその周辺

の風致または景観と著しく不調和でないことな

どが規定されています。太陽光発電施設の設置

について申請があった場合には、具体的な計画

内容をこれらの基準に照らして個別に判断する

ことになります。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

文化財保護法による規制についてでありま

す。都井岬におきましては、先ほどお話にあり

ましたとおり、当該地域に生息しております岬

馬とその繁殖地が、昭和28年に「岬馬およびそ

の繁殖地」として国の天然記念物に指定されて

おります。このほか、「都井岬ソテツ自生地」

が、昭和27年に国の特別天然記念物に指定され

ております。規制の内容につきましては、「天

然記念物に関し、その現状を変更し、又はその

保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき
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は、文化庁長官の許可を受けなければならな

い」とされております。今後、事業者の設置計

画が明らかになれば、地元串間市や文化庁との

協議が必要になってくるものと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 地元の声を直接お伝えさせて

いただきますと、「観光地に太陽光発電施設、

とんでもない。何とか食いとめていただきた

い」という声が直接の声でございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げたいと思います。

続きまして、知事並びに環境森林部長、教育

長からそれぞれの御答弁をいただきましたが、

これらの状況を踏まえ、都井岬の望ましい観光

の姿について県はどのように考えておられるの

か、商工観光労働部長にお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 都井岬に

つきましては、先ほど知事もお答えしましたと

おり、雄大な景観や自然の魅力にあふれた本県

を代表する観光地の一つであり、県ではこれま

でもさまざまな支援を行っているところであり

ます。また、串間市におかれましても、都井岬

ビジターセンターに、国の天然記念物である岬

馬や周辺の動植物について説明する野外ガイド

を配置したり、ウオーキングや天体観測などの

イベントを企画するなど、都井岬の魅力向上に

向けた取り組みを展開されております。さらに

は、地域住民等によって構成される都井岬振興

会を中心に、草刈りや花の植栽などの活動が活

発に行われており、この取り組みが美しい景観

づくりとおもてなしの向上につながるとして、

平成22年には、ＪＲ九州を中心とする団体から

｢南九州景観整美大賞｣を受賞されるなど、行政

と民間が一体となって、都井岬の自然を生かし

た体験型の観光地づくりに取り組まれていると

ころでございます。都井岬の観光振興策につき

ましては、このような方向性が一番望ましい姿

ではないかと考えておりますが、今後、串間市

におかれましても、新たな検討を進められると

のことでございますので、県としましては、引

き続きお話を伺いながら、関係部局とともに観

光振興の取り組みを支援してまいりたいと考え

ております。

○岩下斌彦議員 どうぞよろしくお願いを申し

上げます。

ここで御報告させていただきます。「岬の

駅」ということで、10数名の皆さんが都井岬に

おきまして一生懸命、何とか盛り上げようとい

うことで取り組んでおりましたが、閉鎖をされ

まして、10数名の方々は２月末に失業という形

になります。今、都城や福岡に出かけていって

仕事を探しているのが現状でございます。本当

に今まで、県からも御協力をいただいて今日ま

で続けてこられましたけれども、そういった現

実もあります。今後ともぜひお力をいただきま

すようにお願い申し上げます。

次に、東九州自動車道日南―串間間について

であります。東九州自動車道の蒲江―北浦間が

２月16日に開通し、流入人口がふえるととも

に、観光などの分野で大分県との連携が強まる

と期待されております。また、来年度中には日

向―都農間が完成し、延岡から宮崎市が結ばれ

ることになり、時間短縮や救急医療、物流、観

光の分野で効果が見込まれます。

さて、今度は、いまだに基本計画のままの日

南―志布志間であります。今回政権がかわり、

大幅な景気対策、公共投資が行われると思いま

すが、ミッシングリンクがつながってこそ東九

州自動車道であります。日南―志布志間の整備

促進の取り組みについて、知事の意気込みをお

聞かせいただきたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道の唯一

の未事業化区間として残っております日南―串

間―志布志間につきましては、国から昨年４月

に、計画段階評価を進めるための調査に着手す

ると発表があったところであります。一歩前進

なわけでありますが、事業化に向けては、まだ

まだ幾つかの段階を経ていく必要があろうかと

考えております。このような中、今月23日に、

県南に向けた新たな玄関口であります清武ジャ

ンクション―清武南間が開通予定であります。

これからの県南部の整備促進に大きく弾みがつ

くものと期待しておるところであります。私と

しましては、南海トラフ巨大地震による大きな

被害が想定をされる中で、県民の安全・安心を

守るインフラ整備は県政の最重要課題であると

いう強い問題意識を持って、東九州自動車道日

南―串間―志布志間の早期事業着手に向け、こ

れからも鹿児島県とも連携をし取り組んでまい

りたいと考えております。

今、延岡以北、県北部の東九州道が開通を

し、いよいよ北九州への開通が視野に入ってく

るわけでありますが、まだまだ、県南部、それ

から中央自動車道も含めてインフラ整備、重要

な課題として残っております。この中で特に県

南部というものが、今申し上げましたような災

害対応という意味でも、命の道として大変重要

なのではないかという思いでございます。今後

とも官民一体となって、県議会の皆様の協力を

いただきながら、また、きょう議会に傍聴に来

ておられます道づくりを考える女性の会の熱い

熱い応援もいただきながら、力強く前進をして

まいりたい、そのように考えております。

○岩下斌彦議員 答弁ありがとうございます。

よく「日南―志布志間」と言われますが、「串

間」の名前が出てきておりません。鹿児島県と

連携してということで、もうかなり以前からお

聞きしていますけれども、まず宮崎県として串

間―日南間を、ある意味では先行して何とかお

力をいただければありがたいと思います。市民

は28年待っております。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

次に、国道448号市木―名谷間の整備でござい

ます。傍聴席には、串間の道路を考える女性の

会の方々が、大変お忙しい中、仕事を休んでこ

の会場においでいただいております。県土整備

部長、どうぞよろしくその点をお願いします。

市木地区から名谷地区間について、地すべり

調査・観測を行っているとのことでございまし

たが、トンネル主体の整備ではなく、例えば鹿

児島指宿道路の指宿スカイラインのような抜本

的な対策は考えられないのか。いずれにいたし

ましても、宮崎県の代表的な観光道路であり、

生活、産業、防災・減災、命の道の観点から早

急に取り組んでいただきたいと思います。県土

整備部長のお考えを伺います。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道448号は、

地域の観光振興や沿線住民の生活を支える重要

な路線でありますが、災害による長期間の通行

どめが頻繁に発生している状況にございます。

このため県では、これまでに恋ヶ浦トンネルや

名谷トンネルを整備し、今年度からは夫婦浦ト

ンネルに着手するなど、災害に強い道路整備を

進めているところであります。御質問の市木か

ら名谷地区間につきましては、地質が脆弱で地

形も急峻なことから、災害に対する安全性や経

済性などの観点から地質調査や地すべり観測な

どを実施し、現道も含めたルートの検討を行っ

てきたところであります。これまでの検討結果

から、整備に要する事業費や将来の維持管理費

を勘案しますと、トンネルを主体としたバイパ
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ス計画が妥当であると判断をしたところでござ

います。県といたしましては、今後、事業化に

向け、トンネルルートの選定に必要な調査を

行ってまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございま

す。本当に大きな御決断をいただきまして、あ

りがたく思っております。

次に、歩道整備についてでございます。串間

市の中心市街地の国道220号でありますが、通学

道路でもあり、車の往来も激しいところでもご

ざいます。しかし、歩道が整備されておりませ

ん。昨年の年末には女性が車にはねられ重大事

故が発生いたしており、またことしの初めにも

事故が発生し、串間では第１号になるのではな

いかと思いますが、ドクターヘリで輸送してい

ただいて、２週間程度の昏睡状態から脱しまし

て、一命をとりとめられました。現在、高齢で

はありますが、一生懸命涙ぐましい努力をしな

がらリハビリに取り組んでおられます。この場

をおかりいたしまして、ドクターヘリ関係者並

びに医療に携わってこられました関係者の皆様

方に心よりお礼を申し上げ、感謝申し上げま

す。

今申し上げましたように、ここ数年間でも死

亡事故が発生しておりまして、極めて危険な箇

所でございます。国道220号の串間市松清橋とそ

の前後区間の歩道整備について早急に整備する

必要があると思いますが、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） 国道220号の松

清橋につきましては、現在、県が実施しており

ます天神川の河川改修に伴う橋梁のかけかえが

計画されておりまして、道路管理者である国土

交通省宮崎河川国道事務所においては、整備に

合わせて歩道を設置する方向で検討中であると

伺っております。また、この橋の前後区間につ

きましては、昨年実施されました通学路におけ

る緊急合同点検で、何らかの対策が必要とされ

ていることから、県といたしましても、関係機

関とも連携しながら、必要な安全対策が図られ

るよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 重ねて歩道整備についてでご

ざいますが、市木南郷線の市木小学校の児童が

登下校する通学路には歩道がありません。歩道

の整備は通学路が優先すると聞いております

が、取り組む考えはないのかお尋ねいたしま

す。

また、この場所は道路が冠水するので、排水

路の整備ができないのか、県土整備部長に伺い

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 市木南郷線の

市木小学校前の歩道のうち、縁石によって車道

と分離されていない区間が一部ございまして、

この区間につきましては、視覚的に歩行者と車

両を分離するカラー舗装を早急に実施すること

としております。

また、この箇所の道路冠水につきましては、

現在、排水先に当たる市木川におきまして、家

屋や道路などの浸水被害を軽減するため、河川

の改修や堆積土砂の除去を行っており、その効

果が期待されると考えておりますが、改修後の

経過も観察しながら、必要に応じて対応を検討

していきたいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、農業政策について質問

いたします。

串間市の奈留地区の客土事業については、さ

きの県議会でもお願いをいたしておりますが、

奈留土地改良区の役員の皆様方が多方面にわた

り客土に必要な土の場所を探しておりました。
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遺跡などの問題が発生して二転三転、このたび

ようやく適地が見つかったようでございま

す。25年度の奈留地区の土地改良について、県

はどのように進めていこうと考えるのか、農政

水産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 串間市の奈留

地区におきましては、本県における食用カン

ショの主産地となっておりますが、降雨等によ

り土壌が流され、生産量の減少や品質の低下が

見られており、その対策が必要と考えておりま

す。そのような中、地元からは客土による表土

確保の整備等の要望が上がっており、県では現

在、串間市や土地改良区と、事業化に向けた最

終調整を行っているところであります。今後も

事業実施に向け、土地改良法に係る手続などを

進めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 土地改良区、取りかかりを

やっていただくような方向でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

次に、ＪＡ串間市大束の農家支援センターへ

の支援策について伺います。ＪＡ串間市大束で

は、組合員の切なる要望により農家支援セン

ターを立ち上げました。現在15名で試験稼働し

ている支援センターではありますが、25年度中

に法人化して、将来は30人まで雇用をふやした

い計画であるとのことでございます。農家支援

センターの意義は、耕作放棄地の解消と農作物

の増産であると考えますが、県の支援として人

件費の補助はできないのか。また、支援セン

ターの充実には500トンを保管する設備を望んで

おられます。立ち上げに必要なスタッフの確保

や施設整備に対する県の支援策について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業従事者の

高齢化が進む中で、積極的な規模拡大を促すこ

とを可能とするためには、営農作業の集約化や

効率化等に取り組む営農支援体制を整備するこ

とが、今後ますます重要になるものと認識して

おります。御質問にありました農家支援セン

ターにつきましても、法人化によりその運営基

盤が強化されることは、非常に意義のある取り

組みであると考えておりますので、必要となる

人の確保や施設の整備につきましても、国の事

業の活用等も検討しながら、積極的に支援をし

てまいりたいと考えております。中でも人の確

保につきましては、地域の雇用創出に資すると

いう観点からの国の緊急雇用創出事業臨時特例

基金事業の活用や、就農意欲のある青年に対す

る研修を行う場合の「農の雇用事業」や青年就

農給付金事業の準備型による対応など、さまざ

まな可能性を検討してまいりたいと考えており

ます。

○岩下斌彦議員 先ほど切なる願いというふう

に話をさせていただきましたが、家族で農業を

やっている方がほとんどでございます。その中

で、そのときの意見としては、「私たち夫婦で

芋をつくってやっている。そういった中で、も

し私が病気になったら耕作ができなくなる、農

業をやめなければならなくなる。そこで何とか

支援してほしい」というふうにやって発足した

のが、この支援センターでございます。ぜひお

力添えをいただきたいというふうに思っており

ます。

重ねてお尋ねをいたします。ＪＡ串間市大束

農家支援センターの活用により、今後ふえると

予想される規模拡大志向農家に対する県の支援

策について、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の農業生

産を今後も維持・拡大し、新たな成長産業とし
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て発展させていくためには、地域の農業生産の

大宗を安定的に担っていく経営体を育成・確保

することが必要でございますが、経営規模の拡

大は、その中でも重要な取り組みの一つとなっ

てまいります。県といたしましては、現在、人

・農地プランの策定を進めておりますが、この

プランに基づき、意欲ある担い手への農地集積

を推進いたしますとともに、平成25年度新規事

業として今議会にお願いしております、「「儲

かるを形に」みやざきの園芸産地強化支援事

業」により、規模拡大などに必要な省力・低コ

スト機械導入に対する支援も行ってまいりたい

と考えております。

○岩下斌彦議員 串間市大束では山大というブ

ランドができまして、必死に取り組んでおりま

すが、私も宮崎から10時、11時ごろ引き揚げて

地元のほうに帰るとき、まだ畑ではトラクター

で光を照らして作業をされております。そう

いったいろんな積み重ねの中であのブランドが

できておりますので、よろしくお願いをいたし

たいと思います。

次に、６次産業化に向けた県の取り組み状況

について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化の

推進につきましては、宮崎県農業振興公社をワ

ンストップ窓口として位置づけ、６次産業化に

取り組もうとする農林漁業者に対して、具体的

な構想策定のフォローアップ等を実施するとと

もに、他産業の力を積極的に呼び込む観点か

ら、企業による農業参入や県内農業者との連携

支援にも力を入れてまいりました。その結果、

県外のＩＴ企業との連携によるミニトマトの大

規模施設園芸やイチゴの観光農園、また集落営

農法人による農産物直売やレストランの展開、

女性起業グループによる新商品の開発・販売、

また、県内の機械製造企業との連携によるレタ

スの植物工場などの多様なビジネスモデルが生

まれ、新たな雇用の創出が図られたところでご

ざいます。今後とも、本県農業・農村の活性化

につながる多様な６次産業化の取り組みを推進

してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、６次産業化に向けた県

の取り組み状況について、農政水産部長に伺い

ます。重ねて。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今御説明申し

上げたような内容でございますけれども、６次

産業化につきましては、特に、地元で言いまし

たら女性起業グループのいろいろな取り組みの

御支援もありますし、地元の産品を業務加工用

含めて大きな６次化を推進する、フードビジネ

ス全般の取り組みをしてまいりたいと考えてお

ります。

○岩下斌彦議員 次に、ＪＡ大束の６次産業

の25年度の支援について伺います。ＪＡ串間市

大束では６次産業化に取り組んでおりまして、

今後、加工場の整備や商品化に向けた取り組み

が計画されておりますが、県はどのような支援

ができるのか、農政水産部長に、これは最後の

質問であります。よろしくお願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） ６次産業化の

取り組みに必要な加工場の整備や商品化に向け

た取り組みへの支援としましては、国の６次産

業化総合推進事業で、大規模な施設・機械の導

入や商品開発、販路開拓等の支援が受けられま

す。また、県単事業におきましても、施設・機

械の整備に対するハード面での支援や、商品加

工のスキルアップ等に向けたソフト面での支援

がございます。このような事業を通じまして、

今後とも６次産業化に向けた取り組みを幅広く

支援してまいりたいと考えております。
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○岩下斌彦議員 先月でありますが、自由民主

党の商業活性化懇談会の視察で岡山県の商工会

を訪ねました。岡山県では商工会を核とした

フードビジネスに取り組まれておりまして、桃

太郎伝説にちなみ、猿、犬、鳥をコンセプトに

さまざまな商品がつくられ、販売店を設けて成

果を上げておられました。数多くある商品の中

で特に目につきましたのは、車業界の方が取り

組んでおられる鹿の肉を活用したドッグフード

｢わんちゃんのきびだんご｣でございますが、１

袋1,200円ほどで、年間1,300万の売り上げがあ

り、まだまだ販路拡大によりその可能性は高く

なると言われておりました。農業関係者だけで

なく、異業種の連携による取り組みの成功例で

ございますが、商工会議所、商工会を核とした

フードビジネスの推進について、県の取り組み

を商工観光労働部長にお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 商工会議

所、商工会は、身近な支援機関としまして、経

営・金融相談や講習会の開催等に加えまして、

新商品開発や販路開拓の支援など地域商工業者

のニーズに対応した取り組みを行っており、今

後のフードビジネスの展開においても重要な役

割を担うものと考えております。このため、県

内７地区に設置されました地域農商工連携ビジ

ネスバンク推進会議におきまして、商工会議

所、商工会も参加をしていただき、農業者、商

工業者のビジネスニーズや素材の掘り起こし、

マッチング等を行い、農商工連携や６次産業化

の推進に取り組んでいるところであります。こ

のような中、県内の事例でございますが、佐土

原町商工会のショウガを活用した特産品や北川

町商工会の鹿肉を活用した加工品開発、さら

に、串間商工会議所のアンテナショップによる

販路開拓などの事例も出てきております。県と

しましても、今後、食品加工企業や農業者等が

試験的に商品の製造ができるオープンラボの整

備、試作品販売拠点の設置など、フードビジネ

スの推進に取り組むこととしておりますので、

引き続き、商工会議所、商工会を初め関係部局

とも十分連携を図ってまいりたいと考えており

ます。

○岩下斌彦議員 続きまして、水産業について

伺います。本県の水産業の課題と県南地区での

県の主な取り組みについて、再び農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県水産業に

つきましては、漁獲量の減少や魚価の低迷に加

え、燃油価格の高どまりによりまして厳しい経

営状況にあることから、水産資源の回復により

漁獲量の安定化を図るとともに、操業方法の改

善によるコスト削減などにより収益性を向上さ

せることが、大変重要な課題であると考えてお

ります。県南地区におきましても、このような

課題への対応として、漁獲量の安定化に関しま

しては、漁場の生産力を高めるため２カ所にマ

ウンド魚礁の整備を進めているところでござい

ます。また、収益性の向上に関しましても、カ

ツオ一本釣り漁業において、船体の小型化と短

期航海を組み合わせ、品質の高いカツオを効率

的に水揚げする操業方法を確立するための実証

試験などに取り組んでおります。県といたしま

しては、今後とも、地域の実情に適した各種施

策を効果的に推進することで、「儲かる水産業

の実現」を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 ただいまお答えいただきまし

たマウンド魚礁、串間の漁業従事者は大変期待

をいたしておりますが、完成が29年ということ

だそうでございます。できるだけ早く完成させ
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ていただきますよう、大きな漁場になろうかと

思いますが、期待をいたしておりますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。

藻場の造成について伺います。昨年の県議会

において、藻場の造成について質問をいたしま

したが、「漁業者活動を支援し、大型海藻のみ

ならず、小型海藻も含めた藻場の維持回復の取

り組みを定着させるとともに、藻場の一層の拡

大に取り組んでまいります｣との答弁をいただき

ました。本県における藻場回復・保全について

今後どのように取り組まれるのか、農政水産部

長に伺います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の沿岸で

は、大型海藻を中心とする藻場の衰退により、

ウニやアワビ等の漁獲量が減少傾向にありま

す。このため県におきましては、ウニの密度管

理や海藻の移植、囲い網による藻場の保護な

ど、漁業者が取り組んでいる藻場の回復・保全

活動を支援しているところであり、テングサな

どの小型海藻が生育し初め、ウニの身入り改善

が見られるなど一定の効果があらわれてきてお

ります。県といたしましては、漁業者による藻

場の回復・保全活動が漁業の一環として継続的

に行われ、収益性の向上につながることが重要

であると考えておりますことから、今後は、駆

除したウニ等を活用した加工品の開発や販路の

開拓などについても支援の対象としてまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、太陽光発電について質

問をいたします。

串間市におきましても、４つあるいは５つの

会社が太陽光発電を起業すると聞いておりま

す。本県における太陽光発電の固定価格買い取

り制度の認定件数と出力は幾らか。また、同制

度の適用を受けるにはどのような手続が必要

か、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 固定価格買い

取り制度の認定状況でございますけれども、経

済産業省によりますと、平成24年11月末現在

で、認定件数は3,275件、認定出力は10万6,667

キロワットとなっており、そのうちメガソー

ラーの認定件数は13件、認定出力は２万534キロ

ワットとなっております。

次に、手続としましては、発電事業者が経済

産業省に発電設備の認定に係る申請書を提出し

認定を受けるとともに、九州電力の電線に接続

するための申し込みを行い、契約を締結するこ

ととなります。

○岩下斌彦議員 続けて部長にお尋ねいたしま

す。太陽光発電で発電した電気は、九州電力の

既存の電線を使用して送電されると思います

が、県内における電線への接続の制約の状況に

ついて、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県において

は、昨年７月に開始された固定価格買い取り制

度により、太陽光などの発電設備が増加してお

りますが、九州電力によりますと、現在、県全

体で見ると、接続できる電力量に十分な余裕は

あるものの、規模の大きな発電設備につきまし

ては、一部の地域で電線への接続に制約が生じ

ているとのことであります。これは、太陽光発

電などを含む地域の発電設備から電線に送り込

まれる電力量が、その地域で消費される電力量

を上回る場合、電流が逆向きに流れる現象が生

じることになり、このような行為は電気事業法

により禁止されているためであります。なお、

このような制約が生じる場合であっても、発電

設備の設置者が自己負担により他の地域などに

接続する方法や、発電設備の規模を縮小するこ

とによって、電線への接続が可能となる場合が
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あります。また、住宅用太陽光発電などの小規

模な発電設備につきましては、現時点では接続

の制約はないとのことであります。

○岩下斌彦議員 次にお尋ねいたします。今年

度、県が策定する新エネルギービジョンでは、

新エネルギーの導入を図るため、地場産業振興

の観点からどのように取り組むのか。また、ど

のような体制で取り組みを進めていくのか、環

境森林部長に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 今年度改定予

定の新エネルギービジョンでは、本県の豊富な

地域資源である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、「低炭素社会の実現」などの３つの施策の

基本的方向性を定めるとともに、計画の最終年

度である平成34年度の新エネルギーの発電の導

入目標について、平成22年度実績の約８倍とな

る高い目標を掲げるなど、新エネルギーの積極

的な導入を促進していくこととしております。

特に今後５年間の重点的な取り組みとしまし

て、太陽光などの新エネルギーの導入を図る３

つの戦略プロジェクトと、エネルギーの地産地

消という観点から、地場産業への新エネルギー

の有効活用を図る戦略プロジェクトに取り組む

こととしております。また、新エネルギー導入

の推進体制としまして、県民、事業者、市町村

等で構成される協議会を新たに設置し、連携を

図るとともに、施策の進捗管理や提言等を行っ

ていただくこととしており、本ビジョンの着実

な実行に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 先ほどデータもいただきまし

たけれども、太陽光（メガソーラー）の情報と

いうのは、国民、県民にも情報が非常に少ない

のではないだろうか。また、九州電力の事情も

あろうかと思いますけれども、経産省のイン

ターネットを見ても、昨年の11月末現在の状況

しかわかっていないような状況でございます。

何とかそういった県内の状況をつかんでいただ

いて、また県民にもそういった情報を流してい

ただければ、その取り組みも随分違ってくるの

ではないかなというぐあいに思います。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

続きまして、子供政策等について伺います。

国は認定こども園制度の改善を図っていくこ

ととしておりますが、どのような検討が行われ

ているのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 昨年８月に成

立しました「子ども・子育て関連３法」におき

ましては、幼保連携型認定こども園につきまし

て、学校及び児童福祉施設としての法的位置づ

けをあわせ持ち、充実した教育・保育が提供さ

れる認可施設との位置づけがなされたところで

あります。また、施設ごとに異なる運営費の支

援につきましては、平成27年度に予定されてい

る新制度へ移行後は一本化が図られるとされて

おりますが、具体的な給付水準については今後

検討される予定であると伺っております。この

ため県といたしましては、本年１月新制度へ移

行後の認定こども園への支援の拡充について、

国へ要望活動を行ったところでありますが、今

後とも、全国知事会を初めあらゆる機会を通じ

て、積極的に国への働きかけを行ってまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 傍聴席にも、認定こども園関

係あるいは幼稚園の関係の方もおいででござい

ますが、幼稚園関係、本当に翻弄されておりま

す。国で閣議決定されたことがまたひっくり返

るとか、あるいは消費税が上がってからこのよ

うにしますと。本当の基礎の幼児教育の大事な
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部分が後回し後回しになっているような気がい

たします。知事、再三申し上げておりますが、

保育園と幼稚園の経営の実態というのは大きな

差がございます。ぜひ決算書でも見て県内の幼

稚園の状況をつかんでいただいて、知事の目で

施設等も見ていただければ、しっかりわかるの

ではないかというぐあいに思いますが、幼稚園

の先生方、認定こども園のほうも、何とか子供

の将来のために、未来のためにということで取

り組んでおりますので、機会がありましたら、

ぜひ寄ってみてください。職員に対しましても

大変な励みになります。よろしくお願いいたし

ます。

続きまして、同じ認定こども園関係でござい

ます。県内の幼稚園型認定こども園が幼保連携

型認定こども園への移行を申請しているのにも

かかわらず、円滑に進んでいない例があると聞

いております。こういったときこそ県が積極的

に推進していくべきであると考えますが、考え

を福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 幼保連携型認

定こども園は、認可されている幼稚園、保育所

それぞれが連携して、一体的に子供の教育及び

保育などを行う施設でありますことから、多様

な保育ニーズに対応した有効なシステムである

と認識しております。このため県といたしまし

ては、幼保連携型認定こども園への移行につい

て、地元市町村と連携しながら推進をしており

ますが、現在、市町村へ申請があった事案につ

きまして、市町村において関係機関との調整に

時間を要しておる事例が多々あると伺っており

ます。県といたしましては、引き続き、幼保連

携型認定こども園への円滑な移行に向けまし

て、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。まず、それぞれの市町村においてその必要

性を判断していただいて、それから保育所の認

可という行為が現在ではまだ必要でございます

ので、その認可に当たりましては、十分市町村

の意見を踏まえ、認可行為を行いたいと考えて

いるところでございます。

○岩下斌彦議員 福祉保健部長には再三伺って

おりましたが、「待機児童」という定義がどう

してもブレーキになってなかなか進行しない。

市町村のほうに保育園の認可等をやりますと、

ここに徳重先生もいらっしゃいますが、保育園

の方々の反対も受けると。しかし、実際には法

律的には、状況を聞く、保育園の団体にお話を

聞くということは大事ではないかと思いますけ

れども、反対があるとどうしても前に進まな

い。そういった意味では、「認定こども園に通

園している子供は待機児童である」というふう

に文科省の企画官も言っておりますので、その

点も何とか御検討いただきながら、県の積極的

な取り組みをお願いしたいと思います。

続けてお尋ねいたします。平成27年度から予

定されている「子ども・子育て支援新制度」へ

の移行に向けて、県及び市町村では「子ども・

子育て会議」を設置していくことになると思わ

れますが、どのような委員構成となるのか、福

祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、県及び市町村は、平成27年度に予定されて

おります「子ども・子育て支援新制度」への移

行に向けまして、子ども・子育て支援事業に関

する計画の策定を行っていく必要があり、この

計画を調査審議する機関として、国から「子ど

も・子育て会議」の設置を要請されているとこ

ろでございます。お尋ねの委員の構成につきま

しては、国の「子ども・子育て会議」が、子供

の保護者、子ども・子育て支援に関する事業に
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従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経

験のある者などで構成されることとなっており

ますので、県では、国を参考に、関係機関の意

見も十分に踏まえながら、委員の選任を行って

まいりたいと考えております。また、市町村に

つきましては、国がバランスのよい構成となる

よう要請しておりますので、県といたしまして

も、趣旨を十分に説明してまいりたいと考えて

おります。

○岩下斌彦議員 バランスのよい選任というこ

とでございますが、ぜひとも認定こども園の代

表者もその中に加わって発言できればというふ

うに思っております。

次に、国は平成25年度から認定こども園事業

費の補助基準額を改定するとのことでございま

すが、県はどのように対応するのか、福祉保健

部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認定こども園

事業費につきましては、認定件数が増加してお

りますことから、平成25年度当初予算で前年度

比8,400万円増の２億6,400万円を今回お願いし

ているところでございます。新たな補助基準額

の改定に伴う今後の対応でございますけれど

も、市町村等の意見を伺いながら、今後また検

討してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 これで通告いたしておりまし

た質問は終わりますが、一言、串間の現状とい

うことでお聞きいただければというぐあいに思

います。

今、私が個々に串間地域の問題を出しており

ましたけれども、人口１万9,744名、この県議会

で決まることが、あしたの串間の方向性が決ま

るということになりますので、よろしくお願い

を申し上げたいと思います。

県警本部長にもお礼を申し上げたいと思うん

ですが、児童の通学のときに見守り隊というの

をやっているのを見かけます。子供たちが交通

事故に遭わないよう、登校時あるいは下校時に

一緒に歩いて事故防止のために指導している団

体でございますが、廃止されるのではないかと

いうふうに随分心配をしております。「私がい

なくても本当に大丈夫なんだろうか」と。学校

でも教育はしていると思いますけれども、学校

の行き帰り、子供同士のことでございます。

ちょっとふざけ合ったり、いろいろな状況が生

まれて大変危ないときもあったと聞いておりま

すので、見守り隊の継続ができないのか、ぜひ

要望いたしておきたいと思います。

そしてさらに、もう一つでございますが、串

間市は各地で盆踊りが行われております。とこ

ろが、うたいというんでしょうか、歌われる方

とかが、だんだん高齢化しておりまして、その

存続が危ぶまれる状況でもございます。神楽は

一生懸命、県内いろいろＰＲされております

が、盆踊りというのは歴史、伝統、文化を含め

た行事でございます。存続あるいは復活という

点でも、宮崎県の大きな特徴の一つになるので

はないかと思いますので、ぜひ心にとめておい

ていただければありがたいと思います。素朴な

盆踊りでございますが、大変すばらしい取り組

みでございます。

以上をもちまして、岩下の質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

質問をさせていただきます。

まずは、全国高校サッカー選手権大会で鵬翔

高校が日本一に輝きました。心よりお喜び申し

上げますとともに、宮崎県の高校生に勇気とや

る気を示してくれたことに敬意を表したいと思
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います。鵬翔高校の松崎監督は、１月20日のイ

ンタビューの中で、「国立のピッチは遠い世界

ではない」と話されております。県内の各高校

は全てライバルで、ともに戦い、対等の実績を

残しておるわけで、まさに松崎監督の言われる

とおりだと思っております。さらにうれしかっ

たことに、鵬翔高校サッカー部で背番号８をつ

け、大会でも活躍し、日本高校サッカー選抜に

県内で唯一選ばれた小原裕哉選手は、私の経営

する保育園の卒園生でもあります。４～５歳の

ころからボール遊びが好きで、保育園では、時

間さえあれば、私の息子にサッカーを教えてく

れと職員室に来たと聞いております。都城市立

明和小学校、都城西中学校、そして鵬翔高校へ

と進んだわけで、驚いたことに、全国大会の出

場が決まると、両親と本人が、保育園、明和

小、西中学校に大会の参加の知らせとお礼に来

たことであります。さらに、優勝した後にも、

それぞれに両親とともに報告に来たそうであり

ます。親子が強いきずなで結ばれ、このような

大きな結果を残されたことに心からお祝いを申

し上げるとともに、地域に対する感謝の心を忘

れないことに私は感動を覚えた次第でありま

す。さらなる活躍を期待いたしたいと存じてお

ります。

それでは、通告しております項目につきまし

て順次質問をしてまいります。

まず、副知事２人制についてお尋ねをいたし

ます。このことについて私は、昨年２月の議会

で、一般質問において知事に、直面する新しい

課題と公約として掲げられた政策提案の２つを

実現するために、副知事２人制とすることを考

えていないかとお尋ねしたところ、「本県の厳

しい財政状況にも十分配慮し、今後の県政運営

を進めていく中で検討すべき課題である」と御

答弁をいただいたところであります。その１年

後、知事は、現在１人の副知事を４月から２人

にふやし、２人目は地元出身者を充てることを

表明されたところであります。もともと私は、

副知事を２人置くことを強く要望しておりまし

たので、今後の県勢発展を考える上で、今回の

提案はまことに心強く感じている次第でありま

す。副知事２人制となると、公舎も必要になっ

てくるものと思われますし、そのほかにも、副

知事として執務を行う上で必要になるものが当

然たくさん出てくるものと思われます。その

分、費用もかかると思いますが、実際どれだけ

の財政負担が生じるものか、知事にお伺いをし

ておきたいと思います。

次に、副知事２人制に関する質問はたびたび

出てきておりますが、知事は、現体制の中で可

能な限りの対応をするために、総合政策部長、

総務部長を加えた四役体制で対応するとおっ

しゃっておりました。今回、副知事２人制をと

ることを明言されたわけであります。この背景

には、四役体制が実際はうまく機能しなかった

のではないかということを疑ってしまうわけで

もあります。四役体制はこれまでうまく機能し

たのでしょうか。また、今後、四役体制はどの

ような形で機能するのか、知事にお伺いをして

おきたいと思います。

後の質問は、質問者席からいたします。(拍

手)〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

その前に、今、小原選手について言及があっ

たところであります。私も、国立での準決勝

で、彼がフリーキックを直接ゴールしたあのす

ばらしいシュートを見て、本当に震える思いが

いたしたところでございます。このチームの司
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令塔としてすばらしい活躍でありましたし、今

言われたように、地域に対する思いというもの

は本当にすばらしいなと、敬意を表するもので

あります。すばらしい選手を育てられた取り組

みに敬意を表するところであります。

副知事２人制についてであります。副知事２

人制に伴う新たな財政負担につきましては、本

人の給与、秘書、公用車にかかる費用を合わせ

まして、年間約2,500万円程度となる見込みであ

ります。なお、新たな副知事公舎につきまして

は、地元出身の方を起用することにより不要で

あるものと考えているところでございます。

次に、四役体制についてであります。この四

役体制というものは、名前としては新しいもの

ではございますが、従来から取り組んでおるも

のでございまして、これまでも、例えば東日本

大震災の支援を行うみやざき感謝プロジェクト

でありますとか、経済活性化のためのみやざき

元気プロジェクトなど、そういうような重要な

案件があった場合、または予算などの県政運営

に当たっての重要課題を審議する場合には、担

当部局長に加えて、知事、副知事、それから、

企画部門を統括する筆頭部長である総合政策部

長と内部管理部門を統括します総務部長が必ず

同席をして協議しております。副知事１人体制

で何とか県政運営をしていきたい、そのような

ときに、そのような最高幹部会議で物事を決定

しておるということを説明申し上げるために、

あえて四役体制という名前をつけて御説明させ

ていただいたところでございます。今後、副知

事２人制となりました場合も、やはり同じよう

に、知事、副知事、それから、担当部局長に加

えて、そのような筆頭の両部長を加えた協議と

いうものに取り組んでまいりたいというふうに

考えておりますし、決して、それが機能しな

かったから今回２人制にするということではご

ざいませんで、これまでも御説明しております

ように、復興から新たな成長へという新しいス

テージを迎えた本県が、よりさまざまなプロ

ジェクトを進めていく上での体制を強化した

い。また、県議会、市町村、それから、多くの

県民の皆様とのより緊密な連携を図ってまいり

たい、そのような思いで、今回２人制を提案さ

せていただくところでございます。これまで同

様、副知事及び各部長との活発な議論を行いな

がら県政運営を進めてまいりたい、そのように

考えております。以上であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。より

強固な執行部体制をつくっていただきたいと、

お願いしておきたいと思います。

次に、平成25年度の当初予算及び本県の財政

運営について、幾つかお尋ねをしてみたいと思

います。河野知事は、25年度当初予算におい

て、「復興から新たな成長へ」という旗を高く

掲げておられます。本県が、本県の強みを生か

して成長していくための道筋を示したことを高

く評価いたしております。しかしながら、一方

で、本県は県税など自主財源が少なく、地方交

付税に大きく依存する脆弱な財政構造にありま

す。県内経済を引っ張っていくためには、県の

財政がどのような状況にあるのかが大きなポイ

ントとなります。持続可能な財政運営を図る観

点から、とりわけ財政調整のための基金につい

て、適切に管理していくことが極めて重要だと

考えております。本県ではこれまでも、基金の

取り崩しに頼りながら予算編成を行ってきてい

るのが実態であります。特に25年度の当初予算

では、財政関係２基金の取り崩し額が、24年度

の184億円から261億円と大きく増加しておりま

す。そこでまず、平成25年度当初予算におい
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て、財政調整のための基金についてどのように

考えて取り崩しを行ったのか、知事にお伺いを

しておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 25年度の予算編成に当

たりましては、県税や地方交付税などが減少す

るということで、極めて厳しい予算編成になっ

たところであります。一方で、停滞している県

内経済の活性化や南海トラフ巨大地震への対応

など、緊急的な防災対策が大きな課題となって

おります。私としましては、これらの課題を何

とかしたいという強い問題意識で臨んだところ

であります。予算編成、財政運営に当たりまし

ては、やはり選択と集中のもとに、厳しい財政

状況の中で、健全化を図りながらも、めり張り

をつけて予算化するというのが大変重要でござ

いまして、今回、地域経済活性化・防災対策特

別枠を大幅に増額しまして、30億円のみやざき

成長産業育成加速化基金の設置や、46億円の公

共事業の増額措置を行うなど、積極的な対応を

図ったところであります。このような考え方に

よりまして、25年度当初予算案におきまして

は、財政調整のための基金の取り崩し額をふや

すこととしたところでございますが、大きなさ

まざまな課題を抱えていく上で、萎縮すべきで

はない、ここは思い切って打って出るところだ

という指示のもとに、今回、今のような基金な

ど増額をさせていただいたところであります。

今後も、財政健全化とのバランスをとりなが

ら、復興から新たな成長に向けて取り組んでま

いりたい、そのように考えております。

○徳重忠夫議員 ただいま知事から説明があっ

たところでございまして、当初予算の編成に当

たっての知事の思いは、私も十分理解ができる

ところでもあります。一方で、今後、何らか対

策を講じなければ多額の収支不足になり、より

資金が枯渇し、財政再建団体に陥るおそれがあ

ると、私はこう考えるわけであります。平成25

年度の予算において261億円の取り崩しを行った

ことから、現時点での25年度末の財政関係２基

金の残高が200億円を切っているわけです。みや

ざき行財政改革プランでは、毎年200億円以上の

収支不足が発生するとされておりまして、25年

度まではよいとしても、26年度の予算編成をす

るには、基金が枯渇する可能性があると思いま

すが、このことについて知事はどのように思わ

れますか、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中期財政見通しを持ち

ながら今、財政運営をしておりますが、今後、

多額の収支不足が発生する見込みもございま

す。何らも対策を講じなければ、御指摘のとお

り、26年度には基金が枯渇するような事態も考

えられるところであります。持続可能な財政運

営を図る観点からは、財政調整のための基金と

いうものを適切に管理していき、一定程度の残

高を確保していくことは必要だろうと。相撲で

いえば徳俵に足がかかりかけている、そのよう

な状況だという認識でございます。このため、

執行段階での経費の節約や財源の確保などに、

これからも積極的に取り組むこととしておりま

して、今後は、さらに効率的な予算執行などに

取り組みまして、必要な基金残額を確保してま

いりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 私は、今回の平成25年度の当

初予算及び追加提案されました24年度の補正予

算については、知事の強い思いを示すものと理

解はいたしております。特に、本県は、他県と

比べて高速道路を初めとする社会資本の整備が

大きくおくれており、産業の振興はもちろんの

こと、今後発生が予想されております南海トラ

フ巨大地震に対応した防災・減災対策を進めて



- 215 -

平成25年３月５日(火)

いく上でも、今後とも、計画的に県民生活に欠

かせないインフラ整備を進めていく必要がある

ものと考えております。基金残高が200億円を切

り、県債残高も１兆円を超えるなど、財政状況

は大変厳しさを増している中であります。必要

なインフラ整備などに多額の財政負担が求めら

れると思いますが、今後どのように財政運営を

行っていくか、その考え方について知事の考え

を伺っておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今年度もそうでありま

したが、長引く景気の低迷などによりまして、

県税や地方交付税の伸びが余り期待できない。

しかも社会保障関係費が増加していく見通しで

あります。ことしも30億程度、前年度も50億程

度ということで、社会保障関係費がどんどんと

伸びております。国全体における社会保障と税

の一体改革を進めていくこと、また、その中で

県としても知事会を通じて議論していくこと

は、大変重要な課題だというふうに考えており

ます。一方で、全国に比べて社会資本の整備が

大きくおくれている本県であります。産業の振

興を図るための道路や港湾等のインフラ整備は

もちろんのこと、南海トラフ巨大地震への対応

を踏まえた防災・減災対策の強化など、今後と

も多額の財政負担が必要になるものというふう

に考えておるところでございます。

このような状況の中、昨年度、第三期の財政

改革推進計画を策定したところでございまし

て、これに基づく取り組みというものを着実に

推進していくことが、今後とも重要であろうか

というふうに考えております。これまでも、例

えば、平成17年度から人件費をトータルで100億

円も削減したり、かなり雑巾を絞って、乾いた

雑巾を絞っているような状況でありますが、さ

らに工夫と知恵を重ねまして、積極的な歳入確

保を図る、また、人件費や公債費等の義務的経

費の削減に努める、また、ゼロベースからの徹

底した事務事業の見直しなど、歳入歳出両面か

ら必要な取り組みを進めまして、選択と集中と

いう考え方のもとに、施策の重点化・集中化を

図って、持続的な健全性が確保される財政構造

への転換に努めてまいりたい、それを目指して

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ頑張っていただきますよ

うにお願いをしておきます。

次に、フードビジネスの展開についてお尋ね

をしてまいります。

本県農産物は、市場でも高い評価を受けてお

りますが、ブランド物以外の農産物や加工に向

けての農産物については価格が安定しないこと

から、農家収入が不安定となる大きな要因と

なっております。近年、私の地元都城市では、

大型農業法人が大手量販店や加工企業との契約

生産に取り組み、年々その生産規模を拡大して

いるところであります。生産者自身が販路を開

拓することや企業と直接契約することは、大変

厳しいものがございます。ところで、フードビ

ジネスを推進していくということであります

が、ここには、プロのバイヤー等を確保して積

極的な販路開拓を展開する必要があると考えて

おります。農政水産部長の考えをお聞きしてお

きたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の成長産

業としてフードビジネスを展開していくために

は、マーケットインの視点に立って生産供給体

制を構築していくことが最も重要でありますの

で、マーケットの生の情報を把握できる専門家

の存在が不可欠であると認識しております。こ

のため、県としましては、新たなブランド展開

として、マーケティングの専門家を招聘して、
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販売戦略やプロモーション活動を再構築するこ

ととしており、ＪＡや農業法人と量販店等との

直接的なマッチングや販路開拓に向けた取り組

みについても、より加速化してまいりたいと考

えております。また、平成25年度予算において

は、商工観光労働部から、新宿みやざき館ＫＯ

ＮＮＥに、県産品の販路開拓を専門に行うコー

ディネーターを配置して、首都圏のバイヤー等

に対して商品の売り込みやＰＲを行う事業をお

願いしているところであります。今後とも、農

業の枠を超えたフードビジネス振興の観点か

ら、全庁的な取り組みにより販路開拓を進め、

農業所得の向上を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 次に移りたいと思います。先

ほど申し上げましたように、既にＪＡや大手農

業法人等が、冷凍ホウレンソウやギョーザ用の

キャベツ等、１次加工に取り組んでおります

が、フードビジネスを推進していく上では、こ

のような６次産業化を産地単位で推進していく

ことが大切だと考えるところであります。本県

の農産物に付加価値をつけ、農産物処理工場の

整備を加速させるためには、既存の工場の規模

拡大や大手メーカーの工場誘致など、産地が一

体となった６次産業化の推進が必要と考えます

が、農政水産部長に県の推進策についてお伺い

をしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 近年、大消費

地やその周辺では、加工業務用野菜の製造過程

における残渣処理などの課題が顕在化しつつあ

り、産地とメーカーが連携して、産地におい

て、生産だけではなく１次加工処理まで請け負

う機運が高まってきております。このような産

地とメーカーが一体となった工場の規模拡大や

企業誘致の取り組みを推進するためには、マー

ケットインの視点に立ったパートナー探しや、

積極的な誘致活動が重要であると考えておりま

す。県といたしましては、フードビジネス振興

の観点から、企業誘致部局と連携をしながら、

関係機関と一丸となって、産地やメーカーの情

報収集とマッチング活動等に取り組んでまいり

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

昨年10月に長崎県で開催されました第10回全

国和牛能力共進会において、本県は、前回の鳥

取大会に引き続き、日本一２連覇を達成いたし

ました。今回の２連覇を受けて、県でも関係団

体と一体となって、さまざまな形で食肉の販売

戦略を展開しておられます。しかし、宮崎牛そ

のものを流通させるということでいえば、東京

市場への出荷が必要だと考えておるところであ

ります。私は、前回の鳥取全共の後、東京の芝

浦市場へ視察に行ったことがありますが、その

ときには、「宮崎牛はすばらしいということは

わかっておりますが、物が来なければ売りよう

がない」と言われたことがありました。県は新

たに、東京市場への牛の生体出荷について取り

組むということでありますが、どのような形で

実施されるのか、農政水産部長にお伺いをして

おきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 東京市場への

生体出荷につきましては、東京芝浦の中央卸売

市場へ生きた牛を出荷し、そこで処理された枝

肉を首都圏の卸売業者が評価し、競り落とすこ

とで、宮崎牛のサシのきめ細かさ等のすばらし

さを理解してもらい、首都圏におけるマーケッ

トを拡大していくというものでございます。既

に昨年11月から、ＪＡ宮崎経済連が試験的に月

１回、12頭ずつ出荷しておりますが、比較的高

値で取引されるなど、おおむね良好な結果が得
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られているところでございます。生体での出荷

につきましては、移動に伴う体重の減少や、か

かり増し経費等の増加に加え、競りの状況に

よっては値が安くなる等のリスクがあるもの

の、宮崎牛の販路拡大には重要な取り組みであ

ることから、県としましても、継続して出荷で

きるよう支援していくこととしております。

○徳重忠夫議員 定時・定質・定量、これが原

則であろうかと思いますので、どうぞ継続を

しっかりやっていただきたいと思います。

今回、東京モノレールの浜松町駅に設置され

ました宮崎牛の看板は、肉の写真がいかにもお

いしそうで、さらには、ほかの看板を圧倒する

大きさでもあることから、東京での知名度アッ

プのために大変有効であると考えております。

また、大阪では、堺駅前にある南海グリルが宮

崎牛レストランとして大変有名であります。東

京でも、ここに行けば宮崎牛が食べられると

いったような体制づくりも必要ではないかと考

えておるところであります。東京での宮崎牛の

取引の拡大や、宮崎牛を専門的に取り扱うレス

トラン等についてどのように取り組まれようと

しているのか、部長にお答えをいただきたいと

思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛を取り

扱うレストランや精肉販売店の増加は、消費拡

大のためにも、さらには農家の所得向上のため

にも大変重要であると認識しております。この

ため、県としましては、首都圏における「情熱

みやざきフェア」や、「みやざきｗｅｅｅｅ

ｋ」等のイベントを通して、県産農畜産物のＰ

Ｒや、県産食材を取り扱うレストラン等とのコ

ラボレーション企画を推進し、取扱店の拡大を

図っているところであります。また、宮崎牛を

一定量取り扱う店舗に対しましては、県と関係

団体等で構成されます「より良き宮崎牛づくり

対策協議会」が、宮崎牛指定店として、のぼり

などの販売促進資材の提供や、フェア開催など

による支援を行うこととしております。先般、

首都圏で宮崎牛の商談会を開催したところであ

りますが、宮崎牛を扱う小売店やレストラン等

をふやすためには、卸売業者を通じた取引拡大

もあわせて重要でありますので、今後も、「宮

崎牛及び県産食肉販売戦略会議」を中心に、卸

売業者やホテル、レストラン等を対象とした商

談会の開催や戦略的なＰＲ、販売促進活動など

を展開し、総合的な販路拡大に積極的に努めて

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 全共２連覇という好機を逸す

ることなく、さまざまな方法を駆使して全速力

でしっかりと対応していただきたい、このよう

に思っております。

次に進みたいと思いますが、私は、フードビ

ジネスの展開には、まずは県みずからが率先し

て地場産物を使うべきだと考えております。例

えば県立病院では、毎月１回、地産地消のメニ

ューを提供しているようですが、これを月に１

回ではなく毎日実施するようにすれば、販路拡

大にもつながるし、食の安全・安心にも大いに

寄与するものと考えております。そこで、病院

局長にお伺いをいたします。病院給食において

地場産物はどれぐらい利用されているのか、ま

た、今後どのように地場産物の利用を進めてい

こうと考えておられるのか、お伺いをしておき

たいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の給食材

料でございますが、まず、米や卵、豚肉、鶏

肉、これにつきましては、全て県内産を使用し

ております。また、魚類や野菜類につきまして

は、県内産の使用は約半数となっております
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が、これは、季節によって安定した調達が難し

いことから、県外産をやむを得ず使用している

ものでございます。次に、牛肉でございます

が、オーストラリア産が多い状況にあります。

これは、給食に係る収入は、診療報酬上、食事

療養費として１食当たり640円と定められている

ことから、経営上、栄養価が同等で価格の安い

食材を利用せざるを得ないことによるものでご

ざいます。食の安全・安心の観点に加えて、

フードビジネスの推進の観点からも、県内産食

材を積極的に利用していくことが重要であると

十分認識しておりますので、宮崎牛を初め、そ

の他の食材につきましても、季節ごとの行事食

あるいは選択メニューに加えるなど、県内産の

食材の利用拡大に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 次に、教育長にもお伺いをし

ておきたいと思います。消費量が最も多いと言

われております、学校の給食でございます。地

産地消をさらに進めていくことが必要であると

考えます。そのためには、数値目標を掲げて、

地場産物の積極的な利用を進めていくことが大

事だと、このように考えております。そこで、

学校給食における地場産物の利用状況と今後の

取り組みについてお伺いをしておきたいと思い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県食育・地産地

消推進計画では、学校給食における地場産物の

使用割合を、平成27年度までに、食材数ベース

で50％にするという数値目標を掲げておりま

す。本県の学校給食における地場産物の利用状

況は、文部科学省が５校程度の抽出により実施

した調査によりますと、ここ３年間の平均は、

食材ベースでは32.5％となっておりますが、主

食である米、それから、毎日子供たちが飲む牛

乳については、ほぼ全て県産のものを使ってお

ります。県教育委員会といたしましては、食育

実践事業に取り組んでおりまして、例えば、直

接、生産物を生産された農家の方が学校に来

て、給食を子供たちと一緒にとっていただい

て、給食を食べながら作物を育てるドラマを

語っていただくとか、あるいは給食に地場産品

を使う「ひむか地産地消の日」を推進したり、

あるいは子供たちが自分たちで食材を調達し、

弁当をつくって持参する「弁当の日」を推進す

るなど、地域の産業や食文化等に対する関心を

高める取り組みを行っているところでありま

す。今後とも、本県が掲げる数値目標の達成を

目指して、市町村教育委員会や関係部局と連携

しながら、学校給食の地場産物の使用拡大に努

めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次に、総合政策部長にお尋ね

をしてみたいと思います。みやざきフードビジ

ネス推進体制構築事業について伺っていきま

す。この事業は、本県の豊富な農水産資源を核

とした総合的な食産業を成長性の高い基幹産業

として育成するため、フードビジネスの展開に

必要な推進体制を構築し、課題解決のためのプ

ロジェクトに取り組むものと説明されておりま

す。フードビジネスを推進するには、先ほど病

院局長や教育長にもお尋ねしたように、まず

は、本県の売りであります安全・安心な農産物

の加工品を、県内のマーケットに普及拡大して

いくことが最も大事だと、私はこのように考え

ております。その結果、県内での需要や利用量

がふえれば、生産者も新たな販路先が確保でき

るし、規模拡大の可能性も出てくるのではない

かと考えるのであります。そういったことも

フードビジネスの中で取り組んでいく重要な課

題ではないかと考えておるところであります。
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そこで、総合政策部長にお尋ねいたしますが、

フードビジネス推進体制構築事業の方向性は、

外に打って出る「地産外商」となっているよう

ですが、まずは足元の地産地消を進めるべきと

考えるところであります。部長の見解をお伺い

しておきたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） フードビジネ

スを推進するに当たりまして、最終的な実需者

のニーズをしっかりと組み込みながら、生産か

ら加工、販売に至る一貫した流れを構築してい

くことが極めて大切だと思っております。その

中で、今、議員のほうから御指摘ありましたよ

うに、地産地消によって足元を固めることが大

事でありまして、学校給食はもとより、今後成

長が見込まれます病院や福祉施設向けの業務用

加工食品として、利用者のニーズに合ったソフ

ト食を開発するプロジェクト等を展開していく

こととしております。また、県内の食品関連企

業を調査いたしましたところ、県内の農林水産

物の利用につきましては、価格や品質が安定し

ていることが条件として挙げられております

が、約７割が拡大をしたいという結果も出てお

りまして、県内でも販路開拓の余地はまだまだ

あるというふうに考えております。今後は、こ

のような現状や課題を踏まえながら、分野横断

的なプロジェクトチームによりまして新たなビ

ジネスモデルの創出を行いまして、フードビジ

ネスの振興を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。知事

にもお答えをいただいておきたいと思います。

「みやざきフードビジネス振興構想」を策定

し、庁内各関係部局や農商工関係団体が連携し

た本格的な取り組みを来年度からスタートさせ

ようとしているわけでありますが、これに対す

る知事の思いをお伺いしておきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、フードビジネスを

めぐる一連の御質問の中で、非常に重要な御指

摘をいただいておるのではないかというふうな

思いがしております。外部のプロ、有識者の活

用ということ、さらなる６次化、さらには、大

都市に向けたＰＲや販路の拡大、そして、まず

は地産地消をもっと推進すべきではないかと、

それぞれ重要な御指摘というふうに受けとめて

おるところでございます。本県がこれまで培っ

てまいりました、強みであります安全・安心で

質の高い農林水産物をベースとしまして、さら

に、産地や食品製造業の基盤というものをフル

に生かして、６次産業化や農商工連携により付

加価値を高めていく。それに加えて、飲食業、

観光産業にも発展の裾野を広げていくことによ

りまして、全体として成長産業化が図られる

と。まさに総合産業として、この食、フードビ

ジネスというのを展開している。非常に可能性

があるのではないかというふうに思っておりま

す。

私がイメージしておりますのは、口蹄疫のと

きに、本県の農業の６割を占める畜産が大打撃

を受けて、畜産のみならず農業なり商工業、経

済全体が影響を受けたわけでありますが、昨年

の宮崎牛の日本一連覇など、本県のすばらしい

素材、畜産のみならず、野菜も魚もたくさんい

ろいろ素材はあるわけです。単なる素材供給型

から脱することによって、そのフード、食料と

いうのが、今度は経済全体を雇用なり産業面で

引っ張っていく、引き上げる、浮揚する力があ

るのではないか、そういう思いでこのフードビ

ジネスに今、取り組んでいるところでございま

す。今年度も、関連事業としまして総額約24億
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円を措置したところでございまして、生産から

加工、流通、販売に至るまで、一体として総合

的な食産業の振興に努めてまいりたい。そのこ

とにより、本県の経済、また、新たな成長に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。実は

知事に要望を、強い要望を申し上げておきたい

と思います。このフードビジネスについてでご

ざいますけど、先ほど、病院局長、さらに教育

長から答弁をいただきました。県立病院では経

営上の理由から、給食に使用する牛肉のほとん

どがオーストラリア産を使っているという御答

弁がありました。和牛の日本一の産地でありな

がら安全・安心な牛肉を与えない、このことは

私は理解ができないのです。和牛の肉、立派な

肉もあります。ほかにもいろんな肉があるんで

す。宮崎では５万頭から屠殺しております。安

い肉もあるんですから、やはり宮崎牛を使って

いただきたいということを特に申し上げておき

たいと思います。また、23年度の数字ではあり

ますが、学校給食においても、地場産品の利用

状況は、隣県の熊本県、大分県、鹿児島県は全

て、30％以上地場産を使っているんです。先ほ

ど32％とおっしゃいましたが、これは平均であ

りまして、本県は、23年度は27.5％という数字

であります。全ての隣県に負けているんです。

宮崎県は農業県です。畜産県です。隣県に負け

たくないんです。知事、その思いをぜひ持って

いただきたいと、このように思っておるところ

であります。知事にはこの現状を認識していた

だいて、フードビジネスの推進に当たっていた

だきたいと、このように思っています。地産地

消により、まずは足元を固めて、例えば、学校

給食においては50％を目指す、あるいは県病院

でも宮崎牛を使う。知事が先頭になって取り組

んでいただきたいと、このように思っておりま

す。地産地消運動に取り組む「みやざきの食と

農を考える県民会議」の会長は知事でありま

す。知事の強力なリーダーシップを求めたいと

思います。

続いて、福祉行政についてお尋ねをしてまい

りたいと思います。

放課後児童健全育成事業についてお尋ねをい

たします。放課後児童健全育成事業、いわゆる

放課後児童クラブは、保護者が就労などにより

昼間家庭にいない小学校に通う子供たちに、遊

びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る

ものであります。子供を巻き込む犯罪や事件が

多発するとともに、共働きやひとり親家庭が増

加する中、子供が放課後、安全で安心して過ご

すことができる場を求める保護者の願いはます

ます高まっております。放課後児童クラブは県

内各地で展開されております。そこでまず、放

課後児童クラブについて、クラブ数と児童数の

近年の状況についてお伺いをいたします。ま

た、放課後児童クラブは保護者が利用料を負担

しておりますが、負担の状況はどうなっている

のか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 放課後児童ク

ラブの、まずクラブ数についてでございます。

５年前の平成20年度に185クラブであったもの

が、24年度は203クラブとなっており、また、利

用児童数につきましては、20年度の6,342人か

ら24年度は7,417人となっておりまして、クラブ

数、児童数ともに増加傾向にございます。ま

た、保護者が負担している利用料でございます

が、24年度の状況で申し上げますと、全体の92

％が徴収しておりまして、その中で、月額3,000

円台を徴収しているクラブが87クラブで、全体

の43％と最も多くなっておりまして、次に、月



- 221 -

平成25年３月５日(火)

額4,000円台を徴収しているクラブが70クラブ

の35％となっている状況でございます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。一部

改善がなされたということでありますが、一定

の評価はしたいと思っております。しかしなが

ら、九州各県の状況を見てみますと、ほとんど

国の基準どおりに支給されております。また、

中核市の宮崎市は、国の基準を上回る額で児童

クラブを運営しているのが現状であります。今

はまだまだ不十分であると考えております。先

般、児童福祉法が改正され、その中で、市町村

は、放課後児童クラブについて条例で基準を定

めなければならないとされています。その基準

は、児童の身体的・精神的及び社会的発達のた

めに必要な水準を確保するものでなくてはなら

ないとなっております。このような中、補助金

が現在のような低いままでは、近い将来、児童

福祉法が定める基準をクリアしていくのにさま

ざまな問題が出てくるのではないかと危惧して

いるところでもあります。そこで、改善がなさ

れたとはいえ、九州各県や宮崎市と比較して依

然として低い水準にあります。一層の改善を図

るべきと思いますが、知事の所見をお伺いして

おきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御質問がありました放

課後児童クラブは、児童の健全育成を図るとと

もに、仕事と子育ての両立支援の役割を担って

おります。子育て支援対策として大変重要な事

業であると認識しておるところであります。厳

しい財政状況の中で、何とか充実を図りたいと

いう思いで、今回、一定の―今、改善という

言葉がございましたが―予算の見直しもさせ

ていただいたところでございます。国におきま

しては、現在、子ども・子育て関連３法を踏ま

えました新たな制度の中で、放課後児童クラブ

につきまして、対象年齢の拡大や指導員の基準

の設定など、制度の充実が図られるということ

にされております。県におきましては、こうし

た国の動きを踏まえ、また、それに呼応して、

厳しい財政状況の中ではありますが、今後と

も、放課後児童クラブの設置促進など、改善に

努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ２月の28日、つい先日であり

ますが、安倍総理は施政方針演説で、「子育て

に頑張るお父さん、お母さんが、育児をとるか

仕事をとるかという二者択一を迫られている現

実であります。今後、放課後児童クラブを増設

し、地域による子育て支援に力を入れます」と

明言をされております。現在、国の基準の40％

カットが宮崎県の状態であります。少なくとも

隣県同様あるいは宮崎市と同等の支援を、知事

に強く強く要望しておきたいと思います。

続いて、救急医療についてお尋ねをしてまい

ります。先日、私の知人が、体の異常を訴え、

消防本部に救急要請を行ったところ、救急隊が

間もなく駆けつけ、救急車に収容されました

が、受け入れ医療機関を探すのに40分もかかっ

たということであります。さらに、近くの医療

機関で受け入れてもらえず、消防本部の管轄外

の医療機関までの搬送に約50分を要したという

ことです。救急要請から医療機関への収容まで

に１時間45分を要したということであります。

幸い、知人は、大事に至らず、九死に一生を得

ることができたわけでありますが、今回の事案

を通して、私は、本県の救急患者の医療機関へ

の受け入れ体制をもっとよくしていく必要があ

るのではないかという思いを強くしたところで

あります。つきましては、質問をさせていただ

きますが、まず、本県の救急患者の医療機関へ

の受け入れ実態はどうなっているのか、危機管
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理統括監にお伺いをしておきたいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 医療機関

への救急搬送についてでございますが、迅速な

搬送が特に求められます重症以上の傷病者につ

いて、平成23年中の受け入れ状況を見てみます

と、5,532名のうち、約77％の4,283人の方々が

１回目の照会で医療機関に受け入れていただい

ております。一方で、議員から御指摘がありま

したように、複数回の照会という例になります

けれども、医療機関に収容されるまでに５回以

上の照会を要したという方々が、約３％の142名

いらっしゃるという状況でございます。また、

救急車に収容されてから受け入れ医療機関が決

まるまでの現場滞在時間について見ますと、

約64％の3,538名の方々が15分未満で離れるとい

う状況でございますけれども、現場滞在が30分

以上要した方というのも約４％の227名という状

況でございます。また、過去３カ年の推移を見

ますと、全国的な傾向でもございますが、本県

でも救急出動件数及び救急搬送人員数ともに増

加傾向にあり、また、医療機関への受け入れに

要する照会回数または現場滞在時間も延びる傾

向にあるというところでございます。このよう

な状況を受けまして、今般の県の医療計画の見

直しに当たりましては、救急要請から医療機関

収容までの平均所要時間を縮減するための数値

目標を設定させていただいたところでございま

して、関係機関と十分連携を図りながら、対策

の充実に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。大変

厳しい問題でございますが、救急搬送の実態と

いうのがよくわかったような気がいたします。

対策の充実にさらにさらに努めていただきたい

ということをお願い申し上げておきたいと思い

ます。

それでは、そういった救急搬送の状況を踏ま

えて、本県の救急医療体制のあり方についてど

う考えておられるのか、福祉保健部長にお伺い

をしておきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の救急医

療につきましては、患者の容体に応じて、初期

から第３次までの医療体制を整備するなど、役

割分担と連携を図りながら、その充実に取り組

んできたところでございます。そのような中、

昨年４月の宮崎大学医学部附属病院の救命救急

センター開設や、同病院を基地病院とするドク

ターヘリの導入によりまして、大きく前進した

ところでございます。しかしながら、医師不足

が救急医療体制の確保にも大きな影響を及ぼし

ておりまして、圏域によりましては、休日夜間

急患センターの診療科目や診療時間等が異なっ

ておりますことや、急患が重なった場合に、新

たな患者の受け入れができない場合があるなど

の課題がございます。救急医療は、県民の安全

・安心確保のため、大変重要でございますの

で、今後とも、大学、医師会、市町村等関係機

関と十分連携を図りながら、引き続き、医師の

養成・確保はもとより、医療従事者の研修な

ど、体制の充実強化に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○徳重忠夫議員 医師の確保というのが一番大

事かなと。ドクターカーがついていけばうまく

いくんだろうと思いますけど、なかなかそれも

思うようにならないというのも現実かと思いま

す。医師確保等大変難しい課題はありますが、

県民の安全・安心の確保のために、体制強化に

積極的に取り組んでいただきたいということを

お願いしておきたいと思います。

次に、公共事業について、２～３お尋ねをし

ておきたいと思います。
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新たな政権のもとで追加補正予算が成立し、

当初予算に加え、多額の公共事業予算が上乗せ

されることになりました。県の予算では、約400

億円の公共事業予算の追加であります。このこ

と自体、地域経済の活性化に明るい光が差し込

んできたものと、大きな期待を寄せているとこ

ろであります。しかしながら、心配もありま

す。県内の建設業者が対応できるかどうかとい

う点であります。東日本大震災に係る復興事業

において、入札不調が相次いでいるというニ

ュースを目にいたしているところでもありま

す。本県においても、追加となった公共事業予

算について、国、県、市町村が発注するわけで

あります。以前と比べて技術者が減少している

中で、県内の建設業者が対応できないのではな

いかと懸念しておりますが、県としてどのよう

に考えているのか、県土整備部長にお尋ねをし

ておきたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 今回の追加補

正予算につきましては、県内経済の活性化につ

ながるものでありますので、予算の円滑な執行

を図る上で、入札契約手続や工事施工に支障が

ないよう取り組む必要があると考えておりま

す。このため、県におきましては、技術者の専

任を要する建設工事においては、国の方針に基

づきまして、当面の間、密接な関係のある５キ

ロメートル程度以内の２つの工事について兼務

が可能な取り扱いとするほか、技術者の専任を

必要としない工事における配置技術者の雇用要

件の緩和など、受注者の負担軽減につながる取

り組みについて検討しているところでありま

す。県といたしましては、これらの取り組みに

より、補正予算の円滑な執行に努めてまいりた

いと考えております。

○徳重忠夫議員 よろしくお願いを申し上げて

おきたいと思います。

次に、技術者の育成確保についてお尋ねをし

ておきたいと思います。本県の建設技術者につ

きましては、先ほど申し上げましたように、減

少傾向にありますとともに、高齢化も大変進ん

でおるところであります。県においては、産業

開発青年隊など、建設技術者の育成確保に取り

組んでおりますが、まだ不十分ではないかと考

えております。今後は、社会資本の維持管理、

更新に係る費用の増大も予想されております。

このような中で、将来の建設技術者の育成確保

についてどのように考えているのか、県土整備

部長にお尋ねをしておきたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 社会資本整備

を初め、今後、増大が見込まれる橋梁やトンネ

ルの維持管理、さらには、災害時における対応

を将来にわたり円滑に進めていくためには、若

手技術者の育成確保は大変重要な課題であると

認識をしております。このため、県におきまし

ては、産業開発青年隊による将来の建設技術者

の育成確保を初め、総合評価落札方式における

新規学卒者の雇用の評価、さらには、建設技術

推進機構を通じた、建設技術者のスキルアップ

を図るためのさまざまな研修などにも取り組ん

でいるところであります。また、新たに、高校

生を対象とした出前講座や、建設業のイメージ

アップなどについても取り組みたいと考えてお

ります。今後とも、建設業界や関係機関とも連

携を図りながら、将来の建設産業を担う人材の

育成確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 最後の質問になりますが、県

土整備部長にお尋ねをしておきたいと思いま

す。道路のコンクリート舗装についてお尋ねを

いたします。昨年質問したところでございます
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が、最近の円安傾向から、アスファルトなどの

石油製品が高騰して、コンクリート舗装とアス

ファルト舗装の価格差は、これまで以上に縮ま

るのではないかと考えられます。コンクリート

舗装の材料はほとんど国内で賄えるため、使用

量がふえると国内経済が潤うことにもなりま

す。また、コンクリート舗装の工事がふえる

と、生コンや砂利、施工機械など、たくさんの

人に仕事が行き渡り、雇用の確保にもつながる

と思われます。コンクリート舗装は耐久性が高

いことから、国も積極的に採用すると、このよ

うに通知が来ていると、私は思っております。

県でも、使えるところは積極的に使っていくべ

きと考えております。そこで、コンクリート舗

装の他県の使用状況、今後の県の取り組みにつ

いて、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） コンクリート

舗装につきましては、アスファルト舗装に比

べ、一般的に工事費が高いものの、耐久性にす

ぐれることから、本県におきましては、補修時

の交通規制の影響が多いトンネル区間で主に採

用しておりまして、他県におきましても同様の

状況であるというふうに伺っております。最近

では、アスファルト価格が上昇傾向にございま

して、技術開発も進んできたということから、

採用事例がふえているところでありますが、コ

ンクリート舗装には、地下埋設物の掘り返し工

事が困難なことや、災害時の復旧に時間を要す

ること、さらには、走行性や騒音の問題もある

ことから、採用に当たりましては、現地条件を

十分に確認する必要がございます。県では、現

在、こういった条件を満足する都城志布志道路

の一部区間での施工を予定しておりますが、今

後とも、現地の条件、経済性、施工性を総合的

に考慮した上で、コンクリート舗装の採用につ

いて検討してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、コンクリート舗装を実

現していただきたい、このように思っておりま

す。

最後になりましたが、質問はこれで終わった

わけでございますが、実は、ずっと考えており

ましたことについて知事に要望を申し上げてお

きたいと、このように思っています。と申しま

すのは、本館外壁の洗浄であります。実は、昨

年の暮れに我々は議会で調査に行きました。東

京に行きました。国会議事堂に入った。すごく

きれいになっているんです。クリーニングされ

ておりました。すごく気持ちがよかったです。

きれいになりました。私が県議会議員になっ

て18年、一遍も掃除されたことはありません。

国内の47都道府県の県庁に皆さん行かれるわけ

ですが、こんなきれいな花が玄関にいっぱいあ

るところはありません。建物はどこもきれいで

あります。立派であります。こんな立派な玄関

があるところはない。そして、バルコニーだっ

て立派です。ところが、真っ黒けです。そし

て、御案内のとおり、タイルです。これも、き

れいなところときれいでないところ、余りにも

恥ずかしいような姿であります。ぜひこれを洗

浄していただきたい。お客さんへのおもてなし

というか、おいでになるお客さんに喜んでもら

えるような、花もきれい、体もきれい、体です

よ、県のシンボルです、県民のシンボルです、

これをきれいにしてやることは決して悪いこと

ではない。知事、１期目がもう半分来ました。

２期目のスタートにきれいな形でスタートして

ください。身も心もきれいになって、そして、

いい政治を続けていただきたい。強く要望を申

し上げて、私の全ての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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○中野一則副議長 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55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、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。おせったいのまち、アスリートタウ

ン、そして高校バスケット日本一となりました

延岡学園高校があります延岡選出の後藤哲朗で

ございます。一般質問をさせていただきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、知事にお尋ねいたします。知事

は、御自身の政策提案の中で、私の政治理念と

して３つの項目を挙げられております。その１

つに「「絆」を大切にするみやざき」があり、

そこには「人情味豊かな県民性を「みやざきの

宝」として未来に引き継いでまいります」とあ

ります。私は、人情味豊かな県民性がおもてな

しの心につながり、磨きをかけることで「おも

てなし日本一」につながっていくと考えており

ます。アクションプランには県民の主な役割が

掲げられていますが、その一つに「観光客を温

かく迎え入れ、「おもてなし日本一」を目指し

ましょう」とあります。そこで私は、知事の役

割の一つとして、県庁及び知事室等においでに

なる県内外のお客様を、笑顔と心からのお接

待、心からの歓迎を、関係者の皆さんと一緒に

もてなすような取り組みを率先して実践してい

ただく、まさにこれが「おもてなし日本一」に

つながっていくと思いますが、知事に御所見を

お伺いいたします。

次に、宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンド

事業についてお尋ねいたします。

この事業につきましては、御案内のとおり、

市町村振興や観光・商工業の回復等に向けた取

組みに対して幅広く支援をし、助成事業者から

大変好評を得、成果が出ている事業と思いま

す。ところで、このファンド事業の支援も２年

が経過しようとしており、経済情勢等の変化が

見られます。先月の22日、牧元副知事が理事長

である口蹄疫復興財団の通常理事会が開催さ

れ、今年度事業の実施状況報告等があったと聞

いております。そこで、これまでの取り組みの

総括と今後の事業の支援方針の考え方につい

て、牧元副知事に御所見をお伺いいたします。

次に、宮崎県総合計画（アクションプラン）

の進捗状況について３点お尋ねいたします。

まず、地域有縁システムについてでありま

す。地域の力を高めていくためには、さまざま

な人たちが有縁（つながり）を深め、力を合わ

せることが必要であります。地域福祉の推進、

自殺のない地域社会、地域ぐるみで取り組む安

全・安心なまちづくり等、これらのもととなる

のが地域有縁システムの構築であると思いま

す。そこで、これまでにどのような地域の仕組

みづくりに取り組んでこられたのか、総合政策

部長にお尋ねいたします。

次に、移住の促進についてお尋ねいたしま

す。重点施策の集落の活性化の中で、都市から

の支援と交流があり、移住等の促進を実施内容

として挙げていますが、これまでの移住促進に

向けての取り組みについて、総合政策部長にお

尋ねいたします。

次に、「安心で充実した「くらし」構築プロ

グラム」についてお尋ねいたします。安心で充

実した「くらし」の構築には、ともに支え合い
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助け合う地域福祉の推進や地域包括支援ネット

ワークの構築、安全・安心なまちづくりへの推

進等が大事であると思いますが、福祉・保健・

介護・医療の連携による地域の支援体制の整備

について、進捗状況と今後どう取り組んでいか

れるのか、福祉保健部長にお尋ねいたします。

次に、平成25年度当初予算案について３点お

尋ねいたします。

まず、財政改革の着実な取り組みについてお

尋ねいたします。当初予算編成においては、引

き続き社会保障関係費が増加する中、３年目と

なる第三期財政改革推進計画（平成23年６月策

定）を踏まえ、人件費の削減や投資的経費の縮

減・重点化、事務事業の徹底した見直し、財源

確保策等を積極的に推進されていることがうか

がえます。その中で、投資的経費の縮減・重点

化の考え方及び事務事業の見直しの内容につい

て、総務部長にお尋ねいたします。

次に、「神話のふるさと みやざき」ブラン

ド定着支援事業の関連についてお尋ねいたしま

す。県を代表する民俗芸能の神楽、日本のふる

さとで舞われる山の神楽、海の神楽は多様であ

り、日本一であると思っております。県内各地

に残された神話・伝承、伝統芸能・祭りなどの

特色ある文化財・文化資源を保護・継承すると

ともに、地域づくりや情報発信など、さまざま

な分野での活用に取り組むことも大事でありま

す。そこで、この神楽を神話と同じようにブラ

ンドとして定着を図っていくことが必要と考え

ますが、総合政策部長に御所見をお伺いいたし

ます。

次に、県立延岡病院における医師確保につい

てお尋ねいたします。県立延岡病院は、県北地

域医療のかなめであります。今般、ヘリポート

を併設した救命救急センターが整備され、今月

から供用開始されることになりましたが、救急

医療機能が格段に向上することになり、住民に

とって大変な朗報であると思っております。し

かしながら、病院のさまざまな機能を十分に発

揮させるには、医師の確保が大変重要でありま

す。この４月から、数年来不在となっていた消

化器系の内科医師が確保されることになりまし

たが、依然として神経内科など複数の診療科で

医師不足となっております。また、延岡市内で

は、県立延岡病院の数少ない医師の負担を軽減

するため、脳血管や消化器系の疾患について

は、夜間は民間病院が輪番で救急患者に対応せ

ざるを得ない現状となっております。県立延岡

病院における医師確保は急務であるわけです

が、今般、病院局の来年度新規事業として、

「後期研修医研修資金貸与事業」が挙げられて

おります。宮崎大学医学部に在籍する後期研修

医に研修資金を貸与し、その後、県立延岡ある

いは日南病院に一定期間勤務すれば返済を免除

するという内容であります。そこで、この事業

によって、近い将来、延岡病院での医師不足が

解消されるものと期待するところであります

が、この事業の狙い、効果について、病院局長

に御所見をお伺いいたします。

次に、海岸保安林等機能強化調査事業の事業

概要についてお尋ねいたします。

先月の12日、林活議連で東北森林管理局仙台

森林管理署を訪れ、海岸防災林の被災状況と復

旧の取り組みについて調査してまいりました。

被害を受けた約1,100ヘクタールのうち、国有林

と民有林の割合は４対６でありますが、林野庁

が直轄工事として一体的に実施しています。防

災林の再生には、必要に応じて生育基盤となる

２～３メートルの盛り土を実施という植生基盤

の造成が不可欠な状況とのことでした。植栽の
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主体は、非常に乾燥と潮風に強く、肥料も要ら

ないということで、クロマツでした。さて、本

県の4 0 0キロメートルに及ぶ海岸線には、

約1,600ヘクタールの潮害防備保安林等海岸林が

あり、潮害や風害等の防止に重要な役割を果た

しています。そこで、県では、県民の生命・財

産を災害から守る海岸林の機能強化策を検討す

るための海岸保安林等機能強化調査事業に、昨

年の10月から着手しておりますが、この事業の

概要について、環境森林部長に御所見をお伺い

いたします。

次に、「スポーツランドみやざき」の全県的

な展開についてお尋ねいたします。

２月23日に落成式、今月の１日から使用・開

館する長崎県諫早市中央体育館の愛称は、「内

村記念アリーナ」だそうです。諌早市出身で体

操の五輪金メダリスト、内村航平選手にちなん

だそうです。内村選手の展示コーナーも設け、

北京、ロンドン五輪の活躍等を写真で振り返ら

れるそうです。この体育館は、来年の長崎国体

に向け、県と市の協議により、県立総合運動公

園の敷地内に整備・建設されたそうです。さ

て、東九州自動車道の開通により、これまで

キャンプ地として敬遠されてきたところも、候

補地として売り出すチャンスを迎えようとして

おります。しかし、プロ、社会人を初め、大学

のスポーツキャンプにおいても、よりよい施設

環境を求める傾向が強くなっているのが実情で

す。そこで、スポーツランドづくりを全県的に

展開するためには、「スポーツランドみやざき

施設等整備促進事業」の拡充が切に望まれます

が、商工観光労働部長に御所見をお伺いいたし

ます。

次に、農業の振興について２点お尋ねいたし

ます。

まず、「宮崎県畜産新生プラン」についてお

尋ねいたします。県では、昨年の全国和牛能力

共進会での２連覇を契機に、「復興から新たな

成長へ」をキーワードに、安全・安心で付加価

値や収益性の高い畜産の構築に向けた取り組み

を進めるために、「宮崎県畜産新生プラン」を

本年３月に策定されるということであります。

このプランの中で、繁殖牛の生産性の向上対策

として１年１産を目指すことになっており、ぜ

ひ推進していただきたいと考えますが、その根

幹をなす繁殖雌牛の飼養状況を見てみますと、

私の地元でも、やはり高齢化の影響からか、減

少傾向が続いている状況であります。全共２連

覇を契機に、宮崎牛の販売プロモーションを積

極的に展開され、ブランド力の強化や販売に力

を入れている今だからこそ、繁殖基盤の強化

は、今後の宮崎県の肉用牛生産にとって大変重

要と考えます。そこで、優秀な繁殖雌牛を県内

に保留する対策や導入対策に対して、県として

どのように対応しようとしておられるのか、農

政水産部長にお尋ねいたします。

次に、農業基盤の整備についてお尋ねいたし

ます。高齢化の進行と担い手不足、混住化や兼

業化の進行などから、農地の有効活用を支える

生産条件の改善強化及び基盤整備を進める必要

があります。このため、農業の持続的な発展を

支えるための用排水路の整備や担い手を中心と

した経営体への農地集積と区画の大型化による

営農の効率化を推進するための水田の整備に取

り組まなければなりません。ところで、東臼杵

管内には急傾斜地が多く、台風や集中豪雨によ

る災害に見舞われやすい地形条件であることか

ら、住民の安全や県土の保全に大きな影響を及

ぼすおそれがあります。また、用排水関連施設

の老朽化が顕著であり、農業用水を安定的・持
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続的に供給するには、老朽化対策が急務となっ

ております。これらの施設を更新するには、膨

大な経済負担が伴い、大きな課題となっている

のが現状であります。そこで、農業用施設の用

水路の保全管理と長寿命化に向けての支援策は

考えられないのか、農政水産部長に御所見をお

伺いいたします。

最後に、急傾斜地崩壊対策事業の整備促進に

ついてお尋ねいたします。

延岡市の土砂災害危険箇所は約1,900カ所と県

内で最も多く、崩壊による被害から県民の生命

と財産を守るため、計画的な事業の推進を図る

必要があります。県では、公共急傾斜地崩壊対

策事業（国庫補助事業）と県単自然災害防止急

傾斜地崩壊対策事業（県費補助）により、崩壊

対策に取り組んでいますが、十分な予算措置が

困難な状況であり、また整備には莫大な事業費

を要することから、事業の進捗が図れず、対策

を要する危険箇所が数多く残っているのが現状

であります。そこで、この事業は、命を守る公

共事業であり、国・県等の自治体の責務と考

え、早急な整備促進を図っていくことが重要と

思いますが、県土整備部長に御所見をお伺いい

たします。

以上で壇上からの質問を終わらせていただき

まして、質問席から再質問をさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「おもてなし日本一」についてであります。

議員からも御指摘がありました人情味豊かな宮

崎の県民性、これは「みやざきの宝」だと考え

ておりまして、未来に大切に引き継いでいかな

くてはならないというふうに考えております。

宮崎日日新聞に「旅のひとこと」という欄が

あります。観光客の方が来られて宮崎の印象を

語っておられる場面、コラムであります。時々

「知事がかわって宮崎の情報がぱったり届かな

くなった」とか、そういうコメントもあって、

ちょっとめげたりもすることがあるわけでござ

いますが、昨年末に、延岡市などを訪れた東京

の男性が「見知らぬ人にも挨拶をしてくれる文

化はすばらしい」と、そんなことも書いておら

れたところでございます。そういう宮崎の人の

心の温かさが、観光客の皆様にも強い印象を残

しているというのがよく見てとれるわけであり

ます。知事室に来られるようなお客さんに対し

ても、知事が率先してというような御指摘をい

ただいたところであります。いろんな大切なお

客様が来られる中で、知事室というのは、一つ

の情報発信拠点であり、また県民を代表して大

切なお客様をおもてなしすべき場所であるとい

うふうに考えておるところでございます。

そのような観点から、今、杉製品の屋台

を、21年連続杉生産量が日本一だということを

アピールしつつ、今は宮崎牛日本一２連覇の

ディスプレーなどを置いておったりしますし、

また、花卉生産組合の方に御協力をいただきな

がら、ランとかスイートピーとか季節折々の花

でおもてなしをしたりしております。

実は先日、宮城県の村井知事が訪れておりま

した。ベガルタ仙台が施設の整った延岡市で

キャンプをしておられるところでございます

が、これまでの被災地支援に対する感謝を村井

知事も述べられ、私のほうからも、災害廃棄物

の処理で、人的支援などで送った職員が村井知

事から表彰を受けたりというようなこともあり

ましたので、いろんなお礼を申し上げ、引き続

き支援に取り組んでいきますということを申し
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上げたところです。せっかく東北から来ていた

だいたものですから、マンゴーを食べていただ

きたいということで、宮崎冷凍完熟マンゴー、

新製品で出たばかりのものをお出ししたところ

ですが、ちょうど知事がいらしたのが２月14

日、バレンタインだったんですね。職員に頼ん

でマンゴーをハートの形に切ってもらってお出

ししたんですが、ちょっとしたおもてなしとい

うのは、心なり気配りではないかなというふう

に思います。

これまでも、さまざまな形で研修会などをや

りまして、「おもてなし日本一」を目指した取

り組みを進めておるところでございますが、こ

うした心からのおもてなしが観光客に感動をも

たらし、「また宮崎に来てみたいね」というリ

ピーターを呼ぶことにもなるのではないかとい

うふうに思っております。今後とも、県民の皆

様とともに、「おもてなし日本一」の取り組み

に全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○副知事（牧元幸司君）〔登壇〕 お答えいた

します。

口蹄疫復興対策運用型ファンド事業のこれま

での取り組みの総括と今後の支援についてでご

ざいます。口蹄疫復興財団は、平成27年度まで

の５年間にわたりまして、運用益30億円を活用

して、農業・畜産はもとよりでございますが、

県内経済の早期の回復を図ることなどを目的に

事業を実施するものでございます。これまでの

２年間で、経済活性化に即効性のあるプレミア

ムつき商品券の発行、中長期的な視点で産業の

成長を目指す商品開発や販路の開拓、農畜産物

の加工施設の整備など、さまざまな取り組みに

対しまして、約11億円の助成を行ってまいった

ところでございます。事業の中には、効果を発

揮するまでに時間を要するものもあるところで

ございますが、地域や経済の活性化というファ

ンドの目的に沿いまして、御指摘のございまし

たように、一定の成果を上げてきたものと認識

しているところでございます。しかしながら、

県内の経済の状況を見てみますと、依然として

大変厳しい状況が続いておりますし、農業・畜

産分野におきましても、生産性の向上や販売力

の強化、生産基盤の確立など、持続的な経済成

長に向けた新たな課題が明らかになってきてい

るところでございます。これらを踏まえまし

て、先般の財団の理事会におきまして、今後

は、県の「復興から新たな成長」に向けた取り

組みと連動しながら、波及効果が高く、将来の

産業基盤の構築につながります「畜産新生」

「フードビジネス振興」といった分野に重点を

置いて支援することが決定されたところでござ

います。財団におきましては、この基本方針に

基づきまして、経済情勢の変化等に適切に対応

しながら、より効果が期待される取り組みに対

して、柔軟に支援してまいることとしていると

ころでございます。以上でございます。〔降

壇〕

○総合政策部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、地域有縁システムについてでありま

す。これからの県づくりに当たりましては、住

民や地域の「絆」を再構築し、地域のさまざま

な人々が地域の問題や未来に真摯に向き合い、

いわゆる共助の精神で、ともに力を合わせ、支

え合いながら、地域が運営される仕組みをつ

くっていくことが必要であるというふうに思っ

ております。このような考え方に基づき、アク

ションプランの中で地域有縁システムの構築を

掲げ、例えば未来みやざき子育て県民運動の展
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開による地域全体での子育て・子育ち支援や地

域の「絆」の強化による自殺予防、そして地域

ぐるみで取り組む安全・安心なまちづくり等に

取り組んでいるところであります。少子高齢・

人口減少や核家族化の進行、さらには災害への

備えが求められている中で、地域力を高めてい

くことがますます重要となっておりますので、

来年度は新たに共助による減災力強化や高齢者

の地域包括ケアの促進等に取り組むとともに、

県民総ぐるみによる教育の推進等も図りなが

ら、地域有縁システムの充実・強化に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、移住促進の取り組みについてでありま

す。県では、移住情報ガイドブックや専用ホー

ムページを作成しての情報発信、さらには、農

林漁業、住宅、労働などの関係機関や市町村と

連携した東京・大阪での移住セミナーや相談会

の開催など、広く県外に向けて本県の魅力をア

ピールするとともに、県外事務所に移住相談窓

口を設置するなど、相談体制の充実を図ってお

ります。また、市町村が実施する移住促進に向

けた取り組みに対しましても、各種の支援を行

い、受け入れ体制の整備に努めております。こ

れらの取り組みの結果、移住者数の把握を開始

いたしました平成18年10月からことし１月まで

の間で322世帯の移住が実現しております。

次に、神楽のブランド定着に向けた取り組み

についてであります。本県には、国指定の重要

無形民俗文化財を含めまして、200を超える神楽

が県内各地で大切に保存・継承されており、記

紀編さん1300年記念事業の基本構想におきまし

ても、その重点的な取り組み事項としまして、

「みやざきの神楽群の世界無形文化遺産登録」

という高い目標を掲げております。「神話のふ

るさと みやざき」ブランド定着支援事業は、

神話・伝説、伝統文化、史跡等の地域資源を活

用したイベントや研修会などの県民の主体的な

活動に対する助成や、各種メディア、イベント

等での全国に向けた情報発信を行うことによ

り、地域ブランドとして「神話のふるさと」の

イメージアップを図るものであります。神楽に

つきましても、「神話のふるさと」を象徴する

極めて重要な文化遺産でありますことから、こ

の事業を活用するほか、関係部局とも連携を図

りながら、ブランド定着に向け、積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○総務部長（四本 孝君）〔登壇〕 お答えい

たします。

当初予算案についてであります。平成25年度

当初予算案につきましては、昨年度策定いたし

ました第三期財政改革推進計画の着実な実行を

基本方針の一つに掲げ、編成を行ったところで

あります。その中で、まず、投資的経費の縮減

・重点化につきましては、当初予算編成におき

まして、いわゆる箱物については、新規着工を

原則凍結するとともに、公共事業費について

は、直轄高速自動車国道事業負担金や維持管理

経費等を除き、原則、対前年度比95％としたと

ころでありますが、その上で「地域経済活性化

・防災対策特別枠」を設けまして、南海トラフ

巨大地震の被害想定を踏まえた防災・減災対策

を中心に、46億円の公共事業の追加措置を講じ

たところであります。また、事務事業の見直し

につきましては、予算編成作業に先立ち、６月

から３カ月にわたって、全ての事務事業を対象

に、それぞれの事業の達成状況はもとより、そ

の効果や県が実施する必要性などについて、ゼ

ロベースからの徹底した検証作業を実施してお

り、予算額ベースで83億円の見直しを行ったと
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ころであります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

福祉・保健・介護・医療の連携についてであ

ります。少子高齢化の進展に伴い、地域におけ

る福祉や保健、介護、医療などへの住民ニーズ

は複雑化、多様化しており、住みなれた地域の

中で、誰もが安心して充実した暮らしが送れる

よう、必要なサービスを受けられる体制を築く

必要があると考えております。このため、高齢

者保健福祉計画や医療計画等に基づきまして、

市町村や関係機関・団体等による幅広い連携・

協働を促進しながら、分野横断的な体制づくり

や、医療から介護までの切れ目のないサービス

体制の構築等に取り組んでいるところでありま

す。また、来年度からは、市町村における地域

包括ケアの一層の促進を図るため、専門職など

を派遣する「地域包括支援ネットワーク・権利

擁護支援事業」に新たに取り組むこととしてお

ります。今後とも、福祉・保健・介護・医療の

連携を促進することにより、地域における福祉

が充実したくらしづくりに努めてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（堀野 誠君）〔登壇〕 お答

えいたします。

海岸保安林等機能強化調査事業の概要につい

てであります。さきの東日本大震災では、多く

の海岸地域が被災したことから、林野庁の「東

日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検

討会」において、海岸林の津波被害軽減効果に

ついての検証が行われ、一定の条件のもとで後

背地への津波エネルギーの低減などについて効

果があると報告されたところであります。当事

業におきましては、宮崎市木崎浜から新富町富

田浜までの海岸林を対象に、機能を発揮するた

めの重要な項目であります森林の幅、立木の大

きさや高さ、森林内の植生などの調査を行って

おり、今後、現状分析を行い、整備の方向性を

取りまとめることとしております。また、この

資料をもとに、県全体の海岸林整備について、

市町村など関係機関と検討を行ってまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

「スポーツランドみやざき施設等整備促進事

業」についてであります。「スポーツランドみ

やざき」づくりを今後さらに推進していくため

には、合宿等の受け入れを県下全域に拡大して

いくことが重要であると考えております。この

ため、県といたしましては、本事業によりまし

て、県外からのスポーツ合宿・イベントの誘致

を目的として市町村が行うスポーツ施設や設備

の整備・改修、例えば延岡市で申し上げれば、

西階総合運動公園の芝刈り機導入や野球場の防

球ネット設置等について支援をしてきておりま

す。これによりまして、受け入れ環境の充実が

図られ、ベガルタ仙台やトヨタ自動車硬式野球

部のキャンプの定着にも寄与しているものと考

えております。今後とも、この事業を効果的に

活用して、受け入れ体制や受け入れ環境の充実

を図ることにより、「スポーツランドみやざ

き」の全県的な展開を推進してまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

繁殖雌牛の県内保留対策についてでありま

す。優秀な繁殖雌牛の県内保留や導入を促進す

ることは、本県の肉用牛繁殖基盤の強化にとっ

て大変重要であると認識しております。このた
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め、宮崎県畜産協会の種畜再生対策基金を活用

した優秀な雌子牛を県内に保留することを目的

とする「優秀繁殖雌牛地域内確保対策事業」

を、平成25年度も引き続き実施することとして

おります。また、農協が繁殖雌牛を購入し、県

内の農家に一定期間貸し付けを行う「繁殖雌牛

導入対策事業」につきましても、同様に継続実

施することにしております。国においても、新

年度予算の中で、優秀繁殖雌牛の導入推進対策

を打ち出しておりますので、これらの事業の活

用も含めて、優秀な繁殖雌牛の基盤を強化し、

本県肉用牛の生産振興に一層努めてまいりたい

と考えております。

次に、農業水利施設の保全管理と長寿命化に

ついてであります。用排水路などの農業水利施

設は、農業生産の基盤であり、将来にわたり適

切に維持管理していくことは、極めて重要なこ

とであります。このため、県といたしまして

は、老朽化した施設の長寿命化対策として、ス

トックマネジメント事業を実施しており、機能

診断や機能保全計画の策定、計画に基づく対策

工事などに取り組んでおります。また、農地・

水保全管理支払交付金により、非農家も含めた

地域住民が協働して行う施設の維持管理活動を

支援しており、県内各地で、用水路の泥上げや

草刈りなどとともに、小規模な施設の点検・調

査や補修工事等が取り組まれております。今後

とも、これらの制度を有効に活用しつつ、土地

改良区や市町村等と連携を図りながら、農業水

利施設の適正な保全管理や長寿命化対策に努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

急傾斜地崩壊対策事業の整備促進についてで

あります。本県は、地形が急峻な上に地質が脆

弱であることから、台風や梅雨時期の集中豪雨

のたびに土砂災害が発生しており、県民の生命

と暮らしを守るためには、急傾斜地崩壊対策事

業の促進が大変重要であると考えております。

このため、県といたしましては、被害想定区域

内に人家が５戸以上ある箇所や災害時要援護者

施設のある箇所など、危険度や優先度の高い箇

所から計画的に整備を進めているところであり

ます。今後とも、必要な予算の確保に努めます

とともに、国や市町村との連携を図りながら、

「土砂災害による犠牲者ゼロ」を目指し、急傾

斜地崩壊対策事業などのハード対策、及び住民

の防災意識を高めるための啓発活動や土砂災害

警戒区域等の指定などのソフト対策を、あわせ

て推進してまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○病院局長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答えし

ます。

「後期研修医研修資金貸与事業」についてで

あります。現在、３つの県立病院の医師総数の

約３分の２は宮崎大学からの派遣でございまし

て、特に医師不足が顕著な県立延岡、日南病院

の医師を継続的に確保していくためには、宮崎

大学医学部の講座、いわゆる医局に在籍する医

師が増加していくことが大変重要であると考え

ております。これまで県では、大学入試での地

域枠の設定や医学生への奨学金の貸与など、大

学と連携・協力しながら、県内に医師が定着す

るための取り組みが進められてきたところでご

ざいます。また、卒業後の初期臨床研修につき

ましても、大学や県医師会等と協力しながら、

県内の病院で研修を受ける医師の増加に努めて

きたところでございます。今後は、宮崎大学と

しても、また県にとっても、県内の地域医療の
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確保のため、初期臨床研修修了後の医師がいか

に多く大学に残るかということが大きな課題で

ありますので、今回の事業は、大学と連携しな

がら実施することとしたものでございます。こ

の事業は病院局の事業でありますことから、直

接的な効果は、県立延岡、日南両病院の医師確

保でございますが、この事業によりまして、宮

崎大学により多くの医師が残ることで、県内の

地域医療に必要な医師の確保にもつながるもの

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁いただきま

してありがとうございました。また、御丁寧に

答弁いただくものですから、私の質問時間が大

分迫っておりまして、中身をちょっとはしょっ

て質問させていただきますが、御了承いただき

たいと思います。岩戸開きの感がします後期研

修医研修資金貸与事業を初め、口蹄疫復興対策

運用型ファンド事業、繁殖雌牛導入対策事業、

急傾斜地崩壊対策事業、農地・水保全管理支払

交付金事業推進については、感謝と御礼を申し

上げ、地域有縁システムと行財政改革には、引

き続き積極的な取り組みをお願いしたいと思い

ます。そして、そのほかの項目につきまして

は、理解を深めるために、提言・提案を交えな

がら再度質問を行ってまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

まず初めに、移住・定住の促進についてお尋

ねします。やはりふるさとへの回帰、田舎暮ら

し、特に３・11以降、山陰、四国、九州の各県

内の問い合わせがふえていると、本県も加入し

ております認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援セ

ンターの職員の方に伺っております。ところ

が、県内の市町村では、移住・定住促進策に積

極的に取り組まれているところとそうでないと

ころの何か二極化が進んでいるような気がいた

しております。そこで、県では、中山間地域へ

の移住等の呼びかけと、移住にかかわる市町村

の取り組みの一層の促進を主な取り組みに掲げ

ておりますが、今後の促進策について総合政策

部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 移住を促進す

るためには、まず受け入れ先となります市町村

の取り組みが大変重要となりますので、県とし

ましても、積極的に支援しているところでござ

います。具体的には、相談会の開催、実際に地

域を訪れて移住を体験してもらう「お試し滞

在」の実施、住居に関する情報を集めました

「空き家等情報バンク」の整備、そして、移住

が実際実現した場合に、地域での生活に関する

相談体制や移住者同士が情報交換できるネット

ワークの構築といった移住後のフォローアップ

など、いろいろありまして、それぞれの段階に

おいて、市町村に対する支援を現在行っている

ところであります。御指摘にありましたよう

に、26市町村の中で実際取り組みをやっている

というのは約半分ぐらいになっておりますの

で、これを広げていく必要があるというふうに

考えております。今後とも、市町村の新たな取

り組みに対しまして幅広く支援を行っていくな

ど、連携して一層の移住促進に努めていきたい

というふうに考えております。

○後藤哲朗議員 続きましても移住・定住なん

ですが、積極的に取り組まれている島根、鳥取

県、特に非常に宮崎県と類似しているんです

が、やはり窓口の明確化あるいは田舎暮らしを

移住と呼んでコーディネーター、就職関係は定

住促進と分けておりまして、コーディネーター

を配置して、問い合わせとか相談窓口を明確に

していく。ところで、県が４～５年前に発行し
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たガイドブックがありました。これも、最後の

ページに、宮崎県へ移住するには、あるいは移

住相談窓口へ出かけようというページがありま

すが、はっきり言って、おもてなし、心遣い、

気遣いがあるのかなというような内容でありま

して、これだけ全国いろんなところに相談が発

生しているのに、この窓口、こういった案内ガ

イドブックというのは、丁寧にお知らせしない

といけないんじゃないかと思います。そろそろ

改訂の時期に来ているんじゃないか、あるい

は、相談窓口の充実については、総合政策部長

はどのように思われるか、御所見をお伺いいた

します。

○総合政策部長（稲用博美君） ガイドブック

作成から５年たっております。移住者の経験談

でありますとか移住環境などの情報を網羅的に

掲載しているわけですが、内容については、20

年度につくりましてから、逐次年度ごとに、内

容の更新といいましょうか、そういうことをし

ております。ただ、５年たったということで、

最新の移住ニーズに合った情報を的確に提供す

る、そして今お話にありましたように、宮崎の

住みよさをアピールできるようにしたほうがい

いということで、改訂する予定としておりま

す。また、相談体制でありますが、中山間・地

域政策課に移住専門の相談員を配置いたします

とともに、県外事務所及び全市町村に窓口を設

置しております。加えまして、東京にあります

「ふるさと暮らし情報センター」にも専用ブー

スを設けているところであります。また、最近

は、来訪とか電話に加えまして、インターネッ

トでの問い合わせも多くなってきておりますの

で、移住専用のホームページを通じた相談対応

にも努めているところであります。今後、ホー

ムページの充実や県内の関係機関との連携を一

層深めまして、相談体制の整備を図ってまいり

たいというふうに考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いします。

最後に、移住・定住について、知事にお伺い

いたします。実は先ほど取り上げました鳥取県

の知事は、マニフェストとして年間500人の移住

促進、任期中ですから2,000人、やはり企業立地

が大変厳しいと見ているのか、非常にひとり先

を慌てている、そういうことになりまして、先

ほどの浜松町で出ましたけれども、浜松町、そ

れこそモノレールのところに「鳥取県へいらっ

しゃい」というのがあります。私も、こんなも

のを全国に向かって、自分のふるさと宮崎県、

そして各市町村を移住・定住によいところです

よとＰＲすることは、ふるさとを愛する心とか

地域への自信と誇りにつながっていくようなこ

とでありまして、これは子供たちの教育上に

も、移住・定住の促進というのは非常に大事な

施策じゃないかなと、そのような気がいたして

おります。そこで知事に、移住・定住施策をど

う知事としてお考えになるのか、御所見をお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘と今受け

とめておるところでございます。企業立地と並

んで人、移住交流人口の増加を図っていくとい

うことは、地域の活力を維持し、活性化を図っ

ていく上で、大変重要な取り組みだというふう

に考えております。これまでも、本県の住みや

すさ、食なりスポーツ環境なり、いろんな魅

力、それから人情の温かさなどをアピールする

など、各種の移住施策に取り組んできたところ

であります。新たな取り組みとしましては、有

志の知事で設立された「自立と分散で日本を変

えるふるさと知事ネットワーク」というものが
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あり、昨年加入したわけでございますが、今の

御指摘にありました鳥取や島根など、いわゆる

地方と言えるような13の県によるものでありま

して、その中でも意見交換をしつつ、いろんな

プロジェクトを立ち上げておるんですが、その

中で地方のライフスタイルを提案するプロジェ

クト、すなわち地方からいろいろ効果的に発信

していき、都市部の移住・交流のニーズを効果

的に発掘していこうと、そんな検討も進めてお

るところでございます。今、議員の御指摘があ

りましたようなパンフレットなりアピールの仕

方の見直しも含め、今後とも、市町村や関係機

関と十分に連携を図りながら、移住促進にも積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いします。

続きまして、福祉・保健・介護・医療の連携

による地域の支援体制の整備についてお尋ねい

たします。新年度の予算案には、新規事業とし

て「地域包括支援ネットワーク・権利擁護支援

事業」が提案されております。私は、高齢者福

祉の最終究極的な目標は、今回の地域包括支援

ネットワークの構築であり、実践・実行だと

思っております。そこで、この事業で取り組ま

れる、市町村、医療関係者、民生委員、介護

サービス事業者で構成される地域包括支援ネッ

トワークについて特にお尋ねいたします。この

ネットワークは、地域包括ケアの促進、ケア体

制の確立、それにはやはり医療関係者の参画、

指導等がポイントじゃないかなと、私はそのよ

うに思っているところです。そこで、地域保健

法を受けて国が示した「地域保健対策の推進に

関する基本的な指針」というのがあります。こ

のような内容であります。「地域保健対策を推

進するための中核としての保健所、市町村保健

センター等及び地方衛生研究所を相互に機能さ

せ、地域の特性を考慮しながら、医療・介護・

福祉等の関連施策と有機的に連携した上で―

中略させていただきますけれども―地域保健

対策を総合的に推進することが必要である」、

そのようにはっきりとうたわれております。そ

こで、地域包括ケアシステムの構築には、保健

所等の関係機関が参加して、医療と介護の連携

を推進することが重要と考えますが、福祉保健

部長に御所見をお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域包括ケア

システムを構築いたしますためには、御指摘に

ございましたとおり、各市町村において、さま

ざまな職種でのネットワークをつくり、医療と

介護の連携を図ることが重要であります。その

ネットワーク構築のための有効な手法とされて

おりますのが、「地域ケア会議」の開催であり

ます。これは、地域包括支援センター等が開催

するものでありまして、個別ケースのケア方針

の検討などを行うための、行政機関、医療機

関、介護事業者等の関係者により構成される会

議でありますが、県といたしましては、来年度

の「地域包括支援ネットワーク構築支援事業」

におきまして、個別ケースの必要性に応じて、

この会議に保健所の職員を含めた専門職の派遣

などを行い、地域包括ケアシステムの構築を支

援してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。本

当によろしくお願いいたします。

続きまして、神楽のブランド定着についてお

尋ねいたします。実は一昨年に、椎葉村の事業

で「椎葉神楽国指定20周年記念事業～椎葉の民

俗芸能その伝承を問う～」というシンポジウム
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が、県及び県教育委員会等の後援で開催されて

いますが、このような発信事業も大変重要に

なってくるんじゃないかな、そのように思って

いる次第です。そして今年度、新規事業として

県立芸術劇場開館20周年記念事業が開催される

とのことでありますが、神楽を中心にといいま

すか、「神楽」フェスティバル的な記念公演等

の事業を実施していただけないか、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） 県立芸術劇場

開館20周年記念事業におきましては、劇場のこ

れまでの成果を県民を初め広く内外に発信する

ために、そのための記念式典でありますとか記

念公演等を実施する予定としております。ま

た、記紀編さん1300年記念事業の関連事業とい

たしまして、神楽をメーンとしましたフェス

ティバルの開催を考えているところでありま

す。このフェスティバルは、本県の貴重な文化

資源であります神楽等の魅力を広く県内外に発

信することによりまして、県民一人一人が郷土

に対する誇りや愛着を深める機会になりますと

ともに、本県をアピールするチャンスにもなる

というふうに思っております。出演するとか応

援する、あるいは鑑賞するというさまざまな形

で、多くの県民の皆様の参加をお願いしていき

たいというふうに思っております。

○後藤哲朗議員 私も神楽への思い入れが

ちょっとあるものですからお尋ねしました。

最後に、知事に神楽についてちょっとお聞か

せ願いたいと思います。私は先日の記者発表の

コメントに非常に感銘いたしまして、その記者

発表の内容を示させていただきますけれども、

「本県は神楽トータルの運動となるが、内々の

感触は非常にいい。地域コミュニティー維持の

上でも神楽の果たす役割は大きい」、ここなん

ですね。私も地域コミュニティー維持の上─

だから、中山間地対策なんかまさしく地域コミ

ュニティーをどう維持・保持していくかという

のが大きな課題、その中で神楽の持つ役割とい

うのは非常に大事じゃないかなと思っておりま

す。そして、「神楽の果たす役割は大きく、

しっかり要望、アピールしていきたい」と語っ

ておりますが、ブランドとしての神楽への思い

といいますか決意について、最後にお尋ねいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 神楽の世界無形文化遺

産の登録を目指そうというこのアイデアは、実

は県立看護大学の大館准教授や伊藤一彦先生と

記紀1300年事業などいろいろ意見交換する中で

出てきたわけでありますが、専門家によります

と、この宮崎の神楽、国の重要無形民俗文化財

に指定されております「米良神楽」「高千穂の

夜神楽」「椎葉神楽」「高原の神舞（かん

め）」など、そういったものを初め、県内ほぼ

各地に207も多くの神楽があると、大変価値が高

いものだという話があるわけであります。そう

いう専門家の非常に高い評価があるとともに、

今御指摘がありましたように、今、地域で舞手

が少なくなる中で、でも何とかこれを守り育て

ていこうと、そして神楽を舞うことによって地

域のいろんな連帯感が生まれていく、コミュニ

ティーの活性化にも結びついていく、そういう

効果を期待したいというふうに思っておるとこ

ろでございます。世界無形文化遺産ということ

を目指していくことにより、励みになって、

じゃ、また守り育ててつないでいこうという元

気が出ると、そして、さらにその登録がなされ

れば、それをまた全国に向けて発信できる、ア

ピールできる材料になるのではないか、そうい

う思いとして、大変重要な取り組みというふう
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に考えております。これからもそのような思い

でしっかりと守り、また、神楽を保存するため

の情報収集、そしてアピールに努めてまいりた

いと考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

続きまして、海岸保安林等機能強化調査事業

についてお尋ねいたします。

実は、延岡市長浜海岸、平成14年度に海岸防

災林造成事業が実施されておりまして、ちょう

ど10年が経過いたしております。今回の機能強

化調査事業の参考になるのではないかなと私は

考えますが、現在の松林の現状をどう把握して

おられるのか、環境森林部長に御所見をお伺い

いたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 御質問にあり

ました延岡市長浜海岸では、地元からの強い要

望がありまして、平成14年度に海岸防災林造成

事業によりまして、潮の害や砂の飛散などに強

いクロマツを約１ヘクタール植栽しておりま

す。植栽後10年を経過し、クロマツの高さも３

メートル程度と順調に成長しておりますが、今

後の成長の支障となる樹木やつる類が見受けら

れますので、これらの除去など保育作業につい

て検討してまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 どうぞよろしくお願いいたし

ます。私ども１時間あるんですけれども、質

問、答弁合わせておおよそ１時間という時間に

なっておりますので、ちょっとはしょりまして

質問させていただきます。

続きまして、「スポーツランドみやざき」の

全県的な展開についてお尋ねさせていただきま

す。

実は宮崎県観光・リゾート振興計画というの

がありまして、この施策展開として、キャンプ

誘致の取り組みを、特定の地域から全県的に、

一定の時期から通年に広げることを第一に掲げ

ております。次に、マリンスポーツのような新

たな分野を開拓する、そしてメディカルサポー

ト体制の充実強化を図ることとありますが、こ

れらの施策の取り組み状況を商工観光労働部長

にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） キャンプ

地の全県化・通年化の取り組みといたしまし

て、先ほどの施設等整備促進事業のほか、昨年

度からは、本県で初めて合宿を行う県外アマチ

ュアスポーツ団体に対して、通年化や多種目化

に資する場合、合宿経費の一部を支援する制度

を実施しております。また、合宿誘致のセール

スに当たりましては、全市町村の受け入れ環境

について説明し、合宿誘致を働きかけるなど、

スポーツ合宿誘致の全県的な展開に努めている

ところであります。マリンスポーツ等の新たな

分野の開拓につきましては、全国トップクラス

のサーフィン環境を活用し、サーフィン大会の

誘致やサーフィンを中心とした観光誘客を図る

「波旅プロジェクト推進事業」等を実施してき

ており、受け入れ体制の整備や情報発信に取り

組んでいるところであります。また、メディカ

ルサポート体制の充実強化につきましては、宮

崎大学等とも連携しながら研究を進めてきてい

るところであります。なお、教育委員会におき

まして、今年度から、本県の競技力向上と県民

の生涯スポーツ振興の観点から、スポーツト

レーナーやアスレチックトレーナーの養成を図

ることなどを目的とした「スポーツメディカル

サポート推進事業」を実施されているところで

あります。このような取り組みも、「スポーツ

ランドみやざき」づくりにつながっていく取り

組みだと考えております。
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○後藤哲朗議員 部長、もう一回、同じく「ス

ポーツランドみやざき」の全県的な展開で、実

は沖縄県が、スポーツ・ツーリズム推進事業の

一環として、今年度から26年度までの３年間、

芝人（しばんちゅ）養成事業と銘打ちまして、

市町村と連携し、芝管理の専門知識と技術を兼

ね備えた人材育成をスタートしました。この事

業は、芝管理のスペシャリストを養成し、県内

各地のサッカー場や陸上競技場などの施設の芝

管理を徹底することで、サッカーキャンプの誘

致を図るのが目的です。平成24年度、初年度の

予算額約3,000万、2,989万、初年度１年でです

よ。プロ野球チームが、皆さん御案内のとお

り、沖縄にシフトしました。サッカーのＪ１、

Ｊ２も流れる可能性が高いという専らスポーツ

関係者の情報です。東南アジアにも流れる可能

性はあるんじゃないかと言われていますが、大

変危惧しているのがこの沖縄の事業でありま

す。うちの中野会長もおっしゃいましたけれど

も、県内の観光の目玉となりつつあるのは、私

は、このスポーツキャンプ、「スポーツランド

みやざき」じゃないかなと、そのように思って

いる次第です。そこで、スポーツキャンプの誘

致に一生懸命取り組む市町村に対し、どのよう

な支援を行っていかれるのか、再度、商工観光

労働部長に御所見をお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 近年、ス

ポーツに着目した地域活性化に対する期待が高

まっておりまして、スポーツ合宿・イベントの

誘致に取り組む市町村がふえてきております。

県におきましては、こうした市町村に対しまし

て、施設や設備整備への支援に加え、みやざき

観光コンベンション協会と連携しながら、合宿

の誘致・受け入れに対する支援を行っておりま

す。具体的には、県内の全市町村の主要なス

ポーツ施設の概要や県及び市町村の合宿支援制

度を紹介したパンフレットを作成し、県外の競

技団体や旅行エージェント等を訪問して、相手

方のニーズに応じた市町村の施設を売り込んで

いるところであります。また、歓迎・盛り上げ

の支援策としまして、市町村の行うのぼり・バ

ナーの作成等に対する支援のほか、キャンプ

チームへの県産品贈呈等を行っております。こ

のほか、県内全市町村及び商工観光団体等で組

織する「スポーツランドみやざき推進協議会」

におきまして、県内の合宿受け入れ状況の説明

や先進事例の紹介など、市町村間の情報交換や

情報の共有を図っているところであります。

○後藤哲朗議員 時間があれですから、最後と

させていただきます。

知事に、サッカーに関連して「おもてなし日

本一」についてお尋ねしますけれども、今、沖

縄県のサッカーキャンプの誘致事業のことを触

れさせていただきました。実は先般、サッカー

Ｊ１の、先ほどお話がありましたベガルタ仙台

の社長を初め、セレッソ大阪、鹿島アントラー

ズの代表の方々が来庁されております。キャン

プを開催していただきまして、本当に地域経済

の活性化に大変貢献していただいております。

これは県下一斉でありまして、やはり知事だけ

でなく、失礼ですけれども、お手すきの職員さ

んや、議会等にも御案内いただきまして、時間

がとれる方は、先ほど徳重先輩がおっしゃいま

したけれども、クリーニング、きれいにした玄

関等々でみんなでお迎えするような、そういう

おもてなしというか、そういうのが私は大事

じゃないかなと。特に交際費、接待費等々がな

かなかつかない状況下で、じゃ、どうつなぎと

めていくか、誘致していくかというのが非常に

大きな課題。それこそ知事がきょう冒頭におっ
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しゃいました、おもてなし、ハートの部分に非

常につながっていくんじゃないかなと、そのよ

うに思っております。最後に、日本一のおもて

なしに向けての知事の決意をお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 議員から御指摘いただ

きましたように、「スポーツランドみやざ

き」、プロ野球なりＪリーグのキャンプの誘致

というのは、一つの大きな本県にとって観光の

柱、また重要なアピールの材料になっているも

のというふうに考えております。今一番怖いの

は、それだけ─今回であればプロ野球も５球

団、Ｊリーグも19チーム、それが当然のように

来てくれるというようなことで受け入れていて

はいかんというふうに思うんですね。それを

しっかりおもてなしの精神でお迎えするという

ことかと思います。幸い今回、Ｊリーグの関係

者と話をしましたら、褒めてくださるポイント

が皆さん共通しておりまして、非常に芝の状態

がいいという話と、それから、国外なり県外で

キャンプをして宮崎に入られた方が感動するの

は、食事のおいしさだというようなこともあり

ます。それから、Ｊリーグの関係者が言って

おったのは、レフェリーの質も、恐らくＪリー

グがたくさん来て、たくさん練習試合の笛を吹

くことで、レフェリーのレベルも高いというよ

うなこともおっしゃっておりました。

そういう蓄積が今進んでおるところでござい

ますが、議員御指摘のように、おもてなしの精

神で引き続き宮崎でキャンプをしていただく、

それで実を上げていただく、そういう思いで、

これからもいろんな工夫をしてまいりたいとい

うふうに考えております。オリンピックで銀メ

ダルをとりました松田選手にも御理解をいただ

いて、「手ぶらで帰さない」というのを使わせ

ていただいて、「手ぶらで帰しませんスポーツ

ランドみやざき」というのをキャッチフレーズ

には使わせていただいているところでございま

すが、そういういろんなキャンプの実を上げ

る、それから温かい宮崎のおもてなしの精神を

つなぐ、そういう取り組みをこれからも進めて

まいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 全ての面でよろしくお願いい

たしまして終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 次は、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 御苦労さま

です。今議会も、代表質問から一般質問まで、

いろいろな県政課題について、知事初め執行部

の皆さんに多くの質問があり、私にとっては重

なる質問が数多くありました。ところで、県民

は、任期４年の折り返しを迎えた知事の積極的

なリーダーシップに期待し、新たな政策や言動

・行動に深い関心を持っております。知事は、

平成25年度の重点施策として、新しい時代を切

り拓く「成長産業」の育成、地域経済の活性

化、安全・安心で豊かな地域づくりを３つの柱

として、本格的な景気回復と産業基盤の構築を

図り、「光あふれる未来へ向けて～元気なみや

ざき成長予算」として上程されました。県民が

自信と誇りを持ち、元気で明るい宮崎にするた

めに、議会も連携・協力し、県政が大きく発展

・成長するために、我々も努力することを誓い

たいと思います。

それでは、通告に従い一般質問をいたしま

す。

昨年暮れの衆議院議員選挙において、我が自

民党が大勝し、民主党にかわって安倍政権が誕

生いたしました。安倍内閣は、デフレと円高か

らの脱出、名目３％以上の経済成長の達成を掲
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げて、これを実現するための経済政策に積極的

に取り組むことにしております。そこで、大胆

な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚

起する成長戦略を「３本の矢」として、日本経

済の足を引っ張るデフレから脱却し、経済成長

につなげていく計画である「アベノミクス」を

どのように捉えておられるのか。

また、今回追加提案された大型補正予算の編

成の考え方と、本県経済に与える効果につい

て、知事にお伺いいたします。

次に、今回提案されました、副知事定数１人

を定めた条例を改正して、新年度から２人体制

とする考えについて伺います。知事がどんな候

補を考えておられるのか、もう決めておられる

かもわかりませんが、私は、知事が宮崎の将来

を占う新たな成長産業に本気で取り組む考えが

あるなら、例えば、フードビジネス業界や地域

経済に精通した企業経営の経験者や、また、東

アジアの事情等に詳しく、東アジア諸国に多く

の人脈を持っている商事会社等に勤務していた

人など、民間からの起用も一案だと考えており

ます。また、県政においては、今までと違う分

野からの登用により、民間の発想や経験、収支

バランスなど経営感覚を持った民間の血が入る

ことで、職員の皆さんも新たな刺激を受けるこ

とになり、発想の転換や意識改革も図られ、県

政発展につながると考えます。そこで、副知事

に民間人を登用する考えはないのか、知事にお

伺いいたします。

次に、霧島ジオパークについて伺います。宮

崎、鹿児島両県の県境に位置する霧島を世界ジ

オパークとして登録するために、関係市町（５

市１町）では、霧島ジオパーク推進連絡協議会

を設置し、活動しております。ジオパークの取

り組みは、火山・地震活動でできた地形あるい

は大昔の津波を記録した地層といった地球の歴

史が刻まれた地質遺産を保護し、観光振興、自

然科学や防災教育に役立てることにより、地域

社会を活性化させるという活動であります。霧

島が世界ジオパークに認定されれば、環霧島地

域の魅力が広く世界に情報発信されることにな

り、国内はもとより海外からの来訪者の増加も

期待できます。現在、九州では、島原半島が世

界ジオパークに認定されており、阿蘇が申請中

であります。霧島が認定されますと、私は九州

観光の大きな目玉の一つになると確信しており

ます。また、霧島ジオパークを新たな地域社会

の活性化策として、観光資源や教育資源として

活用し、後世に地質遺産や地域の伝統・文化を

残すことが、我々世代の責任ではないかと思っ

ております。この問題は、宮崎、鹿児島両県が

一致協力・連携して取り組まないと前進しない

と思います。そこで、霧島ジオパークについて

の認識と県としての考え方と支援策等につい

て、知事にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問席

からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、「アベノミクス」についてでありま

す。大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長

戦略を「３本の矢」として、長引く円高・デフ

レの脱却や雇用、所得の拡大を目指す、いわゆ

る「アベノミクス」につきましては、取り組み

が始まったところであり、全体像はこれからに

なろうかというふうに思っておりますが、首相

が「断固たる決意で強い経済を取り戻す」とい

うメッセージを発し、強いリーダーシップで政

策を遂行しようとする姿勢は、閉塞感のある我

が国の経済再生に大いに期待感を抱かせるもの



- 241 -

平成25年３月５日(火)

でありまして、最近の円安・株高も期待のあら

われの一環だと感じております。本県は、実感

として厳しい経済状況が続いておりますので、

政府が打ち出しました「大型の財政出動」につ

きましては、停滞した経済のカンフル剤として

効果は大きいのではないかと期待をしていると

ころであります。これを有効活用して、予算等

に対応してまいりたいというふうに考えており

ます。また、「成長戦略」につきましても、農

業やクリーンエネルギー等、本県の「復興から

新たな成長に向けた基本方針」に掲げる成長産

業育成と同じ方向で検討が進められております

ので、民間主導の経済活性化につながる思い

切った支援措置というものを、これから期待し

ておるところであります。

次に、追加の補正予算案についてでありま

す。今回の追加の補正予算案につきましては、

国の緊急経済対策に伴い措置したものでありま

して、全国に比べおくれております本県の社会

資本整備の状況を踏まえ、また、防災・減災対

策の強化を図る面からも、本県が必要とするイ

ンフラの整備を進めるチャンスと捉え、積極的

に国の予算を確保して編成したものでありま

す。この結果、国の経済対策に伴う補正予算と

しては、過去最大の規模となります483億円を計

上したところでありまして、このうち、特に公

共事業費につきましては、398億円を措置し、25

年度当初予算案と合計した公共事業予算額は、

今年度当初予算から40％の増となる1,310億円を

確保したところであります。公共事業につきま

しては、地域における雇用の確保や建設資材等

の需要の拡大はもとより、インフラの整備によ

る物流の効率化など、県内全域に広くその経済

効果が波及するものと考えております。また、

公共事業以外にも森林整備等に活用する基金の

積み立てや農業用施設の整備など、いずれも一

定の経済波及効果が期待できる事業を計上して

おりますので、当初予算と一体として執行する

ことにより、積極的に県内経済の活性化に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、副知事の民間人登用ということでござ

いますが、今後、復興から新たな成長に向けた

各種施策にこれまで以上に攻めの姿勢で取り組

むとともに、県内外との連携を強化するため

に、今回、副知事を２人体制とする条例改正案

を提案させていただいたところであります。具

体的な人選につきましては、各方面からのさま

ざまな御意見を踏まえ、官民を問わず幅広く候

補者を検討しているところであります。

最後に、霧島ジオパークについてでありま

す。霧島ジオパークは、宮崎、鹿児島両県にま

たがる地域が連携して、貴重な自然や変化に富

んだ珍しい景観、そして地質学的にも貴重な地

形、地域ということで、この地域の有する大き

な魅力を生かした地域活性化に向けた取り組み

でありまして、観光振興や環境教育等の観点か

ら、大変意義深い計画であると考えておりま

す。このような取り組みの中で、平成22年に

は、日本ジオパークの認定を受けられたところ

でありまして、関係者の皆様の御努力に対し、

改めて深く敬意を表するものであります。県と

しましては、これまでも霧島ジオパーク地域の

魅力や知名度向上につながるような取り組み、

看板の設置とかＰＲの支援をしているところで

あります。先日も、都城市長や霧島市長が来ら

れまして、今後とも鹿児島県とも連携して支援

をお願いしたいというような要請を受けて、本

県としても積極的に取り組んでいくということ

を申し上げたところでございます。引き続き、

こうした地元市町や鹿児島県と十分に連携しな
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がら、次のステージであります世界ジオパーク

の認定に向けまして、積極的な支援・協力を

行ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○星原 透議員 まず、追加の補正予算につい

てでありますが、経済波及効果が大いに期待さ

れるということでありますから、議会の採択が

終われば、一日も早く発注をしていただきたい

とお願いいたします。

また、霧島ジオパークについては、やはり宮

崎と鹿児島が一致協力しないとなかなか進まな

いと、そのように思っておりますので、ぜひ協

力して、一日も早く認定が出るようにお願いし

ておきたいと思います。

それでは次に、みやざきフードビジネス振興

構想について伺います。

本県の農林水産業は、今後、ＴＰＰ等が具体

的に進むと見込まれる中で、一段と厳しい生産

環境の中で生き残りをかけた取り組みを展開し

ていく必要があります。現在の中山間地域の実

態は、担い手のほとんどが私と同世代かそれ以

上の方々であり、今まさに正念場を迎えており

ます。このような中で、知事は新年度からの特

別重点施策として、新しい時代を切り拓く「成

長産業」の育成を掲げられ、特にフードビジネ

スの展開やアジア市場の開拓に対しては、予算

のみならず、「フードビジネス推進課」や「観

光物産・東アジア戦略局」等の組織を新設して

取り組んでいくという強い意気込みを示されて

おります。この特別重点施策が真に実効を上

げ、地域産業の活性化により、各地域に若者の

働く場が生まれ、もうかる産業の施策とならな

ければ、本県農林水産業は今後ますます衰退の

一途をたどるのではないかと危惧しておりま

す。県では、これまで儲かる農業を展開してい

くために、商工業者等との多様な連携による農

業の振興を図る農商工連携や６次産業化等に取

り組んでこられていますが、その進捗状況と今

後の取り組みについて、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農商工連携や

６次産業化により、農産物の高付加価値化等を

進めることは、地域産業の振興を図る上で大変

重要となることから、これまで商工サイドとも

密接な連携を図りながら、地域のシーズ・ニー

ズの発掘や新商品の開発・販売促進に積極的に

取り組んでまいりました。その結果、国によっ

て、農商工等連携促進法に基づく事業計画等が

５件、六次産業化法に基づく総合化事業計画

が43件認定されるとともに、県の農商工連携応

援ファンドに57件採択されるなど、地域の特徴

を生かした多様な取り組みが行われているとこ

ろでございます。今後、産業間・地域間の垣根

を越えたフードビジネスという新たな視点も加

えて、官民が一体となり、さまざまな食関連産

業の振興を図ることにより、農業所得の向上や

地域経済の活性化を図ってまいりたいと考えて

おります。

○星原 透議員 農業所得の向上にしっかり取

り組んでいくということでありますが、私は

やっぱり納税できる農家、税金を納める農家を

いかにつくっていくかということだと思います

ので、ぜひしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

次に、フードビジネスを具体的に推進してい

くためには、これまで他県に奪われてきた本県

農林水産物が持つ付加価値、特に食品加工等の

部分をいかに本県に取り戻すかという視点が大

変重要だと思います。今回のフードビジネス構

想にもありますが、本県の食品加工企業の出荷
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額は、他県と比較しますと、農林水産業の産出

額に対して、割合が低い状況にあります。そこ

で、本県食品加工企業の状況や誘致状況、今後

の取り組みについて、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県の食

料品製造業の製造品出荷額は、平成22年の工業

統計では、飲料も含めまして4,066億円と、製造

業全体の約３割を占めており、本県農林水産物

の付加価値を高める観点からも大変重要な産業

であると考えております。また、食品関連産業

の立地企業の認定件数につきましては、平成19

年度から23年度までの５年間に34件、今年度は

２月末現在で13件となっており、重点分野の一

つとして取り組んでいるところであります。今

後の取り組みといたしましては、引き続き、企

業立地の推進を図るとともに、企業が試験的に

商品の加工製造ができる施設、いわゆる「オー

プンラボ」を食品開発センター内に整備するこ

ととしております。この施設は、テスト販売等

の際に必要な食品営業許可が取得可能で、かつ

高いレベルの衛生基準でありますＨＡＣＣＰ

（ハサップ）に対応した、全国でも先駆的な施

設にしたいと考えております。そのほかにも、

試作品販売拠点の設置、成長が見込まれる病院

・福祉施設向けの参入支援に取り組むなど、食

品加工企業の集積や出荷額の増につながる施策

を展開してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 食品加工企業の誘致なんです

が、県内にある食品加工企業の人たちが自分た

ちでなかなか広げられないということであれ

ば、大手企業を誘致してきて、そして地元の加

工業者の皆さん方と組み合わせる、そういった

こともぜひしっかりと取り組んでいただきたい

というふうに思っております。

次に、今回、食産業に着目されて、新年度よ

りフードビジネスを推進するための専任の課を

設置する発表がなされておりますが、新しい施

策として、実効あるプロジェクトを推進してい

くためには、食産業関連分野に専門職員を確保

し、事業推進に当たるとともに、本県の生産者

や加工業者、販売者等の資質向上に向けた取り

組みや指導・支援が必要であります。既に、高

知県や青森県など、本県に先駆けて食産業への

取り組みを進めている県もあると伺っておりま

す。本県のフードビジネス構想の成否は、人材

の確保と育成にかかっていると言っても過言で

はありません。そこで、県のフードビジネス構

想を推進するための人材確保に対する考え方、

及び本県の「食」産業界の人材育成を図るため

の支援策について、総合政策部長にお伺いいた

します。

○総合政策部長（稲用博美君） フードビジネ

スを推進していくためには、企画・開発から製

造、販売に至るまで、全ての段階において

「マーケット・イン」の視点に立ち、産業間の

垣根を越えた連携・融合や付加価値の向上など

に取り組んでいく必要があります。そして、そ

れを推進していく人材には、３点ほどあると思

いますが、１点目は、マーケット側の情報につ

いて把握、分析を行い、新しい視点でプロジェ

クトを組み立てる「戦略構築力」、２点目とし

まして、生産者側の事情にも詳しく、関係者と

の信頼関係を築いて、人と人とをつなぎ合わせ

ていく「ネットワーク構築力」、３点目としま

して、産学官金の関係者や生産から加工、販売

に至るまで、多岐にわたる関係者を巻き込みな

がらプロジェクトを推進していく「コーディ

ネート力」、この３点、そういった能力が求め

られるということから、そのような人材の庁内
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での育成・確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。また、「食」産業界が求める人材の育

成につきましては、食品分野に強い県内外の大

学等を中心としまして、産学官連携によります

連合体を形成し、産業人材育成機能の強化にも

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○星原 透議員 今の答弁の中で、人材の庁内

での育成・確保に努めるという答弁があったん

ですが、今からそういうことにして、どれぐら

いの時間がかかるのかなと。私は、こういう新

たなスタートをする時点で、そういう人材確保

もちゃんとしてスタートすべきだったんじゃな

いかなと、そのように思っております。検討い

ただきたいと思います。

次に、今回の構想では、具体的なプロジェク

トが示されておりませんが、裾野の広い食産業

に対して、横断的で効果的な支援を行うために

は、具体的なプロジェクトに対応できるスタッ

フを、民間企業から採用したり、必要に応じて

部局横断的に集められる、プロジェクト推進局

のような体制が必要だと考えております。フー

ドビジネスは、知事の県政の大きな目玉施策だ

と考えますが、今後、フードビジネス構想を推

進していく上で、県の姿勢とも言える推進体制

について、知事の意気込みと考え方についてお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） フードビジネスの推進

は、本県が掲げました「復興から新たな成長に

向けた基本方針」の中でも、本県の強みをフル

に生かせる裾野の広い産業である、また伸び代

が随分あるところではないかという思いがござ

います。スピード感を持って、特に重点的に取

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。そのため、新しく創設する

「みやざき成長産業育成加速化基金」等を活用

しながら、24億円の関連予算を措置しておるわ

けでありますし、今御指摘のありました組織体

制という意味からも、庁内各部局や各事業者、

農業・商工団体、大学や金融機関などとの総合

調整を担う司令塔的な専任組織としまして、今

回、総合政策部に新たにフードビジネス推進課

を新設するものであります。この構想の推進の

ためには、こうした産学官金一体となった連携

体制を構築していくことを初めとしまして、さ

まざまな課題を抽出し、課題解決に向けたプロ

ジェクトに取り組んでいく必要があるというふ

うに考えております。先ほど御指摘がありまし

た外部の人材、また外部のいろんな組織なり会

社を有効活用していく、これも大変重要なこと

だろうというふうに思っておりますので、そう

いった外部との連携なりを図っていくための

フードビジネス推進会議を設置したり、また、

そのもとに、具体的な課題の解決を図るための

プロジェクト本部など、官民を挙げた全県的な

推進体制というものを構築して取り組んでまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 今回のフードビジネスの計画

書等を見せていただいたんですが、本当にすば

らしい計画書であります。しかし、私は本当に

そのまま進むのかなと。計画倒れ、かけ声倒れ

に終わらないように、知事の強いリーダーシッ

プを発揮していただくようお願いする次第であ

ります。

次に、ＴＰＰについて伺います。フードビジ

ネス構想を推進していく上で、知事の意気込み

を伺いましたが、ＴＰＰはこの構想の推進にも

少なからず影響を及ぼすのではないかと考えて

おります。昨日、県議会として、ＴＰＰ交渉へ

の参加反対の意見書を全会一致で採択いたしま
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したが、改めて県として、ＴＰＰについての反

対姿勢を国に伝えるべきではないかと考えます

が、知事の考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定交渉への参

加につきましては、これまでも、国民への十分

な情報開示、そして国民的な合意形成及び合意

形成がなされないままの拙速な参加表明の回避

というものを、国に対し繰り返し要請してまい

りましたが、現状において、これらの前提条件

というのは整っていないものというふうに考え

ております。そのような中、昨日、県議会にお

きまして、ＴＰＰ交渉への参加に反対する趣旨

の意見書が全会一致で可決されたことを、私と

しても大変重く受けとめているところでありま

して、同じ思いのもとに、関係団体とも連携し

ながら、国への働きかけを行う必要があると考

えておるところでございます。代表質問、一般

質問ということで、動きがとれなかったわけで

ありますが、この間も、ＪＡなり、また県選出

の国会議員とも、いろんな意見交換をさせてい

ただいたところでございます。このような考え

方のもと、今週７日─この一般質問が終わっ

た後になりますが─に上京しまして、国や県

関係国会議員等に対しまして、改めて、本県の

置かれている現状と、農林水産業を初めとする

産業活動全体や県民生活への影響などの懸念を

訴えるとともに、拙速な参加表明をしないよう

強く求めてまいりたいと考えております。

○星原 透議員 この反対でありますが、我々

議会も意見書を出しましたし、あるいは県民の

皆さんも大方反対だというふうに思っています

ので、ぜひ、しっかり訴えてきていただきたい

と、そのように思っております。よろしくお願

いしておきます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略につい

て伺います。

我が国の人口減少・高齢化が進む中で、急速

に台頭してきた東アジア市場に、新たな可能性

が広がってきております。人口減少・高齢化等

により、消費需要や国内市場の縮小が今後ます

ます進むことが予測されております。一方で、

アジアの富裕層は５年以内に我が国を超える規

模になり、中間層は2020年には20億人へと拡大

する見込みとなっており、有望で魅力ある消費

市場として注目されております。そうした中、

増大する東アジアの活力を取り込んでいくこと

は、本県経済・産業の浮揚や、「世界に開かれ

たみやざき」を目指す上で、大変重要な課題で

あります。これまで、「みやざき県産品東アジ

ア販路拡大戦略」を策定され、これは平成21年

度から平成25年度として、中国、香港、台湾、

韓国、シンガポール、タイを重点国・地域に定

めて、農畜水産物や木材、加工食品等の輸出を

促進してこられましたが、これまでの取り組み

結果について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今御質問

にございました「みやざき県産品東アジア販路

拡大戦略」におきましては、農畜水産品、加工

食品、木材などを対象品目として、物産フェア

の開催、国際見本市への参加、バイヤー招聘、

商品棚設置による展示・販売に加え、国際化セ

ミナーの開催や輸出相談員配置などの企業に対

する支援を通じ、販路拡大に取り組んできたと

ころであります。平成21年度から23年度までの

取り組みの結果、中国では、焼酎や調味料、香

港では、牛肉、カンショ、漬物、乳製品、台湾

では、カンショ、漬物、焼酎、お菓子、シンガ

ポールでは、キンカン、調味料などが、現地

スーパー等で定番化され、韓国でも、原木や木
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材製品の継続的取引が行われているところであ

ります。また、県が実施いたしております貿易

実態調査によりますと、対象品目の輸出を手が

ける企業数が、平成21年の61社から平成23年に

は67社となるとともに、輸出額は約７億7,900万

円から９億8,300万円となっております。

○星原 透議員 今、これまでの取り組みの結

果を報告いただいたんですけれども、やはり数

値目標、こういったものをここの国にこういう

ふうにやっていくんだという、数あるいは金

額、そういったものを設けて、そのとおりに進

んでいるのかどうかをチェックしながらいくべ

きだというふうに思っていまして、今回の東ア

ジア経済交流戦略も、ちゃんとそういう数値目

標を設けて、それに向かって取り組みをしっか

りしていっていただきたいというふうに思って

おります。

それでは次に、「みやざき東アジア経済交流

戦略」、平成24年度から平成28年度までの５年

間を、「アジア市場の開拓に向けた積極的な取

組」として取り組まれております。そこで、こ

れまでの取り組みの結果を踏まえて、さらに全

庁的な取り組みとするために、観光誘致や製造

業の海外展開、経済基盤の整備などの他分野も

取り込んで、「みやざき東アジア経済交流戦

略」を策定されておりますが、どのような考え

方や方法で取り組んでいかれるのか、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 新しい

「東アジア戦略」では、これまでの販路拡大に

とどまらず、観光誘客やインフラなどの基盤整

備も取り込み、物産、観光、交通などの各分野

が連携し、民間企業、産地、関係機関等も一体

となって、「オールみやざき」での横断的・多

面的な取り組みを推進していくこととしており

ます。具体的な施策の方向性としまして、「輸

出促進」については、輸出を担う人材の育成や

商談支援などの「県内企業・産地の輸出力強

化」、ロットの確保や現地パートナーとの連携

などによる「輸出環境の整備」、効果的なプロ

モーション実施や海外拠点機能の強化などの

「輸出拡大の支援」に取り組むこととしており

ます。また、「観光交流」につきましては、

国、九州各県、九州観光推進機構との連携を推

進し、広域観光ルートの設定など、九州や南九

州というスケールメリットを生かした効果的誘

致宣伝による知名度向上・集客対策を行うとと

もに、現地旅行会社等と連携した旅行商品の企

画・造成等に取り組んでいくこととしておりま

す。

○星原 透議員 しっかり取り組みをお願いし

たいと思います。

次に、東アジア経済交流戦略には重点国・地

域が数多く列挙されておりますが、私は、異

なった国々を相手に総花的に取り組んでいける

のか、足がかりがあるところに集中して取り組

み、交流基盤を確固たるものに順次していくほ

うが現実的な考え方ではないかと思いますが、

商工観光労働部長の見解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東アジア

の重点国・地域は、いずれも有望な市場であり

ますが、それぞれの実情を踏まえた事業の展開

を図ることが必要と認識しております。輸出に

つきましては、それぞれの国にビジネスチャン

スが存在しますので、国際食品見本市への出展

等、これまでの取り組みも継続して、県内企業

に商談機会を提供しながら、関税や輸入規制が

ほとんどない香港とシンガポールへの農産物や

宮崎牛の輸出に重点を置いて取り組んでまいる

ことといたしております。また、観光誘客につ
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きましては、韓国、台湾との国際定期便の一層

の利用促進を図りますとともに、クルーズ船の

寄港誘致や国際チャーター便の活用など、将来

を見据えた施策を展開してまいりたいと考えて

おります。これらの取り組みを推進していくた

めには、情報の収集や現地関係機関の協力、人

脈の構築など、足がかりをつくっていくことが

大変重要でありますので、来年度は香港におけ

る県事務所の開設や現地小売店舗内へのアンテ

ナショップの設置などを行うこととしておりま

す。また、県内の物流企業が最近、シンガポー

ルに進出したところでありますが、こうした関

連企業を初め、スポーツ・文化交流など、民間

の動き等も活用しつつ、冒頭申し上げましたよ

うに、国・地域それぞれの実情を踏まえなが

ら、取り組みを推進してまいりたいと考えてお

ります。

○星原 透議員 次に、県の人口や生産規模

で、それぞれの国を相手にしておりますが、観

光客の誘致から生産物や加工品などの販路開

拓、企業誘致など、対等な交流ができるのか疑

問があります。宮崎単独での取り組みだけでは

なく、例えば、南九州といった広域で連携して

の取り組みも考えられますが、どのように進め

ようと考えておられるのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外展開

の中で、まず「輸出促進」でありますが、各県

の間では、競合する商品も多いことから、それ

ぞれの取り組みが中心になるものと考えており

ます。しかしながら、例えば、各県単独では足

がかりがなく、取り組みが困難な場合や大きな

ロットが求められる場合などは、九州各県等で

連携することにより、事業効果を高められるこ

ともあろうかと思います。また、「観光交流」

につきましては、各県等との連携強化が必要で

ありますことから、例えば、本県と同様に台湾

との定期便が就航している鹿児島県とは、現地

での観光商談会を共同で開催するなど、南九州

周遊ルートのセールスを行っているところであ

ります。このように、他県との連携につきまし

ては、本県にとってのメリットを十分に考慮し

ながら対応してまいりたいと考えております。

○星原 透議員 宮崎は、韓国、そして台湾と

定期航空便が開設されているんですが、私から

見ると、韓国、台湾をもう少し大事にしてとい

いますか、交流をしっかりと深めていくべき

じゃないかなというふうに思っております。先

ほども数値目標の話をしましたが、どういう形

で、物産の販売にしても、あるいは観光客の誘

致にしても、どういうふうにしていくんだとい

うものをしっかりと定めて、そこまで行って、

そして、また一方では、新たな国に向けて開拓

していく、そういうこともしていかないと、ア

ブ蜂取らずじゃありませんが、あんまり方向が

いっぱいあることで、逆に弱いことになってい

くんじゃないかな、そういうことも危惧してお

りますので、検討をいただきたいと思います。

次に、東アジア経済交流戦略を実効ある展開

にしていくためには、県の各部門の取り組みを

全庁的に連携させていくことが大事でありま

す。本気で推進していくためには、県庁内外か

ら東アジアに精通している専門的な知識を有す

る人材を起用し、また、これまで本県と関係の

あった人物はいないかなど、体制を整備するこ

と、そして予算の確保も必要だというふうに考

えますが、知事の見解、意気込みをお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） 本県の将来の成長を考

える上では、経済成長の著しい東アジアの活力
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を取り込んでいくことは、大変重要な課題だと

いうふうに考えておりまして、今回、組織の面

では、「観光物産・東アジア戦略局」を商工観

光労働部内に設置しまして、県産品の販路拡大

と海外誘客などを一体的に推進しますととも

に、県における東アジア戦略全体の連絡調整を

行うということで、関係部局の有機的な連携が

図られるよう、体制を強化することとしたとこ

ろであります。また、現地の情報の収集や人脈

の構築、これも大変重要であるというふうに考

えておりますので、香港に県事務所を設置する

ほか、自治体国際化協会を活用して、ソウルと

シンガポールにも県職員を派遣するなど、先ほ

ど答弁申し上げました重点国─定期便のある

韓国、台湾も含めてでありますが─そういっ

たところを含めて、海外拠点機能の拡充を図る

こととしておるところであります。議員から御

指摘もありました民間の力の活用というのも、

大変重要な観点だというふうに思いますので、

今回の体制強化による施策の状況を踏まえなが

ら対応していきたいというふうに思っておりま

す。東アジア戦略の推進のためには、本県の企

業、産地、関係業界、関係機関との緊密な連携

というのが大変重要であろうというふうに考え

ておりますので、国や他県はもちろん、ジェト

ロなど海外の関係機関とも協力関係を構築しな

がら、「オールみやざき」という体制で取り組

んでまいりたいと考えております。

○星原 透議員 東アジア戦略、それからフー

ドビジネス、新たに意気込みを見せて取り組む

ということでありますから、本当に一日も早く

成果が上がるという方向で進んでほしいという

ふうに思います。というのは、私も田舎に住ん

でおりますから、周りは本当に農業をする意欲

を失い、若い人たちがおりません。一日も早く

しっかりした取り組みを進めていただいて、農

家に光が当たるような、そういう形にしていた

だきますようにお願いいたしておきます。

それでは次に、投票率の向上についてお伺い

いたします。

本県では投票率が、2010年の知事選挙、2011

年の県議会議員選挙、昨年末の衆議院議員選挙

と、立て続けに過去最低の投票率を記録いたし

ました。私の地元都城市では、２年前の県議選

が42.97％、昨年11月の市長選挙が46.7％、12月

の衆議院選挙が48.85％と、３回連続で50％を切

りました。どの選挙においても、年齢別の投票

状況を見ますと、特に若者の投票率が低くなっ

ております。常日ごろから、未成年者や若者が

政治や選挙に対して関心を持つような啓発や教

育が必要ではないかと思っております。そこ

で、政治や選挙に関心を示さない若者の投票率

向上について今後どのように取り組まれるの

か、選挙管理委員長にお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙管理委

員会では、これまで、若者の政治参加の意識を

高めるために、政治と生活とのかかわりについ

て意見交換を行う「しゃべり場せんきょ」、そ

れから、政治や選挙に関し、若者の視点で発表

する「わけもんの主張」などを実施しており、

毎年350人程度の参加をいただいているところで

す。また、さきの衆議院議員選挙においては、

県内の大学生35名で構成しております学生選挙

サポーターと連携し、県内の学生が集まるイベ

ント会場での啓発活動や、各大学に出向いての

投票呼びかけなども実施したところでありま

す。若者の政治意識を高めることは、社会参加

の意欲の向上につながり、ひいては、県民一人

一人が社会とのつながりを持った、よりよい地

域づくりに資すると考えておりますので、選挙
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管理委員会といたしましては、今後とも、若者

グループ等が参加しやすい研修会や講習会の企

画運営に努め、さらに教育委員会とも連携しな

がら、学校における政治教育にも力を入れてま

いりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、高齢者層は全体的に高

い傾向にあるんですが、しかしながら、中山間

地域では、投票所までの距離や交通手段の関係

で、投票を断念している現状もあります。以前

は、子供たちが近くにいて親を車で連れていっ

たり、隣近所で乗り合わせて行ったりしていま

したが、生活環境の変化や核家族化が進み、投

票に行きたくても行けない高齢者がふえてきて

おります。今後、高齢者が投票しやすい環境づ

くりと投票率アップにどのように対応されるの

か、選挙管理委員長にお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 昨年実施さ

れました衆議院選挙における65歳以上の高齢者

層の投票率は66.85％であり、県全体の投票

率55.69％と比較いたしますと、11ポイント程度

上回っておりますが、本県では、全国より高齢

化が５年進んでいる状況を勘案いたしますと、

議員御指摘のとおり、交通弱者である高齢者の

方々が容易に投票できる環境の整備は、大変重

要であると考えております。このため、選挙管

理委員会といたしましては、期日前投票所の増

設や、投票日にコミュニティーバスを巡回させ

るなど、高齢者が投票しやすい環境づくりにつ

いて、市町村選挙管理委員会と連携を図りなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。

○星原 透議員 次に、ことしの夏の参議院議

員選挙から、インターネットを使った選挙運動

も解禁となりそうでありますが、ネット選挙が

解禁になった場合の効果や問題点、及び投票率

の向上につながるのかについて、選挙管理委員

長にお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） インター

ネットは、若い世代はもちろん、高齢世代まで

飛躍的に普及しておりまして、インターネット

を活用した選挙運動が解禁された場合、多様な

候補者情報の発信が可能となり、有権者の政治

参加の意識を高めることができるなど、多くの

メリットが考えられ、特に、若い世代層の投票

率アップが期待されるものと考えております。

一方、インターネットは誰でもアクセスがしや

すく、情報を大量に伝達でき、匿名性が高いと

いう特性がありますことから、成り済まし・誹

謗中傷が発生しないための対策を講ずる必要が

あります。選挙管理委員会といたしましては、

現在、国において解禁に向けた検討が進められ

ておりますので、その状況を注視してまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 次に、教育現場においても、

政治や選挙への参加、一票の重みなどの教育が

必要だと考えております。我が会派の十屋議員

の代表質問への答弁で、選挙管理委員長は、学

校における政治教育を教育委員会と連携しなが

ら取り組むと言われましたが、学校教育の中

で、選挙の重要性について理解させるためにど

のような指導がなされているのか、教育長にお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 将来の有権者であ

り、将来の社会の担い手である子供たちに、選

挙の重要性について認識させるということは、

非常に大切でありますので、小学校、中学校、

高等学校それぞれの段階で指導を行っておりま

す。具体的に申し上げますが、まず小学校で

は、６年生の社会科で、選挙の仕組みや選挙権

を正しく行使することの大切さについて、中学

校では、３年生の社会科で、投票率の低下など
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の具体的な課題も取り上げながら、選挙の意義

や重要性について、一層理解が深められるよう

指導いたしております。また、高等学校では、

公民科において、投票の秘密が守られることや

一人一票という平等選挙の原則、現在の選挙区

制などを取り上げつつ、選挙制度のあり方等の

課題について考察させる指導をいたしておりま

す。さらに、教科の時間以外でも、例えば、実

際の選挙で使われる投票箱を生徒会選挙で使わ

せてみるとか、あるいは子ども議会をやると

か、そんないろんな関心を高める取り組みを

行っている学校もございます。

○星原 透議員 今、学校の現場でもいろいろ

指導いただいておるようなんですが、その学ん

だ子供たちが成人して、若い人たちの投票率が

一番悪いということでありますから、もう少し

その辺のところも、しっかり今後は指導してい

ただければというふうに思います。

次に、岐阜県関市の選挙管理委員会では、新

成人に選挙の投票を記録できるスタンプ手帳、

「選挙パスポート」を配付しているとのことで

あります。これは、投票所に用意されたスタン

プを押して、投開票日や投票率の記録を残

し、20歳から80歳までの国政選挙と地方選挙を

想定し、100回分の押印欄があるようでありま

す。選挙のあり方が大きく変化していく中で、

投票率を上げるためのアイデアも必要だと考え

ます。そのためには、県と市町村の選挙管理委

員会が連携を図る必要があると思いますが、選

挙管理委員長の見解をお伺いいたします。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 県選挙管理

委員会では、若者の投票率を少しでも向上させ

るため、これまで、コンビニでの啓発資材の配

布やインターネットを用いた広報など、新たな

手法による啓発活動に取り組んできたところで

あります。しかしながら、衆議院選挙に限ら

ず、市町村長選挙におきましても、有権者の政

治離れが進行している状況を勘案いたします

と、議員御指摘のとおり、常日ごろから政治に

関心を持ってもらうための創意工夫を凝らした

対策が必要ではないかと感じております。その

ためには、県だけでなく、市町村の選挙管理委

員会も含めて、知恵を出し合うことが大変重要

であると思いますので、先ほどお話のありまし

た「選挙パスポート」など、県外の先進的な事

例も参考にしながら、投票率を上げるための有

効な取り組みについて、一緒に検討してまいり

たいと考えております。

○星原 透議員 それでは次に、体罰について

お伺いいたします。

部活動の体罰は、身体に対してたたく、蹴る

などの直接的な攻撃や、しごきなどの常軌を逸

した練習、長時間立たせたり、正座など同じ姿

勢の強要、暴言や無視などがあります。ところ

で、政府の教育再生実行会議が提出した「第一

次提言」では、体罰禁止に向け、部活動指導者

への教育を強化するよう求めております。提言

では、学校教育法で禁止されているにもかかわ

らず、横行している教員の体罰について、「特

に部活動において体罰の根絶を目指し、国は、

子どもの自発的行動を促す部活動指導のガイド

ラインを策定する」と明記しております。ま

た、具体策として、国や教育委員会に対して、

部活動指導者の養成や教員研修の場を活用する

よう求めており、体罰禁止のほか、指導法や各

種のメンタルトレーニングなど、不適切な指導

によらない方法を体得できるよう徹底するとし

ております。これまで、部活動が子供たちのス

ポーツの中心として、また、心・技・体を鍛え

る人間形成の場として、学校教育の中で重要な
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役割を果たしてきたことは、周知のとおりであ

ります。そこで、中学校及び高等学校での部活

動における体罰の状況と、指導者に対する体罰

防止の取り組みについて、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（飛田 洋君） 今年度の中学校、高

等学校における部活動中の体罰の状況は、現在

調査中でございますが、昨年度までの過去５年

間において、体罰によって教職員が懲戒処分を

受けた件数は７件であります。県教育委員会と

いたしましては、平成21年10月に、指導資料と

して「体罰ゼロの学校づくり」というものを作

成したんですが、その冒頭に、体罰によらない

指導で全国優勝とか準優勝をなし遂げた指導者

の指導の手記、そういうものを載せるなど、啓

発を図ってまいりました。また、中学校体育連

盟や高等学校体育連盟などの関係団体と連携を

図りながら、指導者を対象とした研修会等にお

きまして、体罰防止の徹底について指導してき

たところであります。今回の大阪市の高校の事

件を受け、県立学校及び市町村教育委員会に対

しまして、改めて通知するとともに、県立学校

保健体育教科責任者会や県立学校長会、さらに

は、全公立小中学校の臨時校長会におきまし

て、特に時間を設定し、体罰によらない指導の

あり方について、徹底を図ったところでありま

す。

○星原 透議員 今の体罰のことなんですが、

体罰を受けたり、また見たりした子供たちや保

護者が、体罰被害などの相談を受けられる窓口

はどのようになっているのか、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 相談窓口について

は、まず校内で気軽に相談できる雰囲気という

のが一番大切だと思いますが、県教育委員会に

おきましても、子供たちや保護者の悩みの早期

解決や不安を解消するための相談窓口として、

県教育研修センターに「ふれあいコール」を設

置いたしております。そして、体罰被害などに

つきましても、電話や来所による相談を受ける

ことができるような体制をとっております。ま

た、その周知のために、県内全ての小・中・高

・特別支援学校の児童生徒に、連絡先、相談先

を書いた名刺大のカードを配布いたしておりま

す。さらに、昨年10月から県が開設しておりま

す子ども・若者総合相談センター「わかば」に

おきましても、さまざまな悩みを抱えている子

供やその家族などから相談を受けることができ

るようになっております。

○星原 透議員 次に、いじめについて伺いた

いと思います。奈良県教育委員会では、「いじ

め早期発見・早期対応マニュアル」を作成し

て、いじめを「疑い」「複雑または困難」「深

刻」の３つに分類し、「深刻」の場合は、いじ

めに気づいた教員らを中心に、24時間以内に緊

急対策会議を招集し、警察への通報などを明記

したマニュアルを作成し、国公私立の小・中・

高校の全教員に配布したとのことであります。

マニュアルでは、「いじめと犯罪は地続き」と

して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をす

る（強制わいせつ罪）、裸になることを強要す

る（強要罪）、金銭や物品を要求する（恐喝

罪）などと具体的に罪を列記して、いじめを過

小評価しないように警告しております。そこ

で、いじめの未然防止や早期発見・早期解消の

ために、本県ではどのような取り組みがなされ

ているのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） いじめは、どの子供

にも起こり得るものでありますけれども、非常

に見えにくい構造を持っている、そういう危機
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感を持って、教職員がいじめに対して理解する

こと、あるいは指導力を高めていくことが重要

であると考えております。本県におきまして

は、いじめの未然防止や早期解消などを目的と

した教師用の指導資料を作成しております。そ

の具体的な内容は、いじめの特徴や早期発見の

ポイント、いじめを発見した際の組織的な対応

のあり方、関係機関との連携のあり方、教育相

談の手法などであり、本資料を各学校での職員

研修や県教育委員会主催の研修会等において、

積極的に活用しているところであります。ま

た、各学校におきましては、日常の観察はもと

より、定期的なアンケート調査や教育相談、生

徒が書いて学級担任に提出している生活の記録

などにより、積極的にいじめを把握するととも

に、いじめの未然防止や早期発見・早期解消に

向け、迅速かつ適切な対応に努力しているとこ

ろであります。

○星原 透議員 次に、犯罪行為として取り扱

われるべきと認められるいじめについては、ど

のような指導、取り組みが行われているのか、

教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、平成19年度に、県教育委員会、市町村教育

委員会と警察本部との間で、より緊密な連携を

図りながら、児童生徒の指導に当たることがで

きるように、「児童生徒の健全育成のための学

校・警察相互連絡制度」を創設したところであ

ります。この制度に基づきまして、犯罪行為と

して取り扱われるべきと認められるいじめにつ

きましては、学校から警察へ迅速かつ適切に相

談や通報を行い、警察と連携した対応を図るよ

うに、各学校を指導しているところでありま

す。また、学校におきましては、いじめを含む

生徒指導上の問題について、県警本部や警察署

に配置されているスクールサポーターとの情報

交換を行うとともに、児童生徒の問題行動等に

対する指導や助言をいただくなど、日常的な警

察との連携にも努めているところであります。

さらに、警察と教育委員会の間で人事交流も

行って、連携を深めているところであります。

○星原 透議員 それでは最後に、道徳教育の

充実について伺います。道徳教育は、豊かな心

を持ち、人間としての自覚と、よりよく生きる

ための道徳性を育成することを目標とした教育

活動であります。将来を担う子供たちが、自分

の国を愛し、歴史や伝統・文化に誇りを持っ

て、社会の一員としての自覚を持ち、そして、

子供として身につけなければならない学力や規

範を学びながら、生きる力や豊かな人間性を養

う道徳教育を充実させることが望まれておりま

す。一方で、いじめや体罰による自殺が相次い

でおり、今こそ心の教育、豊かな心を育む取り

組みが求められております。政府の教育再生実

行会議は、先月26日、深刻ないじめを受けてい

る子供を守るために、加害児童生徒を出席停止

にする制度の活用や道徳の教科化を求める提言

を安倍首相に提出しております。また、道徳教

育に関して、重要性を改めて認識し、抜本的な

充実を図ることを強調して、命のとうとさを知

り、他者への思いやりを育むよう、教材を充実

させ、新たな枠組みで教科化するとしておりま

す。そこで、道徳教育を充実させるために、本

県ではどのような取り組みを進めておられるの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 道徳教育をさらに充

実させていくことは、本県におきましても、大

変重要な課題であると考えております。県教育

委員会では、各学校が行っている児童生徒に豊

かな心を育む取り組みをこれまで以上に支援す
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るため、本年度より「命や絆を大切にする」道

徳教育充実事業に取り組んでいるところであり

ます。本年度は、口蹄疫、鳥インフルエンザ、

新燃岳の噴火など、県民の皆さんが直接体験さ

れたエピソードを題材として、命のとうとさや

真の友情などを深く考えさせることができる本

県独自の「道徳教育読み物資料集」を作成し、

県内の全学校に配布いたしたところでありま

す。今後は、この資料集を各学校が、道徳の時

間はもとより、さまざまな場面において効果的

に活用できるよう、小・中・高等学校等の教職

員を対象とした研修会などを実施し、道徳教育

の一層の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 それぞれ答弁をいただき、あ

りがとうございました。時間が参りました。あ

りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 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。

本日はこれで散会いたします。

午後３時３分散会


