
６月13日（木）



平 成 2 5 年 ６ 月 1 3 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 渡 辺 創 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

15番 田 口 雄 二 （ 同 ）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

18番 髙 橋 透 （ 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 中 野 一 則 （ 同 ）

23番 中 野 廣 明 （ 同 ）

24番 横 田 照 夫 （ 同 ）

25番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

29番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

30番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

31番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

34番 押 川 修一郎 （ 同 ）

35番 宮 原 義 久 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

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 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 梅 原 誠 史

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 白 川 靖 浩

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

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣

- 65 -



- 66 -

◎ 一般質問

ただいまの出席議員36○丸山裕次郎副議長

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、田

口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○田口雄二議員

ざいます。昨年の12月から久しぶりに野党に戻

りました田口雄二でございます。また、本年４

月から会派名が３年ぶりに「民主党宮崎県議

団」に戻り、３名の会派となりました。小粒で

もぴりりと辛い宮崎県議会のサンショウのよう

な存在でありたいと思っています。県勢発展の

ために日々精進を重ねてまいりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

昨年の総選挙以降初めての質問をいたしま

す。前回の質問は総選挙公示日の前日という大

変慌ただしい中で行い、今回も間もなく参議院

選挙と、前回と似たような状況で行いますが、

与野党の立場が変わっての選挙戦です。それに

しても、さきの総選挙は大惨敗に至りました

が、改めて自民党のしたたかさには感心させら

れました。さきの総選挙時の自民党のポスター

の標語には、今、宮崎県の基幹産業である農畜

産業が崩壊しかねないと言われているＴＰＰに

関して、こう書かれていました。「ウソつかな

い。ＴＰＰ断固反対。ブレない。日本を耕す!!

自民党」、「ウソつかない。ＴＰＰ断固反対。

ブレない。日本を耕す!!自民党」、当時の安倍

自民党総裁が、野田総理の「近いうち解散」発

言に対してうそつき呼ばわりをしていました。

「ウソつかない」とはそれをもじってつくった

ポスターだと思いますが、政権交代後あっさり

交渉参加を表明しました。どちらがうそつきな

のか、一生懸命選挙で応援した農業団体の皆さ

んはすっかりだまされてしまいました。「ＴＰ

Ｐ参加の即時撤回を求める会」の幹事長代理を

務めた県内のある代議士は、安倍首相に頼ま

れ、党内のＴＰＰ慎重派や農業団体の根回しを

して回り、交渉参加への道筋をつけたキーマン

だという政府高官の声を産経新聞が報じていま

した。同じことを民主党政権時に行っていた

ら、マスコミも安倍さんと同じように批判の大

合唱であったと思いますが、全く何事もなかっ

たような日々です。我が会派には元新聞記者が

いますので余り言いたくはありませんが、今の

政権への批判はすっかり陰を潜め、公平公正な

報道というのはないのか、全く納得がいきませ

ん。腹立たしい思いで、この３年３カ月の間に

私の髪の毛もすっかり薄くなってしまい、似た

ような状況の井本英雄議員にいつも冷やかされ

ています。今回の参議院選挙は自民党を見習っ

てしたたかにやりたいものですが、民主党関係

者は本来根がいい人間ばかりなので、今回も従

来どおり正々堂々と正攻法で立ち向かってまい

ります。

それでは、一般質問を誠実に正攻法で行いま

すので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、知事の政治姿勢をお伺いいたし

ます。

長年の全国地方６団体の要望でもありました

地域主権改革が、一丁目一番地として取り組ん

できた民主党政権時代に大きく前進いたしまし

た。また、地方自治に影響を及ぼす国の政策の

企画・立案並びに実施について、国と地方が協

議をする「国と地方の協議の場」が設置されま

した。また、国が法令で自治体の仕事を定める

平成25年６月13日(木)
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義務づけ、枠づけの見直しが大きく進み、地方

が条例でルールを決められるようになりまし

た。また、地方にとっては自由に使うことがで

きず、使い勝手のいいように要望してきました

ひもつき補助金は、自主戦略交付金、通称一括

交付金として平成23年度から地方に交付される

ようになりました。地方の存在を重視する地域

主権改革に弾みがつき、さらなる改革を期待し

ていました。ところが、政権交代し、安倍首相

が再登板すると、あっという間に一括交付金を

廃止と決め、地方交付税の削減も実施し、地域

主権改革が大きく後退し、地方がようやく得た

成果は簡単に無視されてしまいました。知事

は、この自主戦略交付金、一括交付金をどう評

価し、今回廃止されたことについてどうお考え

かお伺いします。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

地域自主戦略交付金の評価等についてであり

ます。地域自主戦略交付金につきましては、対

象となる事業の中から地方が必要とする事業を

自主的に選択する制度として、全国知事会の要

望等により創設されたものであり、地方分権の

観点からは一定の評価をしておったところであ

りますが、具体的な配分額の算定方法について

はさまざまな意見があったところでありまし

て、特に本県のようなインフラ整備がおくれて

いる県にとって十分ではない面があったところ

であり、私も見直しの必要性を感じ要望を繰り

返しておったところであります。平成25年度か

らは廃止となりまして、廃止分については各省

庁の交付金等へ移管されましたが、移管に当

たっては、移管先の各省庁の交付金の対象メニ

ューの大くくり化や新たなメニューの追加な

ど、地方の自由度に配慮した一定の改善措置が

講じられているものと考えているところであり

ます。以上であります。〔降壇〕

地域主権の一括交付金は、先○田口雄二議員

ほども申し上げましたように全国地方６団体の

要望で、つまり私ども県議会の要望でもありま

した。当時の外山議長にもお伺いしたいところ

ですが、同じ議員にはこの場では質問できませ

ん。そこで、一括交付金の廃止に関して、事前

に地方に同意を求める説明等が政府よりあった

のか。安倍政権誕生後の「国と地方の協議の

場」開催状況と協議の内容を知事にお伺いしま

す。

地域自主戦略交付金の○知事（河野俊嗣君）

廃止につきましては、平成25年１月11日に閣議

決定をされました「日本経済再生に向けた緊急

経済対策」に基づき廃止される旨の情報提供

が、国より同日付であったところであります。

また、「国と地方の協議の場」につきまして

は、第２次安倍内閣発足後、１月と６月計２回

開催をされております。地域自主戦略交付金の

廃止につきましては、１月の協議におきまし

て、地域経済に悪影響を与えることのないよう

事業の継続性に配慮するとともに、地方の意見

を十分反映するよう、全国知事会等を通じて主

張したところであります。

お聞きしますと、地方に事前○田口雄二議員

の説明はほとんどなかったと理解してもいいと

思うんですが、これは地方を完全にばかにした

話でありまして、中央による地方への干渉の強

化であります。こういうことにならないよう

に、「国と地方の協議の場」が設置されたので

す。これも完全に無視されたということであり

まして、これまでの長年の要望は一体何だった
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のかと思うほどであります。全国地方６団体の

要望してきた地域主権の成果が、どんどんなし

崩しにされていくのではないかと心配です。民

主党政権時と比較すると、「国と地方の協議の

場」の開催も格段に頻度が落ちております。地

方の自主性の確立に再度地方が声を上げるべき

ではないかと考えますが、知事のお考えをお伺

いいたします。

今御指摘のありました○知事（河野俊嗣君）

「国と地方の協議の場」ができたことは、大変

大きな前進であると受けとめておりまして、こ

れをいかに活用していくかが今後の大きな課

題、また我々に課せられたテーマであると考え

ております。その協議の場における私ども地方

の主張を踏まえて、今回の交付金につきまして

は、移管先の各省庁の交付金の対象メニューの

大くくり化などの措置が講じられたところであ

りまして、これも一定の改善ではないかと受け

とめておるところでございます。今後、移管先

の各省庁の交付金等の配分や運用面の状況を見

きわめる必要があると思っておるところであり

ますが、より一層、自由度の高い制度となるよ

う、今後とも、必要に応じて国への要望、また

協議の場を通じた意見を申し入れてまいりたい

と考えております。

せっかくかち得た「国と地方○田口雄二議員

の協議の場」でもありますので、しっかりと地

方の声を届けていただきたいと思います。どう

かよろしくお願いいたします。

次に、公共事業の入札制度についてお伺いい

たします。

平成18年に県政を大きく揺るがした官製談合

・贈収賄事件が発覚し、知事の逮捕という 悪

の結果を招きました。この事件の反省から、東

国原知事は公共事業に全ての業者が参加できる

一般競争入札を導入いたしました。その後、入

札制度は、公共工事の削減等で建設業の疲弊が

顕著になり、少しずつ見直しを進めてまいりま

した。その間、県議会では、さらなる見直し、

指名競争入札の復活が必要ではないかとの質問

が何度か出されてまいりましたが、これまで、

東国原知事、河野知事ともに見直しに慎重な姿

勢を示してきました。そして、ことしの２月議

会において、災害対応力の強化のため、災害時

を対象に指名競争入札の再導入を検討していく

考えを明らかにしました。ところがその後、２

月議会中に突然、3,000万円未満の指名競争入札

を試行する方針の転換を明らかにしました。本

会議での答弁から急に踏み込んだ方針転換に違

和感を感じたものです。そこで、まず初めに、

６年前の官製談合事件を受けて、その反省から

なぜ一般競争入札を導入したのか、知事にお伺

いいたします。

御指摘のように、官製○知事（河野俊嗣君）

談合事件によりまして公共工事の発注のあり方

が厳しく問われるとともに、公正性、透明性の

確保など、再発防止のための改革が強く求めら

れたところであります。思い切った改革をして

ほしいという県民の強い思いがそこにあったよ

うに受けとめておるところでございます。県と

いたしましては、失われた県民の県政に対する

信頼を回復するために、職員の意識改革やコン

プライアンスの徹底を図りますとともに、公

正、透明で競争性の高い一般競争入札へ移行し

てきたところであります。

２月議会の本会議場での答弁○田口雄二議員

でも明確にしなかったのに、それからわずか数

日後に方針が変わったのは非常に不自然な感じ

がいたします。６年前の反省から一般競争入札

を導入したわけですが、試行とはいえ、今回の
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指名競争入札に移行する経緯について、知事に

お伺いいたします。

入札制度につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、今申し上げましたような背景で一般競争入

札へ移行したわけでございますが、その後、改

革と並行して制度の検証と見直しは随時努めて

きたところであります。地域要件の細分化など

地域の建設業者が受注しやすい環境づくりに取

り組んでまいりました。そのような中、口蹄疫

や新燃岳噴火などの災害発生時に、建設業者の

皆様が被災現場にいち早く駆けつけ、懸命に作

業に当たる姿を何度も見たところであります。

大変感謝の思いもあるわけでございます。ま

た、東日本大震災や九州北部豪雨などの大規模

な自然災害が発生し、本県におきましても、南

海トラフ巨大地震による被害が想定されている

状況におきまして、常日ごろから、技術力が高

く、また地域の実情に精通した建設業者を育成

していく必要があるという思いをさらに強くし

たところでございます。また、県の建設業協会

におきまして、地域建設業の方向性についての

研究会が立ち上げられまして、その中で、「災

害工事等における指名競争入札の導入」が提言

をされておるという状況もございました。こう

いったことから、入札制度を検討する中で、官

製談合事件の反省を十分に踏まえながら、透明

性、客観性の高い指名競争入札を新たに導入す

ることによりまして、地域の建設業者の育成を

通じた災害対応力の強化を図ることができるの

ではないかと考えまして、今回、試行すること

について判断をしたところでございます。

次に、試行対象となる3,000万○田口雄二議員

円未満とはどのような判断から決められたの

か、県土整備部長にお伺いします。

今回の試行○県土整備部長（大田原宣治君）

は、地域の建設業者の育成を通して災害対応力

の強化を図るもので、試行の検証に当たりまし

ては、ある程度の工事件数の確保も必要であり

ますことから、全入札件数の約７割を占め、災

害復旧工事の約９割を占める、予定価格3,000万

円未満の工事を対象とするものであります。

私に対しても、いろんな建設○田口雄二議員

業者さんから、「県の入札制度を早く指名競争

入札に戻してほしい」という要望もあれば、逆

に、変なコネがない業者さんなのか、「厳しい

けれども、誰でも入札に参加できる一般競争入

札はやめないでほしい」との要望も、これまで

ありました。透明性、客観性の高い指名競争入

札にするということですが、指名業者選定の基

準をどう考えているのか、県土整備部長にお伺

いします。

今回の指名○県土整備部長（大田原宣治君）

競争入札の試行に当たりましては、透明性、客

観性の高い選定基準を導入することが重要と考

えております。具体的には、土木一式工事の例

で申しますと、発注する工事ごとに建設業者

を、工事現場までの距離、県工事の受注状況、

雇用している技術者の数、防災協定への加入、

建設機械の保有、工事成績などの客観的なデー

タで評価しまして、その合計点の高い順に指名

業者を選定していく方式を導入してまいりたい

と考えております。

なお、このような指名業者の選定基準につき

ましては、透明性の確保の観点から、試行の実

施に当たりあらかじめ公表してまいりたいと考

えております。

この試行期間と試行後の評○田口雄二議員

価、方針の決定はどのようにして行うのか、県

土整備部長に再度お伺いします。

まず、試行○県土整備部長（大田原宣治君）
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後の評価につきましては、競争性、効率性、品

質確保の観点から、落札率、入札手続期間、工

事成績、工事現場に近接する企業の受注状況な

どの項目につきまして分析を行い、他の入札方

式と比較しますとともに、建設業者へのアン

ケートの実施も含め総合的に検証してまいりた

いと考えております。また、次年度以降の方針

につきましては、検証結果について２月議会に

おいて関係常任委員会に報告いたしますととも

に、民間有識者等で構成します入札・契約監視

委員会の調査、審議を経て決定してまいりたい

と考えております。

ありがとうございます。建設○田口雄二議員

業者が疲弊をし、本県経済も冷え込み、また災

害時の対応を心配する声もある。ある程度は理

解いたしますが、今回の方針変換は非常に唐突

であった感は否めません。あの県政を揺るがし

た大事件の反省を踏まえ、情報公開を行いなが

ら、県民の理解を得つつ、公平公正なシステム

を構築していただきたいと考えております。ど

うかよろしくお願いいたします。

次に、電力料金の値上げ対策についてお伺い

をいたします。九州電力は、福島原子力発電所

の事故以降、火力発電に大きく移行していま

す。しかし、化石燃料の購入費がかさみ経営に

厳しさが増し、今年度から電気料金が既に値上

げ、または値上げが予定されています。県財政

に影響が出るのではないかと懸念されますが、

県当局は電気の購入についてどのように対応す

るのか、総務部長にお伺いします。

庁舎等の電気購入○総務部長（四本 孝君）

につきましては、大口使用者への小売自由化を

受けまして、平成16年以降、原則として一般競

争入札により購入先を決定しております。昨年

度は、入札を行った130施設のうち99施設につい

て、九州電力以外の新電力と言われる電気事業

者から電気を購入しております。現在の契約の

大部分はことし９月までとなっておりますの

で、九州電力の値上げは、今後決定することと

なる10月以降の購入価格に影響する可能性があ

ります。県といたしましては、引き続き、一般

競争入札の実施により、安価な電気の確保に努

めますとともに、省エネ、節電に取り組むこと

としております。

企業局が九州電力に売電して○田口雄二議員

いながら、片や九電以外の電気を使うというの

は、ちょっと後ろめたいところがありますが、

今回の質問で、電気に関しては既に経費節減に

しっかりと取り組んでいることがわかりまし

た。

次に、電気の購入ではなく、消費する側の質

問をいたします。県庁舎内の省エネ型照明への

取り組み状況を、総務部長にお伺いします。

県庁舎のうち本庁○総務部長（四本 孝君）

舎の照明につきましては、平成22年度に国の地

域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用いた

しまして、執務室内の照明器具を約３割の省エ

ネとなるインバータ式蛍光灯に、廊下やエレ

ベーターホールなどのダウンライトの大半を約

５割の省エネとなるＬＥＤ照明に切りかえたと

ころであります。今後とも、省エネ型蛍光灯や

ＬＥＤ照明への切りかえなど、省エネ化に努め

てまいりたいと考えております。

省エネ型照明というと、私ど○田口雄二議員

もはすぐにはＬＥＤ照明などしか浮かばないの

ですが、状況に応じた照明が選択されて既に対

応されていること、また、電気の購入に際して

も、細分化された入札が９年も前から実施され

ていることも確認できました。今回の質問で、

担当職員の皆さんとのやりとりの中で他県の取
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り組み状況などを伺うと、電気の購入に関して

は、本県の取り組みは全国でもトップランナー

だということがわかりました。それを私も全然

知りませんで、大変申しわけない気持ちでいっ

ぱいなんですが、これまでの地道な取り組みは

大きく評価されるものだと思っております。し

かし、残念ながら、取り組んできたにもかかわ

らず、今回は値上げです。さらなる対策を検討

し、経費節減にぜひとも努めていただきたいと

思っております。よろしくお願いいたします。

次に、医療・福祉行政についてお伺いいたし

ます。

まず、ドクターヘリについてですが、待望の

就航以来１年以上経過し、その存在は日に日に

大きくなっています。救命率の向上に大きく寄

与しているものと、御尽力いただいている関係

者に感謝申し上げます。特に県北では、３月20

日に県立延岡病院に新たな救命救急センターが

竣工し、３階屋上にはドクターヘリが離発着で

きるヘリポートが整備されました。それ以降ド

クターヘリを目にする機会も非常に多くなって

いますし、身近な人から先日、「娘とおなかの

双子が危険な状態で緊急搬送され、母子ともに

助かった」、あるいは「おじさんが転落事故で

大けがをしたが、ドクターヘリのおかげで一命

をとりとめた」等々、ドクターヘリに感謝する

声を聞くことができました。そこで、昨年のド

クターヘリ就航以降の運航実績を、福祉保健部

長にお伺いいたします。

ドクターヘリ○福祉保健部長（佐藤健司君）

の運航実績でありますが、運航を開始した昨年

４月18日から本年５月31日までの409日間で444

件、１日平均約1.1件となっておりまして、ほぼ

全国平均並みとなっております。その内訳は、

交通事故等の現場出動が230件で、要請のありま

した消防機関別では、東児湯が43件、次いで宮

崎が42件となっており、その搬送先としまして

は、宮崎大学が178件、県立延岡病院が10件、県

立日南病院が７件などとなっております。ま

た、病院間の転院搬送が206件ありまして、要請

のあった消防機関別では、延岡が53件、次いで

西諸が29件となっておりまして、搬送先として

は、宮崎大学が150件、熊本県の医療機関が16

件、県立宮崎病院が12件などとなっておりま

す。そのほか、出動したものの、救急患者が心

肺停止したこと等によりましてキャンセルされ

たものが８件ございます。

ありがとうございました。運○田口雄二議員

航当初は１日１件まではなかったんですが、そ

の後、関係者の判断が的確に下されるように

なったのか、だんだん実績が増加しているよう

です。また、けがや病気の程度によって県立延

岡病院や日南病院にも搬送されていることがわ

かりました。ただ、報道によりますと、ドク

ターヘリが出動中であったため、新たな出動要

請に対応できなかったとのケースが多かったよ

うに思います。運悪く対応できなかった患者た

ちはその後どうなったのか、助かることができ

たのか気にかかります。ドクターヘリが就航す

る前は防災ヘリが対応していましたが、重複要

請時には防災ヘリの活用はどうなっているの

か、福祉保健部長にお伺いします。

ただいまおっ○福祉保健部長（佐藤健司君）

しゃいましたとおり、そのことが大変課題でご

ざいまして、ドクターヘリが出動中に重複して

出動要請があった場合、宮崎大学の救命救急セ

ンターに勤務されておりますフライトドクター

とナースの対応が可能な場合には、防災ヘリに

搭乗して現場出動などの対応を行っていただい

ておりまして、これまで重複要請が33件ござい
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ましたが、そのうち４件を防災ヘリが対応した

ところでございます。

本県ぐらいの面積があれば、○田口雄二議員

本当は２機ぐらいあったほうがいいのかもしれ

ませんが、それは財政的に非常に厳しいと思い

ますので、運悪くドクターヘリが出動しており

対応ができないことも考慮して、可能な限り防

災ヘリの活用も工夫していただきたいと思いま

す。

地域医療再生のための予算が地方に交付され

て、この活用で今回、ドクターヘリが就航に

至ったわけですが、本県同様に隣県も就航し、

これで九州全域をドクターヘリが対応できるよ

うになりました。就航以前から話が出ていまし

たが、就航して１年が経過し、現在、隣県との

連携の進捗状況はどうなっているのか、福祉保

健部長にお伺いします。

ドクターヘリ○福祉保健部長（佐藤健司君）

の隣県との連携につきましては、鹿児島県との

間で、県内で発生した救急事案について、隣県

の医療機関へ搬送する場合の対応、それと救急

現場等の直近に隣県のランデブーポイントがあ

る場合の当該場所の使用、この２点についての

マニュアルを作成しまして、部分的連携ではあ

りますが、この６月から運用を開始いたしてお

ります。同じく、隣県でございます大分、熊本

県にも昨年、ドクターヘリが導入されましたの

で、今後、連携強化について検討を進めていく

必要があると考えております。

既に鹿児島県との連携がこの○田口雄二議員

６月からスタートしているようですが、面積も

広く中山間地も多い本県ですので、熊本、大分

との連携も早急によろしくお願いいたします。

今回のドクターヘリの就航には、市町村の御

協力をいただきながら、ドクターヘリと救急車

の接点となるランデブーポイントを設定して、

スタートいたしました。数が多いほど患者の搬

送時間が短縮されますし、対応の選択肢が多く

なると思いますが、ランデブーポイントの運航

開始後の増加数と新規開拓の取り組みについて

お伺いいたします。

ランデブーポ○福祉保健部長（佐藤健司君）

イントにつきましては、運航開始前の平成23年

度に、県内全ての市町村に合計279カ所設定した

ところでございまして、24年度には、さらに81

カ所ふやし360カ所としたところでございます。

ドクターヘリの効果的かつ円滑な運航にとりま

して、適切なランデブーポイントの設定は極め

て重要でありますことから、市町村や大学等と

連携を図りながら、今後とも毎年度、ランデ

ブーポイントの新規設定や見直しを行ってまい

りたいと考えております。

本県は中山間地も多く、新規○田口雄二議員

開拓が難しい地域も多いのではないかとは思い

ますが、引き続き御尽力をお願いいたします。

次に、県立病院の状況についてお伺いしま

す。先ほど申しましたように、延岡病院には新

救命救急センターが竣工し、この４月から、長

く休診していた消化器内科の専門医が２名赴任

していただきました。また、日南病院において

も、宮崎大学の地域総合医育成サテライトセン

ターも設置されました。臨床研修医の確保も安

定しつつあり、医療スタッフの一時の危機的な

状況からは少しずつ改善されつつあります。そ

こで、現在の３つの県立病院の医師、看護師な

どの医療スタッフの充足状況について、病院局

長にお伺いいたします。

初に、医師でご○病院局長（渡邊亮一君）

ざいますが、今年４月現在の総数は183名と過去

多となっており、定員をほぼ充足しておりま
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すが、病院別に見ますと、日南病院及び延岡病

院では必要な配置数を下回っており、一部の診

療科で休診が続いているなど、引き続き厳しい

状況にございます。今後とも、各大学医局への

派遣要請あるいは医師の処遇改善などに取り組

みまして、必要な医師の確保に努めてまいりた

いと考えております。

次に、看護師でございますが、現在、定員

を60名上回る約980名の正規看護師がおります

が、80名程度が育児休業等を取得しているた

め、欠員が生じているところでございます。こ

のため、臨時職員等による補充を行っておりま

すが、特に日南病院及び延岡病院では応募者が

少なく、必要な人員の確保に苦労しているとこ

ろでございます。こうした状況に対応するた

め、病院局としましては、採用試験合格者のう

ち既に免許を有する方を年度途中に前倒し採用

することや、院内保育の実施により育児休業取

得者が早期に職場復帰しやすい環境づくりを進

めることなどによりまして、正規職員による人

員確保に努めているところでございます。さら

に今年度からは、日南病院及び延岡病院の看護

師確保のために、原則として採用後の異動がな

い地域枠採用を行うこととしているところでご

ざいます。

ありがとうございます。３病○田口雄二議員

院はそれぞれ状況が違いますが、医師の総数が

過去 多とは大変心強く感じるものです。これ

までの対策が実を結んでいるものと思います

が、延岡・日南病院はまだ医師不足です。休診

中の科もあります。引き続き医師確保に力を注

いでいただきたいと存じます。

看護師確保に関しては、原則として採用後に

異動がない地域枠採用を日南と延岡病院に新設

していただきました。それで、これについお伺

いいたしますが、今年度から実施される看護師

の地域枠採用について、その目的と採用予定

数、採用後の処遇について、病院局長にお伺い

します。

今年度から従来の○病院局長（渡邊亮一君）

試験区分に加えまして実施する地域枠採用で

は、日南病院が５名程度、延岡病院が７名程度

の採用を予定しております。その目的でござい

ますが、まず、近年、看護師の異動希望が宮崎

地区に集中しており、また宮崎地区で家庭を持

ち子育て等を行っている職員の延岡病院、日南

病院への異動が困難な中で、両病院に必要な人

員、人材を確保することが挙げられます。ま

た、地域枠で採用された職員には、１つの病院

に勤務することで自分たちが支える病院として

愛着を持っていただき、結果として良質な医療

の提供を図る上でも有益であると考えていると

ころでございます。さらに、日南、県北地域へ

の看護師定住を促進することによりまして、地

域振興に資するとともに、災害時の緊急時にお

いては、病院機能維持のための必要な人員体制

の確保が容易になるものと考えております。

なお、採用後の給与等の処遇につきまして

は、地域枠採用職員とそれ以外の職員の間に差

を設けないこととしております。

地域の実情を考慮しての新設○田口雄二議員

は実にありがたく、看護師確保の一助になって

くれればと思っております。また、延岡におき

ましては、聖心ウルスラ学園が県北の看護師不

足対策も考えていただきまして、看護科がこと

し新設されております。すぐには看護師さんと

して現場には出てきませんが、非常に明るい話

題だと思っております。

次に、例年、県内就職状況が気になります多

額の県費をつぎ込んでいる県立看護大学の卒業
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生の県内の就職状況について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

県立看護大卒○福祉保健部長（佐藤健司君）

業生の県内就職者数、過去５年間の状況を見ま

すと、平成24年度が29名、23年度45名、22年

度44名、21年度37名、20年度が48名となってお

ります。

これまでは少しずつ県内就職○田口雄二議員

が上昇してきておりましたが、今回は余り芳し

くなかったようです。ここではその原因はお聞

きしませんが、来週の常任委員会で聞かれると

思いますので、しっかり分析して理論武装して

おいてください。

ここでは、県立病院における県立看護大学の

卒業生の採用状況はどうなっているのか、ここ

数年の推移とともに病院局長にお伺いいたしま

す。

県立病院における○病院局長（渡邊亮一君）

県立看護大学卒業生の採用数は、過去５年間の

状況で申し上げますと、平成25年度が13名、平

成24年度が17名、平成23年度が５名、平成22年

度が９名、平成21年度が19名となっており、お

おむね採用者の２割程度を県立看護大学の卒業

生が占めております。

卒業生の県内就職数の中で○田口雄二議員

も、県立病院の比率は非常に高いものとなって

おります。今後も引き続き、総合的にレベルの

高い教育を受けてきた卒業生の確保に、さらに

努めていただきたいと思います。以上で、医療

・福祉行政に関する質問を終了いたします。

次に、県土整備行政についてお伺いいたしま

す。

安倍政権に移行して、またしても公共事業が

大幅な増加です。野党時代の鬱憤を晴らすかの

ように大盤振る舞いをいたしました。2012年度

補正予算と2013年度予算を合わせた、いわゆ

る15カ月予算と言われるものです。しかし、緊

急経済対策としての公共事業は、経済効果を早

く出すために即効性が求められています。2012

年度の大型補正も今年度中に消化することが求

められています。公共工事とは、予定をしてい

ても、用地交渉一つを見ても非常に時間と労力

を要し、そう簡単に事業には取りかかれませ

ん。実施しなければならないところではなく、

実施可能なところに公共事業が実施される懸念

があり、無駄な公共事業が行われる可能性が高

くなります。そこでお伺いいたしますが、県土

整備部の、予定はしていたが、さまざまな理由

で使うことができなかった平成24年度の当初予

算分の繰越額と補正予算の繰越額はそれぞれ幾

らになっているのか。また、当初予算分の繰り

越しの要因は何なのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

県土整備部○県土整備部長（大田原宣治君）

の一般会計の平成24年度から25年度への繰り越

し確定額は370億388万2,000円であります。この

うち当初予算分が182億9,006万3,000円、補正予

算分が187億1,381万9,000円となっております。

また、当初予算分の繰り越しの主な要因は、地

質などの条件変更に伴う工法の検討や関係機関

との調整、用地交渉等に日時を要したことなど

によりまして、工事発注のおくれや工期の延伸

が生じ、24年度内の工事完成が困難となったも

のであります。

先ほども申しましたように、○田口雄二議員

公共工事はいろんな要因で執行がかなわず、予

定どおり事業が進まないことが大変多くありま

す。繰り越した分と今年度予算を合わせる

と、1,000億円を超える大変大きな公共事業費と

なります。繰り越しできない補正予算で措置し
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た経済対策分の有効な執行が求められますが、

県土整備部長の予算執行の考え方をお伺いいた

します。

平成24年度○県土整備部長（大田原宣治君）

の補正予算につきましては、国の方針に沿っ

て、道路等公共土木施設の老朽化対策、事前防

災・減災対策など、「命を守る公共事業」を中

心に事業を実施することとしております。具体

的には、早急に安全を確保する必要がある小学

校などの通学路対策や国県道の舗装補修、落石

防止対策、さらには浸水被害のあった五ヶ瀬川

などの河川改修工事や堤防補強工事などに取り

組むこととしております。

なお、24年度の補正は緊急経済対策として措

置されたものでありますので、予算の早期執行

が求められており、県土整備部としましても、

今年度の上半期中には繰越額の９割以上を発注

できるよう取り組んでいるところでございま

す。

県民のためになる感謝される○田口雄二議員

ような公共工事を要望いたしますし、業者のた

めの工事にならないよう、これまでの反省から

無駄な公共事業と決してならないように対策を

ぜひお願いいたします。

次に、高速道路についてお伺いします。

おくれていた東九州自動車道の延岡―宮崎間

は今年度中に開通予定です。延岡―大分間は、

まだ細切れではありますが、県境の北浦―蒲江

間は昨年度開通し、全線開通は28年度が予定さ

れています。本県内は既に用地買収は完了して

いるようで、今、県民を挙げて、大分―北九州

間の26年度開通予定に合わせて、宮崎―大分間

が２年前倒しの完成に向けての運動を展開して

います。北九州市から宮崎市までの早期完成に

向けて整備が進められていますが、現在の整備

状況と今後の見通しについて、県土整備部長に

お伺いいたします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の北九州市―宮崎市間につきましては、延

長319.2キロメートルのうち、未供用の区間が５

区間91.1キロメートル残されている状況にあり

ます。これまでにも、本県を初め、沿線自治体

や関係団体で組織する協議会等におきまして、

北九州市から宮崎市までを平成26年度までに一

体的供用を図ることとし、供用年次の前倒しを

関係機関に要望してきたところです。現在のと

ころ、５区間のうち日向―都農間、椎田南―宇

佐間、苅田北九州空港―豊津間の３区間64.3キ

ロメートルは、平成25年度もしくは平成26年度

の供用予定として整備が進められております

が、残る２区間の北浦―須美江間、佐伯―蒲江

間26.8キロメートルは、平成28年度の供用予定

となっております。このため、県としまして

も、引き続き沿線自治体や関係団体などと連携

を図りながら、東九州自動車道、北九州市―宮

崎市間の平成26年度までの一体的供用を強く要

望してまいりたいと考えております。

半年とか３カ月というレベル○田口雄二議員

ではなくて、２年も前倒しにしようという話で

すので大変なことだと思いますが、そういう意

味では今回、内田副知事もお見えになりました

ので、予算獲得等、ぜひとも御尽力賜りますよ

うによろしくお願いいたします。

次に、現在、延岡から宮崎市に来るには、国

道10号を車で南下して来るかＪＲを利用するの

がほとんどで、以前はあった宮崎交通の宮崎―

延岡間のバス路線は現在はありません。今年度

の宮崎―延岡間の東九州自動車道の全線開通

で、交通選択肢の多様性が図られますが、延岡

―宮崎間の開通に向けて、高速バスの運行予定
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はどうなっているのか、総合政策部長にお伺い

いたします。

宮崎―延岡間○総合政策部長（土持正弘君）

の開通に向けまして、現時点で複数の交通事業

者が、高速バス路線の開設を検討しているよう

でございます。県といたしましては、高速バス

路線の開設により利便性が向上し、地域間交流

や経済の活性化が期待されますとともに、災害

時の代替交通手段確保の観点からも、県民生活

の向上に大きく寄与するものと期待をしている

ところでございます。

ありがとうございます。複数○田口雄二議員

の業者が検討中とお聞きして、大変明るい気持

ちになりました。希望的観測ではありますが、

参入するからにはＪＲの特急料金よりも安くな

るだろうと私は勝手に思っておりまして、複数

の業者であれば、宮崎駅はもとより、宮崎空港

や宮崎大学医学部経由等も考えられます。ま

た、近いうちの開通を見込んでいる大分・福岡

・北九州方面の高速バス路線開設も大きく期待

できます。ありがたい答弁、本当にありがとう

ございます。

そこで、東九州自動車道の宮崎―延岡間にお

ける高速バスの停留所は何カ所設置されるの

か、またどこに設置されるのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の宮崎―延岡間開通後における高速バスの

停留所としましては、高速道路の本線上に設置

されるものとして、宮崎、国富、西都、門川の

４カ所があります。また、本線上ではなくイン

ターチェンジの外側に設置されるものとして、

日向、延岡の２カ所があります。合わせて６カ

所の停留所が設置されておりまして、このうち

宮崎と国富の２カ所につきましては現在利用さ

れております。

高速バスの運行が複数の業者○田口雄二議員

に検討されていることは、県北の皆さんには大

変喜ばしいニュースになると思います。いろん

な選択肢も考えられますし、早く具体的な話が

聞きたいものです。ぜひともよろしくお願いい

たします。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

延岡市の東海小学校の修学旅行は、「宮崎を

知る・学ぶ・体験する」をテーマとして、昨年

から、社会で必要な知識や能力を身につける

キャリア教育の時間として、県内を中心にさま

ざまな施設を訪問しています。卒業式に出席し

た折、ＰＴＡの会報を見てこの事実に驚きまし

た。近所の小学校でありまして、娘の母校でも

あるんですが、この行程は、小学校を出発した

後、10号線を南下して宮崎市佐土原町の宮崎日

日新聞社を訪問し、新聞ができる過程を見学

し、その後、フェニックス自然動物園で動物と

触れ合い、宮崎科学技術館でプラネタリウムを

楽しんだ後、日南市まで南下していきます。飫

肥城下町研修を済ませて、青島に宿泊して初日

が終了。２日目は、青島で鬼の洗濯板などを散

策した後、宮崎国際大学で多くの外国人と交

流、航空大学校でパイロットになるための訓練

を見学し、 後に生目の杜で古墳を学び、生目

の杜遊古館でまがたまつくりをした後、小学校

への帰途につく、まさに盛りだくさんの１泊２

日の旅です。校長先生に伺うと、「郷土宮崎の

ことをもっと知ってほしいとの思いから計画を

した」。しかし、「従来どおりで」と。これま

では熊本県に行っておりまして、テーマパーク

に寄っておったんですが、「子供の楽しみをと

るのか」とＰＴＡの反対等もあったようです
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が、何度かの話し合いで実現をしたそうです。

しかし、子供たちの評価は大変高く、ＰＴＡ会

報の卒業特集の「６年間の思い出」には各生徒

の一番の思い出が書かれていましたが、修学旅

行のことが多くつづられていました。「今まで

知らなかった宮崎の歴史や名所について学ぶこ

とができた」「航空大学が一番心に残った」

「宮崎国際大学でたくさんの友達ができて外国

の人と話すことができた」等々で大変印象深い

旅行になっているようです。今年度も既に２度

目の修学旅行がほぼ同じ内容で実施されていま

す。内容もすばらしいと思いますし、ぜひ県北

地区、県西地区、県南地区、それぞれ同様の

「宮崎を知る・学ぶ・体験をする」を企画し

て、県内修学旅行が広まってほしいものだと

思っております。そこで、東海小学校のように

県内で修学旅行を実施することについて、教育

長のお考えをお伺いいたします。

修学旅行につきまし○教育長（飛田 洋君）

ては、その狙いや教育的な意義を踏まえ、安全

性や経済的な負担、児童の実態等にも配慮し、

保護者の理解を得ながら、各学校や市町村教育

委員会が主体性を持って取り組んでおられると

ころでございます。御質問にありました、県内

で修学旅行を実施している小学校の取り組みで

は、郷土の歴史、自然、文化といった宮崎のよ

さに触れさせるとともに、お話にもありました

が、キャリア教育の視点も加えられており、子

供たちからも、「教科書では学べないことがわ

かった」など喜びの声が上がっていたと伺って

おります。県外での修学旅行が多い現状にあり

ますが、この取り組みは異なる視点が取り入れ

られており、その内容について昨年度、早い段

階で周知したいということで、校長会で紹介さ

せていただいたところでございます。

旅行先は各学校が独自に決め○田口雄二議員

るそうですが、同様の取り組みが広まり、郷土

を知ることにより、郷土に誇りを持ち、郷土愛

もさらに高くなるものと思っております。これ

まで各議員が県内修学旅行も提言してきたとこ

ろでありますが、知事の100万泊運動にも連動

し、県内の経済の活性化にもつながります。こ

の英断を下した校長先生はことし、延岡市内の

別の学校に転勤いたしました。次の学校でもぜ

ひ実施してほしいものですし、教育委員会もい

ろんな機会を通して御紹介していただきたいと

思っております。どうかよろしくお願いいたし

ます。

次に、私が高校生のころは、「将来はどんな

職業につきたいのか」と問われても、余り真剣

に考えたりはしていませんでした。漠然と、今

の成績で行ける一番いい大学に行くというよう

な安易なものでした。 近、新聞等を見ていま

すと、高校生の医師との意見交換会や、医療現

場へ生徒たちが訪問し職場体験をし、本県の医

療の厳しい状況を理解してもらい、医療の世界

へいざなうようなケースが多く見受けられま

す。１人でも多くが医療に対して関心を持ち、

医療スタッフの一員になってくれたらと思って

います。このような医療現場での職場体験等の

実施で、医療に対する生徒たちの意識は変わっ

てきているのか、教育長にお伺いいたします。

高等学校におきまし○教育長（飛田 洋君）

ては、将来、医師や看護師を目指す生徒が、

キャリア教育の一環であるインターンシップな

どにおいて病院や施設で職場体験を行っており

まして、体験をすることはもちろんですが、誇

り、使命感を持って働いていらっしゃる方の心

に触れるというようなことをやっております。

昨年度は、医師体験を５つの県立高校で実施し
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ており、看護体験につきましては35校の高等学

校で行っております。職場体験に参加した生徒

の感想には、「医師の果たす役割とその責任の

重さを確認できた」「看護の仕事や命の大切さ

を理解できた」「地域医療に自分も貢献してい

きたい」「いろいろな職種の人が協力して１人

の命を救っている」というような感想が多くあ

りまして、医療に対する生徒の意識は確実に高

まっていると感じております。このような取り

組みが、将来本県の医療を担う人材の育成につ

ながっていくものと大きな期待をいたしている

ところであります。

ありがとうございます。私た○田口雄二議員

ちのころにもこのようなさまざまな職場体験が

あったら、政治の世界などに入らず、もっと

違った有意義な人生を歩んでいたかもしれませ

ん。今は、１人でも多くの学生が将来を見据え

て本当にやりたい仕事を見つけてほしいと思っ

ております。

時間がなくなりましたが、 後に知事にお伺

いします。これは前回の質問時にお聞きしよう

と思っていたものですが、時間が足りなくなっ

てしまい、今回、仕切り直しの質問です。今、

ＮＨＫで時々やっていますハーバード大学のサ

ンデル教授が行う学生との討論番組「白熱教

室」が人気があります。知事はハーバード大学

のロースクールで学んだ経験があり、それにち

なんで「知事の白熱教室」を昨年、延岡高校の

メディカルサイエンス科の２年生84名を対象に

実施しています。前半は知事が生徒たちに若い

世代に期待することを語り、後半は、事前に生

徒たちが県北の課題を絞り込み、「地域医療」

と「地域の活性化」の２つのテーマで意見交換

をしたと伺っております。延岡高校メディカル

サイエンス科で行われた「知事の白熱教室」に

ついて、知事の感想をお伺いし、また、意見交

換で知事が印象に残ったことを少し御披露いた

だけたらと思います。

昨年実施しました「知○知事（河野俊嗣君）

事の白熱教室」では、今、御指摘がありました

ように、延岡高等学校のメディカルサイエンス

科の１期生になる２年生の84人と、地域の活性

化や医療問題をテーマにいろんな意見交換をさ

せていただきました。感心をしたのは、生徒た

ちが授業の前に３週間ほど事前学習をしている

んです。そして、地域の課題についてみずから

考えて、課題を考えるだけではなしに、こうし

たらどうだろうかという解決策までも示してい

ただいたわけであります。例えば、僻地医療の

医師を育ててはどうかとか、研修医をもっと確

保してはどうだろうかと。その課題解決を提案

する力、また事前の学習、すばらしいなという

思いがしたところであります。

自分の高校のころのことを考えると、当時、

国立の広島大学附属高校というところでありま

したが、地域の広島のことについてはほとんど

学んでいませんし、ましてや課題について勉強

したり、こうしたらどうだろうかということを

考えたことは一度もなかった。これからの宮崎

の医療を支えていこうという子供たちが、そう

いうふうな勉強をし、また問題意識を持ってお

ることについて、大変心強く思ったところであ

ります。また、「医療現場で医師や患者さんの

実情を知る体験学習などを通して、医療に携わ

りたいという思いを強くした」、そんな意見も

聞いたところでありまして、本当にすばらしい

という思いがしております。

これからも、こういう機会を通じて私が授業

なり現場に行くことによって、あらかじめ勉強

したりというような刺激を与えて、宮崎のこと
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を勉強してもらいたい、ふるさと宮崎のよさを

学んでいただきたい。そして、先ほど御指摘が

ありました郷土愛を培ってもらう。そして、い

ずれ宮崎のために頑張りたい、そういう思いの

子供たちを積極的に育ててまいりたい、そのよ

うに考えております。

ありがとうございます。○田口雄二議員

今、知事がおっしゃったように、今回、生徒

が事前に地域の課題を一生懸命勉強したという

のは非常に大きい意味があると思っておりま

す。そういう意味では、やっていただくことに

は非常に感謝申し上げたいと思います。

昨年、知事が意見交換したメディカルサイエ

ンス科の学生諸君は、現在３年生になっており

まして、１期生として、今年度進学試験を受け

ることになります。知事との意見交換でさらに

啓発され、地域医療に思いを強くし、１人でも

多く医療に関するところに進学していただきた

いものだと思っております。今後もぜひ学校現

場に知事みずから足を運んでいただきまして、

生徒たちに刺激を与えていただけたらと思って

おります。どうかよろしくお願いいたします。

ちょっと時間が残りましたが、以上をもちま

して私の質問を終了いたします。どうもありが

とうございました。（拍手）

次は、西村賢議員。○丸山裕次郎副議長

〔登壇〕（拍手） ３年ぶりに○西村 賢議員

愛みやざきに戻りました、日向市選出の西村で

ございます。また引き続き、議員の先輩各位、

同僚各位からの御指導よろしくお願いをいたし

ます。

去る６月１日、宮崎県の置県130年の記念式典

において、河野知事は非常にすばらしいパ

フォーマンスを披露していただきました。ま

た、この議会でもたびたび取り上げられており

ますが、休みの日には県内各地を回っていただ

きまして、非常に精力的に活動、活躍していた

だきますことに本当に頭が下がります。ぜひ、

この質問に対しても、先日の置県130年の記念式

典のようなパフォーマンスをお願いしたいと思

います。

まず、特別職の退職金について質問いたしま

す。２月議会の 終日、私は、副知事の退職金

につきまして、知事に質疑をさせていただきま

した。改めてそのときの議事録を見てみます

と、知事御自身は、現在の特別職の退職金制度

について、「検討する必要があるものと考えて

いる」との発言はありましたが、知事自身がど

う思っているかにつきましては、明確に答弁を

していただけませんでした。現在の退職金制度

によれば、知事の退職金は４年間で4,166万円、

約4,000万円超、そして副知事は2,352万円程

度。多少額は間違っているかもしれませんが、

これが高いのか妥当であるのかは、人によって

見解があることだと思います。ほかにも特別職

の方々がこの議場にいらっしゃいますので、非

常に質問がしにくいところではありますが、２

月議会では公務員の退職金について、そして今

議会につきましても地方公務員の給与削減と、

立て続けに公務員給与に関する議案も上がって

おりますので、質問させていただきます。河野

知事は、現在の特別職の退職金制度についてど

う思っているのか、知事の見解を伺います。

以下、質問者席にて質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

特別職の退職手当についてであります。特別

職の退職手当は、特別職としての職務や職責に

対して支給されるものでありまして、在任中の
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勤務に対する報償的な考え方が基本にあるもの

とされております。また、退職手当の支給水準

につきましては、他の地方公共団体との比較や

当該団体の置かれた状況などを踏まえて検討し

ていく必要があるものと考えております。この

ような中、昨年度、一般職の退職手当の引き下

げ改正が行われたことを受けまして、全国的に

見ると、特別職についても引き下げの方向で見

直しを行う団体が出てきているところでありま

す。このようなことから、本県の特別職の退職

手当も、どういう水準が適正なのか、他の団体

の状況を踏まえながら、今後、特別職報酬等審

議会において御審議をいただきたいと考えてい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

再質問をさせていただきます○西村 賢議員

が、今の知事の答弁の中にも、特別職の制度が

こうだああだという話ではなくて、知事自身

が、今の給与水準というものを妥当だと思われ

るのか。高いとか安いとか、知事の思い、考え

というものはどうなんでしょうか。

自分自身が高い低いと○知事（河野俊嗣君）

いうところよりも、今言いましたように他の団

体との比較でありますとか、当該団体の置かれ

た状況などを勘案して、有識者から構成される

審議会等で判断されるものと考えておるわけで

ありますが、先ほど言いましたような今の状

況、一般職の退職手当が引き下げをされてい

る、そして他の団体でも引き下げが行われてい

るというような状況を考えますと、引き下げの

方向での検討がなされるべきというふうには考

えておるところでございます。

引き下げをという話がありま○西村 賢議員

したけれども、私が２月議会に伺った際は、引

き下げるべきとか妥当であるということは何も

なくて 私の質問が悪かったかもしれません―

が、議場では明確に答弁されずに、次の日の新

聞を見れば、「減額を視野に」というのがどん

と出ているわけです。ということは、知事はこ

こでは発言をせずに、もしかしたら、マスコミ

の取材に対して「減額しますよ」というような

ことをおっしゃったのではないかと思いまし

て、私は非常に残念に思いました。知事自身は

どうしたいという思いはあるんでしょうか。

まず、ここでの答弁○知事（河野俊嗣君）

と、議会が終わった後にマスコミのぶら下がり

取材があるわけであります。そこでの発言につ

いて、今、御指摘があったところであります。

ぶら下がりでは、いろんな質問が次々寄せられ

ているところでありまして、その中での方向性

を答弁したということだと思っております。そ

の中で、議会では十分そこまで答弁せずに、ぶ

ら下がりの中ではそういう表明になってしまっ

たのではないかという御指摘はしっかり受けと

めて、今後、慎重な対応といいますか、よく考

えていく必要があると受けとめておるところで

ございます。

そして、退職手当をどういうふうに考えてい

るかは、先ほど来申し上げておりますように、

他の団体の状況なり本県の置かれている状況を

踏まえて考えるべきもので、先ほど言いました

ように、今、他の団体と比べると高い状況にあ

る。したがって、引き下げの方向で考えられる

のが筋ではないかと考えておるところでござい

ますが、それは、特別職報酬等審議会で一定の

有識者による審議を経て、判断をしてまいりた

いということでございます。

審議会でという話、もちろん○西村 賢議員

それは第三者機関といえばそうかもしれません

が、審議会については今議会でも新たに設置を
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していくということで、今現在は審議会委員が

決まっていない状況にあります。過去を見たと

きに、審議会委員は、県の関与が全くないよう

な方も、もしかしたらいらっしゃる。また一方

では、県の補助金でありますとか、いろんな事

業を受けている方もメンバーにいらっしゃる。

そういう方が率先して、知事の給料は高いと

か、公務員の給料はもっと下げるべきだとか、

中立的に言える審議会のあり方なのかなと疑問

に思います。

もう一点、河野知事の前の東国原知事は、

「私は半額にします」ということで、任期途中

でされました。そのときは、審議会の審議を経

ずに特例として下げるということで議会に諮る

ことがありました。ということは、そういうこ

ともできるわけです。審議会のことと特例を用

いないということに対して、知事はどうお考え

ですか。

特例につきましては、○知事（河野俊嗣君）

半額にするとか、ゼロにするとか、いろんな形

で選挙のときの公約として掲げられているとこ

ろがあるわけでありますが、制度的に認められ

たものを選挙のときの一つの公約なり提案とし

て示すことがいかがなものかという思いがあり

ました。そうではなしに、あるべき水準を、先

ほど言いましたように、他団体との見直し、比

較等の中で議論がされて決定をされるべきもの

だと考えておるところでございます。

そして、審議会委員についての御指摘もござ

いました。一つの提言として受けとめたいと考

えておりますが、学識経験者、有識者、いろん

な団体を代表する方、県との関係で言うと、い

ろんな仕事なりいろんな審議会の委員をお願い

している方がどうしても選ばれる状況にござい

ます。そういう意味で、全く県と仕事のつなが

りのない方を選ぶのは非常に困難ではないかと

思っておるところでございますが、その中でい

かに公平な判断をお願いできる委員を選ぶかと

いうのは、一つの課題として承りたいと考えて

おります。

先ほど一番 初の質問の答弁○西村 賢議員

にもあったとおり、知事本人は、これは下げる

べきだと強く思われていても、知事のことです

から、非常に優しい心の持ち主であって、自分

が下げることで、ほかの県もしくは県内市町村

に大きな影響を与えるのではないかという配慮

があるのかなと思っております。そこを突き詰

めることはいたしませんが、これは知事の思い

だと思います。逆に、知事はこれだけの職責だ

から妥当であるということをきちんと説明して

いただければ、それはそこで納得する。ここで

は、そういう議論がなくて、マスコミが先行し

て減額だということが先に出ますと、私たちも

知事の発言に対して一々不信感を持たなければ

ならないこともありますし、この議場の場を大

事にしていただきたいと思っております。

次に行かせていただきます。フードビジネス

振興構想についてお伺いいたします。

本県のフードビジネス振興構想が具体化に向

けて大きく動き出しました。安倍政権もＴＰＰ

参加にかじを切っているわけですし、ＴＰＰ以

外にも、日中韓ＦＴＡ、ＡＳＥＡＮなどアジア

の物流が加速していくこのタイミングでのフー

ドビジネスの拡大、東アジア戦略など、県を挙

げて考えて、それに備えていくことは、将来を

見据えて非常に重要であると思います。この

フードビジネス振興構想のそれぞれの重点施策

を見ますと、東アジア輸出促進拠点整備事

業5,250万円、「農」と「企業」のみやざきフー

ドビジネス創出事業１億円、日本一のキャビア
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産地づくり支援事業4,010万円、全共二連覇“日

本一宮崎牛”販路拡大対策事業2,464万円と非常

に多額の予算をかけて、まさしく攻めの姿勢で

取り組んでおり、知事初め執行部の本気度が相

当なものであると感じております。

これまでは、予算がないとか非常に厳しいと

いうことで、積極的な予算をかけて打って出な

かったことに対して、大きく攻めに転じている

と思いますが、ここまで県が命運をかけて挑む

事業の背景には、当然、本県の地理的、地域的

に不利な面もあるかと思いますが、県がどこま

でバックアップしていくのか非常に疑問もあり

ます。本来であれば、民間企業 民間といい―

ましても農協、経済連なども含みますが、民間

同士の競争であり、新商品開発、販路拡大とい

うのは、企業である民がやるものであります。

場合によっては、補助金に頼ってほかの地域と

の競争力の向上につながらないかもしれない。

また、中間の商社や金融機関などが潤って、生

産者や生産地に恩恵がつながらないかもしれな

い。他地域との競争に勝てない理由をしっかり

と把握して挑んでいかなければ、生きた事業に

ならないかもしれません。本県の農業を強くす

ることは、生産者の経済対策、また、担い手対

策、耕作放棄地対策につながるものであります

が、どこまで行政がバックアップしていくべき

なのか、フードビジネス振興構想における本県

の農業の目指す姿について、知事にお伺いをい

たします。

フードビジネス振興構○知事（河野俊嗣君）

想は、農業のみならず水産業を含めて本県のす

ばらしい農林水産資源を、素材提供型ではな

く、それを生かしてもっと裾野を幅広く、２次

産業も３次産業も活性化していく、それが産業

振興なり雇用の確保につながるのではないか、

その根底、基本的な考え方はそこにあるわけで

ございます。

御質問の農業に関しまして、農業を取り巻く

情勢は、国際的にも非常に厳しいものがある中

で、宮崎牛の全共２連覇でありますとか、安全

・安心の取り組み、残留農薬検査体制日本一で

あったりするわけでございます。そういった本

県農業が他にない高いポテンシャル、可能性を

持っている、それをもっともっと生かしていき

たいという思いでフードビジネスを進めておる

ところでございまして、商工業や観光業など他

産業のノウハウやマーケットのニーズを上手に

取り込みながら、本県農業のポテンシャルをさ

らに引き出してまいりたいと考えております。

企業の農業参入や東アジア市場の開拓などを初

め、新たな視点、発想で生産現場に付加価値を

呼び込もうとする農業者や企業者の主体的な活

動、御指摘があるとおり、いろんな独自の取り

組みを後押しする、一緒になって頑張って前に

進んでいこう、そのようなものとして考えてお

るところであります。

フードビジネスに関しますさまざまな取り組

みが生まれて活性化することは、その基礎とな

る農業の競争力強化に直結する。今、「儲かる

農業」を目指して農業・農村振興計画に取り組

んでおるところでございまして、この構想を通

じて、農業のさらなる成長を促し、より力強く

地域経済を牽引していく基幹産業にしてまいり

たいと考えております。

先日、各議員のところに「宮○西村 賢議員

崎フードビジネスかわら版（創刊特別号）」と

いうものが届きまして、宮崎県フードビジネス

推進課がつくっているものを見ました。非常に

中身もできばえもよくて、しかもわかりやす

い。こういうものが今後、広く県民にも親しま
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れていくように期待をしたいと思っておりま

す。

次に移ります。この戦略の中心となる東アジ

アの対策ですが、今度は農政水産部長にお伺い

をいたします。本日付で香港事務所が開設され

るとのことで、非常におめでたい日でありま

す。私が以前、図師議員と一緒に福岡県の香港

事務所を訪問いたしました。以前、図師議員も

質問に取り上げたことがあるんですが、福岡の

名産である「あまおう」というイチゴのにせも

の摘発といいますか対策に非常に苦慮している

様子を見たときに、日本ブランドから世界ブラ

ンドになっている「あまおう」が、メジャーに

なった反面、にせもの対策に追われている状況

を見せていただきました。今回、宮崎県も、宮

崎牛を初め宮崎県の農産品を香港、また東アジ

アに売っていくわけですが、にせもの対策につ

きまして、例えば宮崎牛がしっかりと現地に届

いていく 日本国内であれば、トレーサビリ─

ティーがしっかりしていて、誰々さんがつくっ

た牛肉がしっかりとレストランまで行くという

ようなトレーサビリティーが、香港の場合はそ

れがしっかりとれるのかという問題。もう一点

は、全然宮崎牛ではないものを宮崎牛として売

られる偽装表示問題、いろんなにせもの対策が

現地では問題になると思います。例えば、「宮

崎牛」ではなくて「みやさき牛」と書いてあっ

たり、そういうものも今後考えられますが、に

せもの対策につきましては、宮崎がこれから

もっとメジャーになる前に手を打たなければな

らない問題と思います。例えばＷＴＯの地理的

表示問題、全国的に焼酎とか日本酒で貿易のと

きに使われているにせもの対策でありますと

か、そういうものによって防ぐことができるの

か、部長にお伺いをいたします。

宮崎牛を初め○農政水産部長（緒方文彦君）

品質の高い本県産農水産物の海外輸出を進めて

いく上では、現地における模倣品の存在は大き

な問題になる可能性があると考えております。

現在のところ、模倣品による直接的な被害が出

たとは聞いておりませんけれども、その対策

は、基本的には、その国・地域の商標制度や表

示制度に基づいて行われることになりますの

で、議員御指摘のトレーサビリティーあるいは

地理的表示制度の活用につきましても、まずは

輸出先の制度に則した対応を検討してまいりま

す。

一方、海外におきましては、日本と同等の制

度が存在しない場合や、制度があっても運用が

不十分な場合もあると伺っておりますので、県

の香港事務所を中心として、現地における情報

収集や関係機関との意見交換などもあわせて進

めてまいります。

また、県内の事業者が現地の輸入業者と緊密

に連携して、信頼ある流通体制を構築していく

ことも大変重要だと思いますので、関係構築に

向けた取り組みについても、しっかりと支援を

してまいりたいと考えております。

詳しい方に聞くと、「模倣品○西村 賢議員

というものは有名になったあかしだ。有名税の

一つだ」と言われる方もいらっしゃいます。そ

れを考えますと、みやざきブランドの浸透がま

だまだなのかなという一点もありますけれど

も、場合によっては宮崎牛だけではなくて、日

本の各産地の和牛も宮崎の子牛から成っている

場合もありますので、ぜひ、そのあたりとも

チームワークをとって、オールジャパンでやっ

ていく対策も必要じゃないかと思いますし、国

に対しても働きかけていかなければならない問

題もあろうと思いますが、ぜひ、知事初め執行
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部挙げて対策に今から乗り出していただきます

ように、また、現地にもＪＡの事務所もできて

いるようですから、関係団体とも手を組んで

やっていただきますようにお願いを申し上げま

す。

次に移ります。本県の子育て支援について伺

います。

河野知事は、県広報みやざき６月号「知事コ

ラム こんにちは！河野です」でも積極的に子

育て支援に取り組む姿勢があるように見受けら

れます。他県の知事らと協力して、10人の知事

で「子育て同盟」をつくって、国に対してもア

ピールしているように思いますが、他県の知事

らと連携をとることで、河野知事は、本県の子

育て、もしくは地方の子育ての状況をどう国に

訴えていく思いがあるのか、その狙いについて

お伺いをいたします。

子育て同盟であります○知事（河野俊嗣君）

が、10県の知事が発起人となって４月９日に立

ち上げたものであります。この10県の知事とい

うのは、どちらかというと若手の知事で、折々

に集まって、いろんな形での意見交換をして

おったんですが、たまたま、その中に広島と三

重の育休をとった知事がいて子育ての話にな

り、地方ではいろんな努力、取り組みをしてい

る。もっともっと国に前向きになってもらうべ

きではないか、国全体で国民の間に意識を高め

ていくべきではないか、そういう危機感を共有

したところでありまして、こういう同盟を立ち

上げて国にもアピールする。そして情報交換す

ることによって、お互いの施策のいいところを

学び合っていく、また切磋琢磨していろんな政

策を提案していく、そのような方向で今後進め

てまいりたい、そういうような思いでございま

す。

４月９日には、安倍総理大臣、また、田村厚

生労働大臣、森少子化担当大臣などを訪問しま

して、そのようなアピールをし、国からも積極

的にやっていきましょうというような意見交換

をさせていただいたところであります。本県

は、「日本一の子育て・子育ち立県」を目指し

ておるところでございまして、そういう意見交

換なり情報交換を通じたものを十分に参考にし

ながら、国にももっともっと取り組みを促して

まいりたいと考えております。

今、答弁の中にありました、○西村 賢議員

ほかの県との連携協力とか情報交換は、今現在

は事務局レベル、担当レベルでは始まっている

んでしょうか。

ふだんから、子育ての○知事（河野俊嗣君）

問題のみならず他県の情報収集は行っておると

ころでありますが、今回、改めてこの10県の取

り組みについて事務的に情報共有をして、それ

を踏まえて新たな取り組みが、それぞれの県で

今進みつつある。本県でもいろんな検討をさせ

ていただいているところであります。

宮崎県は、先ほどありました○西村 賢議員

「日本一の子育て・子育ち立県」を目指して知

事初め先頭に立って頑張っているところではあ

りますが、その中で男性の育児参加というもの

を、知事も前向きにいろんな行動を起こしてい

ただいております。ただ、総務省の社会生活基

本調査というものがありまして、本県の６歳未

満の子供を持つ男性の家事・育児時間が、全国

で平成23年が37位、平成18年が35位でしたか

ら、ほとんど変わりがない状況にあります。ま

た、日本一とはほど遠い状況であります。全国

の様子を見ますと、南九州というところは、男

性の子育てに対しての意識がまだまだ足りてい

ないなというのがありまして、大分県が平成18
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年の調査で全国 下位だったわけですが、平

成23年には全国７位と非常に躍進をしておりま

す。大分県は、「男性の子育て参画日本一」と

いう施策をこの５年間取り組んできたようで

す。ちなみにほかの県を見ますと、熊本県は平

成23年で39位、宮崎県が37位、鹿児島県が39

位、南九州はまだまだそういう面ではおくれて

いるなという気がいたします。そこで、大分県

は、そういう取り組みで非常に底上げをして頑

張ってきたわけですが、まだまだ宮崎県では意

識が低いものがあります。これは一つは、実際

に育児をされている方、また関心が高い方は当

然取り組まれますが、それ以外に、関心が低い

方でありますとか、世代的に子育てが終わって

しまった方の意識を変えていかなければならな

いと思っております。それにつきまして県はど

のような施策を打っていくのか、知事に伺いま

す。

男性の子育て参加であ○知事（河野俊嗣君）

りますが、母親の子育てに対する負担感や不安

を和らげる、解消することは、子供の成長に

とっても大変大事であり、また両方の側で支え

ていくのは自然なことではないかと思っており

ます。もっともっと力を入れていきたいと考え

ておりまして、昨年は私も参加して「イクメン

パパの料理教室」というものを行いましたし、

今回は、父親になる方に子育ての参考になる情

報を盛り込んだ父子手帳を配付するなど、父親

の子育て参加促進に取り組むこととしておりま

す。また、昨年11月の「未来みやざき子育て県

民運動推進協議会」におきまして、毎月19日を

語呂合わせで「育児の日」と設定し、子育てを

している世代以外の方々も含めて、県民に広く

子育ての大切さや男性の子育て参加も含めた重

要性について周知を図り、啓発に取り組んでい

こうとしているところであります。また、企業

部会を設置してワークライフバランスの講演会

を開催し、職場環境という面からも子育てと仕

事が両立できる環境づくりを進めているところ

であります。今後とも、このようないろんな取

り組みを通じて、男性の子育て参加をより促進

してまいりたいと考えております。

35位とか37位ではなくて、少○西村 賢議員

しでも上位に行けるように、また、県民挙げて

子育てをしているところには優しくできるよう

な本県づくり、せっかく出生率が非常に高い本

県でありますから、ぜひバックアップをお願い

したいと思います。

次に移ります。去る５月５日、県庁職員で長

年にわたり児童虐待など福祉に取り組んだ甲斐

英幸さんが、早期退職をされまして、虐待防止

を訴え日本一周マラソンに出発いたしました。

マラソンを行いながら全国各地で講演や勉強会

を行うということで、その場には「イクメン」

を世に広めたファザーリング・ジャパンの安藤

哲也副代表の姿もございました。安藤氏も「虐

待防止の観点には男性の育児参加が非常に重要

である」と訴えておられましたし、今回、甲斐

さんのサポートを全面的にやっておられます。

まず、河野知事は、甲斐さんの挑戦のことは御

存じだったか。また、ぜひ甲斐さんにエールを

送っていただきたいと思います。

この取り組みについて○知事（河野俊嗣君）

は、承知をしておったところでございます。在

職中から児童虐待防止に関係するＮＰＯ法人を

主宰されるなど、非常に地道な活動に取り組ん

でこられたわけでありますし、今回の日本一周

マラソン、何とか虐待防止のメッセージを国民

に届けたい、広く世の中に訴えたいというその

熱い思い、熱意と真摯な姿勢に深く敬意を表す
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る次第であります。児童虐待の背景には、いろ

んな課題、家庭や社会が抱えるさまざまな問題

がありますので、国民みんながひとしく認識を

していくこと、意識を高めていくことは大変重

要であると考えております。甲斐さんが今回の

チャレンジを見事に完走されて、その思いが県

民の皆さんを初め全国の皆さんに届くよう、社

会全体の機運の醸成につながることを、私も大

いに期待をしておるところでございます。頑

張っていただきたいと思います。

甲斐さんは、出発式で県庁を○西村 賢議員

出発されたんです。連休中でありましたけれど

も。本当は県庁正面から出発していくと絵にな

ると思っていたんですが、当日がちょうど楠並

木朝市をやっていまして、正面から出られない

ということで、東側の通用門のところで小さく

なって出ていかれた。当然本人も、県庁出身と

いうことで県庁から出発したいなと思いながら

も、迷惑をかけられないという控え目なところ

があったのかもしれません。12月ごろに宮崎に

帰ってくる予定でありますので、そのときは、

知事初め、ぜひ正門のほうでしっかりとゴール

を待ちわびていただきたいと思っております。

ありがとうございます。

それでは次に移ります。福祉保健部長に伺い

ます。本県の子育て支援を象徴するイベントが

幾つかありますが、その中で「未来みやざき子

育て応援フェスティバル」というものがありま

して、そこで「未来はぐくむ大家族賞」とし

て、18歳以下で５名の子育てを行っている家族

の中から表彰しております。大家族といいます

と、テレビ番組等でも取り上げられ、毎日がド

ラマチックなイメージであったり、また大家族

ならではの苦労や幸せもあるかと思いますが、

これを行政が表彰していくということに対して

は少し戸惑いもあります。子育ては、それぞれ

の家庭の価値観があると思いますが、このこと

に対して県の見解を伺います。

毎年11月の子○福祉保健部長（佐藤健司君）

育て県民運動推進月間におきまして、子育てに

熱心な取り組みを顕彰することにより、県民全

体で子供と子育てを応援する活動を促進する目

的で、子育て表彰を行っておりまして、平成24

年度はその一環として、御質問の大家族を表彰

したところでございます。これは、たくさんの

子供たちが周囲の方々の協力のもとで明るく健

やかに育っている様子、また育てておられる様

子を広く周知することによりまして、県民の皆

様に、子育てのすばらしさ、あるいは楽しさを

感じていただくことを意図して表彰したところ

でございます。今後とも、関係者の御意見を伺

いながら、子育てや子育て支援活動に活躍され

ている個人、団体を多様な観点から表彰するこ

とによりまして、県民全体で子供と子育てを応

援する機運の醸成を図ってまいりたいと考えて

おります。

ありがとうございます。子育○西村 賢議員

て関連について質問させていただきましたけれ

ども、先ほど申し上げたとおり、意識が高い人

とか、実際に子育てをやっている人のところに

は声は届いていますが、それ以外の方、地域、

会社を巻き込んだ活動に広がっていきますよう

にお願いを申し上げます。

次に、防災対策について質問いたします。

先日、愛みやざき会派で宮城県庁を訪問しま

して、宮城県の防災対策について意見交換、勉

強会をしてまいりました。知事は宮城県にお勤

めになったことがあるということで非常に詳し

いと思いますが、東日本大震災の前から、たび

たび津波被害があり、県を挙げて防災対策に努
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めていた県ではありましたけれども、想定外、

想定以上の大きな津波に対して防災能力が発揮

できなかった。それを非常に悔やんでおりまし

た。ただ、大きな犠牲の上に、今、復興の道半

ばではありますけれども、新たな防災対策とい

うものは、まさに生きた教訓でもあります。そ

ういうものを私たちも勉強させていただきまし

た。その中で、過去に津波があった際に、ここ

から下には家を建てるなという碑が県内で幾つ

も見つかったそうですが、そういう先人の教え

を忘れて建てていった。今回の防災対策に対し

ては、宮城県もその部分を十分配慮して、今ま

で住居があった地域には、企業や工場は建って

もいいけれども、住居は高台に移転したほうが

いいという市もあれば、また、実際に我々は岩

沼市の集団移転現場を訪問しましたが、海岸線

にあった住宅地はやめて内陸部に集合した住宅

地をつくっていこうという市もございました。

そういうものを目の当たりにしてきて質問さ

せていただきたいんですが、今、県も防災対策

には非常に力を入れて、津波の想定もしくは市

町村との連携も図っているところであります。

南海トラフの地震が起きた際には本県にも大き

な津波被害が予想されますが、一番は人命、も

ちろん財産を守ることも重要であります。本気

で県が県民の命・財産を守るということであれ

ば、ある程度の規制を考えて、海岸線のまさし

く危険だというところには新規の住宅を建てて

はいけないとか、かさ上げしなくてはいけない

とか、そういうものを認めないような土地利用

の規制や地域まちづくりを市町村と一緒になっ

て考えていく必要があると思いますが、県土整

備部長、それについてどう考えているのかお伺

いいたします。

東日本大震○県土整備部長（大田原宣治君）

災を契機に制定されました「津波防災地域づく

りに関する法律」におきまして、県は、津波に

よる著しい被害が発生するおそれがある区域で

病院・福祉施設などの建築を制限すべき区域

を、住民や市町村長の意見を聞いた上で指定で

きることとなっております。また、市町村は、

この区域の中で住宅等の建築についても制限す

る区域が必要な場合、条例で定めることができ

るようになっております。しかしながら、この

ような区域を指定する場合には、私権の制限を

伴うことや、土地利用の大きな見直しが必要と

なることから、まちづくりの主体であります市

町村が住民の意見を聞きながら慎重に検討して

いく必要があると考えます。このように区域の

指定は住民の生活に大きな影響がありますの

で、県としても沿岸市町と一緒になって、その

必要性について検討してまいりたいと考えてお

ります。

今、答弁にもあったように、○西村 賢議員

市町村もしくは県で一体となって、そういう地

域を指定していくことができるようにはなった

んですが、聞いたところによると、これを指定

して実際に施行している自治体はまだないと

伺っております。堤防なり防災対策もお金が幾

らあっても足りないことでもありますし、新規

に認めていけば、新たにそこに町ができて、そ

の地域に対する防災対策をさらに強化していか

なければならないイタチごっこになってしまい

ます。本当に住民の命を守るのであれば、ここ

は危険だからこれ以上はだめだという地域も、

今後指定していく必要があると私は思っており

ます。それと別に、ソフト面にしても、住宅

メーカーとか不動産仲介されるようなところに

は、「ここは危険ですよ。いざ津波が来たとき

に１キロ先まで高いところはないですよ」とい
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うことを明確に説明することを義務づけさせる

ようなことも必要かと思いますが、まだまだこ

れには、私も法律の勉強が必要だと思います

し、どうやって守っていくのか、あちこちに避

難タワーをつくっていくことが本当に可能なの

かということも踏まえながら、今後、市町村と

連携を強化していただきたいと思っておりま

す。

次に移ります。本県の教育につきまして、県

立図書館についてお伺いいたします。

県立図書館名誉館長に伊藤一彦先生が就任を

されました。伊藤氏はこれまで、若山牧水顕彰

などでも非常に熱心に取り組まれているところ

であり、説明は不要かと思いますが、伊藤氏を

名誉館長に据えた狙いは何であるのかお伺いし

ます。

県立図書館は、「知○教育長（飛田 洋君）

の拠点施設」として県民の皆様の生涯学習、文

化振興に大きな役割を果たしている。その財産

である図書館をこれまで以上に生かして文化活

動を振興していくことが重要であると、かねて

から考えておったんですが、河野知事からある

とき、「歌人として全国的に著名であり、本県

の文化振興にも多大な貢献をされている伊藤一

彦氏を名誉館長にお願いしてはどうか」という

提案がありました。それで、教育委員さんとも

協議をいたしまして御賛同を得て、このたび伊

藤一彦氏に名誉館長の就任をいただいたところ

であります。名誉館長として、具体的には、文

芸活動や読書活動、資料収集、蔵書の充実など

について御指導、御助言をいただくとともに、

本県の文化のＰＲをお願いいたしたところであ

ります。伊藤氏からは、「宮崎のすばらしい文

化を発見できる図書館にしたい」というお言葉

をいただいておりまして、御助言等を生かしな

がら、県立図書館の一層の活性化、そして文化

の振興に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜ○西村 賢議員

ひ、伊藤先生の力もかりて活性化していくこと

を願うんですが、その中で、伊藤先生といえば

若山牧水顕彰で、宮崎県も、そしてまた日向市

の東郷町も非常にＰＲをいただいております。

内田副知事にお伺いしたいんですが、私にとっ

て日向市の著名な歌人である若山牧水のこと

を、宮崎県に来る前に御存じだったでしょう

か。

若山牧水は近代日本○副知事（内田欽也君）

を代表する歌人でございますので、名前は知っ

ておりました。ただ、実は余り詳しく知らな

かったんですけれども、先日教えていただいた

のは、若山牧水のおじいさんが埼玉県所沢市の

出身で、牧水自身も若いころに、よく所沢には

足を運んでいたそうでございます。私自身、生

まれも育ちも所沢なものですから、そういう意

味では、宮崎と所沢という２つの点で共通項が

できたと思いまして、今、大変親しみを感じて

いるところでございます。

日向においては、牧水ゆかり○西村 賢議員

のかるた大会でありますとか、短歌甲子園のよ

うな新たな取り組みもありますので、ぜひ日向

にもお越しいただければと思っております。

図書館の質問に続きます。先月、佐賀県武雄

市の図書館を見学いたしました。前もって樋渡

市長と面会した際に、いろいろコンセプトとか

思いというものを聞いておりまして、私も完成

を待ちわびておって見てきたわけでありますけ

れども、４月に完成した武雄市の市立図書館、

２カ月で20万人強と前年比4.7倍。もちろん新築

効果というものもあるかと思いますが、年中無

休で朝９時から夜の21時、今は23時まで時間延
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長してやっているということですが、人口５万

人程度の市で、これだけ活況がある図書館とい

うものは考えられません。ちなみに人口規模が

武雄市より多い日向市の図書館に聞いてみる

と、この２カ月で２万7,564人が利用されており

ました。これは比べものにならない数字であり

ます。

市立の図書館を民間企業に業務委託するとい

うことに対しては、非常に大きな抵抗がありま

したし、議論にもなりました。ただ、私が実際

見て感じたのは、市民に非常に喜ばれていまし

て、利便性も拡大をしております。図書館はこ

うでなければならないという概念を壊された思

いがいたしました。宮崎の県立図書館、もしく

は県内にあるいろんな市立図書館が悪いとは言

いません。それを見て欠点というのは思わない

こともないんですが。私自身を振り返ってみま

すと、図書館で本に親しんだというよりも、

どっちかというと冷房がきいた自習室というイ

メージの利用が多かったように感じます。図書

館というのは、先ほど「知の拠点施設」と言わ

れたように、本に親しむことが大事であります

が、武雄市の図書館におられる方は本のプロ

フェッショナルで、本についていろんな話をし

てくれます。貸し出しカウンターがなくて自動

でやってくれるシステムになっていまして、あ

あいうのも非常に効率的でいいなと感じた次第

でした。議員の皆様方も執行部の皆さんも、機

会があれば行っていただきたいと思います。

本県の図書館を見てみますと、利便性という

ことに対しては、まだまだではないかと思って

おります。特に、たびたび質問にも上がります

が、文化公園内の駐車場、日曜日に行ってみま

した。とても車はとめられない状態でありま

す。全員が全員、図書館を使っているわけでは

ありませんが、公園があって劇場があって美術

館があってということを考えますと、あそこに

集約してあることは非常にいいんですが、それ

に対して駐車場が少な過ぎて、本を返す人も非

常に大変な様子を見てまいりました。そういう

ことも踏まえまして、図書館の今後の利用拡大

に対して教育長はどう思われているのか、お伺

いします。

図書館というのは県○教育長（飛田 洋君）

民の皆さんの財産であると考えておりまして、

一層生かしていきたいと考えておりますが、利

便性や利用される方の拡大を図ることは、実に

大切なことだと思っております。県立図書館で

はこれまで、利用者の利便性を考え、例えば、

日曜、祝日の開館をするとか、１回当たりの貸

し出し冊数をふやすなどの取り組みを進めてき

たところであります。また、遠隔地の方が県立

図書館に行かなくても、地元の市町村立図書館

から本が借りられるようなシステムをつくって

おりまして、そういうこととあわせて移動図書

館車「やまびこ号」で僻地等の学校を訪問し、

実際に子供たちに、手に本をとってもらう取り

組みも進めているところでございます。県民の

財産として県全体を対象とした図書館サービス

の充実に努めてきたところであります。このほ

か、専門機関と連携した講演会や各種相談会の

開催、郷土資料を活用した講座等を通じて、県

民の皆様方の課題解決や生涯学習に役立つ情報

提供を行って、利用の拡大に努めてまいりまし

た。

さらに、本年度からは、より親しみを感じて

いただけるよう、先ほどもお話がありました

が、施設が集中しておりますので、美術館、博

物館と連携して施設の見学ツアーの取り組みも

始めたところであります。今後、先進地の事例
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も参考にしながら、利便性の向上や利用の拡大

に努めてまいりたいと考えております。

駐車場の問題は、本当にひど○西村 賢議員

い問題でありますので、執行部の皆様方にもど

うにかしていただきますように 日曜日が多─

くてとめられなくて、しようがないから月曜日

に行ったら休館日だったんです。そういうこと

もありますので、営業期間も含めまして、改良

対策を早急にお願いしたいと思います。

時間がなくなってまいりましたので、次に移

りたいと思います。非行少年について、警察本

部長にお伺いしたいと思います。

先般、ニュースにて、本県での触法少年がこ

の10年で 多、157人との報道がありました。非

行少年というのは聞いたことがありましたが、

触法少年というのは余り聞いたことがありませ

ん。刑事処分の対象にならない14歳未満の少年

だということはお伺いしましたが、非行少年の

定義と本県の非行少年の現状についてお伺いい

たします。

非行少年という○警察本部長（白川靖浩君）

ものには３つございまして、犯罪少年、触法少

年、虞犯少年でございます。犯罪少年といいま

すのは、14歳以上20歳未満で罪を犯した者、触

法少年と申しますのは、14歳未満で刑罰法令に

触れる行為をした者、虞犯少年と申しますの

は、保護者の正当な監護に服さないなど、その

性格等に照らして、将来罪を犯し、または刑罰

法令に触れる行為をするおそれのある者という

形になっております。

次に、非行少年の現状についてでございま

す。ここ数年、県内の刑法犯認知件数 これ―

は全体の数でございますけれども、平成14年を

ピークに半減してきておりまして、犯罪少年に

つきましても、同様の傾向を示しておるところ

でございます。平成24年中に犯罪少年518人を検

挙しましたが、これは過去10年間では も少な

い数字であります。犯罪少年の人口比について

申し上げますと、少年人口1,000人当たりに換算

しますと、過去10年間では、ピーク時が平成17

年の14.76人、平成24年は7.56人となっておると

ころでございます。しかしながら、平成24年に

おいても、犯罪少年の人口比は、成人における

値の約3.2倍に上っております。また、平成24年

に触法少年として取り扱ったのは、今、議員か

ら御指摘がございましたとおり157人ございまし

て、過去10年間では 多となっており、人

口1,000人当たりに換算した取り扱いの人数は、

ここ数年おおむね0.5人から１人の幅で推移して

いるところでございます。そして、虞犯少年に

ついてでございますが、平成24年に６人を送致

または通告いたしましたが、過去10年間を見て

も例年１桁の人数で推移している状況でござい

ます。以上でございます。

触法少年というのは、任意で○西村 賢議員

通告されると聞いておりました。潜在的にまだ

多いかもしれません。犯罪の低年齢化というも

のは非常に心配しておりますが、その中で、私

が子供のころなんか、地区には雷おやじみたい

な人がおって、どこの子供だろうが怒って、

ひっぱたいてという方がいらっしゃいました。

その当時は先生方も非常に怖かったんですが、

今は逆に、教師が生徒に丁寧に話して、生徒の

ほうが先生にため口で話しているというような

状況も見たりいたします。まことに残念であり

ます。警察機関がしっかりと再非行防止をしな

ければならないと思いますが、再非行防止の取

り組みについて、警察本部長にお伺いします。

今、議員御指摘○警察本部長（白川靖浩君）

のとおり、低年齢化というのも非常に大きな問
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題だと、警察としても認識しております。ま

た、県内における再犯率についてでございます

けれども、平成24年に刑法犯で検挙した犯罪少

年のうち再非行少年の割合は、実に28.4％でご

ざいました。警察におきましては、次代を担う

少年の健全育成や規範意識の向上、社会とのき

ずなの強化を一層推進するため、平成23年から

「非行少年を生まない社会づくり」を推進して

いるところであります。その取り組みの中で、

特に少年の再非行を防止するため、過去に警察

において非行少年として取り扱いのあった少年

に対し、警察から積極的に連絡をとりまして、

保護者の同意を得て、定期的な連絡・相談、家

族への助言、さらには少年が参加するスポーツ

や農業体験活動等の機会を付与するなどしまし

て、「少年に手を差し伸べる立ち直り支援活

動」を実施しているところでございます。

ＩＣＴ教育について質問しよ○西村 賢議員

うと思いましたが、また今議会もできませんで

したので、次に続けたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わ○丸山裕次郎副議長

ります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時１分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従○新見昌安議員

い、順次一般質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、教育長、警察本部長に答弁を

お願いいたします。

初めに、労働者の待遇改善について知事に伺

います。

国土交通省は３月末、平成25年度の公共工事

における基準賃金となる設計労務単価を、現場

作業員など主要12種目の全国平均で15.1％、東

日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の３県

においては21.0％引き上げると発表、地方自治

体や業界団体に通知した上で、４月18日には太

田昭宏国土交通大臣が、日本建設業連合会、全

国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業

専門団体連合会の４団体の代表者と会い、建設

業に携わる職人の賃金引き上げを直接要請して

おります。国交大臣が業界団体首脳に直接この

ような要請をするのは初めてのことであり、反

響を呼んだところでありますが、まず、公共工

事設計労務単価の引き上げについて、知事はど

のような思いを抱かれたか、伺いたいと思いま

す。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

公共工事設計労務単価の引き上げについてで

あります。近年、建設産業におきましては、建

設投資の大幅な減少などから、建設労働者の賃

金低下や若年労働者の減少が進み、労働力が不

足するなど、大変厳しい経営環境にあるものと

認識をしております。本県にとりまして重要な

産業であります建設産業の健全な育成を図るこ

とは、災害対応力の強化や、今後、老朽化が懸

念されます橋梁やトンネルなどの社会資本を健

全に維持する観点から、大変重要な課題である

と考えております。

このような中、平成25年度の労務単価が前年

度と比べ10％を超える大幅な上昇となったとこ

ろであります。これは、内田副知事が国交省時
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代にかかわっておられたということであります

が、建設労働者の雇用環境の改善や経営の安定

化、ひいては地域経済全体の活性化に寄与する

ものと受けとめておるところであります。以上

であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○新見昌安議員

引き続き、労働者の待遇改善について、県土

整備部長に何点か質問していきたいと思いま

す。

まず、国の通知を受け、県における平成25年

度公共工事設計労務単価の適用状況、そして平

均の引き上げ率はどうなっているか。また、前

年度の労務単価で予定価格を積算した工事も、

４月１日以降に契約する場合は新単価を適用す

るという特例措置、この実施状況について伺い

たいと思います。

本県の平○県土整備部長（大田原宣治君）

成25年度公共工事設計労務単価につきまして

は、ことしの４月から適用しているところであ

りまして、昨年度と比較しますと、全職種平均

で過去 大の13.3％増となっております。ま

た、労務単価の運用に係ります特例措置につき

ましては、本県も国と同様に、平成24年度内に

入札を行い、４月１日以降に契約を行った工事

等を対象に適用しているところでございます。

同様に、県内市町村における○新見昌安議員

状況についても伺いたいと思います。

平成25年度○県土整備部長（大田原宣治君）

公共工事設計労務単価につきましては、全ての

市町村において、ことし４月から適用されてお

ります。また、特例措置につきましては、現時

点では５市町において実施されまして、３町で

未実施、残りの18市町村では適用の対象となる

工事がなかったというふうに伺っております。

日本建設業連合会は、大手の○新見昌安議員

建設会社で構成されている団体ですけれども、

４月25日、太田大臣の要請に応じて、建設現場

で働く職人の賃上げなど、待遇改善を目指す対

策を発表しております。同連合会の会長は、国

土交通省が労務単価を平均15％引き上げたこと

を、「従来になかった異次元の政策」だと、職

人の賃上げを促す効果があるというふうに評価

しております。この「異次元の政策」、これは

本当に言い得て妙だと思います。そこで、労務

単価の引き上げに関する県内の業界団体の皆さ

んの反応はどうだったか、お伺いをいたしま

す。

労務単価に○県土整備部長（大田原宣治君）

つきましては、近年、減少傾向にあり、建設産

業の経営環境がますます厳しくなる中におきま

して、今回の大幅な労務単価の見直しについて

は、大変高い評価をいただいているところで

す。県といたしましては、今回の労務単価の見

直しを踏まえて、建設工事等の受注者に対し、

建設労働者への適切な水準の賃金の支払いを要

請しているところでもありますが、業界として

も、これまで以上に、建設労働者の雇用環境の

改善や技能向上に努めていきたいという御意見

を伺っております。

まずは、賃金の引き上げに確○新見昌安議員

実につながるよう期待をしたいと思います。

ところで、今回、設計労務単価が大幅に引き

上げられた。そして、国土交通大臣が直接、初

めての賃上げ要請をした背景、これには日本の

建設業を取り巻く厳しい状況があると。言うま

でもないことであります。先ほどの知事の答弁

にもあったように、建設投資の縮小に伴う過当

競争で受注価格は低下、建設労働者は低賃金、

それによる就業者数の減少、こういった悪循環

に陥っている現実がございます。そこで、県内
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の建設業に従事している方の数はどのように推

移をしているか、伺いたいと思います。

国の経済セ○県土整備部長（大田原宣治君）

ンサス調査によりますと、平成24年の県内建設

業の従業者数は３万6,501人、また、全産業の従

業者数に占める割合は8.1％であり、人数、割合

とも平成８年の５万9,841人、11.7％をピークに

減少傾向となっております。

この減少の数字の中には、多○新見昌安議員

くの若者の数も含まれているのではないかとい

うふうに思います。

本問の 後になりますけれども、今後、若年

者の就業を促すためには、賃金の引き上げは当

然のことですけれども、社会保険などへの加入

も重要になってくるんじゃないかというふうに

思います。国の調査によりますと、本県の建設

労働者の社会保険などへの加入率は59％にとど

まっております。加入促進に向けた県の取り組

みについて伺いたいと思います。

建設業の社○県土整備部長（大田原宣治君）

会保険等未加入対策につきましては、現在、国

や都道府県及び業界団体などの関係者が一体と

なって加入促進の取り組みを進めているところ

です。県におきましても、建設労働者の処遇の

向上や、建設産業の持続的な発展に必要な人材

確保を図る観点から、建設業者に対しまして、

研修会等を通じ、社会保険等への加入促進につ

いて周知・啓発を行うとともに、建設業許可の

更新や経営事項審査等におきましても加入状況

を確認し、加入義務のある建設業者への指導を

行っております。今後とも、建設産業が魅力あ

る職場となりますよう、さまざまな場面を捉

え、関係機関と連携を図りながら、社会保険等

の加入促進に向けた取り組みの強化を図ってま

いりたいというふうに考えております。

この問題は本当に大事な点だ○新見昌安議員

と思いますので、よろしくお願いをしておきま

す。

次に、小戸之橋のかけかえに伴う課題等につ

いて、何点か伺っていきたいと思います。

大淀川にかかる小戸之橋、私たちは通常「小

戸橋」と言っておりますけれども、私の地元

城ヶ崎と対岸の出来島町を結ぶ橋であります。

６月９日、太田国交大臣が来県の折、視察して

もらった橋でもあります。私が子供のころ、木

製の橋が台風で流されて橋脚だけが残っていた

風景が記憶にありますけれども、その後、昭

和38年に現在の小戸之橋が完成、今に至ってい

るところであります。当然のことながら、築50

年たっていますので、老朽化が著しい。10トン

以上の大型車は今、通行不可であります。そし

て、平成16年からは、台風のとき、強風が吹く

ときは通行どめになるといった状況も続いてお

ります。

こういった状況の中で、宮崎市においては、

本年11月からかけかえ工事に着工します。完成

予定は平成33年３月ですので、工事期間は約７

年半の長きに及びます。そして、私たちにとっ

て大きな問題は、仮橋をつくらないと。このた

め、７年半の長きにわたって通行どめを余儀な

くされるということであります。平成21年、宮

崎市が交通量を調査したようですけれども、１

日約１万8,000台の往来があるということで、通

勤・通学の利便性が大きく低下するとともに、

代替の橋へ向かう道路の渋滞も予想されるとこ

ろであります。

そこで伺いますが、先ほど述べたように、こ

のかけかえの事業そのものは宮崎市が行うわけ

ですけれども、県として対応すべきものもある

んじゃないかと思います。予想される渋滞に対
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して、県は宮崎市と連携してどのような対策を

講じていくのか、これも県土整備部長に伺いた

いと思います。

小戸之橋の○県土整備部長（大田原宣治君）

かけかえ工事につきましては、議員御指摘のと

おり、仮橋を設けずに施工されますことから、

これまで小戸之橋を利用していた車両の多く

は、上流の大淀大橋や下流の赤江大橋に迂回す

ることとなり、これらに接続する周辺の県道あ

るいは市道での渋滞の発生が予想されていま

す。このため、宮崎市の要請を受け、平成22年

度から協議を重ねてまいりました結果、７カ所

の交差点において渋滞緩和対策を行うこととな

りました。このうち、県では、県道宮崎島之内

線の昭和町交差点と大王町交差点の２カ所にお

きまして、中央分離帯を撤去して右折レーンを

延伸する工事を実施することとしまして、昨年

度に完了したところでございます。

関連して警察本部長に伺いた○新見昌安議員

いと思います。小戸之橋を利用していた車やバ

イク、自転車等は、先ほどの答弁にあったよう

に、上流の大淀大橋あるいは下流の赤江大橋を

通行することになって、朝夕はかなりの交通量

になるのではないかと思いますけれども、地元

の方が心配されているのが、ＪＲ南宮崎駅前か

ら宮崎駅方面に向かう県道宮崎港宮崎停車場線

の南駅通りを北進して、大淀大橋手前の南詰め

交差点を城ヶ崎方面に右折することが非常に困

難になってくるのではないかということであり

ます。ここの信号機は時差式でも右折矢印つき

でもありません。現在でも、大淀大橋を下って

南進してくる車に気をつけながら右折しなけれ

ばならず、11月以降の交通量がふえたときのこ

とを危惧する声もございます。警察が対処すべ

き箇所はここだけではないと思いますけれど

も、特に交通量増加が予想される大淀大橋南詰

め交差点の北進車線に右折矢印信号機を設置で

きないか、お伺いをいたします。

小戸之橋かけか○警察本部長（白川靖浩君）

え工事に伴う渋滞対策につきましては、関係機

関と連携を図り、渋滞予想交差点等について協

議を行っているところであります。交差点に右

折矢印信号を設置する場合には、基本的には双

方の車線に右折車線を確保することが必要とな

りますことから、お尋ねの交差点の双方に右折

車線ができるか、また、周辺の交通量の視点か

ら協議をしてまいりたいと考えております。

ここは本当に要望が多いとこ○新見昌安議員

ろなので、ぜひ前向きに協議をしていただきた

いと思います。

関連して教育長にも伺いたいと思います。小

戸之橋を通学で利用している県立高校生も多く

おります。解体に伴って通学路の変更を余儀な

くされるわけですけれども、交通事故の未然防

止のために、教育委員会として学校に対してど

のような指導を行っていかれるのか、伺いたい

と思います。

御指摘のとおり、小○教育長（飛田 洋君）

戸之橋の通行ができなくなることに伴い、周辺

の高等学校では通学路の変更が必要となります

ので、小戸之橋の上流の大淀大橋や下流の赤江

大橋を利用することになるものと考えておりま

す。また、工事に伴い、お話にありましたよう

に、周辺の交通事情が変わって交通量が増すと

いうようなことも考えられます。このため、県

教育委員会といたしましては、関係する県立高

等学校に対し、新しい通学路の危険箇所を把握

し、生徒や保護者に周知するとともに、自転車

等を利用する際の関連法規の遵守やマナーアッ

プの徹底を図るなど、生徒の交通事故防止に向
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けた取り組みを充実するよう、学校への指導に

努めてまいります。

この質問の 後になりますけ○新見昌安議員

れども、小戸之橋の下流には赤江大橋のほかに

もう一つ、一ツ葉大橋がかかっております。一

ツ葉有料道路南線上の橋でありますけれども、

その交通量及び料金収入はどのような状況か伺

いたいと思います。

また、これが本題なんですけれども、工事期

間中、渋滞緩和策として無料化できないかとい

う地域住民のささやかな要望がありますので、

これも県土整備部長にお伝えしたいと思います

が、いかがでしょうか。

一ツ葉有料○県土整備部長（大田原宣治君）

道路南線の交通量につきましては、平成24年度

の交通量で１日平均9,750台、年間約355万8,000

台でありまして、料金収入は約６億4,000万円と

なっております。また、一ツ葉有料道路の料金

徴収期間は平成32年２月までとなっておりまし

て、約29億円余の未償還金が残っております。

県としましては、引き続き、道路公社と連携し

ながら有料道路の利用拡大に努め、早期の返済

に努力しているところでありますが、このよう

に多額の未償還金もあることから、今回の渋滞

緩和策としての有料道路の無料開放は非常に厳

しいものと考えております。

「厳しいと考えております」○新見昌安議員

に「非常に」という程度副詞がつきました。そ

ういう声もあるということで受けとめておいて

いただきたいというふうに思います。

次に、ひとり親家庭支援について伺いたいと

思います。

１点目に、医療費負担の軽減について伺って

いきます。県においては、ひとり親家庭の状

況、また、行政に対する要望などを知って福祉

の向上に資することを目的とした、ひとり親家

庭生活実態調査を定期的に実施されておりま

す。そこで、まずは、当該実態調査の直近の実

施状況はどうであったか、またその中で、ひと

り親家庭医療費助成制度の認知度はどうだった

か、福祉保健部長に伺います。

ひとり親世帯○福祉保健部長（佐藤健司君）

生活実態調査につきましては、おおむね５年ご

とに実施しておりますが、直近では、昨年11月

１日を基準日として12月に調査を行いました。

調査対象は、県内の母子世帯3,000世帯、父子世

帯1,500世帯を無作為に抽出し、調査票の有効回

収率は、母子世帯で30.1％、父子世帯で34.8％

となっております。調査項目の一つであります

ひとり親家庭医療費助成制度の認知度は、母子

世帯で、前回、平成19年の調査時の65.7％か

ら79.9％に上昇いたしております。

前回の調査では、まだ、母子○新見昌安議員

家庭医療費助成事業の時代でありましたけれど

も、母子家庭で当該事業について知っている人

は、今、答弁にあったように65.7％という結果

でしたので、今回は、母子世帯、父子世帯とも

に認知度は上がっているというふうに思いま

す。

ところで、ひとり親家庭医療費助成制度にお

ける入院外の償還払い、もうそろそろ入院と同

じく現物給付に変えてもいい時期に来ているの

ではないかと勝手に思っているところでありま

すが、福祉保健部長の見解を伺いたいと思いま

す。

ひとり親家庭○福祉保健部長（佐藤健司君）

医療費助成制度の現物給付化でありますが、入

院につきましては、一時的に多額の医療費を支

払わなければならないということで、その負担

軽減を図る趣旨から現物給付を行っておりま
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す。入院外につきましては、年々、対象件数が

増加しており、県や市町村の財政に与える影響

も懸念されることから、慎重に対応する必要が

あると考えております。

お隣の大分県では、昨年12月○新見昌安議員

から現物給付方式が導入されております。御案

内のとおりでございますが、経済的にも厳しい

状況に置かれているひとり親家庭の健康の保

持、そして、生活の安定にも資するものではな

いかと思います。質問のたびに答弁の中に出て

くる「慎重な対応」とか「慎重に対処」という

言葉が、近いうちに消えることを期待するとこ

ろであります。

２点目ですけれども、県営住宅の優先入居制

度について伺いたいと思います。宮崎県宅地建

物取引業協会が指定管理者となっている県営住

宅の入居者募集、８月１日入居に向けて今月中

旬から取り扱いが始まります。募集チラシに

は、「優先入居対象世帯の方は、抽せん倍率の

優遇が受けられます」というふうに刷り込んで

ありますけれども、実は、現在、父子家庭はこ

の対象になっておりません。父子世帯も母子世

帯と同様の取り扱いにすべきだというふうに思

いますが、県土整備部長に伺います。

県営住宅の○県土整備部長（大田原宣治君）

優先入居制度につきましては、昭和58年度に、

母子、高齢者、障がい者世帯など、特に住宅困

窮度が高い世帯を対象に導入しまして、その

後、子育て世帯を追加するなど、順次拡大を

図ってきたところです。お尋ねの父子世帯につ

きましては、社会経済情勢の変化により、経済

的に厳しい状況も見られますことから、母子世

帯と同様に、今後、優先入居の対象として検討

してまいりたいというふうに考えております。

前向きの答弁、ありがとうご○新見昌安議員

ざいました。父子世帯を対象とするのに何の障

害もないというふうに思います。速やかに対処

していただきたいというふうに思います。

次に、子育て支援・子育て対策について、何

点か伺っていきます。

まず、１点目ですけれども、国においては、

４月26日、「子ども・子育て会議」の初会合が

開かれております。いよいよ動き出したという

感がありますけれども、社会保障と税の一体改

革の重要な柱の一つとして、昨年の８月に成立

した子ども・子育て関連３法を受けて、平成27

年から子ども・子育ての新しい制度がスタート

する予定になっておりますけれども、今後２年

間で制度の詳細を詰めるために設置されるの

が、「子ども・子育て会議」であります。そし

て、昨年11月議会でも取り上げたところです

が、新制度の具体的な運用に当たっては、市町

村が重要な役割を担っていくわけですけれど

も、「子ども・子育て会議」は、国だけではな

く、市町村においても設置することが努力義務

となっております。しかしながら、努力義務と

はいっても、「子ども・子育て支援事業計画」

の策定など、準備をしておかなければならない

事柄がたくさんある中で、この会議の設置は必

要不可欠だというふうに思います。そこで、県

内市町村における「子ども・子育て会議」の設

置に向けての取り組み状況はどうなっている

か、福祉保健部長に伺います。

平成24年８月○福祉保健部長（佐藤健司君）

に制定されました「子ども・子育て支援法」に

基づき、市町村におきましても、「子ども・子

育て支援事業計画」の策定等に際し、関係者か

ら広く意見を聴取するため、合議制機関を置く

ように努めることとされております。このた

め、県といたしましては、市町村に対し、迅速
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な情報提供や市町村からの相談に対して助言を

行うなど、設置の必要性についての理解促進に

努めたところであります。その結果、７月に６

市町村が設置するのを初め、全ての市町村が年

内に会議を設置する見込みとなっております。

年内には全市町村で設置が完○新見昌安議員

了する見込みということで、安心をいたしまし

た。それぞれの地域に見合った子育て施策を議

論する重要な場にしていただきたいというふう

に思います。御尽力に感謝をいたします。

ところで、会議の構成メンバーの選考、これ

も非常に重要になってくるんじゃないかと思い

ます。県としては、市町村に対してどのように

アドバイスをしていかれるのか、これについて

も福祉保健部長に伺いたいと思います。

市町村「子ど○福祉保健部長（佐藤健司君）

も・子育て会議」の委員構成につきましては、

国の「子ども・子育て会議」を参考に、子供の

保護者や教育・保育関係者、事業主及び労働者

を代表する者、ＮＰＯ法人などの子育て支援事

業関係者、学識経験者などの分野から、地域の

実情を踏まえ、バランスよくかつ幅広い人選に

配慮いただくよう、市町村に対して助言を行っ

ているところであります。今後とも、市町村の

意向を尊重しながら、委員の適切な選定を働き

かけてまいりたいと存じます。

バランスのよい人選という観○新見昌安議員

点からいえば、認可外保育施設の皆さんの声も

反映されるように考慮すべきじゃないかという

ふうに思います。県においては、そのような働

きかけも頭に入れていただきたいというふう

に、これは要望をしておきます。

市町村を支援する一方で、県も準備を進めな

ければならないことがございます。「子ども・

子育て支援事業支援計画」の策定でありますけ

れども、この計画の策定に向けての取り組み状

況はどういうぐあいか、これについては知事に

伺いたいと思います。

「子ども・子育て支援○知事（河野俊嗣君）

法」に基づきまして、市町村におきましては、

管内の教育・保育の必要量及びその確保方策を

取りまとめました「子ども・子育て支援事業計

画」を策定することとなっております。これを

受けて、県におきましては、市町村計画をもと

に、市町村間の広域調整などを加えました「子

ども・子育て支援事業支援計画」を策定する、

そのような段取りになっております。現在、国

の「子ども・子育て会議」におきまして、市町

村並びに県の計画に記載されます具体的事項に

つきまして議論がなされております。まずは、

市町村に対しまして、計画策定が円滑に進むよ

う、県としては必要な助言等を行ってまいりた

いと考えております。さらに、市町村の計画を

踏まえた県の計画につきましては、「子どもの

善の利益」というものを基本に置きながら、

関係機関等との十分な協議の上、「日本一の子

育て・子育ち立県」に資するような内容にして

まいりたいと考えております。

実施予定まで既に２年を切り○新見昌安議員

ました。時間は余りありませんけれども、万遺

漏なきようお願いをしておきます。

２点目は、障がいのある子供たちの放課後に

ついてであります。これはあるお母さんからの

相談でありました。この方は、県内のある町に

引っ越してこられたそうですけれども、以前住

んでいた市では、土日に障がいのある中学２年

の子供さんを預かってくれる施設があったそう

ですけれども、今住んでいる町にはなく、困っ

ているということでございました。障がいのあ

る子供を預かってくれる取り組み、これを調べ
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てみますと、「放課後等デイサービス」という

もので、学校通学中の障がい児に、放課後ある

いは休業日に生活能力向上のための訓練などを

継続的に提供することにより、障がい児の自立

を促進するとともに、放課後などの居場所づく

りを行うとありました。市町村や住んでいる地

域によって施設の状況が異なってくるのは仕方

がないかなと思ったところであります。そこ

で、県内における放課後等デイサービスを実施

している事業所の設置状況とその利用状況はど

んなぐあいか、また、土日に当該サービスが受

けられない場合、ほかに受けられるサービスは

ないのか、福祉保健部長に伺います。

障がい児の放○福祉保健部長（佐藤健司君）

課後等デイサービスは、就学している障がい児

が、授業の終了後や学校の休業日に、生活能力

の向上のための訓練や社会との交流促進等の支

援を受けるサービスでございまして、ことし４

月現在、県内の28事業所において約500人の皆さ

んが利用されております。また、このサービス

を受けることができない日は、各地域の障がい

児施設などが実施しております日中一時支援や

ショートステイのサービスを受けることができ

ますが、平日に比べ、土日や夏休みなどはサー

ビスの受け皿が不足している状況にあります。

このため、県といたしましては、引き続き、通

所サービス利用の決定を行う市町村や障がい児

施設などと連携し、放課後等デイサービスなど

の障がい児支援体制の充実に努めてまいりたい

と考えております。

各市町村に、このサービスに○新見昌安議員

取り組んでくれる事業所がなければお話になら

ないわけですけれども、県としてできる取り組

みに御尽力をいただければというふうに思いま

す。

子育てに関して 後の質問になります。県の

育英資金についてであります。これも以前受け

た相談でございました。高校に合格し、入学に

向けて準備を進めていく中で、さまざまなお金

が当然必要になってきますけれども、予約採用

の内定をもらっていても、５月に入ってからの

初の振り込みというふうになりますので、必

要なときに使えない。もう少し早めてもらえな

いかというものでありました。調べてみます

と、予約採用においては、中学３年生の夏場に

募集して、12月には採用内定をするというふう

に聞いております。かなり早い時期から取り組

むということを勘案すれば、もっと早くできる

のではという思いになられるのもわかる気がい

たします。予約採用者に対する第１回目の送金

を現行の５月下旬よりも早めるべきというふう

に考えますが、教育長の見解を伺いたいと思い

ます。

育英資金は、家庭の○教育長（飛田 洋君）

経済状況にかかわらず高校生等が安心して学ぶ

ために大変重要であると思っておりますし、お

話にありましたように、入学時には多くの経費

が必要となりますので、これまでもできるだけ

早期の支給に努めてきたところでございます。

宮崎県育英資金の高校生等採用につきまして

は、高等学校等の入学後に申請を行う在学採用

に加えて、支給開始を早期にするための制度と

して、中学校在学時に申請を行う予約採用がご

ざいます。奨学金というのは、入学した校種に

よって、例えば、公立か私立かということに

よって金額等が変わりますので、入学を前提と

します。それで、この予約採用につきまして

は、入学後に進学先の学校において、予約採用

者からの必要書類を確認した上で県教育委員会

に提出することになっております。このため、
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県として書類の審査を開始するのが４月末では

ありますが、早期支給の手だてを可能な限り行

うことにより、現在、１回目の送金を５月にい

たしております。今後、少しでも早く支給でき

ないか研究してまいりたいと考えております。

これも要望は強いものがあり○新見昌安議員

ますので、よろしくお願いをしておきます。

次は、ひきこもり対策についてであります。

この問題については、昨年９月議会に続き、

２回目となります。その際、ひきこもりに特化

した「ひきこもり地域支援センター」を設置す

べきというふうに提案をいたしましたが、答弁

は、「ひきこもりを含め、さまざまな困難を抱

えた子ども・若者に関する総合的な相談窓口と

して、「子ども・若者総合相談センター」を開

設し、精神保健福祉センターや子ども・若者総

合相談センターなどの関係機関が連携を図りな

がら対応していく」ということでありました。

子ども・若者総合相談センターは「わかば」と

いうふうに名づけられ、昨年の10月１日に開設

されております。既に半年以上たっておりま

す。そこで、子ども・若者総合相談センター

「わかば」の現状はどうなっているのか、相談

件数、相談形態、相談種別などについて福祉保

健部長に伺います。

子ども・若者○福祉保健部長（佐藤健司君）

総合相談センター「わかば」は、平成24年10月

１日の開設から平成25年３月31日までの半年間

に、289人の相談者から延べ737件の相談が寄せ

られております。相談の手段としては、電子

メールが約55％、電話が約35％のほか、ファク

シミリ、来所、出張相談会によるものがござい

ます。相談の内容は多岐にわたっておりまし

て、 も多いのが友人関係の79件で、以下、ひ

きこもりの52件、精神的な悩みの48件、不登校

の44件の順となっております。

かなりの件数に上っていると○新見昌安議員

いうふうに思いますけれども、相談の手段が

メールと電話で90％を占めているという現実

は、相手に寄り添うというイメージからは

ちょっと離れているのではないかというふうに

思います。

次に、「わかば」での相談を受ける体制はど

うなっているのか。また、「わかば」で対応し

切れない相談等についてはどのように対処し、

その結果はどうだったか、これも福祉保健部長

に伺いたいと思います。

「わかば」○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、土日を含む週５日、午前10時から午後７時

まで相談窓口を開設しておりまして、相談員に

つきましては、臨床心理士や産業カウンセラー

－を初めとする専門的な資格を有する約30名が

ローテーションを組んで、常時２名で対応いた

しております。「わかば」は、子ども・若者が

抱えるさまざまな悩みを一時的に受け付ける総

合相談窓口でございまして、相談内容も多岐に

わたっているため、「わかば」で対応するより

も相談者にとってよいと判断した場合には、相

談内容に適した支援機関への橋渡しを行ってお

ります。なお、その後のフォローも重要であり

ますので、今後、各支援機関との連携を深め、

より適切な対応に努めてまいります。

昨年の質問の際に、「宮崎県○新見昌安議員

子ども・若者支援地域協議会」を同年８月に設

置したという旨の答弁がありました。その活動

状況について、同じく福祉保健部長に伺いたい

と思います。

ただいま御質○福祉保健部長（佐藤健司君）

問の「宮崎県子ども・若者支援地域協議会」に

つきましては、昨年８月に設置をしておりまし
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て、今年度は５月に代表者会議を開催し、「わ

かば」の実績報告や、各機関の子ども・若者支

援施策の紹介を行い、意見交換や情報の共有化

を図っております。今後も、より効果的な連携

を目指しまして、夏ごろまでに実務者会議を開

催し、意見交換等を行ってまいりたいと考えて

おります。

ひきこもりにはさまざまな要○新見昌安議員

因があると。そして、早期に専門的なアプロー

チが必要になります。家族に対しても専門的な

知識や技術によるきめ細かで継続的な相談支援

が求められるところであります。そのための

「ひきこもり支援コーディネーター」は必要で

すし、また、国においては、今年度の新たな取

り組みとして、地域に潜在するひきこもりを早

期に発見し、きめ細かな支援が可能となるよう

に、継続的な訪問支援などを行う「ひきこもり

サポーター」を養成する研修を、「ひきこもり

地域支援センター」などで行うよう示しており

ます。これを見ると、「ひきこもり支援コー

ディネーター」をきちんと配置した、ひきこも

りに特化した「ひきこもり地域支援センター」

を設置すべきという考えに至ったところであり

ますけれども、福祉保健部長の見解をお伺いし

たいと思います。

ひきこもり対○福祉保健部長（佐藤健司君）

策につきましては、現在、精神保健福祉セン

ターや保健所、さらには、先ほどから御答弁い

たしております「わかば」など、関係機関が連

携して取り組んでいるところでございますが、

今後、他県の状況等も参考にしながら、本県に

ふさわしい支援体制の仕組みについて、さまざ

まな角度から検討してまいりたいと考えており

ます。

前向きに取り組もうという思○新見昌安議員

いがうかがえました。何とぞよろしくお願いし

ておきます。

次に、シニア対策について、お疲れでしょう

けれども、福祉保健部長に１点だけ伺いたいと

思います。

県においては、本年４月から、県民全体で子

どもと子育てを応援する、いわゆる「未来みや

ざき子育て県民運動」の一環として、子育て応

援カードを発行しております。これは、県、市

町村、企業などが協働して子育て世帯を地域全

体で応援するための「子育て応援サービスの店

事業」が2006年からスタートしておりますけれ

ども、サービスを提供する協賛店を募り、公開

はしておりますけれども、利用者みずからが申

し出るのは難しいなどの声があったために、利

用を促す目的で今般、カードを新たに発行する

こととしたようであります。そして、その目的

は、県のホームページによりますと、「さまざ

まなサービスを受けながら、外出が楽しくで

き、気分転換につながったり、子育てはひとり

ではなく、社会全体で子育てを応援してもらえ

るという安心感につながることを目指してい

る」というふうにあります。子育てを社会全体

で応援する機運の醸成につながる取り組みであ

ると評価するところでありますけれども、この

子育て応援カードの目的は、そのままシニア世

代にも当てはまるのではないかと思うところで

あります。シニア向けの優待制度があれば、購

買意欲も増しますし、地域商店街の活性化にも

つながるし、何より、積極的な外出を促して、

健康維持、地域との交流促進にも役立つのでは

ないかと思います。高齢者向けの優待サービス

としては、警察の「高齢者運転免許返納メリッ

ト制度」や、まだまだ高齢者とは言えないと思

いますけれども、60歳以上を対象とした映画館
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のシニア割引ぐらいしか思いつきません。子育

て応援カードのシニア版、ぜひとも取り組んで

いただきたいと思うところであります。高齢者

の皆さんに喜んでもらえる可能性大でありま

す。見解を伺いたいと思います。

高齢者の方々○福祉保健部長（佐藤健司君）

が社会活動において現役として活躍していただ

くことは、地域の活力を維持・増進していく上

で、大変重要であると認識しております。この

ため、県におきましては、「高齢者が活躍する

社会の推進」を宮崎県高齢者保健福祉計画の柱

の一つとして位置づけまして、現在、元気な高

齢者が活躍する場づくりの支援として、団塊の

世代やシニアの方々がＮＰＯ等の活動に参加す

るためのきっかけづくりなどに取り組んでおり

ます。御提案のありましたシニア応援カード

は、一つのアイデアだと思います。いずれにい

たしましても、高齢者の外出を促す効果的な方

法につきまして、今後、市町村や関係団体等か

ら意見を伺うなど、多方面から研究してまいり

たいと考えております。

ありがとうございました。超○新見昌安議員

高齢社会に突き進んでいく中で、シニア応援

カードは、高齢者のためだけではなく、お店側

にとっても新たな顧客獲得につながるし、商業

の振興にも資するのではないかというふうに考

えます。今後、十分検討していただきたいとい

うふうに思います。

次は、「ゾーン30」についてであります。

私は、宮崎市の恒久２丁目に住んでおります

けれども、 近、我が家の周辺の道路上に

「ゾーン30」との文字が表示されたところがあ

ります。「区域ここから」と記載された新しい

標識も設置されています。「ゾーン」とか「区

域」とありますので、「線」ではなく「面」に

かかわるものであるということは理解できると

思います。そこで、質問に当たり、「ゾー

ン30」なるものが整備された背景には何があっ

たのか。そもそもこの「ゾーン30」とは何ぞや

と思われる議員もおられると思いますので、ま

ずは警察本部長に伺っておきます。

「ゾーン30」と○警察本部長（白川靖浩君）

は、生活道路における歩行者等の安全な通行を

確保するために、一定の区域を安全対策ゾーン

と定めて、 高速度を時速30キロメートルに規

制するとともに、ゾーン内を抜け道として通行

する車両の抑制などを図る生活道路対策であり

ます。この対策は、平成23年から全国的に進め

られているものでありますが、その背景といた

しましては、この10年間で、幹線道路での交通

事故が減少しているのに対して、本来、安全・

安心であるべき生活道路での交通事故がそれほ

どには減少していないことから、生活道路に重

点を置いた交通事故防止対策を実施していくこ

ととなったものであります。

次に、「ゾーン30」整備区域○新見昌安議員

はどのようにして決めていかれるのか、また、

「ゾーン30」区域内での具体的な対策はどのよ

うなものがあるのか、同じく警察本部長に伺い

ます。

「ゾーン30」の○警察本部長（白川靖浩君）

整備区域の設定につきましては、その区域の交

通量や交通事故の発生状況をもとにしまして、

地域住民の方々、道路管理者、そして警察が協

議・調整して決定することとしております。

「ゾーン30」の区域内の対策としましては、区

域内の 高速度を時速30キロメートルに規制す

るとともに、通行禁止や一方通行などの交通規

制や、道路管理者と連携しつつ、車道の幅員を

減少させまして、路側帯の設置とかその拡幅等
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の対策を行っているところであります。

「ゾーン30」について、 後○新見昌安議員

になりますけれども、本県における今後の整備

計画はどのようになっているのか。また、始

まったばかりで聞きなれない取り組みでもあり

ますので、今後、その周知にどのように取り組

んでいかれるのか、同じく警察本部長に伺いま

す。

「ゾーン30」○警察本部長（白川靖浩君）

は、昨年度、県内におきまして、ただいま議員

から御指摘のありました恒久地区を含む４カ所

を整備いたしまして、本年度は５カ所を整備中

でございます。今後、平成28年度までに順次整

備を進める計画であります。警察では、県民へ

の「ゾーン30」の周知を図るため、県警ホーム

ページへの掲載や交番駐在所のミニ広報紙、あ

るいは各種会合を活用した広報を初めとしまし

て、市町村、報道各社への情報提供を行うなど

により、周知に努めてまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございました。よ○新見昌安議員

ろしくお願いをしておきます。

後の質問になりますけれども、地熱発電に

ついて伺いたいと思います。

本年３月13日の宮崎日日新聞に、「考えよ

う！地熱の明日」と題した地熱資源の活用策を

考えるセミナーが２月に大分市で開催された旨

の特集記事がございました。大分県九重町には

地熱発電所としては国内 大の八丁原発電所が

あることで有名ですけれども、このセミナーで

は、地熱発電の可能性や温泉資源への影響、自

然との共生のあり方などについて議論が交わさ

れたとありました。経済産業省のホームページ

によりますと、地熱発電は、純国産エネルギー

であり、ＣＯ 排出量が少ない再生可能エネル２

ギーの中でも、特に安定的な電源として期待は

されているけれども、日本は世界第３位の地熱

資源量、約2,340万キロワットだそうですが、こ

の地熱資源量を有するとされながらも、現時点

での導入量は全発電電力量の0.3％にとどまって

いる、今後一層の導入拡大が期待されるとあり

ました。国会には超党派の「地熱発電普及推進

議員連盟」も設立されておりまして、熱心に活

動もしているようですけれども、ほかの再生可

能エネルギーと比べると、光が余り当たってい

ないように感じます。また、県が３月に発表し

た「新エネルギービジョン」によれば、本県で

の導入実績はないとのことで、力を入れた記述

がなされておりません。県西近くには活火山も

あって期待もできるのではないかと思いますけ

れども、本県における地熱発電の可能性という

か、実現性についてどのように捉えておられる

のか、環境森林部長の見解を伺いたいと思いま

す。

地熱発電施設○環境森林部長（堀野 誠君）

につきましては、全国で18カ所に設置されてい

ますが、安定的な発電量が確保できる半面、適

地の多くが自然公園内に偏在するなどの課題が

あることから、平成11年以降、新たな施設の設

置は進んでいない状況にあります。このような

中、東日本大震災を契機に、新エネルギーの重

要性が認識され、我が国においてポテンシャル

が高い地熱発電に対する関心が高まってきてい

ると言われています。このため、国において

は、今年度、独立行政法人「石油天然ガス・金

属鉱物資源機構」に委託し、九州と東北で空中

からの電磁探査等による地熱資源ポテンシャル

調査を行うこととしており、九州では７月か

ら10月にかけて、本県と鹿児島県県境付近の霧

島地域と大分県の九重地域において調査が実施

平成25年６月13日(木)
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されることとなっております。霧島地域は、従

来からポテンシャルが高い地域と言われており

ますので、この調査によりまして、地熱発電の

可能性が確認され、導入につながることを期待

しております。

３月13日の宮崎日日新聞の特○新見昌安議員

集は一面を全て使っていましたけれども、実は

その下半分は、今の答弁で出てきた石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構、ＪＯＧＭＥＣと言うよ

うですけれども、そこの宣伝でありました。今

回の調査で地熱発電の可能性が確認されること

を期待しつつ、以上で私の質問の全てを終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

次は、渡辺創議員。○福田作弥議長

〔登壇〕(拍手) 少し長くなり○渡辺 創議員

ますが、ある手記をお聞きいただきたいと思い

ます。

生を受けてより20数年、何一つ不自由なく

育てられた私は、幸福でした。温かきご両親

の愛の下、よき兄妹の勉励により、私は楽し

い日を送ることができました。そしてややも

すれば、わがままになりつつあったこともあ

りました。この間、ご両親様に心配をおかけ

したことは兄妹中で私が一番でした。それが

何の恩返しもせずままに先立つことは心苦し

くてなりません。

空中勤務者としての私は、毎日毎日死を前

提としての生活を送りました。一字一言が毎

日の遺書であり、遺言であったのです。高い

空においては、死は決して恐怖の的ではない

のです。このまま突っ込んで果たして死ねる

のだろうか。いや、どうしても死ねるとは思

えません。そして何かこう突っ込んでみたい

衝動に駆られることもありました。私は決し

て死を恐れてはおりません。むしろうれしく

感じています。なぜならば懐かしい龍兄さん

に会えると信じるからです。

天国における再会こそ私の も望ましきこ

とです。

私は明確に言えば、自由主義に憧れていま

した。日本が真に永遠に続くためには自由主

義が必要であると思ったからです。これは馬

鹿なことに見えるかもしれません。それは、

現在は日本が全体主義的な気分に包まれてい

るからです。しかし真に大きな目を開き、人

間の本性を考えた時、自由主義こそ合理的な

る主義だと思います。

戦争において勝敗を得んとすれば、その国

の主義を見れば事前において判明すると思い

ます。人間の本性にあった自然な主義を持っ

た国の勝戦は火を見るより明らかであると思

います。

私の理想はむなしく破れました。人間に

とって一国の興亡は実に重大なことでありま

すが、宇宙全体から考えた時は実に些細なこ

とです。

離れにある私の本箱の右の引き出しに遺本

があります。開かなかったら、左の引き出し

を開けて釘を抜いて出してください。

では、くれぐれもご自愛のほど祈ります。

大きいお兄さん、清子はじめ皆さんによろ

しく。

では、さようなら。御機嫌よく。さらば永

遠に。

太平洋戦争終戦から50年たった1995年、父親

の本棚から引っ張り出した、ほこりをかぶった

古い新書版には、「きけわだつみのこえ」と９

文字の平仮名が並んでいました。黄緑色の表紙

をめくって 初に出てきた手記が、今読み上げ

た特攻隊員だった慶應大学の学生、上原良司さ
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んの「遺書」という手記でした。

「きけわだつみのこえ」は、言うまでもなく

戦没学生の手記集です。今回、少し勉強してみ

ると、上原さんはその代表的な方であり、ほか

にも幾つかの手記を残されています。この手記

の文面にも幾つかの議論があるようですが、今

回申し上げたいのは、その細かい内容について

ではありません。

高校生だった私は、この手記集を読み、「戦

後五十年と若者の責務」という小論文を書きま

した。自分とそう年の変わらない若者が、戦時

下の日本において、時には必ずしもみずからの

理想とする社会観と異なる環境の中で、みずか

らの生きる意味、死ぬ意味を必死に問い、時に

勇ましい言葉で、時に苦悩の言葉で遺言を残す

という作業が衝撃的でした。そして、みずから

の存在と公 公というのは時に国であり、社―

会であり、故郷であり、親であり、友人であ

り、愛する人であったわけです。その公とのか

かわりをこんなにも考えていたのか、また考え

なければならなかったのかということを知りま

した。この衝撃は、その後の私自身の生き方の

選択にも決して無関係ではなかったと思ってい

ます。

さて、時は流れ、再来年には戦後70年を迎え

ます。今、永田町では日本国憲法改正をめぐる

議論がにわかに巻き起こっています。私自身

は、将来的な憲法改正の可能性まで一切否定を

するつもりはありません。ただ、現時点でのそ

の発議は時期尚早であり、国民的な議論をしっ

かり行うべきであるという論憲的立場に立ちま

す。その上で、先ほど申し上げたような我が国

の経験を鑑みて、平和主義はしっかりと守るべ

きものと思っています。県民の信託を受け、宮

崎県政をつかさどる立場にある知事に、９条改

正、96条改正問題を含めた憲法問題について、

政治家としての御見解をお伺いいたします。

続いて、話題を純粋な県政課題に移します

が、副知事２人制導入から２カ月半、まだス

タートしたばかりではありますが、順調な滑り

出しとなっているのか、知事の御所見をお伺い

します。

また、両副知事に対しましても、所管業務を

踏まえて宮崎県政の課題をいかに考えておられ

るか、決意も含めてお伺いをしたいと思いま

す。

残りの質問につきましては、自席から行わせ

ていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、憲法改正についてであります。まず、

憲法９条でありますが、戦争の放棄、戦力の不

保持と交戦権の否認を定め、日本国憲法の三大

原則の一つである平和主義を定めたものであり

ます。この９条につきまして、日本国憲法がま

さに平和憲法と呼ばれておりますように、その

性格を も特徴づけているものというふうに受

けとめておるところでございます。９条につき

ましては、条文を改正するしないにかかわら

ず、この根底にある平和主義という理念は人類

共有の財産とも言うべきものというふうに考え

ておりまして、今後とも守るべきものというふ

うな認識でおります。

次に、憲法の改正手続を定めた96条について

であります。先ほどの９条も含めてであります

が、憲法というものが国の根幹をなす 高法規

であるということでありますが、その改正の議

論を一概に否定するものではないものでありま

す。しかしながら、その議論に際しましては、

どういう理念や必要性に基づき改正を行うの
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か、まさに国の 高法規という大変重要な性格

に鑑みて、主権者である国民の間で幅広い視点

から十分な議論が尽くされるべきものというふ

うに考えておるところでございます。

次に、副知事２人制導入についてでありま

す。この２人制につきましては、復興から新た

な成長に向け、これまで以上に攻めの姿勢で施

策を展開していくために組織体制の強化が必要

であることから導入したものでありますが、現

在、両副知事とも、それぞれが担当する事務に

関し、国や市町村、関係団体等とのネットワー

クの構築や職員の指揮などを精力的に進めても

らっているところでございます。

仕事のボリュームでいいますと、これまで知

事１人、副知事１人であったわけであります

が、副知事１人分の業務を２人が担うことに

よってそのボリュームが少なくなるかという

と、そうではなく、これまで不対応であったも

のを、それぞれの副知事がまた担うということ

になっています。また、知事が担っておったも

のを、２人副知事になったということで副知事

に委ねる。では、知事のその時間を別の業務に

割くということで、全体として見ると、業務量

が非常にふえておる。そういう形の中で、いろ

んな形でのネットワークの構築、また業務の取

り組みが進んでおるのではないかというふうに

考えておるところでございまして、当初の目的

に沿って、スタートというものは順調に始まっ

たのではないかというふうに受けとめておると

ころでございます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（稲用博美君）

します。

県政の課題、それと私の副知事としての役割

ということでございます。県政の課題につきま

しては、本県は、「復興から新たな成長へ」と

いうことで、フードビジネスを初め、さまざま

な施策を展開していくこととしております。そ

れからまた、南海トラフ巨大地震を初めとする

さまざまな災害への対応という喫緊の課題があ

るというふうに思っています。これが何といっ

ても重要な県政の課題と思っていますが、その

ことを県庁総力戦、県庁職員が一丸となってや

るということがまた一つの大きな課題であると

いうふうに思っています。その中で、それを職

員の先頭に立ってやっていくということが私自

身の果たすべき役割であろうというふうに思っ

ています。

また、この施策を展開するに当たりまして

は、いろんな地域の方のお話をしっかりと聞い

ていくということ、細かなお話まで聞いていく

ことが大切であろうというふうに思っておりま

す。そのことをしっかりとやっていく。そし

て、県議会、関係団体の皆さんとの円滑な関係

を築き上げていくということが大切であろうと

いうふうに思っております。また、そういうふ

うなお話を聞いていく中で、いろんなことが耳

に入ってくると思います。そのことについて、

知事に対しても言うべきときにはしっかりと意

見を申し上げるというのが、私の役割であろう

というふうに思っております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（内田欽也君）

します。

課題の認識と今後の取り組みについてであり

ます。本県では、特に高速道路を初めとする各

種社会インフラの整備、あるいは南海トラフ巨

大地震等に対する防災・減災対策が喫緊の課題

でありまして、その解決に向けた取り組みを進

めることが、私に課された大きな責務の一つと

考えております。
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この認識のもと、私は、出身元である国土交

通省、あるいは官民交流で出向しました民間企

業、これらの知識、経験、あるいは人脈という

ものを生かし、県民の皆様を初め、県職員とも

十分に対話を重ね、河野知事、稲用副知事と

がっちりとスクラムを組み、本県のさらなる成

長、発展に全力を尽くしてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

ありがとうございました。○渡辺 創議員

続いて、具体的な質問に入ってまいりたいと

いうふうに思います。

まず、ローコストキャリア（ＬＣＣ）につい

てお伺いをしたいと思います。

昨年は、日本におけるＬＣＣ元年とも呼ばれ

て、国内各地での開設が相次ぎました。日本で

のＬＣＣの流れというのは、国際的な流れから

いえば少し遅い状況下にあるかと思いますけれ

ども、オープンスカイであったり規制緩和の中

で新しい段階に入ってきたというふうに言うこ

とができるかと思います。まず、お伺いをしま

すが、県では国内でのＬＣＣ（格安航空会社）

の就航状況についてどのように把握をしてい

らっしゃるでしょうか、総合政策部長にお伺い

します。

国内のＬＣＣ○総合政策部長（土持正弘君）

でございます。ただいま議員のほうからお話が

ございましたとおり、昨年はＬＣＣ元年と呼ば

れるなど、ピーチ・アビエーションを初め、

ジェットスター・ジャパン、エアアジア・ジャ

パンが相次いで、関西空港や成田空港などを拠

点といたしまして、国内各地に路線を開設して

おり、現在27路線となっております。

九州の各空港におきましても、福岡空港はも

ちろんのこと、長崎、大分、鹿児島空港にＬＣ

Ｃの路線が順次開設されたところでありまし

て、現在11路線となっているところでございま

す。

御答弁にもありましたよう○渡辺 創議員

に、九州の中でも11路線ということになってお

ります。今年度の予算の中で、宮崎県としても

ＬＣＣの開設支援という項目が含まれておりま

したけれども、具体的には県としてどのような

形で取り組んでいらっしゃるでしょうか、同じ

く部長にお伺いいたします。

県ではこれま○総合政策部長（土持正弘君）

で、ＬＣＣの動向を十分注視しながら、情報収

集に努め、国内ＬＣＣ各社との意見交換を行っ

てきたところでございます。

今年度は、路線を開設するＬＣＣに対しまし

て、空港のカウンター設置や案内表示など、就

航に必要な経費を助成する支援制度を新たに創

設いたしまして、会社訪問を実施し、本県の魅

力をアピールするなど、誘致に向けて具体的な

取り組みを行っているところでございます。

ちょっと話を転じますけれど○渡辺 創議員

も、宮崎空港では、ソウル線、台湾線の国際線

の定期便も２路線開設されています。さらに、

中国との路線開設にも県としては意欲を燃やし

ているということかと承知しております。お隣

の鹿児島県では、この数日、国際路線の搭乗率

を上げるために県を挙げた取り組みをしようと

しているのが、なかなか県民やメディアからは

理解されずに疑問が呈されているという状況に

ありますけれども、国際定期路線の維持に向け

て、宮崎県としてはどういう課題認識と取り組

みをしていらっしゃるのかということをお伺い

したいと思います。以上、お願いいたします。

本県の国際定○総合政策部長（土持正弘君）

期便でございますが、搭乗率が50％から70％程

度で推移をしておりまして、国際情勢など外的
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要因の影響を受けやすい状況にあると言えま

す。路線を安定的に維持してまいりますために

は、双方向の利用促進に取り組んでいくことが

重要でありますことから、本県への誘客はもと

より、海外への送客の促進に、官民を挙げて取

り組んでいるところでございます。

また、経済発展の著しい中国・香港との路線

の開設に向けましては、現地での本県の認知度

を高めてまいりますとともに、チャーター便の

実績を積み重ねていく必要がありますので、旅

行会社へのセールス活動はもとより、今年度か

らチャーター便の支援を行うこととしたところ

であります。

国際線の収益の分岐点という○渡辺 創議員

のは、大体、搭乗率が７割前後必要だというよ

うな話も伺ったところです。平成24年度のデー

タでは、ソウル線の搭乗率が63.4％、台北線

が64.9％というふうに伺っておりますので、な

かなか厳しい水準にあるのかなというふうに思

います。東アジアの主要都市と本県が直接結ば

れるというのは非常に大事なことかと思います

し、また特に台湾線においては 私が議員に─

なるよりもずっと前の話でありますが 非常─

に大変な努力によって路線の開設がされたとい

うふうにも伺っておりますので、しっかりと利

用拡大を図る必要があるのかなというふうに

思っております。

通告をしておりませんが、ちょっと知事にお

伺いをいたします。先ほども少し申しました

が、鹿児島県では上海線の搭乗率を向上させよ

うということで、県職員を1,000人規模で上海に

送って 民間人もここに来て含まれるみたい─

な話になってきたようですけれども 研修を─

行うという計画が、賛否を含めて非常に話題に

なっております。御存じですかと聞くのもあれ

ですが、御存じだと思いますけれども、御存じ

でしたら御感想なりをお伺いできればというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。

今御指摘がありました○知事（河野俊嗣君）

ように、東アジアとを結ぶ定期航空路線は非常

に重要であり、維持していかなくてはならな

い。本県にとってもそうですし、鹿児島にとっ

てもそうである。そういう問題意識のもとの対

策であろうかというふうに考えておるところで

ございます。

そのニュースを聞いて思いましたことは、

やっぱり我々宮崎としても、台北線、ソウル

線、それと同じような危機感を持って利用促進

に努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。鹿児島のやり方、それはい

ろいろお考えがあるというふうに思っておりま

すが、一つは、１回送ればそれで済むことでは

なしに、内部で議論しながら利用促進のための

仕組みをつくっていく、長い目で見ての仕組み

づくりが必要ではないかということ、それか

ら、研修というものがどういうことを目的で考

えられるんだろうかというところがあったとこ

ろであります。いずれにせよ、我々も同じよう

な危機感を持って取り組んでまいりたいと考え

ております。

済みません。通告のない質問○渡辺 創議員

でしたが、ありがとうございました。

話題をＬＣＣに戻したいというふうに思いま

すけれども、実はことしの３月にピ－チ・アビ

エーション社を訪問いたしました。訪問の目的

は、宮崎の路線開設の可能性があるかというこ

とを直接伺ってみたいということでした。結論

から申し上げれば、その可能性は十分以上にあ

るというふうに思います。同社は、関西空港

と、九州で既に福岡、鹿児島、長崎、３県を結
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んでおります。同社の総合企画部長によれば、

「この３路線については、開設１年目の会社が

まずは基盤固めのために開いた固めの路線であ

る。これからは、その上で新しい展開が必要と

なる。九州の空港はすべてが就航の候補地であ

る」というふうに明言をされました。

また、同氏の話ですと、ＬＣＣの乗客という

のは、ビジネスマンは１割にしか満たないとい

うことです。そのほとんどの乗客は観光客で

あったり、帰省であったり、同窓会に出席する

ために帰ってくるような旅行であったり、単身

赴任の方が行き帰りに使うというようなことに

なるそうです。ですので、今まで飛行機に乗っ

ていた層、そのパイを奪い合って今までの路線

とやるというよりも、新しい客層を開拓してく

るというような要素が強いということでした。

いろいろ御説明を伺ったんですが、例えば

ピーチの場合、関西空港と九州を移動しようと

いう場合には、3,780円から１万4,000円程度で

行くことができます。２～３週間前に買えば、

１万円前後で往復のチケットを買うことができ

るということになります。関西と福岡の新幹線

の往復が大体３万円ぐらいですので、この料金

で行けるということになれば、今までは出な

かった同窓会に帰って出てみようかとか、親の

もとに帰る帰省をちょっとふやしてみようかと

か、そういう層が確実にふえるというお話でし

た。

さらに、宮崎には幾つかの優位点があるとい

うふうに考えられます。まず１つは、宮崎の出

身者が関西地域に非常に多くて、人的な交流で

あったり、ネットワークがあるということ。２

つ目は、半分残念なことでありますが、宮崎空

港と関西空港には定期路線がないということで

す。３つ目は、宮崎の場合、空港と市街地が近

いので、低コストでの旅行を望む方々にとっ

て、空港から市街地という余計な交通費を負担

しなくて済むというメリットがあるということ

でした。

こんなふうに環境的なメリットもあるわけで

すから、私は近い将来、必ず路線の開設が可能

だというふうに考えております。もう執行部の

皆さんはおわかりのとおりだと思いますが、課

題は、しばらくの間、就航が定着するまでの間

の空港の使用料であったり、施設使用料の減免

がどの程度できるかということです。お話を伺

いましたが、ずっと減免を求めるというわけで

はありませんでした。就航して定着するまでの

間、そこの部分の負担を一定程度願えないだろ

うかというようなことでした。あわせて、地元

のメディアなども巻き込んで、ぜひ関西空港と

宮崎を結ぼうという機運を盛り上げていただき

たいということでした。このことは、県の努力

で十分にできることだろうというふうに思いま

す。いろいろ述べましたが、ぜひ、ＬＣＣの路

線開設について、知事のやる気を御表明いただ

きたいというふうに思います。

ＬＣＣ、いろいろるる○知事（河野俊嗣君）

御指摘がございました。確かに、関西空港等ハ

ブ空港と結ぶことができれば、低料金によるメ

リットもありますし、いろんな選択肢が広がっ

てくる、新たな需要の創出が期待できるのでは

ないかというふうに思っておりますし、本県が

取り組む東アジア経済交流戦略という意味で

も、行き来がより便利になる。さらに、そうい

う需要が高まってくる、期待が持てるというふ

うに考えております。

今後とも、航空路線というものは、本県にと

りましては非常に重要な交通手段でありますの

で、既存路線を維持充実するというのは大事で
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すし、それに加えて御指摘のＬＣＣの誘致につ

きましても、本年度、初期投資の支援制度とか

つくったわけでありまして、そういったところ

のアピールをしながら、積極的に誘致に取り組

んでまいりたいと考えております。

ぜひ、積極的な展開をお願い○渡辺 創議員

したいというふうに思います。ピーチの場合、

宮崎は、韓国、台湾路線がありましたけれど

も、関西空港で、ソウルじゃありませんが、韓

国への便もあります。台湾への便もあります。

また、それ以外の海外への路線もたくさん関西

空港にはあるわけですので、県民の方が安価に

世界に向かっていく、また世界の方が安価に宮

崎にやってきてもらうという意味での選択肢の

広がりは大切なことかというふうに思います。

知事の１期目の任期中にも実現できることでは

ないだろうかというふうに思いますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。

それでは続いて、県の総合運動公園の活用に

ついて御質問をさせていただきます。

宮崎市の木花にあります県の総合運動公園と

いえば、スポーツをする、親しむ県民にとって

は、非常になじみのある施設かというふうに思

います。春にはジャイアンツのキャンプもあり

ますし、サッカーのキャンプもあります。こと

しはＷＢＣのキャンプもありました。また、つ

い先週末は県民スポーツ祭の開会式もありまし

て、私たち県議団も知事や飛田教育長と一緒に

運動公園でサッカーをさせていただきまして、

翌日の新聞には、知事の名シュートの場面も地

元紙のスポーツ欄に掲載をされておったと記憶

しております。この運動公園は、イベント時に

は非常に多くの方々がお集まりになりますが、

駐車場の収容台数と、イベント時など来場者が

多い場合の公園の利用状況はどのようになって

いるのか、お伺いをしたいと思います。教育長

にお願いいたします。

県総合運動公園には○教育長（飛田 洋君）

５カ所の駐車場がございまして、収容台数は合

わせて3,475台となっております。駐車場の利用

が多い日の延べ台数は、平成24年度で見ます

と、例えば高校総体開会式当日で延べ4,097台御

利用いただいているところであります。延べ台

数は収容台数を上回っておりますが、午前中の

みの利用など短時間での利用もございますか

ら、通常は駐車できないというような苦情はい

ただいておりません。

通常はあふれることはないと○渡辺 創議員

いうことだったかと思いますが、ジャイアンツ

のキャンプ時であったりとか、そういう巨大イ

ベントのときには駐車場の不足も見受けられる

ところかというふうに思います。素人から見ま

すと、あの公園に非常にたくさんの方が集まっ

ている際に、もし東日本大震災のような大きな

災害が発生をすれば、当然、公園内での避難場

所が不足をするかというふうに思います。宮崎

市の指定避難箇所は、公園の中にサンマリンス

タジアムのスタンドなど３カ所というふうに理

解をしておりますが 済みません。１問飛ば―

しました。たくさんの方が訪れる公園なんです

けれども、運動公園は日向灘に近いところにあ

りますので、現時点で災害の際にどういう避難

誘導体制をとっているのか、お伺いします。失

礼いたしました。

県総合運動公園にお○教育長（飛田 洋君）

いては、スポーツ指導センター、県体育協会並

びに２つの指定管理者で構成する自衛消防組織

を編成するとともに、従来あった災害対策マニ

ュアルを改正し、役割分担を定め、避難訓練も

実施いたしております。災害発生時において
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は、園内放送や避難誘導班による呼びかけを行

い、公園利用者への避難誘導が迅速に行えるよ

う取り組んでいるところでございます。

また、今お話がありましたが、昨年度は、県

土整備部を初めとする関係機関が協議し、３カ

所の避難場所を設定して、避難場所の表示や案

内看板の設置をしたところであります。さら

に、避難場所のチラシを作成しまして、利用し

ている各学校を初め、関係団体や宮崎市の担当

部局へも配付を行い、利用者への周知も図って

いるところでございます。

ありがとうございました。失○渡辺 創議員

礼いたしました。

県土整備部長に伺います。先ほどお話ししま

したように３カ所避難箇所があるかと思います

が、たくさんの方がいらっしゃるときには十分

な対応ができるのだろうかという疑問もありま

すけれども、そういう発災時の対応について県

土整備部のほうではどのような検討をしてい

らっしゃるのでしょうか。

県総合運動○県土整備部長（大田原宣治君）

公園におきましては、今、議員が言われました

とおり、サンマリンスタジアム、陸上競技場、

そして青少年自然の家の３つの施設を津波避難

施設として位置づけているところでございま

す。

この３施設につきましては、これまでに耐震

調査や補強工事を計画的に行い、耐震化を図っ

てきたところでありますが、津波に対する安定

性を確認する必要があることや、大規模イベン

ト開催中に津波が発生した場合に、避難施設に

収容できない利用者の安全確保をどのように図

るかなど、検証すべき課題があります。このた

め、本年２月に県が示しました津波浸水想定や

イベント時の利用者数などのデータに基づき、

今年度、さまざまな角度から詳細に分析し、対

応を検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。

了解いたしました。今、対応○渡辺 創議員

策を検討中ということかと思いますけれども、

そこで、１つ提案をしたいというふうに思いま

す。運動公園の敷地内には複数の駐車場がござ

いますけれども、その中の駐車場でも周辺の集

落に非常に近い側の駐車場に、混雑時の駐車場

の不足の解消、それと運動公園の中での避難箇

所の確保、また近くにいらっしゃいます周辺の

住民の皆さんの避難箇所という観点をあわせ

て、ぜひ道路側、集落に近いほうの駐車場に、

緊急避難場所としての立体駐車場を御検討いた

だけないだろうかというふうに思います。周辺

には防災対策に非常に熱心な 危機管理部局─

の方はよく御存じかと思いますが 島山地区─

もございますけれども、非常に熱心に取り組ん

でいらっしゃいますが、周辺には高い、逃げる

ところがないという状況があります。避難タ

ワー等いろんな話が全国的にも出ておりますけ

れども、なかなか日常的に活用のできない施設

の建設というのは難しい状況にあるかと思いま

すので、ぜひ、駐車場と兼ねてそういうものを

検討できないのか、御検討いただきたいという

ふうに思いますので、県土整備部長にお考えを

お伺いしたいと思います。

立体駐車場○県土整備部長（大田原宣治君）

の設置につきましては、公園利用者の利便性の

向上が図られるとともに、避難場所が確保され

る一つの方法と考えられますが、周辺の地元住

民の皆さんのための避難場所の確保につきまし

ては、現在、宮崎市が「宮崎市地震津波対策イ

ンフラ構想検討会」の中で検討されているとい

うふうに伺っておりますので、その状況を注視
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してまいりたいと思っております。

ありがとうございます。宮崎○渡辺 創議員

市のほうも確かに検討を進めておるところです

ので、県施設の中でいろんな役割、要素を兼ね

合わせた施設として、ぜひ御検討いただければ

というふうに思います。

続いて、宮崎港の関連施設についてお伺いを

したいと思います。

済みません。これも通告しておりませんが、

知事にちょっとお伺いをしたいと思います。宮

崎はマリンスポーツが非常に盛んで、知事もそ

のアピールのためにサーフィンをされたり、さ

まざまされていますけれども、サーフィンのほ

かにマリンスポーツと言って思い浮かべるもの

を幾つか挙げていただければというふうに思い

ます。

自分がやったものとし○知事（河野俊嗣君）

ては、サーフィン以外では、例えばトライアス

ロンとか、島浦に泳いで渡る遠泳大会、そうい

う水泳の類いもありますし、これからぜひやっ

てみたいものとしましては、スキューバダイビ

ング、ヨット、シーカヤック、それからフィッ

シング、そういったいろんなものが思い浮かぶ

ところであります。

ありがとうございました。水○渡辺 創議員

上バイクというのが出てこないかと思って期待

をしたんですが、残念ながら出てまいりません

でした。

宮崎市のみやざき臨海公園にクルーザーの係

留地がございます。その東側の隣接地に、ほぼ

同じような面積でディンギー 小型のヨット―

ですけれども の艇庫と海へおろすための斜―

路を備えたヤードがございます。このヤードに

つきましては、教育委員会の所管ということの

ようですけれども、利用状況につきまして、教

育長にお伺いをしたいと思います。

ヨットの中で動力の○教育長（飛田 洋君）

ついていない小型のヨットのことをディンギー

と言っておりますが、ディンギーヤードは、こ

のような小型ヨットの保管と出航準備のための

専用スペースとして利用いただいております。

高校総体や国体種目であるヨット競技専用の施

設として、県内に２カ所にのみ設置いたしてお

ります。競技力の向上に重要な役割を果たして

いる施設でございます。

現在、みやざき臨海公園のディンギーヤード

には、常時出航できる体制をとっている艇、小

型ヨットが８艇ありまして、このうち５艇は高

校の部活動でほぼ毎日使用されております。ま

た、一般利用者や小学生を対象にしたスポーツ

教室、さらには各種大会用として、艇庫内に36

艇の小型ヨット、ディンギーがありまして、す

べて合わせると44艇が通常このディンギーヤー

ドを使用いたしております。

ディンギーにとっての貴重な○渡辺 創議員

活動の場所になっているということはよくわか

りました。これからも大切に、その環境は維持

をしていただきたいというふうに思います。た

だ、周辺の方に聞きますと、今、答弁の中にも

ありましたけれども、その利用時間というのは

高校の部活動等が中心ということですので、あ

る程度、時間帯は限られているのかなという印

象を受けます。

そこで、提案なんですが、ディンギーの利用

がない時間帯であったり、利用がない日に、ま

たディンギーの利用の迷惑にならない範囲で、

水上バイクの上げおろしにも、ヤード内にある

斜路 海に入っていく斜めの道になりますが―

を活用できないものだろうかというふうに―

考えます。水上バイクは非常に重量もあるため
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に、水面への上げおろしになかなか苦労がある

というふうに聞いております。通常は海辺まで

牽引車といいますか、車で乗り込んでいって、

バイクをおろしてということになるようなんで

すけれども、この斜路を活用すれば、比較的容

易に水上バイクの上げおろしができるというこ

とのようです。ディンギーの利用があるときに

いつでも使えるとか、そういう水上バイクがい

つでも使えるようにというわけではなくて、ど

うにか折り合いのつく形で、また例えば、きち

んと安全性のルール等を守れる方の登録制で

あったりとか、ヤードの利用料を一定程度徴収

するというような形でもいいかと思うんですけ

れども、ぜひ、宮崎のマリンレジャーの振興と

いう観点からも、ディンギーの活動に支障のな

い範囲で、水上バイクの上げおろし等について

も御検討いただけないかと思いますが、いかが

でしょうか、教育長にお伺いします。

今お話にありました○教育長（飛田 洋君）

ように、ディンギーヤードにはスロープ状に

なった斜めの船揚げ場を設けておりまして、小

型のヨットを海におろしたり、あるいはおかに

揚げるときに使っております。船揚げ場付近で

は、おりたところがクルーザーなどの航路でも

あります。また、ディンギーを使用している方

の中には、小学生を初め、技量の未熟な方もお

られます。そのようなことから、事故につなが

る危険性も危惧されるところがございます。そ

のため、議員の御指摘を踏まえ、安全面や船舶

の航行区域の制限など、さまざまな観点から臨

海公園の船揚げ場付近について調査をしてみた

いと考えております。

ありがとうございました。御○渡辺 創議員

検討願いたいと思います。

続いて、県の広報戦略について御質問をさせ

ていただきます。

昨年来、機会あるごとにお話をさせていただ

いておりますが、記者会見のスタイルの変更、

会見における積極的な情報発信、全庁的な広報

マインドを定着させるための取り組みなど、さ

まざまなことを提案いたしまして、一部につき

ましてはお取り上げいただいているというふう

に理解をしております。また、テレビ、新聞等

既存メディアとの関係の構築、各メディアの特

徴を意識した上での情報発信のあり方などにつ

いても提起してきましたが、現時点で県の取り

組み状況はどうなっているか、総合政策部長に

お伺いをしたいと思います。

記者会見につ○総合政策部長（土持正弘君）

きましては、その発表がタイムリーで効果的な

ものとなるよう、発表事項の幅広い掘り起こし

や会見スタイルの見直し、発表資料の工夫な

ど、随時改善を重ねながら実施しているところ

であります。

また、広報企画主任会議を設けておりますけ

れども、ここで重点広報テーマや効果的な広報

の方法に関する検討など、各部局が共通認識の

もと連携した広報活動ができるよう、これまで

年度１回の開催を24年度には４回にふやすな

ど、きめ細かな意見・情報交換に取り組んでい

るところでございます。

その結果、定例会見では発表事項が着実にふ

え、また記事や番組にも取り上げられる機会が

ふえるなど、定例会見の活用による情報発信に

一定の効果が上がっているものと認識をしてお

ります。

一方、広報企画主任会議につきましては、よ

り実質的な議論、意思決定の場として機能する

よう、引き続き、活性化に向けた見直しを行っ

ていく必要があると考えているところでありま
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す。

提案に真摯に向き合ってくだ○渡辺 創議員

さっていることに、心から感謝を申し上げたい

と思います。

ただ、外から見ておりますと、既存メディア

との関係といいますか、対する姿勢等について

は、もう少し工夫の余地がいろいろあるのかな

という印象も持っておりますので、また次回以

降の質問で取り上げさせていただきたいと思い

ます。

県のほうでは、フェイスブックであったり、

ホームページでの動画配信にも熱心に取り組ん

でいると、これまでも答弁をいただいておりま

す。県議会でも議長、副議長の肝いりで県議会

のフェイスブックが始まったところです。私

も、宮崎県の広報であったり、みやざき犬

「ひぃ」「むぅ」「かぁ」のフェイスブック等

を毎日見せていただいておりますが、県の執行

部のほうでも、 近は遊びといいますか、非常

に発信の幅が広がって、読むのが楽しいなとい

う状況になっているかというふうに思っており

ます。

一方で、動画についてはなかなか難しい面が

あるのかなと。以前、知事が答弁でおっしゃい

ましたサーフィンの動画も 日にちが何日か─

たっていますので、爆発的にふえていたら申し

わけありませんが 数日前は800ぐらいのアク─

セスといいますか、閲覧数ということで、なか

なか伸び悩んでいるのかなという印象を受けま

す。誘導対策も含めて、動画配信の難しさがあ

らわれているというふうに感じておりますが、

新しいメディアに関してのこういう取り組みを

どのように県としては評価しているか、同じく

部長にお伺いをしたいと思います。

県では、フェ○総合政策部長（土持正弘君）

イスブックや動画配信に当たりまして、親しみ

のある文章表現や魅力的な写真、動画の活用を

心がけることで、リアルタイムでわかりやすい

情報発信に取り組みますとともに、ホームペー

ジなど他の広報媒体へ誘導するなどの活用を

行っているところであります。

その結果、フェイスブックページにつきまし

ては、「いいね！」の数や投稿閲覧者数が順調

に伸びており、新たな広報手段として一定の評

価をしているところであります。一例といたし

まして、県内海水浴場の水質検査結果が 高ラ

ンクであったことを伝える投稿に対しまし

て、700人を超える「いいね！」と１万人の閲覧

があったところであります。

一方、御指摘のとおり、動画につきまして

は、必ずしもアクセス数が十分でなく、魅力あ

るコンテンツ制作や誘導方法が課題となってお

りますことから、職員の知識や技能向上を図る

とともに、今年度開設予定の動画ポータルサイ

ト「宮崎県庁 楠並木ちゃんねる」を通じて、

視聴者数の増加につなげてまいりたいというふ

うに考えております。

これまでの質問の整理という○渡辺 創議員

ことで、もう１点伺います。今年度の県の広報

関連予算の総額をお伺いしたいと思います。部

長、お願いいたします。

県全体の広報○総合政策部長（土持正弘君）

予算総額でございます。これは、広報の予算だ

けじゃなく県庁全体ということでございます

が、平成25年度当初予算ベースで約４億5,600万

円でございます。

昨年度とほぼ同額というふう○渡辺 創議員

に理解をいたします。

本題に入りたいと思いますが、今、全国的に

は、統一感を持ったイメージ戦略で県の情報発
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信を強化しようという流れが強まっています。

代表例は、昨年、大当たりした香川県の「うど

ん県」、また思い切って自虐的な言葉遣いで存

在感を強調する島根県、それからつい先日発表

になった高知県の「高知家」という取り組み

は、高知の関係者は全部一家である、家族であ

るというコンセプトのもとに、出身である女優

の広末涼子さんを娘と位置づけた展開で、非常

にネット上等でも話題になっております。

高知県は、昨年人気を呼んだ旅行キャンペー

ンの「龍馬の休日」、これは坂本龍馬と映画の

「ローマの休日」をかけたコピーになっている

わけですが、それを初め、ことしは映画化され

た「県庁おもてなし課」、きわめつきが今度の

「高知家」と、非常に勢いのある取り組みをさ

れていらっしゃるかというふうに思います。ま

ず、こういう取り組みを宮崎県としてどう把握

していらっしゃるか、知事にお伺いをしたいと

思います。

それぞれそのような取○知事（河野俊嗣君）

り組みがされていることを存じております。ま

た、その関係の知事と、それをめぐってのいろ

んな意見交換をしたりすることもあるわけであ

りますし、また大変興味深いのは、そういうも

のが注目を集める、そしてその効果がどのよう

に出ているのかというところであります。今後

とも、その展開に注目をしてまいりたいと考え

ております。

３月に香川県庁を訪れたんで○渡辺 創議員

すが、要潤さんを副知事に使った「うどん県」

の舞台裏を少しでも学べればと思って行きまし

た。行ってみて、実は全部広告代理店に丸投げ

でしたというような話だったらがっかりだなと

思ったんですが、いい意味で期待は裏切られ

た。期待といいますか、予想は裏切られたとい

うところでした。

まず、香川県は平成10年の電通の好感度調査

で全国47位、要するにびりというふうになった

のがきっかけで、そこからの脱却をいかにして

図るかということで取り組んできましたが、長

く成果の出ない時期が続いたということでし

た。そんな中で平成22年に知事が交代をして、

１位から15位というのは、北海道であったり沖

縄だったり、東京だったり大阪だったりという

揺るがないところだと。だからこそ、20位を目

指そうという目標をつくって、そうしない限り

は香川県は四国の中で埋没してしまう、そうい

う意識で取り組んできたということです。

香川の非常におもしろかったところは、やり

方を思い切ったところでした。いろんなアイデ

アを、いろんなものを県外にアピールしていっ

てもなかなかだめであるんだったら、香川で一

番有名なものをとにかくアピールして、そこが

よその皆さん、県外の皆さんにとって興味・関

心を高められて、香川へ視線を向けられれば、

その後にいろんなものを売り出すことができる

だろうという発想に立って取り組んできたとい

うことでした。それで、香川で一番有名なもの

は何かといえばうどんということになって、

「うどん県」となったわけですが、今度はどう

やってうどんをフックにして皆さんの関心を引

き寄せるかということになります。

その中で職員さんから、思い切って県の名前

を変えてみてはどうかというプランが出たとい

うことです。もちろん、バーチャルな取り組み

なわけですが、そういうプランが出てからは、

ある意味ではアイデアの泉といいますか、いい

意味での悪乗りが続いて、改名するならおもし

ろくやりたい。名前が変わるとなれば、イメー

ジは、平成になったときの小渕官房長官が、こ
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うやって額を掲げて平成とやったのがイメージ

じゃないか。出身タレントを使って演出するん

だったら、国が官房長官なら県だったら誰だろ

う、総務部長かなと思ったけれども、若いイケ

メンの副知事のほうがおもしろい。では、そう

いう設定にしようと。副知事だからいろいろ東

京にも陳情に行くよなと、だったら本当に陳情

に行かせて、それでアピールしてみようと。日

本郵政と組んで年賀状のキャンペーンも張りま

した。

そういうふうに次から次へとアイデアが出て

きてやったわけですが、思い切りがよかっただ

けではなくて、狙いもきちんと定まっていま

す。発表の記者会見は、全国への発信なので、

香川県で行うのではなくて、香川県のフェアを

やっている東京で行う。大手メディアにも、ま

たいわゆるブロガーと言われる発信力の強い

ネット上の方にも呼びかけて、一斉に配信をす

る。発表日には東京で１日だけＣＭを流す。し

かし、お金がかかるので、後は通勤電車の中の

電子媒体に変える。それによって、香川県の特

設サイトのアクセスは、１日に1,000件だったの

が、その当日だけで７万4,000件、翌日も合わせ

ると、２日間で21万件のアクセスというふうに

変わったそうです。もちろん、その後、香川県

もいろいろ苦労が続いておりますけれども、

「アート県」につなげたり、さらにいろんな取

り組みにつなげて、しっかりと取り組んでいる

という印象を持っています。

さらに加えて言えば、「うどん県」の取り組

みの関連予算は、23年度が6,000万円で、昨年度

は5,500万円、県の広報予算が５億幾らある中

で、常識的な範疇の額かというふうに私は思い

ます。担当者の方が言っておりましたけれど

も、いろんな批判はやっぱりあったけれども、

しかし、おもしろがりながら真面目にやるとい

う姿勢を貫いたことがよかったと振り返ってい

らっしゃいました。ちなみに、香川県の認知度

は、昨年の調査で23位まで上がってきておりま

す。

知事にお伺いをします。今の宮崎の広報戦略

は非常に総花的な印象を受けます。総花的とい

うのは、裏返せば分散してしまっているという

ことでもあります。イメージ戦略に資する大き

な柱、テーマをしっかりと立てた上で、思い

切った取り組みが必要と考えますが、いかがで

しょうか。

今、御指摘いただいた○知事（河野俊嗣君）

ことの中には、本当にいろんなポイント、論点

があるわけでありますが、お伺いをしていて本

当にすばらしいなと思いましたのは、県職員の

アイデア、そしてそれをブレーンストーミング

の中で広げていったというところは学ぶ必要が

あるというふうに思っておりますし、職員の意

識啓発、アイデアを募っていく、そういう意味

でもおもしろいやり方だなというふうに思いま

した。それに要する経費、数千万というのは相

当な金額だなというイメージを受けたところで

ございますが、ただ、御指摘の趣旨は、ポイン

トを絞って、そのフックとなる、やっぱり関心

を示してもらうような打ち出し方というような

ところで、非常にユニークな、香川のみなら

ず、おもしろい取り組みをされているところだ

というふうに思っております。

どういう内容のものを、誰に対して、どのよ

うなメディアなり、どのようなやり方で伝える

か、まさに広報はそこがポイントでありますの

で、そういうところをよく整理しながら、こう

いったものを参考に、今後とも本県の広報戦略

というものをしっかり考えてまいりたいという
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ふうに考えておるところでございます。

いろいろ取り組みがある中で、たまたま広島

が、「おしい！広島県」というのに取り組んで

おります。広島出身の私にとっては、余りすと

んと落ちてこないものですから……。ただ、そ

れがどういう効果を呼んでいるのか、知名度の

アップ、好感度のアップ、観光誘客、それから

いろんな物産の販売、いろんなものにどういう

効果が及んでいるのか、そういったところも

しっかり研究してまいりたいと考えておりま

す。

先ほど１つ前の答弁の中であ○渡辺 創議員

りましたけれども、知事の「先進的な他県の手

法や展開を注目している」というふうな御答弁

がありましたが、ぜひ、注目している立場では

なくて、注目される立場になっていただきたい

というふうに思います。広報戦略で先に出ると

いうのは、まさにそういうことだろうというふ

うに思いますので、お願いしたいと思います。

具体的なイメージ戦略のテーマについても御

提案があったんですが、ちょっと時間の関係が

あるので、次に回したいというふうに思いま

す。

続けて、県庁の防災庁舎建設についてお伺い

をいたします。

有識者による検討委員会の状況についてお尋

ねをしようと思いましたが、昨日の松村議員の

質問にもありましたので、割愛をさせていただ

きます。今は、外来第１駐車場に延べ２万平方

メートルというのが望ましいというのが出てい

るようですが、これは有識者の委員会の方向で

あって、 終的に判断するのは県です。そろそ

ろ県としては、どんな施設が必要で、どんなも

のを盛り込みたいということを明確に示す段階

ではないかと思います。例えば、県の庁内委員

会では、その庁舎の中に知事室も入れるという

ような話もあったかと思うんですけれども、有

識者委員会の結論とはちょっと違うようです

が、知事として、現段階での県としてのお考え

を、明確にどんな施設にしたいのかということ

をお示しいただきたいというふうに思います。

御指摘のとおり、防災○知事（河野俊嗣君）

庁舎は、災害対応力を強化する意味からも、そ

の整備を急ぐ必要があるというふうに考えてお

ります。ただ、その整備を進める上では、今

後、何十年かの大計であるわけでありまして、

有識者の意見を聞きながら、また県議会を初

め、いろんな県民の皆さんの御意見を伺う必要

があるということで、いろんな手続を踏んでき

たところであります。有識者の検討委員会の一

定の方向性が出たところでありますので、それ

を受けとめて、早い段階で県としての考え方を

整理して、お示しをして、前に進めてまいりた

い、そのように考えております。

後に、職員の皆さんの給与○渡辺 創議員

カットについてお伺いをします。

昨日、県議会に県職員の給与を来年３月まで

カットする議案が提案されました。本県が給与

カットに至った経緯を御説明ください。総務部

長にお伺いします。

今回の給与削減に○総務部長（四本 孝君）

つきましては、まずことし１月に、東日本大震

災を契機とした防災・減災対策や地域経済の活

性化を図る財源とするため、地方公務員につい

ても、国に準じた給与の減額に取り組むよう、

国から要請がありました。あわせて、地方交付

税について、地方公務員の給与費相当分が減額

算定をされ、３月末には改正地方交付税法が成

立をしたところであります。その間、私どもと

しましても、さまざまな機会を通じて、国に反
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対意見を申し上げてまいったところであります

が、５月15日に25年度の国の予算案が成立をし

たということであります。

このようなことを受けまして、他県におきま

しても給与の減額に踏み切るところが出てきて

おりますが、厳しい財政状況などを勘案します

と、本県においても給与の減額を避けて通るこ

とはできないとの結論に至ったものでありま

す。

国の動きに対しては非常に不○渡辺 創議員

満を感じるところですけれども、国の動きに対

して県はどのように取り組んできたのでしょう

か。また、県内市町村の動きについてはどう把

握していらっしゃるでしょうか。

県といたしまして○総務部長（四本 孝君）

は、国に先駆けて、職員数の削減や給与の見直

しなど行財政改革に取り組んできているもの

の、そういった取り組みが適切に評価されてお

らず、また、今回の国の一方的な進め方に対し

て納得できないということを、全国知事会を通

じ、国と地方の協議の場や大臣との意見交換な

どさまざまな機会を捉えて、国に対して再三意

見を伝えてきたところであります。

また、県内の市町村も、全国市長会や全国町

村会を通じて、同様に国に対して意見を伝えて

きたと承知しておりますが、今回の給与削減に

係る全国的な流れの中で、多くの地方公共団体

においても、この対応について検討されている

ところであり、今後、県内市町村においても、

それぞれの判断で対応されていくものと考えて

おります。

削減される人件費は、県によ○渡辺 創議員

ると30億円、本日の宮日新聞で影響額は87億円

との報道もありました。県内への影響につきま

して、知事はいかがお考えでしょうか。

本県経済にそのような○知事（河野俊嗣君）

形で一定の影響が及ぶんじゃないかと大変心配

しておるところであります。だからこそ、これ

まで国に対して、特に国家公務員の給与の削減

の場合と比べまして、地方公務員の給与という

ものは地域経済に直結しているのではないかと

いう危機感もあったわけでありまして、いろい

ろ議論申し上げたところでございますが、今回

につきましては、これまでるる答弁してまいり

ましたとおり、苦渋の決断に至ったところであ

ります。しかし、今、本格的な景気回復、それ

から将来に向けての新たな成長ということで、

いろんな経済対策に取り組んでおるところであ

りまして、国の経済対策を踏まえた公共事業や

経済活性化のための施策に積極的に取り組むこ

とによりまして、少しでもそういうマイナスの

影響というものを抑えてまいりたいと考えてお

るところであります。

ありがとうございました。○渡辺 創議員

午前中の田口議員とのやりとりの中で、高校

生の課題解決力に驚いたというお話がありまし

た。まさに今、我々に求められているのも、そ

の課題解決力かというふうに思います。私も、

その課題解決に全力を注ぐことを戦後70年に向

けての若者の責務であると誓いまして、一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

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２時51分散会
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