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一般質問◎

ただいまの出席議員38名で○福田作弥議長

す。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、髙

橋透議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○髙橋 透議員

ざいます。けさ、「イラク、井ノ上書記官襲撃

から10年」という宮日の新聞記事を見ました。

きょう11月29日は、イラク戦争後の復興支援に

当たっていた都城出身の井ノ上正盛さんが、イ

ラクで武装集団に殺害された命日であります。

当時２歳だった長男は小学６年生、４年生に

なった長女は、まだ奥様のお腹の中でありまし

た。同じく10年前もこの宮崎県議会開会中であ

りまして、私も質問に立ち、井ノ上正盛書記官

への哀悼の意を表したことを覚えております。

ここに改めて、世界平和への遺志を引き継ぐ決

意をするところであります。ちなみに、３日前

の11月26日は、同じく外交官だった小村寿太郎

候の命日であり、何か深いつながりを感じま

す。小村候については後ほど教育のところで質

問いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、まず、道州制についてお尋ねをい

たします。これまでの議会における質問に対

し、知事は、有識者メンバーの国民会議に委ね

られる制度設計が明らかにされていない時点で

は、具体的な道州制の論議はできないと答弁さ

れてきました。また、どういう制度の設計をす

るのか、地域間格差が出ないような制度設計が

大変重要とも答弁されております。そして、道

州制は、国民的な議論を経て決断なり判断すべ

きものと、答弁を結ばれてきました。果たし

て、制度設計後に本県の主張が受け入れられる

のか疑問です。州都が宮崎に置かれる可能性は

ゼロに近く、分権本位の制度設計がつくられた

としても、社会資本整備で他県に大きくおくれ

ている中での道州制は、本県がさらに取り残さ

れ、寂れていくのではないかとの懸念を多くの

議員が指摘されてきました。最低限の社会資本

整備を確約するなどの条件が必須ではないか。

宮崎としてこうあるべきだという制度設計を打

ち出すことが必要と思われますが、知事の見解

を求めます。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

現在、与党で検討されております道州制推進

基本法案の骨子案では、制度設計に当たって検

討すべき多くの事項が、内閣府に設置されます

道州制国民会議での議論に委ねられることに

なっております。現時点では、道州制の必要

性、理念、姿というものが具体的かつ明確に示

されているわけではありません。私は、道州制

を検討するのであれば、少なくとも中央集権と

いうものを改め、中央府省を含めた国と地方双

方のあり方を抜本的に見直すという真の地方分

権を推進するもの、また、道州間や道州内の地

域間格差を拡大させるようなものではなく、道

州の一体的な発展に資するもの、また、何より

も国民、特に本県のようなインフラ整備のおく

れている地域の県民にとって、幸せの向上につ

ながるものでなければならないと考えておりま

す。このため、基本法案において、これらの点

を最低限明確に示すよう、全国知事会等を通じ

平成25年11月29日(金)
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て、本県としての意見を主張しているところで

あります。以上であります。〔降壇〕

現状の宮崎のまま本県が道州○髙橋 透議員

制に移行するなら、道州制は県民の利益になら

ないと私は思います。道州制については、地方

の意見がしっかり反映されるような状況でなけ

れば、私は、反対という選択肢もあっていいと

思うんです。知事の答弁を求めたいと思いま

す。

今、道州制をめぐる状○知事（河野俊嗣君）

況については答弁申したとおりであります。い

ずれにせよ、国の統治のあり方を抜本的に見直

す大変大きな改革になろうかというふうに思い

ますので、拙速に進めてはならないというふう

に考えておりますし、国民的な幅広い議論がな

されるべきものというふうに考えております。

私も、今後の議論の中で、インフラ整備がおく

れているなどの宮崎の実情を踏まえた主張を引

き続き行ってまいりたいというふうに考えてお

りますし、宮崎が廃れてしまうような道州制で

ありますとか、道州間や道州内の格差が広がる

ような道州制に対しては、賛成するわけにはい

かないと考えております。

賛成するわけにはいかない、○髙橋 透議員

それは反対ですね。しっかりした知事の決意が

うかがえたと思います。

10月24日付の宮日新聞でありましたけれど

も、「九州７県知事、平成の大合併全員評価」

とありました。知事は、市町村合併がよかった

と評価されているというふうに捉えられるわけ

ですが、具体的に説明をいただきたいと思いま

す。

大きな社会の変化、少○知事（河野俊嗣君）

子高齢化の本格化、さらには人口減少時代の到

来というものの中で、行政サービスを充実させ

て、安定的に提供できる体制をつくるというの

が、市町村合併の大きな目的であったというふ

うに考えております。合併団体におきまして

は、救急出張所や消防分遣所、下水道といった

社会資本の整備が進んでいるという面もありま

すし、また、職員の適切な定員管理のもと、新

たな行政ニーズへの対応のため、危機管理や地

域医療対策といった専門組織の設置など、効率

的・効果的な執行体制の確立が図られている

と、そういう面が見られる部分もございます。

一方では、職員の異動が広域的に行われるよ

うになりましたので、職員とのつながりが希薄

になったのではないかとか、地域の意見を施策

に反映できる仕組みというものが十分確立でき

ないという状況の中で、住民の声が届きにくく

なったという声もございます。地域に対する愛

着の希薄化など、コミュニティー機能の低下が

懸念されており、これは今後の課題というふう

に考えております。

したがいまして、合併したことによっていろ

いろ物事が進んだ部分もあり、でも、こういう

問題が顕在化している部分もあると。そのよう

に捉えられているところでございますが、これ

からの地域行政を進めるに当たっては、大きな

そういう市町村合併の理念というものをしっか

り今後に生かすという視点も大変重要であろう

というふうに考えております。行政と住民が十

分に意思疎通を図り、一体となって地域を運営

できる仕組みづくりが重要だというふうに考え

ておりますので、県としても、こうした市町村

の取り組みを、今後とも支援してまいりたいと

考えております。

市町村合併の大きな危惧され○髙橋 透議員

たことといいますか、わかってはいたんでしょ

うけど、人の流れとか町の形態が大きく変わっ
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てきたというところがあると思うんです。例え

ば、今、防災拠点ということで県庁をどうしよ

うかという議論があっています。県庁を動かし

てもいいよという議論もある一方で、県庁が動

いたことによって、宮崎市の中心部の町の形態

ががらっと変わります。そこなんですね。そう

いったところを、私たちは、市町村合併の検証

をしっかりとした上で道州制の論議はやってい

くべきだと思います。いずれにしましても、地

方の意見が反映される、そういう前提条件のも

とで、時間をかけて国民的議論を深めていただ

きたいと思っております。

宮崎県は112万の人口です。宮崎みたいな農業

県とか、あるいは人口が150万人以下の県、ここ

で何か連合体をつくって、いろんな場でまと

まって意見を言う。150万以下といったら、山口

県が142万で25位なんです。そうなると23県なも

のだから少数ですので、24位の鹿児島県を入れ

て、24県の多数派になりますから、そんなのも

知恵を出して、連合体なんかをつくって大都市

に負けない世論をつくる。知事の数では勝つわ

けですよ、数では。そういう意味で何か工夫さ

れるといいなと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

次に、農業県宮崎にとって大変重要な問題で

ありますＴＰＰ対策について、お尋ねをしてま

いります。最近の情勢では、政府が関税撤廃の

対象外とすることを前提としていた重要５品

目、ここの一部の品目を対象として検討してい

るということが報道されました。当初の方針と

約束が違う、変更する動きがあるということ

で、そういうことに対する知事の見解を求めた

いと思います。

今、小さな自治体の連○知事（河野俊嗣君）

合というお話がございました。これは、地域の

自立と分散を図る知事ネットワークということ

で、今、全国のいわゆる地方部の知事でのネッ

トワーク、13の県の中でいろんな議論、また提

言をしておるところでございます。

ＴＰＰ交渉に関しましては、私はこれまで、

的確な情報の提供や、地方との丁寧な対話を繰

り返し国に訴えてきたところであります。この

ような中、報道によりますと、10月の首脳会合

後に、自民党内で、農産品の重要５項目586品目

を中心に、関税を撤廃・削減した場合の影響に

ついて検証することが決定されたとのことであ

りますが、その後、検証内容についての情報提

供や説明はないところでありまして、一方で

は、年内の交渉妥結に向けて12月上旬にＴＰＰ

関係閣僚会合の開催が決まるなど、一体どうい

う状況なのか、どういう方向に向かっていくの

か、農業関係者を初め、県民に不安が一層広

がっているのではないかと考えております。国

におかれては、十分な情報提供のもとに、衆参

両院の農林水産委員会の決議というものがござ

います。これを遵守していただき、関税撤廃の

例外品目の確保を初め、地方の懸念を十分に踏

まえ、国益を損なうことのないよう、粘り強く

交渉に当たっていただきたいと考えておりま

す。

おっしゃいましたように、情○髙橋 透議員

報提供がしっかりなされていない、届いていな

いということは非常に問題点としてあるわけ

で、確かに、主食で米というのはパンに消費量

で抜かれたということであります。ましてや人

口減少ですから、食用米というのは、今後、作

付面積では拡大は期待できないということは理

解しないといけないと思うんですが、一方で、

水田の多面的機能、こういったものを考えたと

きには、耕作放棄地を出さない、ふやさない、
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そういった対策も求められるというふうに思い

ます。

そこで、ＴＰＰ交渉に加えて、国が減反政策

の大きな見直しを始めました。本県稲作農家の

経営安定に向けて、加工用米、飼料用稲などの

新規需要米の生産振興を図るべきだと思います

が、特に加工用米は、本県の焼酎用米だけで２

万3,000トンの需要があるそうです。そのうち

たった３％しか提供できていないらしいです

ね。したがいまして、加工用米というのは需要

が非常に見込めるわけで、伸び代が物すごくあ

るということであります。生産振興に向けて今

後どのように取り組んでいくのか、農政水産部

長にお尋ねしたいと思います。

加工用米につ○農政水産部長（緒方文彦君）

きましては、県内で確実な需要が見込まれるこ

とや、主食用米の栽培体系や機械施設が活用で

きることなど、本県水田を有効に活用する観点

から、重要な品目と考えております。また、そ

の推進に当たりましては、需要に対して安定的

に供給するとともに、生産コストの低減を図る

ことが必要でございます。このため、県といた

しましては、栽培しやすく収量の多い本県独自

の品種の選抜を進めますとともに、栽培段階か

ら収穫・乾燥段階までの生産コストの低減に向

けた技術の開発に取り組むなど、需要に十分応

えられるよう、加工用米の生産振興に努めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。今回○髙橋 透議員

の減反政策、正直言って情報が、ＴＰＰの関

係、正確に届いていないということです。しか

し、何となくわかるんです。無傷ではこれは通

らないなと。ある一定程度の覚悟を中枢部はお

見通しで、そのために今、対策を練っているん

じゃないかと、そう思えてならないんです。た

だ、先ほど言いました多面的機能というのがあ

るし、今、説明いただきました加工用米につい

ては価格差というのがあるから、そこはどうし

ても補塡で、何とか農家の耕作意欲を高めない

とだめだということがあるわけですから、経営

的に不利にならないように、その施策をしっか

りとっていく必要があると思います。

そこで、先ほどから言います減反政策、新聞

でも報道があったんですが、国は、新たな農地

集約とか、農家への補助金を始める方針であり

ます。小さい農地を集約して意欲的な農家や企

業に貸し出す農地中間管理機構について、政府

は、都道府県に運営費の負担を求める方針のよ

うです。この農地中間管理機構は、ＴＰＰ交渉

の行方をにらんだ農業強化策でありますが、Ｔ

ＰＰは国策なんですね。地方負担を求めるべき

ではないと私は思うんですが、知事のお考えを

お聞きします。

今、話がありました農○知事（河野俊嗣君）

地中間管理機構による担い手への農地の集積で

ありますが、日本再興戦略において、農業を成

長産業にすることを目的として打ち出された取

り組み、新たな施策ということであります。本

県のみならず、全国的に担い手の減少や高齢化

が進んで、耕作放棄地が拡大する中で、農地の

集積を通じた競争力の向上や担い手の育成強化

というものは、国の責務において、強力な主導

のもと状況を打開する必要があると、構造的な

問題であろうというふうに考えておるところで

ございます。この問題について林農林水産大臣

とも意見交換をする機会もございましたが、基

盤整備がおくれている本県のような地方の実情

を十分踏まえてほしいというようなこと、地形

の問題等もあります。また、この負担の問題も

同様であろうかというふうに考えております。



- 130 -

平成25年11月29日(金)

この政策の実施に関し、事業費の地方負担を求

める動きがあるわけでありますが、地方の財政

状況にかかわらず、国の責任において着実に推

進すべき取り組みであろうというふうに考えて

おりますので、全国知事会とも協力をしなが

ら、全額国庫により実施することを強く要望し

ているところであります。

その運営費というのは330億円○髙橋 透議員

というふうに新聞に書かれてありましたが、農

地面積で割り振られますと、本県は全国の割合

で1.5％ですか。したがいまして、おおむね５億

円ぐらいになるということです。それと、11

月27日の新聞報道にもあったんですが、新たな

交付金、いわゆる日本型直接支払い、従来の10

アール当たり１万5,000円を今度7,500円にする

らしいんですけれども、この財源についても、

農林水産省は地方負担を求める考えであるとい

う記事を見ました。繰り返しますけれども、国

策であるＴＰＰであります。県・市町村へ負担

を求めることは決して許されるものではありま

せんから、アンテナを高くして、今、知事から

答弁がありました、地方負担をさせない取り組

みをよろしくお願いしたいと思います。

次に移りたいと思います。カジノ誘致の問題

であります。知事は、さきの９月議会で、Ｉ

Ｒ、つまり総合型複合施設について前向きに取

り組むと答弁をされました。カジノ誘致に積極

的に取り組むと理解していいのか、再度確認の

ため、知事に答弁を求めます。

この統合型リゾートで○知事（河野俊嗣君）

ありますが、投資、雇用、税収、さらには観光

誘客など、多方面において地域経済に大きな効

果をもたらすものと考えておりまして、大変興

味・関心を持ってこの動向を見ておるところで

あります。こうした中、国内における統合型リ

ゾートの実現につきましては、現在、超党派の

国会議員で構成をされます議連において、法案

などの検討が進められているところであります

が、この中で、ギャンブル依存症などの課題へ

の対応や、地方財政に配慮した制度設計なども

検討されていると伺っておるところでありま

す。県としましては、引き続き情報収集を行う

とともに、今後の展開も含めてしっかりと検討

を進めてまいりたいと考えております。

カジノ誘致については調査を○髙橋 透議員

始められていると思うんですが、今後、調査を

進めていく中で、いろんな問題点、課題という

のが見えてくると思うんです。どのような課題

が想定されるのか、知事の認識を伺いたいと思

います。

これまでも、このカジ○知事（河野俊嗣君）

ノをめぐる議論の中では指摘をされております

が、ギャンブル依存症というものをますます助

長し、また社会的にも大変影響を及ぼすのでは

ないかと。治安の問題、教育の問題、いろいろ

御指摘をされているところであります。それに

対して、どのような方策、どのような対策が、

この制度化に当たって検討され、実行されるの

か、そこに注目しながら、現在動向を見、また

情報収集に努めているところであります。

今、知事が答弁なさったの○髙橋 透議員

は、できた後の心配を中心におっしゃったと思

うんです。治安の問題とか教育の問題とか。こ

のＩＲ誘致を行う中で、私は、果たして要件を

満たすことが本当にできるのか、クリアするこ

とができるのか、非常に危惧しています。

この前、田口議員が質問で言われておりまし

たけれども、例えば交通インフラ、宮崎空港、

ここが一つ入り口になると思うんですけれど

も、今ある国際線を今以上にふやして充実でき
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るかというところ、それが１つあると思うんで

す。私は、非常に厳しい課題ではないかと思っ

ています。さらに、高級ブランド品、必需品ら

しいです。こんな品物を豊富にそろえた店舗が

リゾート内に進出してくれるのかというのが２

つ目にあります。３つ目に、ギャンブルになく

てはならないのは巨大な歓楽街だと言われてい

ます。あんまり好ましいことではないんです

が、ギャンブルと性風俗は切っても切れない関

係らしいです。

私は、宮崎的には本当にハードルが高いん

じゃないかというふうに思っているんです。誘

致ですから支援ですよね。ということは、財政

出動が伴う事業になってくると思うんです。条

件整備を行ったが誘致がかなわなかった。これ

では、形の違いはあるかもしれませんが、知事

も９月議会でおっしゃいましたよ、リゾート法

の苦い経験の二の舞になっちゃいけないと。私

は、調査をされることは否定しませんが、宮崎

的にハードルが高いと、高過ぎると判断された

ときには、速やかにその判断、やめる決断もす

べきということを申し上げたいのであります。

だから、このカジノ誘致については慎重に取り

組んでいただきたい、そこのところのお考えを

いま一度、知事に答弁を求めたいと思います。

ハードルが高いという○知事（河野俊嗣君）

のがどういうことを意味しているのか、いろん

な意味合いがあろうかというふうに考えておる

ところでございますが、今、御指摘がありまし

たようなさまざまなエンターテインメントを必

ずしもフルセットで備えていなければ成り立た

ないかというところは、また議論があるのでは

ないかというふうに思います。大規模なもの、

小規模なもの、いろんなものがすみ分けはでき

るのかどうなのか。今、できますということを

申し上げているわけではありませんが、そうい

うところも含めて、本県としてそれを受けと

め、考えていくのかというのを、今後しっかり

情報収集する中で検討するというのが大変重要

なことであろうかというふうに考えておりま

す。

また、交通インフラの話がありましたが、こ

れは鶏が先か卵が先かという話になるかもしれ

ません。そのような魅力ある環境を提供するこ

とにより、さらなる路線の充実ということも考

えられるのではないかというふうに受けとめて

おります。いずれにせよ、そういったことも総

合的に勘案する中で、本県の今後の観光、経済

ということを考えた上で、しっかりと検討を進

めてまいりたいと考えております。

このカジノ誘致、カジノを○髙橋 透議員

持ってくるという民間の方々からして、鶏、卵

のレベルじゃないと思うんです。そこにしっか

りとした交通インフラがないのに、果たしてそ

こに 採算がとれないといけないわけですか―

ら、今の知事の答弁は少し疑問も持ちました

が、マカオがカジノの売り上げであのラスベガ

スを抜いたと、世界一ということで田口議員か

らも紹介がありましたけれども、私、調べてみ

ましたら、2012年の売り上げ、マカオの世界一

になった売り上げは３兆3,200億円であります。

ちなみに、2012年における我が国のパチンコ・

パチスロ業界の売り上げは19兆660億円です。マ

カオの約６倍です。世界一のカジノは、実は日

本のパチンコ業界なんです。税収増を図りたい

のであれば、そこに課税すれば済むことだがな

と思ったところであります。

いろいろ問題点をいっぱいはらんでおります

けれども、ギャンブルは、家庭崩壊あるいは自

殺、ホームレス、犯罪増加など、さまざまな問
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題を生み出しております。我が国のギャンブル

依存症は100万人を超えているらしいです。ギャ

ンブルは、基本的には敗者の犠牲の上に成り

立っているもの、いわゆる圧倒的多数の負けた

人の犠牲の上に成り立っているのがギャンブル

なんです。ギャンブルというのは、人を幸せに

するものじゃなくて、不幸に陥れるものであり

ます。２期目への出馬を決意された知事に繰り

返し申し上げます。調査は前向きに、積極的

に、カジノ誘致については慎重に対応されるこ

とを申し上げておきたいと思います。

それでは次に、福祉・医療対策について質問

をしてまいります。

まず１点目に、宮崎県立こども療育センター

がありますが、あそこにおける小児科医、看護

師の不足が問題点としてあります。現在の配置

状況について、福祉保健部長にお願いいたしま

す。

こども療育セ○福祉保健部長（佐藤健司君）

ンターでありますが、まず、小児科医の配置状

況につきましては、今年度から、非常勤医師１

名の体制で、週３回から４回の勤務となってお

ります。また、看護師の数は、育児などで休ん

でいる６名を除きまして、10月１日現在、正職

員34名、臨時的任用職員10名の合計44名であり

まして、配置先は、病棟勤務が37名、外来など

の勤務が７名となっております。また、看護師

の夜勤の状況は、ことし４月から10月の期間

に、一人が一月に夜勤をした回数は、７回か

ら10回となっております。

夜勤が７回から10回というこ○髙橋 透議員

とで今、御答弁がありましたけれども、私が認

識しているのは、夜勤は原則月８回というのが

たしかあったというふうに思うんです。２人体

制で８回というのが。10回というのはちょっと

問題だなということで今お聞きしておりました

が、現場の勤務実態なんかいろいろ考慮しなく

ちゃいけない。この８回という基本の回数を上

回ることで、職場に疲弊が生まれたり、あるい

は起きてはならない事故とか、そういったこと

も考えられるわけですから、夜勤が可能な看護

師確保をしっかり進めるべきじゃないかと思い

ますが、そこの取り組みについて福祉保健部長

にお願いいたします。

看護師の確保○福祉保健部長（佐藤健司君）

につきましては、ハローワークや看護協会など

を通じてその確保に努めておりまして、現在、

日勤のできる看護師の人数は確保しておりま

す。しかしながら、夜勤のできない臨時的任用

職員もおりますことから、本年４月から10月の

間の看護師一月当たり平均夜勤回数は、8.1回と

なっておりまして、お話のように、国が示して

いる目安の月８回以内をやや超えておりますの

で、その確保に向けて、引き続き取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

正職員で足らざるところを臨○髙橋 透議員

時職員でということで補っていらっしゃるわけ

ですが、その臨時職員が夜勤をしてくださらな

いという実態ですよね。そこにはいろいろと問

題をはらんでいるんでしょうけれども、今回は

聞きませんけど、病院局の管轄の県立病院でも

そういう状況があるとお聞きしております。全

国的に看護師不足、小児科医もそうなんですけ

れども、こども療育センターは以前よりも重度

の重複の障がいの子がふえているというふうに

聞きますから、非常に繁雑になっているのが現

実です。しっかり努力していただいて、抜本的

な対策も必要だと思うんです。何とか研究・検

討していってほしいなというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。



- 133 -

平成25年11月29日(金)

次に、最近、有料老人ホーム、非常に施設が

ふえつつありますが、介護施設で働く方の離職

率は大変高うございます。そこで、人材が確保

されているのか、あるいはサービスがしっかり

提供されているのか、非常に危惧をされるとこ

ろであります。新聞等でも、介護施設内での虐

待とか、あるいは詐欺事件があったりとか、時

折報道されております。そこでお尋ねするの

は、有料老人ホームや特別養護老人ホーム等に

対する本県の指導体制について伺いたいと思い

ます。どこまで指導を徹底しているのか、福祉

保健部長に答弁を求めます。

県におきまし○福祉保健部長（佐藤健司君）

ては、有料老人ホームあるいは特別養護老人ホ

ーム等の入所者の安全・安心、あるいはサービ

スの質の確保など、適正な運営を維持するため

に、各施設への指導監査を、おおむね２年に１

回実施いたしますとともに、これとは別に、必

要に応じて随時の立入検査等を行っておりま

す。また、新規開設が増加している有料老人ホ

ームにつきましては、毎年、研修会を開催いた

しまして、施設におけるコンプライアンスや防

災、感染症対策など、適切な運営に向けての情

報提供や、施設の持つ社会的責任について周知

徹底を図っているところであります。

警察本部長にお尋ねいたしま○髙橋 透議員

すが、有料老人ホームや特別養護老人ホーム等

における詐欺等の犯罪、最近の検挙事例を伺い

たいと思います。

最近の介護施設○警察本部長（白川靖浩君）

における事件としましては、本年８月、都城市

内の老人介護施設において、同施設介護職員、

これは50代の女性でございますけれども、入所

者３名の預金通帳等を不正に入手しまして、入

所者の代理人を装って、金融機関から多数回に

わたって合計約4,000万円に上る現金を引き出し

た事案を、窃盗、詐欺等の事件で立件・検挙し

ております。

今、答弁にありました、代理○髙橋 透議員

人を装って50代の女性が 施設入所ですか―

ら、自宅で生活できない方ですよね。これは想

定ですが、例えば認知症があるとか、あるいは

車椅子を必要とする方とか。どうも私、不可解

なのは、被害者御本人の通帳と印鑑を持ち出し

て金融機関の窓口に行っているわけです。通常

だったら、窓口で即アウトですよね。そこが

私、どうも不可解なところもあるんですけれど

も、介護職場で働いている方々というのは、そ

の志も高くて、福祉の心で一生懸命なんです

ね。今、警察本部長のほうから御説明がありま

した、一部の心ない方の犯行でありますけれど

も、真面目に施設を運営されている方々からす

れば迷惑な話で、そういう実態があるというこ

とを行政側はしっかりと認識した上で、先ほど

私がお尋ねしました ２年に１回ですね、通―

常の指導監査というのは。随時立ち入りとかを

やるということですが、人員体制もあるんで

しょうけれども、そこのところも強化していた

だきたい、そのように考えておりますので、今

後、働く方々の職場環境ももちろん改善が必要

ですけれども、指導体制を強化いただくように

お願いしておきたいと思います。

次に、介護保険制度の見直しが今、始まって

おりますが、当初は、要支援者に対する全ての

サービスが保険給付の対象外ということであり

ましたけれども、最近、さらなる見直しがあり

まして、要支援の訪問介護と通所介護、ここを

保険給付の対象外ということで見直しがあった

ようです。要支援者に対するサービスとか利用

者負担はどうなるのか、福祉保健部長にお尋ね
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いたします。

現時点におけ○福祉保健部長（佐藤健司君）

る介護保険制度改革案によりますと、平成27年

度から29年度の間に、要支援者に対する保険給

付のうち、お話のありました訪問介護と通所介

護、いわゆるホームヘルプとデイサービスでご

ざいますが、この２つが市町村事業に移行する

こととされており、全国統一のサービスから市

町村裁量によるサービスに移ることとなってお

ります。また、この改革案では、既存の介護事

業所に加え、新たにＮＰＯやボランティアなど

の多様な主体によるサービスの提供が可能とな

ります。なお、介護保険制度内でのサービス

で、財源構成は変わりませんし、現在の訪問介

護や通所介護と同様のサービスも提供できるこ

ととされております。また、移行後の利用者負

担につきましても、市町村の裁量により定める

こととなりますが、基本的には、現在の１割負

担や、27年度からの開始が検討されております

一定所得以上の方の２割負担を勘案して決定さ

れるものと考えております。

現時点で、利用者負担は従来○髙橋 透議員

どおりですよということじゃないんですね。１

割から２割負担になるときに負担がふえるかも

しれないということを理解したところでありま

す。いずれにしましても、介護が必要になって

くる入り口の段階、要支援、ここを軽んじて見

ているといけないと思うんです。よく民生委員

の方とか福祉委員の方々が中心になってサロン

とかをされるんですね、高齢者を公民館に集め

て。これは大事なことなんです。ひきこもりに

なりがちな方に来てもらって、いろんな会話を

する。そこが認知症を防ぐ役割にもなっている

わけです。あるいは、ちょっとけがをしてリハ

ビリが必要なのに、要支援の段階でサービスが

受けられなくなると、それが悪化しちゃって後

々重度の介護が必要になってくる。そうなると

介護保険財政にかかってくるわけです。だか

ら、要支援のところは余り軽く見ないほうがい

いなと思って、介護保険制度の見直しについて

は、そこら辺を私たちは注目しているところで

あります。今後ともいろいろと御指導をよろし

くお願いしたいと思います。

次に、水産業振興対策についてお尋ねをして

まいりたいと思います。

皆さん御案内のように、水産業界において

は、燃油価格が高どまりで、操業コストに占め

る燃油経費、多くを占めているわけです。漁業

経営に大きな影響を与えております。そこで、

漁業経営セーフティーネット構築事業によっ

て、燃油経費の負担軽減はなされているようで

ありますけれども、最近の円安等で燃油価格は

高どまりであります。したがって、漁業者もま

だ不満はあるわけです。そこで、燃油の高騰は

今後もまだ続くよ、高どまりは続くよと、ここ

はしっかりと前提とした上で対策をとらなく

ちゃいけない。そのために儲かる漁業というの

も県は打ち出しているわけですが、儲かる漁業

の実現に向けた取り組みについて、どのような

効果を見込まれているのか、農政水産部長にお

尋ねいたします。

漁業経営は、○農政水産部長（緒方文彦君）

御質問の中にもございましたように、燃油価格

の高どまり等により非常に厳しい状況にあるこ

とから、収支の改善に向けた経営モデルの提示

が重要であると考えております。このため、県

におきましては、現在、儲かる漁業を実現する

ための取り組みの一つとして、カツオ・マグロ

漁業など主要漁業を対象に、国の支援制度を活

用した経営モデルづくりを進めております。具
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体的には、漁船の小型化による燃油等の経費削

減と冷却方法の改善による魚価向上等により、

収支の改善を図るものでありますが、モデルの

実証を通じまして、地域漁業における操業方法

の工夫や、老朽化した漁船にかわる新船の建造

を促す効果が期待できるものと考えておりま

す。なお、モデルの実証に参加する漁業者に対

しましては、実証による水揚げが低迷した場合

のリスクを軽減するため、あらかじめ経営が保

証される水準の実証経費が支払われておりまし

て、３年間の取り組みにより、例えば漁船建造

費の約４割に相当する額が実質的な支援となる

など、実証に参加しやすい制度となっておりま

す。

ありがとうございます。新船○髙橋 透議員

を建造する、莫大なお金が必要なわけで、今ま

で補助 今もないんですけれども、今、説明―

がありました国の事業によって、実質的に４割

負担が軽くなるということですから、これは大

変すばらしい事業で、効果は出ると思います。

今、答弁いただいた儲かる漁業については、国

の事業ですが、ここに県はどのように支援をし

ていくのか、いま一度、農政水産部長に答弁を

求めます。

県におきまし○農政水産部長（緒方文彦君）

ては、現在、経営モデルづくりに向けて、関係

団体、漁協及び漁業経営者との合意を促すとと

もに、国の支援制度の採択条件をクリアするた

めの計画づくりの指導・助言を行っているとこ

ろでございます。また、国の助成対象とならな

い事前検討段階の経費、例えば、漁船の設計に

係る船の構造的な安全性を確認する復原性試験

に要する経費などを支援いたしております。今

後とも、さまざまな経営モデルの実証が円滑に

進むよう、これらの支援を行ってまいりたいと

考えております。

今後とも、やれることはぜひ○髙橋 透議員

しっかりやっていただいて、今、本当に経営で

大変な水産業の方々の支援を引き続きお願いし

たいと思います。

次に、カツオフォーラムについてお尋ねして

まいります。12月７日、もう間近になりました

が、日南市でカツオフォーラムが開催されま

す。このイベントを契機に、県全体として、さ

らなるカツオの消費拡大を講じていくべきでは

ないかと私は思いますが、このカツオフォーラ

ムを契機に、今後のカツオの消費拡大にどのよ

うに取り組んでいくのか、農政水産部長にお尋

ねします。

本県は、近海○農政水産部長（緒方文彦君）

カツオ一本釣り漁業の漁獲量が18年連続日本一

を誇るカツオ産地であり、地域資源としての活

用も含め、県内でのカツオの消費拡大は重要な

課題であると考えております。このため、８年

前から、県内の料理店等と連携いたしまして、

宮崎初かつおフェアを開催しているところであ

りまして、年々知名度も向上し、販売促進効果

が期待できるとして、参加店も240店舗まで増加

しております。また、ブランド化いたしました

「宮崎かつおうみっこ節」や、カツオ炙り重な

どの新たな料理を提供する漁業直営レストラン

の売り上げは、堅調に推移しておりまして、一

定の消費拡大が図られているものと考えており

ます。

県といたしましては、今般のカツオフォーラ

ムを契機といたしまして、関係者のさらなる活

動に期待するとともに、関係団体等と連携を図

りながら、引き続き、これまでの取り組みを継

続し、より消費者の視点を重視した商品づくり

や情報発信を行い、一層の消費拡大を図ってま
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いりたいと考えております。

今、答弁いただきました初か○髙橋 透議員

つおフェア、一定の成果が出ているようであり

ます。人口が集中するこの県都宮崎市、ここで

どれだけ消費されるかが一つポイントになって

くると思うんです。カツオ一本釣り日本一とい

う我が宮崎県なんですけれども、高知県とは物

すごく差が開いていますよね、消費量を見る

と。高知県を追い越すにはまだ背中は遠いんで

すが、さらに工夫していただいて、県都宮崎市

に力を入れていただく、そのことが大事だと思

うので、今後とも取り組みをよろしくお願いし

ます。

次に、土木行政について質問をしてまいりま

す。

国においては、発注する工事の施工単価積算

の一部に、新たな積算方式であります施工パッ

ケージ型積算方式を、ことし４月から導入され

ておるようです。その内容と本県発注工事への

導入スケジュールについて、県土整備部長にお

尋ねいたします。

土木工事費○県土整備部長（大田原宣治君）

の積算は、現在、舗装工や擁壁工などの工種ご

とに、必要な機械経費、労務費及び材料費をそ

れぞれ積み上げて行っております。これに対し

まして施工パッケージ型積算方式は、工種ごと

に公表される東京の標準単価を補正し、本県の

単価として積算する方法でありまして、土質や

施工機材などの現場条件の違いにも十分対応で

きるもので、受発注者双方の積算作業の効率化

や透明性の確保が図られると考えております。

国土交通省では、舗装や道路改良などにおける

主要な工種につきまして、平成25年４月より施

工パッケージ型積算方式を導入しておりますこ

とから、本県におきましても、現在のところ、

平成26年４月の導入を予定しているところで

す。

今、来年の４月の導入予定と○髙橋 透議員

答弁がありましたけれども、今議会でも質問が

出ていますよね。業者は、受注した工事に追わ

れて大変な時期、年が明けるとますます忙しく

なります。そういう意味では、周知が徹底でき

るのか、そういったところも心配をします。こ

の変更に伴う県内関連業者の負担を軽減するた

めに、変更時期をずらすとか、そういう対策は

とれないものか、いま一度、県土整備部長に答

弁を求めます。

施工パッケ○県土整備部長（大田原宣治君）

ージ型積算方式の導入に当たりましては、現

在、宮崎県公共事業情報サービスによる情報提

供を行うとともに、来年１月からは、県内各地

において、入札参加者などを対象に説明会を開

催しまして、関係者の皆様への周知を十分に図

ることとしております。今後、導入の時期につ

きましては、議員御指摘のようなお話もいろい

ろ伺っておりますので、関係団体等の御意見や

各県の導入状況などを総合的に判断した上で、

柔軟に対応してまいりたいと考えております。

大きいところはいいと思うん○髙橋 透議員

ですよ、大手は。１月から説明会とおっしゃい

ましたけれども、忙しいときに社員を説明会に

行かせるなんて、それはできませんよね。そう

いったところもいろいろと考慮いただいて、柔

軟な対応をいま一度、お願いしておきたいと思

います。

次に、日南市に二級河川・戸高川があるんで

すが、ここの改修工事について質問してまいり

たいと思います。戸高川というのは、日南市の

中心部を横断している川なんですが、この改修

工事については、用地買収に非常に時間を要し
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ておりまして、このたび、その用地買収も相

整ったようであります。肝心な改修工事の今後

の進捗について、答弁を県土整備部長にお願い

いたします。

戸高川につ○県土整備部長（大田原宣治君）

きましては、河道が狭く、たびたび浸水被害が

発生していますことから、酒谷川合流点から４

キロメートル区間におきまして、河川改修事業

を実施しているところです。これまで上流部で

は、下流への洪水の流下を軽減させるための660

メートルの放水路を、平成７年度に完成させた

ところであります。また下流部では、合流点か

ら600メートル区間の河道拡幅工事や、内水対策

としましての排水ポンプ施設が完成しておりま

して、一定の治水効果が見られているところで

す。来年度は、治水上支障となっております市

道油津星倉線第２号橋のかけかえに着手します

ほか、さらに上流側へ向けまして用地取得を進

めながら、河道拡幅などの工事を進めていくこ

ととしております。今後とも、必要な予算の確

保に努めまして、地域の皆様の御協力をいただ

きながら、事業を推進してまいりたいと考えて

おります。

今、部長から説明がありまし○髙橋 透議員

たように、これまでいろいろ被害とか出ていま

して、早くしてほしいというのがあるんです

が、これは聞きますと、完成が平成41年と私は

伺ったんです。申し上げましたように、密集

地、いわゆる市街地、日南市の中心地を横切っ

ている戸高川ですから、防災上極めて重要な工

事だと思うんです。平成41年、これは待てませ

ん。防災が非常に話題となっている今でありま

すから、早期完了が求められます。いま一度、

県土整備部長の答弁を求めます。

戸高川は、○県土整備部長（大田原宣治君）

家屋等が密集しております市街地を流れている

ことから、多大な事業費と期間が必要でありま

して、事業の早期完了のためには、スムーズな

用地の取得や、工夫を凝らしたコスト縮減を行

うことが大変重要であると考えております。こ

のため、既設護岸をできるだけ活用しますこと

で、用地買収範囲を縮小するとともに、工事費

の低減を図るなど、一日も早い事業の完了を目

指したいと考えております。厳しい財政状況で

はありますが、今後とも、さまざまな機会にお

きまして予算確保に努め、地域の皆様の御協力

をいただきながら、事業を推進してまいりたい

と考えております。

よろしくお願いします。○髙橋 透議員

最後になりました。教育問題であります。

８月27日でありました。小村寿太郎候顕彰弁

論大会が日南市で開催をされたところでありま

す。これまで私は、行こう、行こうと思ってい

たんですが、日程的に折り合いがつかずに、今

回やっと参加させていただきました。出場者の

高校生全て、発表が堂々としていまして、その

内容もすばらしく、小村寿太郎候を顕彰するに

ふさわしい弁論大会でありました。その大会の

趣旨が、国際連合や国際問題等について関心を

高め、国際平和、国際親善に寄与するというこ

とであります。したがいまして、多くの発表者

が、武力に頼らない平和外交を論じ、戦争やテ

ロ、紛争をなくすことの大切さを訴えていたこ

とに感心させられました。今どきのということ

を、よく私たち大人が言いますけれども、まだ

まだ日本の将来は明るいと確信をしたところで

あります。

ただ、残念だったのは、あんなすばらしい発

表をする高校生が参加する大会だったのに、150

人ですかね、参加者は。ただ、その大半を占め
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るのは地元の中高生です。大人の人も見えてい

ましたが、私は、地元でしたから、この方々は

動員で来ているなという、そんな思いもしたと

ころであります。平日の午後の開催です。もっ

と参加しやすい仕掛けとか工夫する必要がある

と思いますが、教育長の見解を求めたいと思い

ます。

この弁論大会は、宮○教育長（飛田 洋君）

崎県奨学会と日南市の小村寿太郎候奉賛会が主

催者となってなされておるんですが、私もス

タッフとして何度も参加しておりまして、議員

のお話があったように、本当にすばらしい発表

がなされると思っています。また、この大会

は、外務省などが主催する国レベルの大会であ

る「国際理解・国際協力のための高校生の主張

コンクール」の県予選という役割も果たしてお

りまして、実は、本県代表は国でも例年上位入

賞を重ねており、ことしも特賞を受賞し、来年

３月にニューヨーク国連本部へ派遣されるとい

うことが決まっております。

県教育委員会は、共催という形で参加させて

いただいているんですが、１次の原稿審査、弁

論大会の当日の審査員、大会運営などをさせて

いただいております。そのほか、ＰＲをと今

おっしゃったんですが、大会の模様を県の教育

委員会のテレビ番組にて紹介するなど、そうい

う広報もしているところであります。日南市の

ほうでも、ことしから、中学生、高校生に幅広

く来場を呼びかけておられます。今後、主催者

とか日南市と連携しながら、さらにＰＲ、情報

発信に努めるなど、大会の充実に向け、取り組

んでいきたいと考えております。

優勝者は、宮崎県代表として○髙橋 透議員

全国大会に行くということですが、副賞が韓国

訪問らしいですね。以前は、ポーツマス市など

のアメリカだったらしいんです。経費の問題も

あるんでしょうけど、未来を担う高校生ですか

ら、アメリカ行きの副賞を検討いただけないで

しょうか。教育長、お願いいたします。

この大会の経費とい○教育長（飛田 洋君）

うのは、実は、主催者である宮崎県奨学会と小

村寿太郎候奉賛会が負担されて実施されている

という大会でありまして、以前はアメリカに

行っていたというのは事実でございますが、実

は、国レベルで実施される中央大会の副賞が

ニューヨークの国連本部への派遣。ここ５年で

見ますと、４年間、宮崎県代表がニューヨーク

に行っております。そういうこととか、主催者

側の収入の減少というようなこともありまし

て、韓国とされているものであります。ただ、

今後とも、主催者や関係団体と連携して、大会

に参加する高校生の意欲がどうしたら図られる

かとか、あるいは、より効果的な大会になるよ

うにということで、共催という立場であります

が、運営に参画させていただこうと思っており

ます。

宮崎県予選の段階で副賞がア○髙橋 透議員

メリカ訪問ということになれば、もっと高校生

の意欲も高まって、もっと参加者が多くなって

もいいぐらいだと思うんですけど、検討いただ

きたいと思っています。

これまで私は、議場で何回か申し上げてきま

した。小村寿太郎候は、本県が生んだ偉大な外

交官でありますから、その偉業に思いをめぐら

せて、国際問題等に関心を高める機会となるよ

うな顕彰行事を行うべきだがということを申し

上げてきました。再度、ここでまた知事に考え

を伺いたいと思います。

小村寿太郎候は、近代○知事（河野俊嗣君）

日本の歴史の転換期に、外務大臣として我が国
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の外交を担って、数々の功績を残されておりま

して、本県のみならず、我が国にとって偉大な

先覚者の一人であるわけであります。その偉業

を県民に広く知っていただき、後世に語り伝え

ていくことは大変重要であるというふうに考え

ておりますし、まさにグローバル人材を視野に

人づくりに取り組んでいこうという本県にとり

ましては、本当に大きなモデルであるというふ

うに考えております。

先日、改めて本県出身の偉大な先覚者だなと

いうことを実感したのは、東京に在京宮崎県人

会というものがありますが、今、107年の歴史で

ありまして、その第１回目は、1906年の１月

に、小村寿太郎候がポーツマス講話条約を締結

されて帰られた、その立役者である小村候を囲

んで慰労会を行ったというのが第１回目である

ということであったようであります。

これまで、小村寿太郎候の顕彰は、官民一体

で組織をされました郷土先覚者銅像建設委員会

が、７体の銅像を総合文化公園に建設し、県民

の皆さんに広く知っていただくような取り組み

を進めておりますし、全ての小学生を対象とし

まして、小村候を含む郷土先覚者を紹介した社

会科副読本を配布しまして、郷土についての学

習に活用するとともに、置県130年記念事業でも

広く周知するなど、その顕彰に努めているとこ

ろであります。

今後とも、さまざまな機会、さまざまな工夫

を凝らしまして、関係市町村や民間顕彰団体と

も連携を図りながら、この功績というものを幅

広く顕彰してまいりたいと考えております。

いつからやられるのか、具体○髙橋 透議員

的にされるのか、余り伝わってこなかったんで

すが、さっきから言いますが、県都宮崎市でや

るから意味が非常にあるんです。弁論大会は日

南でやっていますけど、これはこれでいいんで

すよ。ただ、新聞には日南・串間版に載るぐら

いで、全国紙の宮崎版にはたしか載らないんで

すね、余り。若山牧水は宮崎でやりますね、だ

から全国紙も宮崎版に載せてくれます。そこの

違いが結構あるんです。私は、何としてでも県

都宮崎で県を挙げて小村寿太郎候の顕彰をする

ということをぜひお願いしたいと思っていま

す。

昨年の２月議会だったと思いますけれども、

小村寿太郎候の質問をしましたら、知事が、Ｎ

ＨＫの大河ドラマの題材として１番目に名前を

挙げたということでありますが、これを知事の

２期目の公約として、小村寿太郎候をＮＨＫ大

河ドラマに推奨する、実現するということを知

事に答弁を求めます。

小村寿太郎候、大変す○知事（河野俊嗣君）

ばらしい功績であります。私は、日本でもアメ

リカでも大学の先輩ということもありますし、

非常に尊敬をしておるところでございますし、

幅広くこれを県内のみならず県外の皆様にもお

伝えしたい、そういう思いは強く抱いておると

ころでございます。

先日も御答弁をしましたとおり、ＮＨＫにも

大河ドラマの題材としてということで提案申し

上げたところでありますが、大河ドラマも、そ

の時々のいろんな社会的な課題の中で素材が選

ばれているという状況でありまして、可能性が

ないわけではありませんが、引き続き要望し続

けるという姿勢でおりたいというふうに考えて

おるところでございます。ＮＨＫでは過去に、

小村寿太郎候を中心に近代日本史を描いたスペ

シャルドラマ「ポーツマスの旗」も制作されて

いるというような実績もあるわけでございまし

て、引き続きそういう思いで、働きかけなりア
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ピールをしてまいりたいと考えております。

時間が参りました。以上で私○髙橋 透議員

の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

次は、井上紀代子議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 民主党県○井上紀代子議員

議団の井上紀代子です。通告に従い、一般質問

をいたします。

民主党県議団は、今月、香港、マカオへ海外

調査へ行きました。訪問先は盛りだくさんで、

１日目、宮崎県香港事務所、現地旅行会社ＥＧ

Ｌ訪問、北海道・東北アンテナショップ、ＪＡ

香港事務所、２日目、高速フェリーでマカオへ

行き、世界遺産旧ポルトガル領の街並みを見、

ＪＴＢマカオ・オフィス、カジノリゾートのギ

ャラクシー、ベネチアンを見ました。そして香

港へ戻り、３日目、香港で43店舗を展開し、従

業員3,500人雇用の香港イオンを訪問し、説明を

受け、その後、売り場調査をいたしました。現

地スーパーや、ヤギの頭などがぶら下がってい

る香港庶民の市場もめぐり、ジェトロ香港事務

所を見、調査先では率直な意見交換をさせてい

ただき、多くの情報を得ることができたことは

大変な収獲でした。

また、全くゆとりのない日程の中でしたが、

夕食の時間を利用し、かんかんがくがく、会派

議員で、一日一日、調査先で得た情報を宮崎県

の政策と精査し、議論ができたことは充実した

時間でした。

今、国会において、簡単に言えばカジノ法案

が話題になり、それに呼応してカジノを活用し

た地域再生・活性化を目指して、本県において

も経済団体等の研究会が立ち上がったとの報道

がありました。私は、過去の海外調査におい

て、ラスベガス、韓国のカジノについても実際

勉強させていただきましたので、それなりに意

見を持っているところです。

まず、知事へ基本を伺うとして、本県観光に

対する知事のビジョンをお聞かせください。ま

た、国内におけるＩＲ実現の動きをどう捉えて

いらっしゃるのか、お伺いをいたします。

以上で壇上での質問を終わり、残りは質問者

席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

本県は、豊かで雄大な自然、日本発祥にまつ

わる神話や伝承、豊富な海の幸・山の幸、一年

中さまざまなスポーツが楽しめる環境など、多

彩な観光資源に恵まれており、それぞれが高い

ポテンシャルを有しているものと考えておりま

す。そのポテンシャルを十分観光誘客に結びつ

けているのかどうなのか、そこは非常に大きな

課題だというふうな認識として受けとめており

ます。このような本県観光の優位性をさらに観

光誘客につなげるため、本県ならではの観光資

源の開発・磨き上げや、東九州自動車道宮崎―

北九州間の全線開通を見据えた新たな誘致宣伝

活動の展開、こういった高速道路の開通に伴

い、周遊性が増すわけであります。さらにこれ

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、スポーツランドみやざき これは―

かなりの成功をおさめているわけでございます

が その一層の推進、さらには、東アジアを―

ターゲットにした海外誘客の展開などに積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

また、2020年のオリンピック・パラリンピッ

ク東京大会を本県でも盛り上げる、また、この

機を、チャンスを活用するという観点から、外

国人の誘客の強化、さらにはＭＩＣＥやスポー

ツ合宿などの誘致にも取り組みながら、県、市
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町村、民間の協働による、世界に誇れる「日本

一のおもてなし」の構築を目指していきたいと

考えております。

このような中、国内では、統合型リゾート

（ＩＲ）の実現につきまして、超党派の国会議

員で構成する議連において検討が進められてい

るところでありますが、その目的は、統合型リ

ゾートという新たな取り組みによって、観光地

としての国際競争力を高めることにより、観光

振興と地域経済の振興を図るものと受けとめて

おります。さまざまな課題も指摘がなされてお

るところでございますが、そういう課題を克服

しながら、どのような制度化が可能なのか、ま

た、それを本県としてどのように受けとめるこ

とができるのか、県としては、引き続き情報収

集を行いながら、今後の展開も含めた検討を進

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

報道によりますと、カジノ○井上紀代子議員

誘致へ研究会ということで、県内の経済・観光

団体が設立をしたというふうに報道されていま

す。知事は、９月議会では、本県経済の浮揚策

として、研究会の立ち上げを御検討いただくこ

とは非常にありがたいというふうに答弁をされ

ております。そして、今後、研究会の立ち上げ

に向け、必要な協力を行ってまいりたいという

ふうにおっしゃっております。先ほどの髙橋議

員ではありませんが、非常に積極的な意見の表

明なのかというふうに思わざるを得ない状況で

もあります。その研究会には、セガサミーホー

ルディングス、また、行政的には県と宮崎市が

参加をしているという報道がありました。ここ

で、知事に、カジノ誘致についての本音のとこ

ろといいますか、再度確認しておきたいという

ふうに思います。

これまでも申し上げて○知事（河野俊嗣君）

おりますように、カジノは、経済、雇用、観光

誘客、さまざまな効果が期待できる。ただ、半

面、さまざまな弊害なり、問題点、課題も指摘

されているところでありまして、まずは、そう

いう課題をどのように克服できるような国にお

ける制度設計がなされるのかというのが大変重

要であろうかというふうに思いますし、もしそ

れが法案化、具体化される中で、本県としてそ

れをどのように受けとめて、例えば誘致なり導

入というものは考え得るのかというところを慎

重に考えていく必要があろうかというふうに

思っておるところでございます。いずれにして

も、カジノの持つ可能性、ポテンシャルという

ところには大変関心を持って、この動向を見守

り、また、海外における状況というのも、視察

を行うなどして情報収集しておるところであり

ます。

観光の振興と、みやざき○井上紀代子議員

の2020年に向けてという、「みやざき東京五輪

おもてなしプロジェクト」、仮称ですけれど

も、このプロジェクトのつくり方というのは大

変関係性がありますので、一緒に質問をさせて

いただきたいというふうに思っています。ま

た、この中で私が非常に興味を持ちましたの

は、食文化を磨き上げていくという、この食文

化の磨き上げというのは、私は大変大切なこと

だというふうに思っておりますので、そこにつ

いて御質問させていただきたいと思います。

農政水産部長にまずお尋ねをいたします。オ

リンピックまであと７年となっておりますが、

その中で、このプロジェクトを立ち上げ、市町

村にも提案をされ、本県の魅力の発信とか、大

会・合宿の誘致に向けて、今後、具体的な取り

組みが始まるものと考えております。このプロ



- 142 -

平成25年11月29日(金)

ジェクトで、本県の魅力を発信するために食文

化を磨き上げる、これは国内外でのプロモー

ションのためということもありますので、大変

重要なことだと思っています。

本県を代表する食といえば、和牛オリンピッ

ク連覇を果たした宮崎牛でございますが、先

般、宮崎県では、「宮崎牛すき焼きのレシピ開

発キャンペーン」というのを始められました。

ステーキや焼き肉を提供する店が多い中で、牛

肉の消費拡大に向けたよい企画だと思います

が、高価な宮崎牛を使ったすき焼きで利益を上

げられるほどの客単価で営業しているホテルや

飲食店は、宮崎にはそうないんです。はっきり

申し上げて。本県で牛肉を食文化として定着さ

せ、国内外にＰＲしていくためには、宮崎牛以

外の、手軽な価格の県産和牛の活用が必要だと

私は思っています。

私は、友人たちと一緒に県内のスーパーを調

査いたしましたが、国産和牛と表示した店が多

くて、消費者は県産の牛肉を選択しづらい。ま

た、県内発のスーパーというのがないのが大変

残念なんですが、私どもが宮崎県産の牛肉を選

択しづらいのが現実なんです。老舗のホテルと

か百貨店等で、メニューの誤表示や偽装が問題

化するということが現在起こっているわけです

が、県民が県産の和牛を選べないというのは大

変残念なことではないかと思うんです。皆さ

ん、地産地消という気持ちは大変持っておられ

るんですけれども、なかなか選べない。

宮崎牛が国内外でブランド牛として浸透して

いく、このことは大切なことだと思っています

が、これまでの宮崎牛のＰＲだけでなくて、今

回のように宮崎ならではのすき焼きを提案する

とか、宮崎牛丼とか、県民が広く県産和牛を購

入できるようにすることが大変重要なのではな

いかというふうに思っています。そのことを確

立するために、県産和牛の消費拡大やプロモー

ション活動を今後どのように展開されていかれ

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

宮崎牛のみな○農政水産部長（緒方文彦君）

らず、本県で生産される全ての牛肉の消費拡大

は、大変重要な課題であると考えております。

このようなことから、昨年11月に宮崎牛及び県

産食肉販売戦略会議を設置いたしまして、宮崎

牛だけでなく、本県産食肉の販売力強化と消費

拡大を図るため、官民一体となって、県内外に

おける積極的なプロモーション活動を展開して

いるところでございます。中でも、県産和牛に

つきましては、卸売業者や販売店等に対して、

宮崎県産表示に向けたアプローチを積極的に行

いますとともに、県内の飲食業や観光産業との

連携強化、あるいは、来月、県内の飲食業や消

費者に対しまして、本県産の和牛などを手軽に

食べていただくための料理発表会を行い、新た

な食べ方を提案するなど、地産地消の視点に

立った県産和牛の一層の消費拡大を進めてまい

りたいと考えております。

先日の宮日新聞なんです○井上紀代子議員

が、和牛の条件というのは、和牛の表示には明

確な基準がある、景品表示法に基づく規約で、

「和牛」と表示できる食肉は、黒毛和種など４

品種とその交配で生まれたものに限られるとい

うふうに言われています。私どもは、常に国産

牛というものでしか食べていないわけです。実

際、私ども香港に行ってみまして感じましたの

は、やはりベース的に、富裕層の方たちが食べ

るものだけではなくて、一般のスーパーで売れ

るものが宮崎県産牛としても大変必要なんだと

いうことを、販路拡大するならそこをターゲッ

トにしなければいけないんだということを改め
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て実感しましたので、今回のこの取り組みがベ

ースになって、宮崎県内もそうですけれども、

国外にも宮崎県産和牛を食べていただくよう

な、そんなプロモーションをぜひやっていただ

きたいというふうに思っております。

それでは、続いてですが、また、今回のおも

てなしプロジェクトの中に、スポーツ合宿の関

係が載っています。これも私は大変有効なこと

だと思っています。その中で、スポーツ合宿を

受け入れる合宿所では、管理栄養士さんが選手

の食事管理を行うということ、これをサービス

として取り組む施設が増加しています。今後、

オリンピックの合宿誘致に向けて、本県のホテ

ルとか合宿所においても、国際的なアスリート

に対応できるような、本県ならではの食の提供

について検討を進めていく必要があると思いま

す。

このような中で、とてもうれしいニュースと

して聞いたのが、豊富な日照時間によって、ピ

ーマンのビタミンＣの含有量が、2005年度から

の蓄積データで、標準値（日本食品標準成分

表2010）よりも多い、1.3倍であることが証明さ

れたということで、健康ピーマンとしてブラン

ドの販売が今年度から始まったと聞いていま

す。トップアスリートたちにとって、食品や農

作物の機能成分などが科学的に証明された食事

であるということ、それが提供される環境があ

るということは、合宿地としての魅力に非常に

高い効果が出てくると思いますが、栄養や機能

性を保証できる新しい食の開発・提案をどのよ

うに展開していくのか、農政水産部長にお尋ね

をいたします。

農産物に対す○農政水産部長（緒方文彦君）

る消費者のニーズにつきましては、おいしさや

安全・安心はもちろんのことでありますが、健

康を維持するための食への関心がますます高

まっているところでございます。とりわけ本県

では、御質問の中にもありましたように、豊富

な日射量などの気象条件に恵まれ、栄養・機能

性の高い農産物の生産に適しておりますので、

「健康」を新たなブランド戦略の柱とすべく、

県産農産物の成分分析を集中的に進めてまいり

ました。御紹介のありましたピーマンを初め、

現在では、13種類の野菜において、ビタミンＣ

やベータカロテンの含有量が全国標準値より高

いことが明らかになっておりまして、今月に

は、健康認証第１号として「みやざき健康ピー

マン」の販売にこぎつけたところでございま

す。県といたしましては、今後もさらに分析・

研究体制を強化しながら、健康認証のライン

ナップの拡充や、健康志向の高い消費者の心を

つかむようなわかりやすいＰＲに努めますとと

もに、将来的には、需要の見込まれるスポーツ

や、さらには福祉・医療分野との連携にもつな

がるよう、宮崎ならではの戦略を展開してまい

りたいと考えております。

次に、宮崎の魚はとてもお○井上紀代子議員

いしい上に、栄養分も豊富ということですの

で、宮崎の魚をどのように本県の食文化として

磨き上げていくのか、農政水産部長にお尋ねを

いたします。

本県は、さま○農政水産部長（緒方文彦君）

ざまな魚介類が数多く水揚げされますことか

ら、その地の利を生かしまして、宮崎ならでは

の食文化を再発見することが、水産物の消費拡

大の観点からも必要であると考えております。

これまで、水産物ブランド認証による品質向上

とＰＲ、漁業者等による魚の直接販売、漁協レ

ストランでの地元料理の提供等を進めており、

カツオ炙り重の開発等、一定の成果が上がって
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いる一方で、例えば、消費者への水揚げ情報の

提供といった、消費行動に結びつくような関係

者の連携につきましては、さらに改善する余地

があるものと考えております。このため、県と

いたしましては、活け締め方法の改善など、さ

らなる品質向上に向けた取り組みを進めますと

ともに、飲食業や観光産業とも連携いたしまし

て、消費者の要望にマッチした水産物の提供の

あり方を検討するなど、宮崎の魚の食文化を一

層磨き上げたいと思っております。

ぜひ頑張っていただきたい○井上紀代子議員

というふうに思っています。農政水産部の皆さ

んが、フードビジネスというので、光が自分た

ちのところに当たったということを認識されて

いて、宮崎のものを磨き上げ、農業の構造改革

まで自分たちが中心になってやっていくんだと

いうことを言われておりますのを聞くと、大変

胸も熱くなり、ぜひ頑張っていただきたいなと

いう思いがしています。

実は今、高齢者の方の食事、介護食、医療食

についても、クオリティーを高めたソフト食と

いうのが大変注目を集めています。宮崎県には

その先駆者でいらっしゃる黒田留美子先生がい

らっしゃいますが、他県からのアプローチ、他

県の企業からのアプローチは非常に強いものが

あって、実際、先生はいろんなところ、日本全

体を回っておられます。実践的には商品化が進

んでいて、そのことで、逆に、私たちはインタ

ーネットでそこにアクセスして商品を買うよう

な状況というのができ上がっています。宮崎の

食は、この黒田先生を中心としながら、改めて

幅の広い食の提供というのができるのではない

かと思いますし、企業的な収益も上げられると

いうことも含めて、もう一度、宮崎の食につい

ては磨き上げを、丁寧な磨き上げをお願いして

おきたいというふうに思っています。

そんな中で、私は先日、県庁ツアーに、なか

なか参加させていただけなくて、了承を得まし

て参加させていただきました。そして、小林の

分場に行かせていただきました。その折、毛良

分場長から、丁寧な御説明と、実際にキャビア

を一粒ずつ食べさせていただきました。さすが

黒いダイヤと呼ばれるだけあって、味もとても

よくて、ここで御飯も食べたいし、クラッカー

でも持ってくればよかったねというお話になっ

たわけですが。これは、知事が以前、100億円産

業にするんだということを言っておられました

が、本当にそうなるのだろうかという疑問も

あったわけですが、実際に動き出してみると、

評価の高い本当にすばらしいものができ上がっ

ています。この「宮崎キャビア1983」の販売と

いうのは、完売したという状況もお聞きしまし

たし、私もうれしく受けとめました。これ

は、30年にも及ぶ県の研究で商品化を進めて、

県内外に効果が露出して知名度も高めて、観光

関連産業も含めて注目をされ、実際、実績を積

み上げてこられたというふうに思いますし、こ

れが本当に成長していくことを願っているわけ

ですけれども。県は、このキャビアを100億円産

業とする目標を立てておられますが、その実現

に向けて今後どのような戦略を持っておられる

のか、知事にお伺いいたします。

この「宮崎キャビ○知事（河野俊嗣君）

ア1983」、11月22日から発売されたわけであり

ますが、発売前から問い合わせが殺到しまし

て、抽せんでの販売となるなど、おかげさまで

滑り出し順調であろうというふうに考えており

まして、これまでの関係の皆様の御尽力に感謝

と敬意を表したいというふうに考えておりま

す。
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100億円産業の実現に向けた戦略としまして

は、まずは、高い品質の商品を安定的に供給す

る体制というものを築くこと、これが重要であ

ろうというふうに考えておりまして、県が直

接、種苗供給やキャビア製造の技術的サポート

ができるという強みがございます。本県が唯

一、日本国内の中で稚魚を再生産できる、そう

いった技術を民間の皆様に提供して、県全体で

の体制を構築しておりますので、こうしたこと

によりまして、キャビアの製造・販売を県内事

業者が一元的に行う体制を確立して、品質の優

位性を守っていきたいというふうに考えており

ます。

また、今、御指摘がありましたが、キャビア

を売り出すに当たってのアピールの仕方、ロゴ

ですとかポスター、これも統一的なコンセプト

のもとに、また、先日もいろんな形でのプロモ

ーションを行っております。これも戦略的に進

めてまいりたいというふうに考えております。

今後のキャビアの生産の見込みとしまして

は、ここ５年程度は比較的少量で推移をします

ので、この間は、国内販売でブランドとしての

地位を確立していく時期であろうというふうに

考えております。また、早い段階で国際品評会

に出品をしまして、ジャパンブランドとして評

価を得て、世界市場への足がかりをつくってま

いりたいというふうに考えておりますし、将来

的には、アジア新興国など世界に販路を拡大し

てまいりたい、そのようなことも考えておりま

す。

こうした100億円という規模の産業に到達する

には、さらなる新規養殖業者の参入、規模の拡

大、観光と関連産業への広がりというのも重要

でありますし、魚肉の活用というのも重要な課

題でございます。私としましても、フードビジ

ネス振興の重要なテーマとしまして、引き続

き、関係の皆様ともしっかり連携をしながら、

実現に向けて一歩一歩着実に進めてまいりたい

と考えております。

実はその折に分場長からお○井上紀代子議員

話をお伺いしたんですけれども、宮崎に視察に

お見えになる方たちが大変ふえているんだそう

です。そのときに、「それなら、視察をされる

ときに料金でも取られたらいかがですか」と分

場長に私がお話をしましたら、「近くにいこい

の家というお店があるんですけど、そこで必ず

お昼を食べていただくということを条件に視察

を受け入れております」というふうに分場長が

言っておられました。私は、宮崎県に視察に来

ていただけるということ、これが大変重要なこ

とだと思いますし、観光の下支えはそういうこ

とから始まっていくのではないかというふうに

も思っています。分場長の取り組みの力強さ

に、非常に静かな方なんですけれども、改めて

情熱を感じた次第です。このキャビアについて

は、今後も注目をしていきたいというふうに

思っています。

また、「みやざき東京五輪おもてなしプロ

ジェクト」のときに、私は改めて、宮崎という

ところがどういうところなのか、宮崎というと

ころを宮崎県民はどうふるさととして感じてい

るのかということが大変重要ではないかという

ふうに思っています。実は、11月に行われまし

た明治大学との連携講座には、私も友人と一緒

に参加をさせていただいたんですが、明治大学

との連携講座及び県民向けのリレー講座「神話

のふるさと県民大学」の取り組みについて、そ

の目的は何か、また、その成果をどう受けとめ

ておられるのか、そして今後どのように取り組

んでいかれるのか、そのことを、実際、副知事
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は行っておられましたので、副知事にお尋ねを

したいと思います。そして、あのときに知事が

非常に自慢をしておられました河瀬さんのＤＶ

Ｄを見せていただきましたが、本当にすばらし

いと思いました。改めてあれをたくさんの方に

見ていただきたいというふうに思った次第で

す。では、副知事、よろしくお願いいたしま

す。

まず、明治大学との○副知事（内田欽也君）

連携講座ですけれども、こちらは、首都圏にお

ける宮崎県の認知度向上や、「神話のふるさ

と」としてのブランドイメージの浸透を図るこ

とを目的としております。また、神話のふるさ

と県民大学は、神話を通して、ふるさと宮崎へ

の理解や愛着を深めていただくことを狙いとし

ておりまして、この県民大学も私、ほぼ毎回参

加させていただいているんですけれども、大変

興味深く聞いているところでございます。

これらの講座では、日向神話をメーンテーマ

に据えまして、文学、考古学あるいは民俗学な

どさまざまな分野から、大学の先生を中心とす

る講師陣にお越しいただきまして、それぞれの

目的やターゲットに応じて開催をしておりま

す。明治大学のほうでは、大学の中ということ

もあって、アカデミックな雰囲気の中で深く掘

り下げた専門的な講座が行われましたし、ま

た、県民大学では、わかりやすく親しみやすい

という講座になっておりまして、おかげさまで

どちらも大変盛況な中で進めさせていただいて

おります。

神話は、本県の貴重な歴史文化資源でありま

して、観光振興あるいは地域活性化にとりまし

ても、その価値を知るということが出発点であ

り、またベースではないかと思っております。

今後とも、長期的な視点に立って、地道に工夫

を凝らしながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。

実はこの県民大学のほう○井上紀代子議員

は、11月30日、それから１月26日はもう満杯

で、今からアクセスしようとしても入れていた

だけず、２月23日に行われます斎藤孝さんの分

は、12月２日からアクセスできるようにしてあ

るんですけれども、これもすぐいっぱいになる

んじゃないかと思って心配をしているところな

んですが、実際、これ、合算してみますと、延

べ1,210名の方がここでお話を聞くことができる

ようになっています。県内の皆さんが、神話の

ふるさと宮崎ということを、改めて自分のふる

さとはどういうふるさとなのか、どういういわ

れでこの宮崎が続いているのかということをわ

かっていただくと、これは、知事の言われる総

語り部になるときの一助になっていくのではな

いかというふうに思っている次第です。

そして、明治大学でのあのアカデミックさ

が、改めて私どもが宮崎を知ることの入り口と

しては、やはりああでなければ、なかなか私た

ちの本当のところというのはわかっていかない

のではないかと。私は、まさか古事記そのまま

を解釈されるとは思っておりませんで、観光Ｐ

Ｒ的なものをされるのかなというふうに思って

いましたら、あのアカデミックさがかえって、

都市部の方たちにとってみるとそこが受けるの

ではないかなと思った次第です。これは何の効

果があるのかという人たちもいらっしゃるわけ

ですが、この効果は大だというふうに私は思い

ますし、ぜひ予算づけもしていただいて、とこ

ろどころでは一つのイベントを大きくやってい

ただけると、これは一つの大きな力になるので

はないかと、観光の底力になっていくのではな

いかというふうに思いますので、ぜひよろしく
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お願いしておきたいと思います。

続いて、海外に行ってみて知ったことがいっ

ぱいあるわけですけれども、実は宮崎県の観光

というのは、先ほど知事が最初に言っていただ

きましたように、磨き上げをすると、もっと

もっとすてきになるようなところがいっぱいあ

ると思うんです。この前、観議連のときにお話

を聞いてみると、インバウンド、どうやって宮

崎に入っていただくかということが大変重要で

あるということを言われておりました。海外に

行ってみても、海外の皆さんも言われるわけで

す。宮崎に行かなきゃと。行ってみないとと。

九州というくくりが大きいとは私も思いますけ

れども、そうおっしゃっていました。

ただ、多言語の表記をするということより

も、一番必要なことはというお話を聞いたんで

すが、国内外の誘客のためにも、Wi-Fiの環境整

備というのが重要だというふうに私は思ってい

ます。個人的なことですが、10月に孫も連れて

台湾に行かせていただいたんですが、そのとき

に最初に孫が言った言葉、「ここ、Wi-Fi使える

かしら」と言ったのを思うと、情報を得るため

の一つのツールとしては大きいというふうに

思っています。ですから、県内のホテル・旅館

等のWi-Fiの整備状況についてお伺いをしたい

し、また、県として、今後これをどう対応して

いくのかということが重要ですので、そのこと

についてお尋ねをしておきます。

Wi-Fiの利○商工観光労働部長（茂 雄二君）

用環境につきましては、観光庁の外国人旅行者

へのアンケート調査結果を見ますと、「外国人

旅行者が旅行中困ったこと」のトップに挙がっ

ているなど、非常にニーズが高く、海外からの

誘客を図る上で重要な条件整備であると認識し

ております。現在、県内のホテル・旅館におき

ましては、宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合

の調査によりますと、加盟178施設のうち、だれ

でも無料で利用ができるのは34施設となってお

り、そのうち、全館で利用できるのは15施設の

みとなっております。また、宮崎空港など外国

人観光客が集まる交通の要所等におきまして

も、利用は可能であるものの、利用エリアの制

約などがある状況であります。このため、今

後、市町村を初め関係機関と連携しながら、県

内のホテル・旅館や主要観光地等でのWi-Fi利用

エリアの拡大など、外国人観光客へのおもてな

しの向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

報道によりますと、日本全○井上紀代子議員

体の観光入り込み客数は好調だと言われていま

す。外国人の観光客数は、従来のデータを塗り

かえるほど増加傾向にあると言われています。

では、その観光客の皆さんはどこへ行っておら

れるのかというのが私の一番の疑問なんです

が、それは、残念ながら、東京スカイツリーの

開業、オリンピック・パラリンピック東京開催

決定等、国内で言えば、本来、もうそこには行

かんでもいいだろうと思うぐらい、東京に皆さ

ん行っておられるんです。関東への集客という

のが格段に伸びています。そして、式年遷宮の

伊勢神宮というのは改めて強い力を発揮してお

りまして、宮崎も含めてそうですけれども、お

伊勢さんには多く行っておられるんです。一生

に一度お伊勢参りをというふうな昔からの言い

伝えもあるようですが、それも含めてお伊勢さ

んには、今、境内に上げていただいて、中に上

げていただいてお参りもさせていただけると。

それが非常に大きなサービスになっておりまし

て、私は、再三にわたって委員会等でも、女性

週刊誌もばかにならないよということを言って
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いるんですけれども、そういうところで大きく

取り上げているんです。宮崎の観光ツアーの中

でも大きくお伊勢さんが上に上がっています。

それで、今までるる申し上げてきましたが、

宮崎県の観光地はすごくいいと思うんですけれ

ども、それをどう認知度を高めるかということ

が大事だというふうに思っています。その認知

度を高めるために何を今後しなければならない

のかということ、そして、コンベンションの皆

さんがＰＲの仕方というのも大変工夫しておら

れるというのは、観議連の先日の懇談会の中で

も聞かせていただいたところです。

改めてお伺いいたしますが、旅行の形態が、

国内・海外とも、団体旅行から個人旅行にシフ

トしてきており、本県の知名度を向上させるた

めに、メディア等を活用した観光ＰＲを積極的

に もっと積極的にという意味ですよ 展― ―

開していただきたいと思います。９月には渡辺

議員が、統一的なイメージでもっともっと押し

出した宮崎県のイメージづくりをしたらどうか

というのを言っておりましたが、そのとき、知

事は、積極的な答弁をしていただいたというの

は記憶にあるわけですけれども、そこを改めて

お聞きしたいと思います。

各県がさまざまな統一○知事（河野俊嗣君）

的なコンセプトのもとのＰＲを行っている、十

分それを参考にさせていただきながら、本県と

しても、古くは「太陽と緑の国」というものが

あり、これは今の時代も、新しい意味での太陽

と緑というのも十分通用するというのも思いな

がら、「神話のふるさと」というようなコンセ

プトもありますが、そういったものもさまざま

整理をした上で、しっかりと本県なりの売り込

み方、切り口というものを検討してまいりたい

と考えております。

やはり、本当に目につくと○井上紀代子議員

ころに常に宮崎ありみたいな、そういう観光Ｐ

Ｒをしていただきたいと思っています。

今回、香港、マカオに行かせていただいて、

つくづく思ったんですが、海外戦略、これは、

アジア向けの、私たちの玄関口になる香港事務

所を今後どう活用していくおつもりなのか、知

事にお伺いしておきたいと思います。

一連のフードビジネス○知事（河野俊嗣君）

の質問もあったわけでございますが、そのとき

に、マーケットイン、消費者なり実需者が何を

求めているかという視点は大変重要であろうと

いうふうに考えております。また、Wi-Fiの御指

摘がございましたが、これもやはり、旅行者が

何を求めているかという観点からの今後重要な

課題であろうというふうに思っております。香

港事務所を置きましたのも、アジアにおけるマ

ーケットのニーズというものを、現地において

肌身で感じ、そして、それを今後の施策に生か

すという意味でも、アンテナの最先端という思

いがいたしておるところでございます。これま

での活動で築きました人的ネットワークを活用

しながら、香港という市場自体が日本食品最大

の輸出先でもありますし、大変有望だというふ

うに考えておりますので、輸出拡大を目指し

て、県内産地等への情報や取引機会の提供を

行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。また、日本産の農産物があまり浸透してい

ないローカルスーパーへの売り込みなどにも積

極的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

また、香港は富裕層も多く、観光誘客という

面でも大変有望な市場でございます。先ほど御

指摘がありました、議員も訪問されたＥＧＬ、

これまでもいろんなチャーター便等で誘客をお
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願いしておるところでございまして、私も先日

参りまして、社長さんに、引き続きチャーター

便などをお願いしてまいったところでございま

すが、そういった誘客促進という意味でも、香

港事務所を置いて、さらにそこのパイプを太く

していくということも大事であろうかというふ

うに考えております。東アジアに向けた、さら

には、その先の中国本土でありますとかＡＳＥ

ＡＮ、そういったところも視野に入れながら、

まずは拠点を築いたというところでございまし

て、今後、官民一体となったオールみやざきに

よる取り組みというものを、こういったところ

を拠点に進めてまいりたいと考えております。

香港事務所がすばらしいと○井上紀代子議員

思ったのは、香港事務所が、農産物を中心とす

る県産品の輸出拡大を進めるために、商品サン

プルやＰＲ用農産物を保管できる物流倉庫を

持っているということ。行ってみまして、これ

はすごいと思いました。いいなと。もう一つ

は、県内企業の輸出の足がかりとなるフロン

ティアオフィスを併設している。これもすごく

いいことだなというふうに思いました。今後、

細島港を活用したりして、香港とかシンガポー

ルへ宮崎の農産物を輸出するということが徹底

的にやれるという足がかりは、すごくできたと

いうふうに思っています。実際、本県の農水産

物の輸出量というのは年々増加している。これ

はもう御存じのとおりで、今後、それをどう発

展させていけるのかということが課題だという

ふうに思っているわけです。

イオンに行きましたが、ローカルスーパーへ

の営業と訪問活動、ローカルスーパーでどのよ

うなものを売り、どのようにしていくのかとい

うことがきちんとできなきゃいけないというこ

とです。そこを徹底的に追求していただきた

い。単なる富裕層というところだけに視点を置

くのではなく、一般の方たち、日本の農産物と

いうのは本当に安心・安全なので、皆さん欲し

いと思っておられるんだけれども、そこがなか

なか手に入らないというところに どこに行―

けばいいのということになると、富裕層の人だ

けが相手だと、なかなか宮崎ということは広

がっていかないのではないかというふうに思っ

ています。

実は、行ってみまして思ったんですが、九州

フェアというのをイオンでやっておられる。日

本食フェアというのは年に４回やっておられ

て、私が行きましたときには、ちょうど関西

フェアが終わったばかりのときで、その関西

フェアの中でも、残った地域のものは残るんで

す。商品として残っているようでした。香港で

の知名度といわれると、北海道、東京、大阪、

沖縄、そして九州です。ですから、九州なら九

州で一体的に何ができるのかということも、そ

れはぜひ、知事は九州各県の知事とも話し合っ

て、そこは徹底的にやられるべきではないかな

というふうに思っています。

自治体の皆さんと観光関連産業のところの１

団体とでシンガポールに事務所を持たれたとい

うのを、あれは佐賀県の武雄の市長さんが中心

になってやられたということなんですけど、う

ちの市のどこかが入っていてくださると、それ

も楽しかったのになというふうに思った次第な

んです。

それと、香港、マカオに行ってみて一番言え

ることは、富裕層というカテゴリーの違いで

す。私たちが想像している富裕層と本来の富裕

層は全然違うんです。モナコに行きましたとき

に、あそこに５階建ての船なんかぼんぼんある

わけです。一年に一ヵ月も動かさないような船
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がぼんぼん置いてあるわけです。そのときに、

モナコに行ったときにも、世界の富裕層と言わ

れる人たちの感覚は私たちとは全然違うなと。

金持ってるぞという人が、何をどのくらいが金

を持っているというふうに言うのか、世界の金

持ちと違うなというふうに思った次第です。で

すから、富裕層というカテゴリーの違いをどう

受けとめるのかということは、とても大事なの

ではないかというふうに思います。そこをター

ゲットに商売をするのかしないのか、ここは十

分考える必要というのがあるのではないかとい

うふうに思った次第です。

それと同時に、せっかく香港事務所を持った

と、これは大変重要なことなので……。そこ

で、水田所長がいらっしゃるわけですが、そこ

に、スピーディーに何でも決断ができるような

裁量権というか、現地での決定権がないと、一

回一回聞いて、いいぞ、いや、いかんぞという

話からだと、なかなか厳しいのではないかとい

う思いを それは所長が言われたんじゃなく―

て、外から見ていてそう思ったということなん

ですが、そう思いました。そして、もう少し職

員の配置も考えられてもいいのではないかと。

このことについて知事はどう思われるのか、そ

こをお聞かせいただきたいと思います。

アジア市場をこれから○知事（河野俊嗣君）

より開拓していく上で非常に重要な御指摘を、

それぞれいただいているというふうに考えてお

ります。富裕層についての御指摘もありまし

た。これも本当に日本で考えるものとはスケー

ルの違う富裕層もございますし、その下の中間

層というのも、実はかなり購買力を持った層と

してこれからますます拡大していく。そういっ

たところをにらみながら、宮崎牛、将来的には

キャビアだとかそういったものをどういうふう

に売っていくのか、それ以外の食材をどういう

ふうに売っていくのか、しっかり戦略を立てて

いく必要があろうかというふうに考えておりま

す。

それから、香港事務所の展開に当たりまし

て、これは都道府県レベルでは８県目だという

ふうに考えておりますが、本県が進出をしたと

いうことであります。ただ、現地は、日本食品

の最大の輸出先ではあるんですが、競争は大変

厳しいものがあるというふうに考えておりまし

て、そこでは、いろんな現地への拠点を築く、

日本の関係のスーパーとか拠点をしっかり築い

ていくということと、それからやっぱりスピー

ド、スピードというものはビジネスを図る上で

求められているというふうに考えております。

私どもは、しっかりとそういった現地の実態に

合った商慣行、またビジネス慣行に合った対応

ができるように、体制の強化なり、迅速な意思

決定も含めてしっかり工夫を凝らしてまいりた

いと考えております。

ぜひ、香港事務所を確実性○井上紀代子議員

のある、そして決定権のある事務所にしていた

だけるように要望しておきたいと思います。

次に、木質バイオマスについて環境森林部長

にお尋ねをいたします。

前議会のときにも私は取り上げましたので、

改めて申し上げるべきことはないわけですけれ

ども、やはりもっとスピーディーに取り組んで

いただきたい。そのことが大変私として懸念を

しているところです。先ほどフードビジネス

で、農政水産部はこれを核として頑張っていこ

うというふうに言っておられるわけですけど、

環境森林部もこれをチャンスとして、林業の山

元の人たちにとってのチャンスとして受けとめ

て、これを積極的にやるべきではないかという
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ふうに思っているわけですけれども、環境森林

部長の決意も含めて、県はどのように取り組ん

でいかれるか、お伺いいたします。

木質バイオマ○環境森林部長（堀野 誠君）

ス発電につきましては、これまで価値を持たな

かった林地残材が、燃料として大量に利用され

ることから、豊富な森林資源を有する本県にと

りまして、林業の振興や新たな雇用による地域

経済の活性化につながるものと期待していると

ころであります。この好機を生かし、本県の林

業全体の振興を図るためには、木材供給に林

家、森林組合、素材生産業者など林業関係者が

主体的に参画し、継続的にかかわれるような仕

組みづくりが必要であると考えております。

こうした中、県内各地に林業関係者や行政な

どで構成される５つの協議会が設置され、中間

土場の設置場所の選定や林家等への説明会の開

催などの具体的な動きが出てきておりますの

で、県といたしましては、これらの動きが広

がっていくよう、積極的に助言や支援を行って

いきたいと考えております。

また、現在、３カ所のバイオマス発電所が着

工し、来年度末を目途に稼働する予定ですの

で、市町村や林業関係団体などと連携を図りな

がら、林家所得の向上につながるような仕組み

づくりに、スピード感を持って取り組んでまい

りたいと考えております。

ぜひ、よろしくお願いして○井上紀代子議員

おきたいと思います。これはチャンスだと、こ

れは本当に林業にとってはチャンスだというふ

うに私は思いますので、このチャンスを逃すこ

とがないように努力をお願いしたいと思ってお

ります。

次に、教育委員長にお尋ねをしたいと思いま

す。このたびは御就任本当におめでとうござい

ます。ぜひ、これから宮崎の子供たちのために

よろしくお願いしたいと思っています。近藤委

員長は、臨床心理士としての力をもって積極的

に当たっていただきましたが、齊藤委員長は、

ＰＴＡの役員をしておられたという経験を生か

しながら、教育委員会の動きを進めていこうと

されておりますが、その抱負と、市町村の教育

委員会との関係をどのように考えておられる

か、そこをお聞かせいただきたいと思っていま

す。

私は、これま○教育委員長（齊藤和子君）

で、仕事をしてまいりながら３人の子育てをす

る中で、ＰＴＡ活動を通して、学校教育の応援

をさせていただいておりました。それととも

に、県の総合計画審議会の委員や宮崎市の社会

教育委員なども務めさせていただいておりま

す。また、教育委員となりまして約３年になり

ますが、その間、県内の各地に出向かせていた

だきまして、市町村の教育委員の皆さんとの意

見交換を行うとともに、学校現場を視察させて

いただいて、先生方とも直接いろいろな課題に

ついてお話をさせていただいてまいりました。

今後とも、市町村教育委員会との連携を大切に

しながら、私なりの市民感覚、県民目線を大事

にしながら、未来ある子供たちが生き生きと学

び成長することができるように、また、生涯学

習やスポーツの振興などが図られますように、

これまでの経験を十分に生かして務めてまいり

たいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

次に、みやざきの2020年○井上紀代子議員

（平成32年）に向けてということですが、その

中で、外国語の習得、それからレベルアップと

いうことが言われています。外国語の習得とレ

ベルアップに向けて、学校教育ではどのように
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取り組んでいかれるか、教育長にお尋ねをいた

します。

外国語の習得・レベ○教育長（飛田 洋君）

ルアップをぜひ図りたいと考えておりますが、

そのためには、小・中・高等学校を通じて、コ

ミュニケーション能力を段階的に育成していく

ことが大切だと思います。そこで、これまでと

は違う形で教職員の研修に取り組んで、より実

践的な指導ができるように力量を高めること

や、実践的な英語力の育成を目指した拠点校を

指定する。さらには、外国青年を指導助手（Ａ

ＬＴ）として雇用する。36名雇用しているんで

すが、そのＡＬＴの方々に頑張っていただくと

いう形で配置したりしながら、児童生徒のコ

ミュニケーション能力の育成に努めているとこ

ろであります。

英語に限らず、語学の習得というのは、どれ

だけなれ親しんだか、どれだけ聞いたか、話し

たかということが一番の鍵になると思います。

そういう点も大切にしたいと思っております。

そこで、小中学校におきましては、知識という

よりも、これからは、話したり書いたりするよ

うな、より実践的な活動をできるだけ多く取り

入れる。そして、英語を使う機会をこれまで以

上にふやす。高等学校におきましても、教師が

できるだけ英語で授業をするということはもち

ろんですが、生徒もできるだけ授業中にたくさ

ん英語を使う。そういうことをなされるような

授業を進めまして、子供たちの英語のコミュニ

ケーション能力が上がるように指導に努めてま

いりたいと考えております。

市町村では、ＡＬＴの臨時○井上紀代子議員

雇用の方をふやして、直接そういう習得ができ

るように、また、話す機会をふやすということ

をしておられるようですけど、こういうことも

含めて、ぜひ御一緒に、市町村の委員会と進め

ていっていただきたいと思います。

次に、性同一性障害への学校の対応です。文

部省が初めて調査するということを明らかにし

ております。性同一性障害の子供は、制服の着

用やトイレ、修学旅行などさまざまな局面で苦

悩して、不登校になったりいじめを受けたりす

ることが多いというふうに言われているわけで

すけれども、まだ具体的にはなっていないとこ

ろですが、教育長としてはこれをどのように進

めていかれるのか、そこをお聞かせいただきた

いと思います。

性同一性障害につき○教育長（飛田 洋君）

ましては、社会的に十分に理解されている状況

にあるとは言えず、とりわけ学校においては、

これまで以上にきめ細やかな対応が求められて

いると考えております。そのような思いから、

県教育委員会におきましては、まず、平成22年

に通知文を出して、性同一性障害を含む児童生

徒が抱え込む悩みなどに関する教育相談の徹底

を図るよう指導いたしてきております。さら

に、宮崎県人権教育基本資料でも性同一性障害

を取り上げ、児童生徒の心情に十分配慮した対

応を行うよう、各学校を指導してきているとこ

ろであります。

このような中ですが、今、お話にありました

ように、文部科学省が全国調査をするという報

道がなされておりますが、調査に当たっては、

性同一性障害の理解の深まりや、相談しやすい

環境づくりにつながるような調査であってほし

いと願っております。国の動向を注視しなが

ら、調査に向けて適切に対応してまいりたいと

考えております。今後とも、関係機関とも十分

に連携するとともに、戸惑いのある児童生徒や

保護者の思いに寄り添いながら、教育相談の充

平成25年11月29日(金)
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実を図るなど、学校現場の体制づくりに努めて

まいりたいと考えております。

今回は、観光の振興のこと○井上紀代子議員

について、直接知事とはたくさんお話ができて

よかったというふうに思っています。

実は、香港やマカオに行きまして、そして、

今までの経緯を私自身も精査してみると、宮崎

県の観光をどうしていくのか、そして、カジノ

とかによらなければ、私どもの本県の経済とい

うのは保てないものなのかどうか、そこは

ちょっと私は疑問視するところがあります。

現実に日本の国はまだ900兆円という借金を抱

えて、ギリシャよりもずっと借金王国であるわ

けですが、今回のカジノ法案で一番の中心は、

やっぱり東京に財政がないと、財政が非常に逼

迫しているということが理由ではないかという

ふうに思っています。もしかしてカジノ法案が

通るとすれば、それは東京オリンピックに向け

ての、その再建を考えたときに、今、東京オリ

ンピックをちゃんとやるためには、カジノ法案

を通し、財政を豊かにするということが必要だ

からではないのだろうかというふうに思いま

す。

そして、もしほかのところでできるとすれば

沖縄なのかなと、いろんな事情からも沖縄なの

かな、そして北海道なのかなと思ったりもいた

します。そのことに私たちが右往左往するので

はなく、今あるものをきちんとしてしっかりと

やっていくことのほうが大変大事なのではない

かというふうに思っています。調査されること

は別に構わないわけですけれども、そのことに

よって私たちが右往左往することは要らないの

ではないかというふうに改めて思います。

髙橋議員が言われたように、香港の皆さんも

言っておられました。セックス産業と一体とな

らなければ、このカジノというのは成立しない

ことが多いということを、はっきりと言ってお

られました。そのことを私たちは肝に銘じる必

要もあるのではないかというふうに思った次第

です。

以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○丸山裕次郎副議長

開きます。

次は、新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○新見昌安議員

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。

知事の政治姿勢に関し、まず、宮崎の魅力発

信について伺いたいと思います。

この夏以降、インターネットの無料動画サイ

トYouTubeにおいて、日本全国の老若男女、まさ

しく猫もしゃくしもといった感じで、ある歌に

合わせて踊る動画が数多く投稿されているの

を、知事は御存じのことと思います。ＡＫ

Ｂ48、決して私、ファンではございませんが、

彼女らが歌う「恋するフォーチュンクッキ

ー」、乗りがよくて楽しい曲であります。今、

この曲に合わせて、さまざまな企業や団体、一

個人に至るまで同じ振りつけで踊る動画があふ

れております。

そもそもは、秋元康氏のどこかの企業への働

きかけからスタートしたのではないかと思いま

平成25年11月29日(金)
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すけれども、今では企業やファンの枠を超えて

自治体までもが参入をしている状況で、秋元氏

も、してやったりとひそかにほくそ笑んでいる

のではないでしょうか。たしか佐賀県が最初に

スタートしたのではないかと思いますけれど

も、その後、神奈川県や大分市、大分県の大

島、大入島といった地域も公開をしているよう

であります。そのほかにも幾つかの自治体が公

開をしているようでありますけれども、古川知

事や黒岩知事は本当にのりのりでございます。

職員や住民の皆さんも、それぞれの職場や観光

地をバックにして本当に楽しそうに踊られてい

る様子は、多くの人から好感を持たれているの

か、再生回数もかなりのものとなっておりま

す。多くの観光地が出てきますので、ちょっと

した観光地のＰＲにもなっているのではないか

と思います。

ここまで言うと、河野知事はちょっと不安に

なられるかもしれませんが、決して心配は要り

ません。２カ月ほど遅かったというふうに思っ

ております。二番煎じはやめておきたいと思い

ます。いずれにしても、動画による情報の威力

は本当に大きいものがあると感じます。その意

味でも、知事のダンスほどのインパクトはあり

ませんが、また地味かもしれませんけれども、

先月開設された県のホームページにおける動画

による情報発信「宮崎県庁 楠並木ちゃんね

る」、ここに期待するところは大であります。

今後の展望について知事に伺いたいと思いま

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。

先月、県のホームページに開設した動画ポー

タルサイト「楠並木ちゃんねる」であります。

これは、県の行事の紹介や県政テレビ番組など

さまざまな動画を視聴者がアクセスしやすいよ

う、種類別に５つのチャンネルに分けて配信を

しているわけであります。これは、ただいま議

員からも御指摘がありましたが、動画というも

のの持つ力、そしてネットにより簡便に動画を

発信することができるような環境が整ったこと

に伴い、発信手段としてメディアとして有効活

用すべきではないかということでの取り組みで

あります。県職員みずからが出演し、施策や暮

らしに役立つ情報をお知らせする動画や、県民

の皆様から募集をした宮崎の魅力や地域の取り

組みなどの投稿動画を発信するチャンネルを設

けたところであります。今後、この動画配信の

取り組みを通じまして、動画づくりに参加する

ことによります職員の広報意識を高める、この

ような効果も期待したいというふうに考えてお

りますし、わかりやすく魅力的な動画内容の充

実を図るとともに、県民の皆様も参加した情報

発信にも力を入れることで、双方向で県政に関

する関心や理解を深めるとともに、県内外への

魅力発信に努めてまいりたいと考えておるとこ

ろであります。

御指摘の具体的な曲に乗せたものにつきまし

ては、内外からいろんな提案もいただいたとこ

ろでありますが、大変関心を持って見ておると

ころであります。二番煎じ、三番煎じはどうか

というところもありますし、別の視点で動画づ

くり、動画の有効活用というものを考えてまい

りたい。先日、宮崎青年会議所が、「フェニッ

クスハネムーン」に乗せて青島をＰＲする動画

を作成した。非常にこれもいい取り組みではな

いかなというふうに考えたところでございまし

て、まさにさまざまな形でのアイデア、知恵が
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試されているものというふうに考え、県として

も工夫を凝らしてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

知事の政治姿勢について、引○新見昌安議員

き続き何点か伺ってまいります。

先ほどの「恋するフォーチュンクッキー」、

今週の火曜日に見たときで、佐賀県バージョン

が180万回以上、神奈川県バージョンが270万回

以上という再生回数となっておりました。意外

性もここまで来ると本当に大したものだと思い

ます。安い制作費でその効果は非常に大きいと

いうことであります。本県の「楠並木ちゃんね

る」にも数多くのアクセスがなされ、宮崎に

行ってみたいと思っていただけるような、不断

の魅力発信に努めていただきたいというふうに

思います。

宮崎の魅力発信に関してもう一点伺いたいと

思います。県のゼロ予算施策の中に数多くの知

恵や工夫が詰まっていると思いますけれども、

その一つ、統計調査課の「「宮崎の１番」を作

成し本県をＰＲ」というものがあります。「宮

崎の日本一、世界一などの誇れるデータを産業

・分野ごとにまとめた一覧を作成し、公表・広

報を行う」というふうにありました。その結果

と活用はどのようにしているのか、宮崎の魅力

を発信するために活用できるものなのか、お伺

いをいたします。

午前中も議論がありま○知事（河野俊嗣君）

したが、本県には、美しい自然を初め、古代か

らの歴史や文化、また豊富な農林水産物や魅力

的な観光地など、全国に誇れるさまざまな資

源、宝があるものと考えております。これらを

いかにうまく全国にアピールしていくかという

ことが、本県にとっての課題でございまして、

その一つとして、例えば、国産で唯一の本格熟

成キャビアでありますとか、全国２連覇をした

宮崎牛、さらには国内最大級の太陽電池生産工

場など、本県が日本一となっているものなどを

掲載したリーフレットを、「宮崎の１番」とし

て作成したところであります。このリーフレッ

トは、知事室や副知事室、県物産館などに掲示

をしてありまして、私のところを訪ねた県外の

方がこのリーフレットをごらんになって、また

そこから話題が展開するというような場面も、

実際にあったところであります。今後、ホーム

ページなどでも、しっかりこういったものを積

極的にアピールをしていきたいと考えておりま

す。

また、最近つらつら思いますに、今申し上げ

たのは生産量だとか順位とかが日本一というも

のでありますが、ことし、宮崎のさまざまな活

動が国内で最高の賞をとったものが数多くあり

ます。昨日も議論になりました、農林水産祭の

村づくり部門でえびのの田代自治会が最高賞と

いうのもありました。先日、技能五輪で初めて

最高賞、左官とレストランサービス部門でとっ

たという方もおられます。また、障害者週間の

ポスターで内閣総理大臣賞をとられて、来月か

らは全国にそのポスターが張り出されるという

ようなさまざまな活躍があるわけでありまし

て、そういったものを含めて、どういうふうに

発信、アピールをし、また県民としての誇りを

醸成するか、それも課題ではないかなというふ

うに考えております。今後ともさまざまな知

恵、工夫を出しながら、そういった魅力の発

信、また宮崎の誇りの醸成に努めてまいりたい

と考えております。

「宮崎の１番」、また今、知○新見昌安議員

事が紹介していただいたもの、そういったもの

を活用しながら宮崎の魅力を大いに発信してい
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く、この取り組みも重要だとは思いますけれど

も、その一方で、最下位からの脱却、これも

しっかり取り組んでいかなければならないとい

うふうに考えております。この夏以降の新聞報

道によりますと、例えば住宅用火災警報器の設

置率あるいはＥＴＣ普及率、こういったものも

九州最下位ということが書いてありました。こ

れら九州最下位のその大もと、それは１人当た

りの県民所得あるいは製造品出荷額が九州最下

位ということからも来ているのではないかと思

いますけれども、知事としては、２期目挑戦も

表明された中で、この問題、今後県民とともに

どう脱却をしていかれるのか、決意をお聞かせ

願いたいと思います。

先ほどの御指摘のよう○知事（河野俊嗣君）

に、宮崎がすぐれているもの、１番のものを

しっかりアピールするという一方で、宮崎が問

題を抱えている部分についてしっかりと対応を

図っていくことは重要であろうかと思います。

１人当たり県民所得、製造品出荷額、これまで

もこの議場でもさまざま議論があったところで

ありますが、ある意味、地域経済の状況を示す

重要な指標であると認識をしておりまして、本

県の持続的発展に不可欠な地域経済・雇用全体

の底上げに全力を傾けていく必要があろうかと

いうふうに考えております。

このため現在、産学官金という連携のもと

に、成長産業の育成加速化や、中小企業、また

農林水産業の振興による地域に根差した足腰の

強い産業基盤の構築に、県を挙げて取り組んで

いるところでありますし、26年度の重点施策に

おいては、「将来の発展と地域を支える人財づ

くり」というものを新たな柱に据えまして、本

県産業と雇用の核となる人材の育成などに力を

注ぐこととしておるところであります。今後と

も、県の経済、雇用を牽引する成長産業の育成

加速化や人材育成などにしっかり取り組みまし

て、県勢の浮揚につなげてまいりたいと考えて

おります。

これから１年、知事の言動は○新見昌安議員

絶えず注視され、さまざまな難題を持ちかけら

れたり、要望、要請も数多く来るのじゃないか

と思います。それらは期待のあらわれでもある

でしょうし、しっかり頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

次は、五輪特需について伺います。

2020年夏季オリンピック・パラリンピックの

東京開催決定を受けて、地方自治体では、外国

人観光客の増加、あるいは出場国の合宿誘致に

よる経済効果を期待する声が日増しに高まって

いるんじゃないかと思います。まさしく五輪特

需を地方に呼び込もうということであります。

本県においても、仮称ではありますけれども、

「東京五輪おもてなしプロジェクト」のもとに

五輪特需を取り込もうとされているわけですけ

れども、46道府県が、まさしく同じ発想のもと

でそれぞれ計画を立てて、取り組みをスタート

させようとしております。これは当然のことで

あります。これから熾烈な合戦が展開されてく

るでしょうが、例えば合宿誘致一つとっても、

東京から遠く離れた宮崎は不利な条件がそろい

過ぎております。そういった中で、どのような

視点から宮崎を国内外にアピールしていこうと

されているのか、伺いたいと思います。

世界の注目を集めるオ○知事（河野俊嗣君）

リンピック・パラリンピック東京大会は、世界

に向けた本県の発信や地域経済の活性化、観光

交流、またスポーツの振興などを図る上で絶好

の好機と捉えておるところであります。

この機をしっかりと捉え、観光誘客やプレ大
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会、合宿等の誘致につなげていくためには、本

県が他の地域よりもすぐれている特性、例え

ば、スポーツランドの推進で培ってまいりまし

た、練習・宿泊施設の充実や合宿等の豊富な受

け入れ実績もございます。そのノウハウもあり

ます。また、宮崎牛やマンゴー、キャビア等、

世界に誇れるおいしい食があります。今のこの

２点をあわせて申しますと、プロ野球やＪリー

グのキャンプなどで訪れる方がおっしゃるの

は、芝の管理が非常にすぐれているということ

でありますとか、食べ物がおいしいとか、そう

いったところを実際褒めていただいている、そ

のような実績があるわけでございます。さらに

は、温暖な気候や美しい自然、景観、神話のふ

るさとといった、これらほかにはない地域資源

というのもございますし、人情味豊かな県民性

あふれるおもてなしの心といったオンリーワン

の魅力を磨き上げて、国内外に向けて強くアピ

ールしていくことが重要であろうと考えており

ます。

これに加えまして、町の案内表示であります

とか交通・通信手段、さらには県民の外国語の

習得など、選手や観光客などを温かく、かつ円

滑に迎え入れる国際レベルのおもてなし環境の

充実強化というのも重要かというふうに考えて

おります。官民を挙げて効果的かつ効率的なプ

ロモーション活動を展開しまして、このオリン

ピックがもたらす波及効果というのを最大限取

り込むような努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

市町村との連携、これも大事○新見昌安議員

になってきますし、何よりも県民を大きく巻き

込んでの取り組みにしていかないといけないと

いうふうに思います。「笛吹けど踊らず」では

成功はおぼつかないと思います。県民の意識を

どのようにしてこのおもてなしプロジェクトに

向かわせ、官との一体感を醸成していくのか、

伺いたいと思います。

現在検討中の、仮称で○知事（河野俊嗣君）

はありますが、「みやざき東京五輪おもてなし

プロジェクト」の目指すところは、「世界に誇

れる「日本一のおもてなし」環境の構築と発

信」でありまして、市町村や民間、県民の力を

結集しての「オールみやざき」の推進体制とい

うものが、このプロジェクトの成否を握ってい

るものと考えております。

このため、東京への招致決定を受けまして、

直ちに庁内全部局長を集め、このアイデアの検

討を指示し、プロジェクトのイメージ、方向性

というものをある程度固めた上で、私から直接

市町村長に対しまして、市町村連携会議の場

で、今後の連携強化、課題の提示をさせていた

だいたところでありまして、市町村や関係団体

との実務者レベルの協議も既に始めておるとこ

ろであります。さらには、来月、官民で構成し

ますスポーツランドみやざき推進協議会内に

「東京五輪おもてなし部会」を設置しまして、

日本代表やジュニア強化等の合宿誘致、また海

外チームの直前合宿の誘致等に取り組んでいく

こととなっておるところでございます。また、

この週末、私も五輪関係者にお会いして意見交

換するような場というのも考えておるところで

ございます。

以上のように、プロジェクトの具体化と推進

の仕組みづくりに向けた動きを加速化させてい

るところでありまして、全県的な機運醸成と推

進体制の構築、そして、もちろん県民の参加意

識というものを醸成することに取り組んでまい

りたいと考えております。

知事の政治姿勢、最後の質問○新見昌安議員
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となります。世の中にはさまざまな節目となる

年がありますが、半世紀、50年、これも大きな

節目の年であります。明年、西暦 2 0 1 4年

は、1964年（昭和39年）、この年に東京オリン

ピックが開催されてから50周年となります。実

は、私たち公明党も明年の11月17日が結党50周

年となります。庶民の中から国民政党として誕

生してから、もう49年、多くの政党が生まれて

は消えていった日本の政治史の中で、ここまで

来ることができた。これはひとえに、党員、ま

た支持者の皆さんの御支援のたまものであると

いうふうに、改めて感謝をする思いでございま

す。

ところで、本県に目を向けますと、明年は宮

崎県民歌制定50周年の節目の年でもあります。

記念の取り組みはどのように考えておられるの

か、伺いたいと思います。

この県民歌であります○知事（河野俊嗣君）

が、置県80周年を記念しまして、県民の郷土愛

を育み、連帯感を醸成する象徴として制定され

たものであります。現在、県民手帳や県のホー

ムページへ歌詞や楽譜を掲載しますとともに、

直接音楽を聞きたい方には、ホームページから

ダウンロードしたり、また携帯電話の着信音、

いわゆる着うたとしても活用できるように取り

組んでいるところであります。また、御要望に

応じて、複製したＣＤをお送りするなどの取り

組みを行って、その普及周知に努めているとこ

ろであります。

来年は県民歌制定50周年になるわけでありま

す。今、結党50周年ということであり、心から

お祝い申し上げるところでありますし、私自身

も９月に人生50周年を来年迎えるところであり

ます。そのタイミングが合ったことに非常に感

慨深い思いをしておるところでございますが、

県の広報紙や県政番組、ホームページによる積

極的なＰＲを行いますとともに、各種行事での

活用につきまして、学校や市町村などの働きか

けに努めるなど、県民歌が県民の皆様に一層親

しまれ、愛唱されるよう、さらなる普及啓発に

取り組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

次に、防災・減災対策について何点か伺って

まいります。

まずは、災害時安心基金についてでありま

す。この基金は、平成18年、19年、県議会にお

いて大いに議論となったものであります。平

成17年の台風14号、平成18年７月のえびの市を

中心とした豪雨、また同年９月の台風13号によ

る竜巻などの被害で、県独自の支援制度として

平成19年に創設されたものであります。ここで

は、県と市町村で設置した、この災害時安心基

金は現在どのような状況になっているのか、福

祉保健部長に伺いたいと思います。

宮崎県・市町○福祉保健部長（佐藤健司君）

村災害時安心基金につきましては、御案内のと

おり、県内で発生した自然災害により、住家、

いわゆる居住用の建物でございますが、これに

著しい被害を受けた被災者の生活を支援するこ

とを目的に、県と市町村が平成19年度から21年

度までの３年間に、毎年１億円ずつ拠出いたし

まして、合計６億円の基金を積み立てたもので

ございます。この基金から、住家被害があった

世帯に対し、１世帯当たり、全壊20万円、半

壊15万円、床上浸水10万円の支援金を支出いた

しております。これまでに、全壊13世帯、半

壊12世帯、床上浸水259世帯に合計3,030万円を

支出いたしまして、基金の残高は５億7,800万円

余となっております。
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ここ数年、甚大な被害をもた○新見昌安議員

らすような大きな台風が本県を直撃していない

ので、かなりの金額が残っているようでありま

す。

次に、この基金の運用は現在どのように行っ

ているのか。また、運用益はどれくらいになっ

ているのか、同じく福祉保健部長に伺います。

この基金は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

県内全市町村で構成し、その振興を支援してお

ります宮崎県市町村振興協会が運用しておりま

す。この基金の性格上、災害が発生した後、速

やかに支援金を支出する必要があるため、仮に

途中解約しても元本割れが発生しない、安全で

かつ有利な大口定期預金により運用いたしてお

ります。なお、昨年度の運用利息は117万7,000

円で、これまでの合計は958万7,000円となって

おります。

災害時安心基金に関して最後○新見昌安議員

の質問としますけれども、この基金の目的とし

て、「宮崎県内で発生した自然災害により住家

に著しい被害を受けた被災者の当面の生活を支

援するため」云々とあります。この当時、自然

災害のイメージは、台風、そしてその台風に

よって住家が全壊、半壊、また床上浸水の被害

に遭ってしまったことを想定していたのではな

いかと思います。東日本大震災の発生はその後

であります。ここで、いわゆる自然災害の定義

を明確にしておく必要があるのではないかと考

えますが、福祉保健部長に見解を伺いたいと思

います。

災害時安心基○福祉保健部長（佐藤健司君）

金の交付対象となります自然災害は、被災者生

活再建支援法と同じく、暴風、豪雨等自然現象

により生ずる災害としております。したがいま

して、東日本大震災のような非常に大規模な自

然災害も定義上対象となりますが、現実的には

この基金では対応が困難となる事態も想定され

るところであります。そのため、こうした大規

模災害時にも被災者に対する適切な支援が行わ

れるように、被災者生活再建支援法の柔軟な見

直しや、地方独自の支援制度に対する財政支援

などについて、これまでも国に九州地方知事会

等を通じ要望しておりますが、今後とも要望を

行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

よろしくお願いをしておきま○新見昌安議員

す。

次に、県営住宅の耐震化並びにその集会所の

耐震化に関して、現状はどうなっているのか、

県土整備部長に伺いたいと思います。

県営住宅の○県土整備部長（大田原宣治君）

耐震化対策につきましては、「建築物の耐震改

修の促進に関する法律」に基づいて、これまで

実施してきたところでありまして、耐震診断の

対象とならない補強コンクリートブロック造の

建物を除き、全て耐震化が完了しているところ

であります。また、団地内の集会所の耐震化対

策につきましては、平屋建てで床面積が200平方

メートル未満と小規模でありますことから、法

に基づく耐震診断の対象とはなっておりません

が、今後、必要に応じて耐震診断や耐震化に努

めてまいりたいと考えております。

県営住宅本体の耐震化は100％○新見昌安議員

ということで安心いたしました。引き続き、集

会所の耐震化についても鋭意御尽力をお願いし

ておきたいと思います。

もう一点、同じく県土整備部長に伺いたいと

思います。県においては、大規模災害が発生し

たときに、被災地における救命・救助、消火、

医療救護活動やその後の復旧活動を的確に行う



- 160 -

平成25年11月29日(金)

ため、県内５市２町と協定を締結し、自衛隊、

警察、消防等の広域支援部隊が迅速に参集し活

動する拠点である後方支援拠点として、県内に

９カ所確保しておられます。後方支援拠点につ

いては、きのうの一般質問でも取り上げられて

おりましたけれども、東日本大震災発生時にお

ける岩手県遠野市の取り組みによって、その重

要性は十分認識されているところであります。

本県においてもおくれることなく確保されたこ

とは評価をいたします。

ところで、大規模災害が発生したときにもう

一つ重要になるのが、緊急輸送道路でありま

す。「災害発生時の救助・救急・医療・消火活

動及び緊急物資供給などに必要な人員及び物資

等の輸送を担う」という、後方支援拠点と同様

の位置づけからしても、その重要性が理解でき

るところでありますけれども、この道路に関し

ては、その線上にある橋梁なども含めて、大規

模災害が発生したときに、陥没あるいは崩落な

どのふぐあいを生じないよう、不断に点検をし

ておく必要があるのではないかと考えます。ど

のような対策を講じているのか、伺いたいと思

います。

県管理の道○県土整備部長（大田原宣治君）

路におきましては、これまでも日常的に道路パ

トロールを実施し、適切な維持管理に努めてい

るところでありますが、昨年12月に発生しまし

た中央道笹子トンネル事故を契機に、本年度か

らは、トンネルや路面状況など道路ストックの

総点検を実施しているところであります。これ

らの総点検を踏まえまして、県管理の緊急輸送

道路として指定されました68路線、1,279キロメ

ートルにつきましては、特に橋梁の耐震化やの

り面の落石対策に重点的に取り組んできている

ところです。今後とも、道路利用者の安全確保

を図りますとともに、災害に強い道路づくりに

努めてまいりたいと考えております。

遺漏なきよう、よろしくお願○新見昌安議員

いをいたします。

次に、警察行政について何点か伺いたいと思

います。

まず１点目として、信号機のない環状交差

点、ラウンドアバウトについて伺いたいと思い

ます。本年６月に道路交通法が改正され、環状

交差点の通行方法の規定の整備がなされる中、

国土交通省においては、普及に向けて導入効果

や整備する際の課題等について検討を始めたよ

うであります。このラウンドアバウトについて

は、既に導入している県、これから導入予定の

県もある中で、本県における導入への考え方に

ついて伺いたいと思います。

なお、警察行政ということで取り上げました

が、道路の改良も伴いますので、これについて

も県土整備部長に伺いたいと思います。

ラウンドア○県土整備部長（大田原宣治君）

バウトにつきましては、信号機のある交差点に

比べ交通事故が起こりにくく、停電時にも機能

するなどの長所があると言われておりますが、

一方では、交通量が増加すると渋滞が起きやす

くなるなどの報告もありますことから、ことし

９月に国が設置したラウンドアバウト検討委員

会での検討内容や、今後の国の動向などを注視

してまいりたいと考えております。

私が小学生のころ、宮崎市役○新見昌安議員

所前の交差点、そして宮崎山形屋前の、今の橘

通り３丁目交差点、ここにロータリーが設置し

てあったんです。この環状交差点の記事を目に

して、懐かしさから取り上げてみたところでご

ざいました。

次に、きのう、我が会派の重松議員が交通事
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故防止対策について取り上げたところでありま

すけれども、私は、お隣の大分県警が本年３月

から実施している「みんなの事故防止マップ」

というものを紹介したいと思います。これは、

大分県内で発生した交通事故の発生場所などを

ホームページの地図の上で確認できるもので、

人身事故や県民アンケートをもとにしたヒヤリ

箇所、事故多発交差点などのデータが入って

おって、発生時期や事故内容、事故当事者の年

代などで検索して、情報を絞り込むこともでき

るというすぐれものであります。これは、ドラ

イバーのみならず、子供や高齢者に危険箇所を

教えることによって、安全確保に活用できる有

用なものであります。我が宮崎県においても同

様のシステム、導入する価値は十分あるという

ふうに考えますが、警察本部長の見解を伺いた

いと思います。

交通事故情勢に○警察本部長（白川靖浩君）

つきましては、本日、知事から警報が発令され

るなど大変厳しい状況でございます。このよう

な中にありまして、交通事故防止対策において

は、県民の皆様に交通事故の発生状況や危険箇

所などを適切に情報提供することが極めて重要

であると考えております。本県警察でも、平

成24年の交通事故多発地点123カ所について、県

警ホームページ上で、警察署別に、多発地点、

事故形態、事故防止上のワンポイントアドバイ

ス等を一覧表にして、県民に公表しておりま

す。また、県内市町村と交通事故防止に関する

協議の際にも、事故多発地点等のマップを提供

して、住民の交通安全対策に活用していただい

ております。今後も、県民に対して、交通事故

防止に関する情報がよりわかりやすい形で提供

できるよう、大分県警察、その他の県警察の例

を参考にしながら検討してまいります。

前向きに取り組まれるという○新見昌安議員

ふうに受け取りました。大分県警のシステム

は、事故情報が毎月更新、ヒヤリ箇所もある程

度たまった時点で追加していくということのよ

うであります。最新情報がネット上の地図で確

認をすることができます。本県でも早目の対応

をお願いしたいと思います。

次は、交番・駐在所へのＡＥＤ設置について

伺いたいと思います。この問題については、一

昨年の９月議会において当時の鶴見雅男本部

長、昨年の９月議会においては加藤達也本部長

に伺いました。毎年答弁者が異なりますけれど

も、今回、３度目の質問であります。改めて設

置に向けての取り組みを伺いたいと思います。

いわゆるＡＥＤ○警察本部長（白川靖浩君）

でございますが、これは心室細動を起こした患

者さんの命を早急に救うことができるというこ

とで、有用な装置であると承知しております。

当県警察では、警察本部庁舎や運転免許センタ

ー、各警察署など多くの方が来訪される庁舎に

対して、優先的に22台を設置しております。ま

た、交番・駐在所につきましては、昨年調査を

実施しまして、管内にＡＥＤの設置が全くない

西都警察署上三財駐在所に１台設置したところ

であります。他の交番・駐在所については、近

隣での設置状況を勘案しながら、限られた警察

予算の中ではございますが、その必要性を検討

してまいりたいと考えております。

教育委員会では今般、県内の○新見昌安議員

高等学校、特別支援学校合わせて52校に備品と

して設置してあったＡＥＤの耐用年数が経過し

たことに伴って、財務福利課が一括リース契約

で52台を借り入れするようにしております。契

約期間は本年10月から平成30年９月までの５年

間、落札価格は611万1,000円となっているよう
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であります。設置後の保守点検、修理費用など

を考えれば、当然のことながら購入するよりも

安上がりであります。警察においても、リース

方式による交番・駐在所へのＡＥＤの設置、ぜ

ひともお願いしたいと思いますが、白川本部長

の決意をお伺いしたいと思います。

現在、警察予算○警察本部長（白川靖浩君）

は大変厳しい状況にございますが、県警察で

は、県民の安全・安心の確保のために、予算を

有効に使わせていただくよう努力を重ねており

ます。今後、ＡＥＤを導入するに際しまして

は、議員御指摘の教育庁におけるリース方式を

含め総合的に検討してまいりたいと考えており

ます。

３度目にして初めて前向きな○新見昌安議員

答弁をいただいたというふうに思っておりま

す。ありがとうございます。

ここで、橋本危機管理統括監にお伺いをした

いと思います。防災士資格を取るための第１段

階として、去年の夏に受講した防災士養成研修

の基礎コースのメニューの中に救急救命講習が

ありましたが、その中でＡＥＤの扱い方も教わ

りました。その講習の内容について確認をした

いと思います。倒れた人がいます。その方を発

見しました。近寄って「大丈夫ですか」と声を

かけます。返事がありません。呼吸を確認しま

す。呼吸がない。その後、近くにいる方々を呼

びます。「誰か来てください」「どうした、ど

うした」と寄ってきます。そのときに、「あな

たは何々をしてください。あなたは何々をして

ください」と言いますね。これをちょっと再現

してください。

昨年度、○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

私も防災士の講習を一緒に受けさせていただき

まして、「大丈夫ですか」と確認して反応がな

いというところで、１人では対応できませんの

で、近くの人に「いますか」ということで確認

し、「あなたは119番に御連絡ください。あなた

はＡＥＤを持ってきてください」ということで

確認して、順番にかわりながら実際にやってい

く、胸部圧迫とあわせながらＡＥＤの細動を起

こすというような講習を受けたのを思い出して

おります。ありがとうございます。

そのとき私は感じたんです。○新見昌安議員

「119番を呼んでください」と言われたらわか

る。でも、「ＡＥＤを持ってきてください」と

言われても、「どこにあるっちゃろか」と、そ

う思いますよね。もし近くに病院があったら、

「あ、病院には間違いなくある」、学校があれ

ば、「あ、学校には今全部あるよな」というの

がわかります。また、公共施設や大きな会社等

があれば、「もしかしたらあるかもしれない」

というふうに思います。その中に交番や駐在所

も入れていただきたいと思います。何度も訴え

ておりますけれども、交番・駐在所は、地域に

おける安全・安心の拠点じゃないかと思いま

す。地域住民の命を守る、このためにぜひとも

対応をお願いしたいと思います。

次は、小戸之橋のかけかえに伴う課題等につ

いて、パート２でございます。

この問題については、一昨日、ありがたくも

延岡市選出の田口議員が取り上げてくれまし

た。しかし、ここで言うパート２は、田口議員

の質問に続く第２弾ではなく、小戸之橋全面通

行どめを目前にした、ことし６月の私の質問の

第２弾であります。そのときの質問の一つが、

一ツ葉有料道路南線の通行料金を工事期間中だ

けでもいいから無料にできないかというもので

ありました。そのときの答弁は、「非常に」と

いう程度副詞つきの「厳しい」というものであ
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りました。ただ、その時点では、まだ小戸之橋

は通行できておって、通行どめになったら渋滞

するだろうなという想定のもとでの質問でも

あって、期間限定であっても無料化は厳しいの

かというふうに、半ば断念しかかったところで

ありました。しかしながら、通行どめになった

今、本当に渋滞は想像以上であります。期間限

定の無料化が難しいのであれば、せめて通勤時

間帯のみの時間限定の無料化を求める住民の声

もありましたが、おとといの答弁によって、そ

れも厳しいという状況になっております。であ

るならば、今の料金をせめて時間限定で半額に

できないかという切実な新しい訴えを受けまし

た。県土整備部長の見解をいま一度伺いたいと

思います。

一ツ葉有料○県土整備部長（大田原宣治君）

道路につきましては、現在、多額の未償還金が

ありまして、平成32年２月の無料化に向けて、

道路公社と連携を図りながら利用促進に取り組

んでいるところであります。お尋ねのありまし

た時間帯を区切った料金の半額設定につきまし

ては、通行料金改定の国の許可が困難なこと、

さらに、道路管理上の技術的問題や将来の償還

計画などさまざまな課題もありますことから、

対応は難しいのではないかと考えております。

県としましては、今後の宮崎市の渋滞状況の調

査結果などを踏まえながら、引き続き、関係機

関と連携しまして、必要な渋滞対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

後は宮崎市との協議だと思い○新見昌安議員

ますので、よろしくお願いをしておきます。

それまで１日当たり１万8,000台もの車が通行

していた橋が、ある日突然通行できなくなって

しまう。そのために迂回する車があふれ出す。

そのような、まさしく交通環境の激変とも言え

る状況に、我が恒久、城ヶ崎地域の住民は大い

に戸惑っております。御多分に漏れず、我が地

域も高齢者が多い。今まで比較的安全に横切っ

ていた道路の車が急にふえて、それまでの感覚

で横断しようとして交通事故に遭ってしまう。

そのような危険性も高まる中で、横断歩道や信

号機の新設要望も上がってくると思います。県

内各地から数多くの信号機設置の要望が積み上

がっていることは承知の上で、交通環境の激変

に伴う信号機の設置、これは優先されるべきと

いうふうに考えますが、警察本部長の見解を伺

いたいと思います。

小戸之橋通行ど○警察本部長（白川靖浩君）

めに伴う交通対策につきましては、警察として

も事前に、周辺道路の変更に合わせて信号機を

新設あるいは改良したり、生活道路対策として

一定区域を速度30キロに指定するゾーン30を導

入したりするなどの対策を講じてまいりました

が、通行どめの実施以降も、交通状況の変化に

注意を払い、信号機のサイクルの調整等に取り

組んでいるところでございます。

信号機の設置要望についての議員のお尋ねで

ありますが、一般に警察では、個々の地点での

交通量や交通事故の発生状況、さらには通学路

であるかどうかなどの交通環境を具体的に勘案

し、信号機設置の必要性や緊急性を検討して対

応しております。小戸之橋周辺の地区住民から

の御要望があった場合にも、小戸之橋通行どめ

の影響による交通状況の変化も十分に考慮に入

れつつ、その必要性と緊急性を総合的に検討さ

せていただき、地域住民の安全確保に諸対策を

講じてまいります。

ありがとうございます。よろ○新見昌安議員

しくお願いをしておきます。

次に、教育行政について、教育長に何点か
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伺っていきたいと思います。

まずは、宮崎県育英資金についてでありま

す。将来にわたって事業を安定的に継続してい

くためには、利用者にきちんと返還してもらわ

なければならない、そのための回収事務を確実

に行い、利便性に配慮する観点からも、金融機

関窓口だけでの返還ではなく、口座振替による

返還にも対応すべきじゃないかというふうに訴

えたのは、去年２月の代表質問でありました。

これについては早速対応していただき、ことし

の４月から口座振替がスタートしております。

ありがとうございます。そこで、現在の返還者

総数と、そのうち口座振替利用者数、口座振替

不能件数について伺いたいと思います。

宮崎県育英資金の返○教育長（飛田 洋君）

還者は、本年10月末現在8,922人であります。返

還の口座振替につきましては、昨年のうちに全

返還者に利用の案内を行い、本年４月から開始

したところでありますが、初年度である現在の

利用者は、年払い、半年払い、月払いの合計

で2,523人となっております。今後、口座振替の

利用拡大を一層図るために、納付書送付などの

機会を捉えて、さらに利用の促進を呼びかけて

まいりたいと考えております。なお、口座振替

の不能件数は、10月分で114件となっておりま

す。

口座振替については、まだま○新見昌安議員

だ拡大の余地がありますので、推進方よろしく

お願いいたします。

ここで重ねての提案ですが、口座振替が不能

になった場合や、口座振替の契約をしていない

返還者の利便性に配慮し、収納率アップを図る

ためにも、コンビニ納付にも対応すべきと考え

ますが、見解を伺いたいと思います。

育英資金の返還金に○教育長（飛田 洋君）

つきましては、次世代の貸与者の原資となるも

のであり、先ほどもありましたが、返還率の向

上が急務であると認識をいたしております。そ

のため、本年度から、返還者の利便性の向上も

図られる口座振替制度を導入したところであ

り、まずは口座振替の利用促進に努めていると

ころでございます。コンビニエンスストアでの

納付につきましては、利便性があり、返還率の

向上にもつながるものと考えておりますが、新

たな収納手数料やシステム構築費用の発生な

ど、導入に伴うさまざまな課題もございますの

で、それらを踏まえながら検討してまいりたい

と考えております。

平成15年に自動車税のコンビ○新見昌安議員

ニ納税を提案したとき、当時の総務部長の答弁

には、今と同様に「取扱手数料の経費負担など

さまざまな課題がある」云々とありました。し

かし、コンビニ納税がスタートした平成17年度

の取扱件数が５万8,917件であったのに対し、８

年後、今年度の取扱件数は11万8,268件と倍増し

ております。その効果は数字の上で一目瞭然で

あります。コンビニを活用しての収納の実績、

ノウハウは既にあります。金融機関と違い、コ

ンビニでは土曜、日曜も返還が可能となりま

す。あくまでも返還者の利便性を図る観点か

ら、前向きに取り組んでいただきますよう要望

いたします。

次に、子供たちを交通事故から守るため、教

育委員会においては、学校での交通安全教室を

実施されております。先般、我が家の隣の恒久

小学校においても実施している様子が聞こえて

きました。まずはこの内容について伺いたいと

思います。

児童生徒を交通事故○教育長（飛田 洋君）

から守るために、県内の全ての学校で、地元の
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警察署や交通安全協会、自動車学校の協力をい

ただきながら、児童生徒の発達の段階に応じた

交通安全教室が実施されております。小学校に

おきましては、恒久小も同様だと思いますが、

登下校の安全な歩き方や横断歩道の正しい渡り

方などについて、実際の車両や人形を用いて飛

び出しによる衝突実験を行うなど、具体的な指

導を実施しております。また、中学校や高等学

校におきましては、自転車やバイクの安全な乗

り方などについて、内輪差による巻き込み事故

の状況を再現したり、実技講習を実施したりし

ながら、生徒が事故の危険性をより実感できる

よう工夫して実施しているところであります。

今後とも、児童生徒が交通事故を身近な問題と

して捉え、交通安全意識を高めるための取り組

みが展開されますよう、各学校を指導してまい

りたいと考えております。

最近、この交通安全教室に、○新見昌安議員

人形ではなく、いわゆるスタントマンを活用し

たスケアード・ストレイト教育技法を取り入れ

た交通安全教室というものもあるやに聞いてお

ります。スケアード・ストレイト、「恐怖を実

感する」あるいは「恐怖を直視する」というこ

とですけれども、目の前で生の人間が車にはね

られた瞬間には、その迫力に悲鳴が上がり、か

なりの効果があると聞いております。本県にお

けるスタントマンを活用しての交通安全教室、

その実施についての見解を伺いたいと思いま

す。

本県におけるスタン○教育長（飛田 洋君）

トマンを活用した交通安全教室は、ＪＡ共済連

宮崎の主催により、県警本部の協力もいただき

ながら、平成22年度からこれまでに、県内の中

学校８校、高等学校５校におきまして開催され

ていると伺っております。この教室は、恐怖心

を直視させるスケアード・ストレイトと言われ

る手法を用いたものであり、東京からスタント

マンを招き、自転車同士の衝突や、自転車が車

にはねられる事故などを再現することにより、

生徒に事故の恐ろしさを実感させ、交通安全意

識を高めていこうとするものであります。参加

した生徒からは高い評価を得ていると聞いてお

り、取り組みが効果的であるとは考えておりま

すが、１校当たりの経費が約150万という高額で

あることや、小学校での開催は児童への影響が

大き過ぎることが予想されることなど、検討す

べき点もあると考えております。しかしなが

ら、事故の恐ろしさを実感させることは指導上

大切でありますので、スケアード・ストレイト

の取り組みはもちろんのこと、事故の被害者に

よる講話とか、事故の再現映像の視聴などの方

法も研修会などにおいて紹介し、児童生徒の発

達段階に応じて、心に響くような交通安全指導

が行われるように、学校を指導してまいりたい

と考えております。

今は東京から来てもらうため○新見昌安議員

にかかる費用、確かに高いと思います。ただ、

このような事業を手がける会社が福岡に支店を

出したという情報もありますので、答弁にあっ

たように、その効果は抜群だと思います。県内

に篤志家、篤志のある企業はたくさん存在して

いると思いますので、より多くの、特に自転車

通学が多い高等学校で実施できるよう、実施に

向けて御協力いただけるように、働きかけをお

願いできればというふうに思います。

教育行政の最後になりますが、学校教育のデ

ジタル化について何点か伺ってまいります。ま

ず、本年９月に文部科学省が公表した、平成24

年度「学校における教育の情報化の実態等に関

する調査結果」のうち、５つの調査項目から成
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る「教員のＩＣＴ活用指導力」調査における高

等学校部門の全国ランク、本県はどのような状

況にあったかお示しをしてください。

ＩＣＴの指導充実に○教育長（飛田 洋君）

ついては、以前、議員から御指摘があったとこ

ろですが、実は平成24年度、去年の今ごろとい

うのが、あるステージが変わったと思って、私

は非常に感慨を持っております。それはなぜか

というと、点から面へ高等学校のＩＣＴ環境が

変化したということです。実は、コンピュータ

ー室で必修の教科をやるための授業というのが

１クラスしかできないというような状況が続い

ておりましたが、各教室、普通教室に無線ＬＡ

Ｎとタブレットを配置するという事業を開始し

ました。その事業が始まったばかりのころの調

査ですので、まだまだだったと思っておりま

す。

調査の結果でありますが、ＩＣＴ活用を中心

とする５つの項目の質問に対して、本県の全高

等学校の教職員が、「わりにできる」とか「や

やできる」と回答しました割合は、「教材研究

などにＩＣＴを活用する能力」については69.4

％、「授業中に活用して指導する能力」は52.7

％、「生徒の活用を指導する能力」について

は47.5％、「情報モラルを指導する能力」

は64.8％であります。これらの結果は、今申し

上げましたように、教室のＩＣＴの整備に着手

したばかりであること、それから、客観的デー

タではなくて、あくまで教員の自己申告である

ということを考えても、以上の４項目について

は全国で47位、「校務に活用する能力」につい

ては70.1％で46位となっており、急ぎ指導力の

充実を図りたい、改善を図りたいと、現在、環

境整備や研修の充実に取り組んでいるところで

ございます。

調査時期の問題はあるかもし○新見昌安議員

れませんけれども、今の順位だけを聞くと大変

厳しい結果ではないかというふうに思います。

一度その順位に張りついてしまったら、固定化

してしまうのではないかと錯覚するほどであり

ますけれども、九州他県の状況を見ると、決し

てそうではない。例えば大分県、５つの調査項

目のうち、23年度は１項目が30番台で、残り

は40番台、宮崎とどっこいどっこいでありまし

た。ところが、24年度は１項目が20番台、残り

の４項目は10番台まで上がっております。もっ

とすごいのは佐賀県、ここは学校教育のＩＣＴ

化に力を注いでいることで全国的に有名ですけ

れども、それが調査結果に如実にあらわれてお

ります。23年度は５項目全て10番台半ばであり

ましたが、24年度は３、４、５番まで上がって

おります。

先ほど教育長もおっしゃいましたが、２年

前、私は同じ質問をしました。このときは最下

位が３項目あったものの、「情報モラルなどを

指導する能力」は43位でありました。しかし、

今回の調査結果は先ほどのとおりであります。

２年前、「手をこまねいているとは思わないけ

れども、このままでは九州他県の後塵を拝する

ことになるのではないかと心配している。杞憂

に終わるようしっかり取り組んでもらいたい」

旨の話をしましたが、残念ながら現実となって

しまっている。この現状をどのように認識され

ているのか、改善に向けどう取り組んできたの

か、お伺いをいたします。

ＩＣＴの活用は、教○教育長（飛田 洋君）

育の質を向上させるために重要であると考えて

おります。今回の調査結果というのは、ＩＣＴ

の活用に自信を持っている教員が本県では限ら

れており、広がっていないということを示して
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おります。授業を改善する上で取り組んでいき

たいと考えておりますが、そのために本県で

は、教員のＩＣＴ活用指導力向上を図るため、

どの教科、どの教員でもＩＣＴが活用できる教

育環境を整備するため、タブレットと無線ＬＡ

Ｎの普通教室への整備に昨年度着手したところ

であります。昨年度９校、本年度同じく９校の

県立学校に整備し、教科指導で活用するための

実証研究を進めているところであります。昨年

度整備した学校につきましては、活用能力の向

上が見られるところであり、それを全学校に広

げるため、研修センターにおける授業研修に実

証研究の成果を生かすなどして、全ての教員の

ＩＣＴ活用指導力の改善に努めてまいりたいと

考えております。

ぜひとも大いに発憤していた○新見昌安議員

だいて、取り組んでいただきたいというふうに

思います。

ところで、原点に戻って、教育現場でＩＣＴ

を導入し、デジタル化を進める本来の目的は何

なのか、見解を伺いたいと思います。

教育のＩＣＴ化には○教育長（飛田 洋君）

さまざまな目的がありますが、主な２つを紹介

させていただきます。１つは、現代社会におい

て必要不可欠なツールであるＩＣＴと生徒たち

がきちんと向き合い活用できるようになるため

に、情報機器を活用する能力と情報モラルをし

かりと身につけさせることであります。もう１

つは、教員がＩＣＴを活用し、授業の改善を図

り、生徒の興味・関心や理解度を高め、学力向

上へつなげることであります。そのために、わ

かりやすい教材を拡大して提示するとか、動画

を活用して理解を深めるなど工夫しながら、Ｉ

ＣＴの機器を活用しているところであります。

この前の日曜日ですけれど○新見昌安議員

も、テレビで「世界一の九州が始まる」という

番組がありました。そこで宮崎の教育ソフト会

社が紹介をされておりましたけれども、そのソ

フトを活用した授業をやっている高校として、

日南振徳高校が紹介をされていました。ただ、

一視聴者としてわかるのは、放映されている部

分だけですけれども、そこでは電子黒板を使っ

ているわけでもなく、先生手持ちのパソコンの

内容をプロジェクターでスクリーンに映し出し

ての授業でありました。教室は確かにパソコン

教室らしきところではありましたけれども、生

徒たちが使っているのは、机上に設置してある

パソコン、またはタブレット端末ではありませ

んでした。教科書とノートという旧来のスタイ

ルでありました。普通教室でも十分可能な授業

であったと思います。違ったのは、プロジェク

ターから投影された先生のパソコンの中身だけ

ではなかったのかと思います。

今の答弁で、学力向上へつなげていく、これ

が目的であるとも言われましたけれども、であ

るならば、いつになるかわからないフル装備の

ＩＣＴ化を待っている間に、今あるハードの整

備状況の中でも、工夫することで学力向上に対

応できるものがあるんじゃないか、また対応し

なければならないんじゃないかと思います。見

解をいま一度伺いたいと思います。

本県の、先ほど申し○教育長（飛田 洋君）

上げましたコンピューター教室は、必修の情報

に関する教科や専門高校の実習を行う教室とし

て、まず整備してきました。そのため、他の教

科の指導においてＩＣＴを活用した授業をしよ

うとしても、コンピューター教室はあかないと

いう状況がありましたので、普通教室で使える

ようにしたいという発想であります。昨年度か

ら、普通教室用の無線ＬＡＮを用いますと、プ
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ロジェクターでいろんな映像を映すことができ

ます。それから、タブレット整備に着手したと

ころです。そういうことをやって、どの教科の

どの教員でもＩＣＴが活用できる環境の構築に

取り組み始めたところであります。議員がお話

になりましたように、そういうことをやってい

けば可能になると思いますが、そこまで今取り

組んでいる途中だというふうに御理解いただく

とありがたいと思います。そういうタブレット

等を使いながら、今後は、普通教室で活用でき

るＩＣＴ環境を生かして、全教職員のＩＣＴ活

用指導能力を向上させようと考えております。

教育長は、現場の最前線でこ○新見昌安議員

れまでずっと働いてこられ、学校の現状は知悉

されているというふうに思っております。飛田

先生が教育長でおられる間に、宮崎の教育が大

きく飛躍、飛翔できますように、御尽力をお願

いします。

時間が押し迫ってまいりました。高齢者を取

り巻く課題等については割愛をいたします。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○丸山裕次郎副議長

りました。

次の本会議は、12月２日午前10時開会、本日

に引き続き一般質問であります。

本日はこれで散会します。

午後２時１分散会


