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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。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、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。

地元高鍋町脇地区自治公民館婦人部、えりす

ぐりの選抜メンバーの皆様がお越しでございま

す。少しでも多くの皆様に傍聴に来ていただ

き、関心を持っていただくことは、議員にとり

ましても本当に張り合いのあることでございま

す。また、議会活性化、ひいては力強い県勢の

発展につながると思います。きょうは朝早くか

ら本当にありがとうございます。

さて、６月３日から５日にかけての豪雨で、

本日お越しの脇地区の皆さんも土砂崩れで裏山

が崩れるなど、大変御心配をされたことと思い

ます。特に被害の大きかった川南町を流れる平

田川周辺の花やトマト、キュウリを栽培される

施設園芸農家の皆さん、大変な被害でございま

した。そのほか今回被害に遭われた皆様には、

心からお見舞いを申し上げます。

きょうは、４年に一度の世界的なスポーツの

祭典、ＦＩＦＡワールドカップの開会式が盛大

に行われました。私も朝４時には起きて観戦を

させていただきました。すばらしい接戦で、何

よりも先発の主審を務めた西村審判ほか日本の

審判団の皆さんにも、本当に感動しました。ワ

ールドカップは、世界203の国と地域の予選を勝

ち抜いた32カ国が、頂点を目指して熱い戦いを

行っています。日本代表の活躍にも大いに期待

をしています。特に、我が宮崎県出身の伊野波

選手の活躍も楽しみにしています。一説による

と、世界で延べ300億人近くの人々がこのワール

ドカップをテレビを通じて観戦するということ

でございます。政治や宗教、民族、地域などの

課題を超越して、世界中の人々が一喜一憂し、

感動を共有できるすばらしい平和の祭典だと思

います。さらに、世界最大規模の経済効果をも

たらすエンターテイメントでもあり、スポーツ

の持つ底力を体感できることを期待しておりま

す。

そこで、通告に従い質問をいたします。

まず、スポーツ観光についてであります。

先月５月31日、木の花ドームで行われました

「みやざき県民総合スポーツ祭」の総合開会式

に出席いたしました。オープニングのアトラク

ションで、日本武道の一つである杖道というの

が演武されておりました。そのメンバーの中

に、日南、串間などのＡＬＴなどで日本に来ら

れた方々がいらっしゃいました。高鍋町でも松

濤館空手の国際交流事業で、オーストラリアか

らの子供たちがホームステイをして空手の合宿

をしています。このように我が県でも、武道を

通じた海外との交流は、少しずつですが、進ん

でおります。

さて、空手が盛んな沖縄には、世界で通用す

る沖縄ブランドとの意気込みもあり、毎年

約2,000人もの外国人の方が空手の修行目的で来

られているそうです。さらに、空手道発祥の地

・沖縄が、世界の空手の聖地となることを目指

して、沖縄県知事がみずから会長となり、平

成20年に振興会を立ち上げられております。本

県も、武道に関してはたくさんの強みがあると

平成26年６月13日(金)
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思います。武道をスポーツランドみやざきの柱

の一つとして積極的に取り組んでみたらどうか

と思いますが、知事の所感をお伺いいたしま

す。

以下の質問は質問者席のほうで行います。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

スポーツランドみやざきについてでありま

す。今お話がありました本日開幕したワールド

カップサッカーや、2020年の東京オリンピック

・パラリンピック競技大会など、スポーツは今

まさに全世界の注目を集めるものとなっており

ます。この好機を捉えて本県では、「東京オリ

ンピック・パラリンピックおもてなしプロジェ

クト」を立ち上げまして、スポーツ大会、合宿

の誘致や外国人誘客の強化など、全県を挙げて

「おもてなし環境」を磨き上げて、世界に発信

する取り組みを進めているところであります。

御提案のありました武道でありますが、都城

市において、全国弓道大会がことしで27回目を

迎えているほか、延岡市で井上康生監督率いる

柔道男子日本代表の合宿や、椎葉村で貴乃花部

屋などの合宿が行われております。また、今月

には、シンガポールの剣道ナショナルチームの

合宿が宮崎市で予定されているなど、武道はス

ポーツランドみやざきの重要な柱の一つである

と受けとめております。

また、先日、俳優の藤岡弘さんと意見交換す

る機会があったわけでありますが、武道という

もの、その精神が海外でも非常に高く評価をさ

れ、また尊敬の念を持って受けとめられる、そ

のような話がございました。

武術としての側面のみならず、まさに礼節を

重んじ、心技一体として人格を磨いていくとい

う精神的な部分というものも高く評価され、こ

れが人づくりにもつながり、また海外にも発信

できる要素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。今後とも、スポーツ

ランドみやざきにつきましては、全県化、通年

化、多種目化を進めてまいりたいというふうに

考えておりますが、武道につきましても、その

一環として積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 本県でも、弓道の全国大会

を27回も開催している都城市、弓の産地でもあ

りますけれども、本当にすごいと思います。こ

のように、本県にも武道が地域活性化のチャン

スになる事例はまだまだあると思います。そこ

でまず、武道をスポーツ観光の柱にするための

風土が本県にあるのか、県民に親しまれている

のか、その環境確認のために幾つか質問をさせ

ていただきます。

まず、本県の学校教育での武道教育の現状

と、中体連、高体連等での武道の成績、競技活

躍について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の県内公

立中学校での武道の実施状況について申し上げ

ますが、学校によっては複数種目実施している

ところもありますので、延べ数でありますが、

柔道が98校、剣道が37校、相撲２校、弓道２

校、なぎなた１校での実施となっております。

武道競技の過去３年間の実績を申し上げます

と、中学校ではＪＯＣジュニアオリンピック

カップ全国中学校弓道大会の団体優勝など、全

国規模の大会において、本県から８団体、15個

人の入賞がありました。高等学校では、全国高

校総合体育大会空手道競技の団体優勝など、18

団体、37個人の入賞がありました。このよう

に、本県の武道各種目の競技力は高く、毎年、
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全国規模の大会において、宮崎の中学生、高校

生が活躍してくれておりまして、選手諸君、そ

して指導者の皆さん、関係者の皆さんの御努力

に心から敬意を表するものであります。

○松村悟郎議員 本県の武道の競技力は、全国

に通用するということでございました。高等学

校では、過去には弓道、剣道、団体で全国制覇

をしております。柔道に関しても個人で優勝し

ております。本当に輝かしい成績だと思いま

す。武道に対する教育の状況や武道家の育成環

境には問題ないようです。

次に、本県での武道競技全国大会などの開催

実績と大会誘致の取り組みについて、お伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 武道の全国大会の本

県開催につきましては、先ほど知事の答弁にあ

りました都城弓まつり全国弓道大会のほか、一

昨年は、剣道の日本三大大会の一つと言われて

おります全日本東西対抗剣道大会が開催されて

おります。また、九州大会につきましては、県

武道館だけでも年間10回程度大会が開催されて

おります。

県武道館等を有効に活用した全国規模の大会

の開催や県内合宿の誘致を進めることは、レベ

ルの高い大会へ選手として参加できる機会の増

加や、試合の観戦により学ぶ機会がふえること

にもなりますので、本県全体の競技力向上にも

寄与することが期待されます。また、日本の伝

統文化の尊重や礼儀作法の習得など、教育的効

果も大きいものと考えております。さらに、他

県の選手・役員の皆さんとの交流等を通して宮

崎のよさをアピールすることもできますので、

地域の活性化や経済効果も期待できるものと考

えております。

○松村悟郎議員 九州大会、全国大会の実績も

あります。県武道館だけではなくて高千穂町の

武道館でも大会が開催されると聞いています。

誘致環境も申し分ないと思います。

さて、世界のスポーツはそのほとんどがヨー

ロッパの文化ですが、日本発祥の武道では柔道

がオリンピック競技にもなり、世界中に競技人

口が広がっています。また、そのほかの武道で

も世界中に愛好家がいると聞いております。そ

こで、本県の競技人口、全国、そして世界の現

状について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の武道の競技人

口は、宮崎県体育協会に加盟しております武道

関係団体の登録者数で申し上げますと、剣道競

技の2,119人、弓道競技の2,034人、柔道競技

の1,743人を初めとして、相撲、空手道、少林寺

拳法、なぎなた、銃剣道競技を含めまし

て、8,113人であります。また、日本武道協議会

の資料によりますと、概数ではございますが、

日本国内で約240万人、海外では約7,000万人の

武道愛好者の方がおられます。

○松村悟郎議員 海外での武道愛好者7,000万

人、本当にすごい数字だと思います。この7,000

万人が潜在的なお客様、つまりターゲットにな

ります。

これから、特に剣道に特化してお伺いをいた

します。ことしの２月20日から22日にかけて、

フランスのパリで国際交流支援機構（ＪＥＴＡ

Ａ）主催の「宮崎の神話と剣道」という講演会

と、日本武道宮崎主催の「パリで宮崎を感じる

１日」というイベントが開催されました。宮崎

から、神話の話をされる観光ボランティアの方

や宮崎日仏文化協会の華道や茶道の先生、剣道

の演武をされる方などが直接パリに向かわれ

て、フランス剣道連盟の協力を得て、剣道を中

心とした日本文化や民話など宮崎のＰＲ活動を
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行っています。このイベントについて、本県も

後援をしていただき、また観光パンフレットな

ども直接パリに送っていただいております。県

が後援した意義とこの企業の取り組みについて

どのように感じられたのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 日本武道

宮崎が主催されました「パリで宮崎を感じる１

日」につきましては、本県の伝統的工芸品であ

る日向剣道防具の販路拡大に資するとともに、

本県の神話や文化についての理解を深める意義

があるとして後援を行ったところであります。

また、本県の伝統的工芸品を取り巻く状況が厳

しい中、県内の企業が、国内はもとより海外に

おいて積極的に販路拡大に取り組まれるととも

に、剣道を通じた伝統文化の発信も行っていた

だいておりますことについては、大変心強いと

感じたところであります。県といたしまして

は、今後とも、伝統的工芸品を含め、県産品の

振興に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今回、パリでイベントを主催

された多田さんは、「世界でも有名になった武

士社会の名残とも言える日本独自の文化である

剣道と、剣道具や木刀、弓具などの国内最大の

生産量を誇る宮崎県、多くの神話や現代剣道の

三大源流の一つの発祥の地鵜戸神宮など、宮崎

が誇る地域資源を海外で知ってもらいたいとの

思いです」と話されています。宮崎県の武道に

関する環境は本当にすばらしいと思います。若

い武道家育成状況も、受け入れる施設環境もそ

ろっており、宮崎、高千穂の武道館、都城の防

具生産現場、日南の鵜戸神宮訪問など、武道家

にとって魅力的な観光ルートもすぐにでもでき

そうです。後は発信するだけではないでしょう

か。そこで、海外で展開されているクールジャ

パンで人気が出ている剣道を宮崎の新たな観光

資源として生かせるのではないかと思います

が、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど議員が指摘され

ましたパリでのイベントにつきましては、パリ

の自治体国際化協会の所長として私の総務省の

後輩が行っておりまして、フェイスブックを通

じてそのときの様子の情報が来たわけでありま

すが、大変関心、注目を集めておったというこ

とで、手応えを感じたところでございます。こ

うしたヨーロッパを初め海外では武道に対する

人気が高まっておりまして、武道を切り口とし

た海外への情報発信というものが、日本の魅力

を世界に発信するクールジャパン戦略の柱の一

つであり、非常に重要なものとなっているとい

うふうに受けとめております。

武道に関連して、私、四半的というものを海

外の皆さんに対する一つの敷居の低いエンター

テインメント性も含めたものとして何とか活用

できないかという思いはあるわけであります

が、今の御指摘の剣道も、話がありましたよう

に、剣法発祥の地と言われる鵜戸神宮を有して

いるということ、そして防具製作が盛んな本県

にとりまして、観光振興、さらには海外からの

誘客という観点からアピール力を持ったもので

ありまして、議員の御提案は大変興味深く受け

とめたところであります。本県におきまして

は、こうしたスポーツを初め、神話・伝説や

花、食など、さまざまな切り口で地域の宝を生

かした観光の振興に取り組んでいるところであ

りますが、武道、その中でも剣道ということも

含めて、今後、多様な視点とアイデアを取り入

れながら、地域の魅力向上に努め、誘客の促進

を図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ここで一つの記事を紹介いた
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します。日本を世界に発信する、日本のブラン

ドを売り込む「Discover Japan」という雑誌で

ございます。ここの１ページにあります。経済

産業省が推奨するクールジャパンのプロデュー

サー渡邉賢一氏が「Discover Japan」４月号に

掲載された、「外国人武道家の日本への心の

旅」という記事です。「現在、武道家を志し、

入門する外国人は年々増え続けている。世界の

武道家人口の方がマジョリティーであること

は、今や常識。（彼らは）日本に精神的な探求

の旅に訪れている。世界の武道家の中では特に

宮崎県が人気だ。生涯愛用する武具と出合える

憧れの産地。神話に残る武神の息吹に武士道の

いにしえを感じる要素が重なり、宮崎を聖地化

している。「武士道の国」日本として、日本各

地の武道の聖地を再編集化してゆくことが必要

ではなかろうか」と書かれています。今こそ、

剣道を本県のすばらしい資源としてアピールす

る、まさにチャンスが到来しています。みんな

で宮崎の資源に、さらに磨きをかけてまいりま

しょう。

きょうは、今お話のあった宮崎日仏文化協会

の方、そして世界17カ国で我が県の武具を販売

され、宮崎を発信されている多田さんも、多分

傍聴に来ていただいていると思います。御紹介

だけさせていただきます。

次の質問に移ります。災害に強い河川整備。

まずは、県管理河川の地震・津波対策につい

てであります。東日本大震災の教訓を踏まえ、

政府の中央防災会議では、新たに２つのレベル

の津波の考えを示したところであります。この

うち、数十年から100数十年に一回起きるような

発生頻度の高いレベル１の津波については、河

川管理施設を初めとするハード施設で防御する

ことが基本とされています。政府の地震調査委

員会は昨年の５月、南海トラフにおけるマグニ

チュード８以上の地震が、今後30年間に60～70

％の高い確率で発生すると評価しております。

日向灘に流れ込む県管理河川の地震・津波対策

が喫緊の課題であります。

このような中、大淀川や小丸川など国管理の

一級河川では、堤防の補強工事やかさ上げ工事

が既に行われております。また県では、ことし

の３月に、レベル１津波の対策が必要な箇所に

ついて公表したところであります。今年度か

ら、県内の14の河川について新たに地震・津波

対策の事業に取り組むと伺っております。そこ

で、まず初めに、県管理河川の地震・津波対策

が必要な箇所をどのように選定したのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県管理河川

の地震・津波対策が必要な箇所の選定につきま

しては、まず、過去に発生した地震や今後想定

される地震をもとに津波高の計算を行いまし

て、本県での実績津波高を参考にしながら、レ

ベル１津波の水位を設定したところでございま

す。その後、Ｌ１津波による浸水想定の検討を

行い、家屋等の浸水が想定される箇所を要対策

箇所として選定し、公表したところです。

なお、要対策箇所のうち、清武川を初めとし

ます14水系につきましては、河川単独で事業効

果を発揮できるため、今年度から新たに津波・

高潮・耐震対策河川事業に着手したところでご

ざいます。

○松村悟郎議員 津波対策については、本当に

今、非常に確率が高いということでございます

ので、一日でも早い整備が必要でございますけ

れども、県管理河川の要対策箇所における整備

の方法、あるいは今後どのようなスケジュール

で整備が行われるのか、そしてその費用をどの
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程度見込んでいるのか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） 河川の要対

策箇所につきましては、今後、調査設計を行

い、堤防のかさ上げや液状化対策、水門等の新

設や自動閉鎖化などを実施していくことになり

ます。

今後の整備スケジュール等でございますが、

今年度から事業に着手する14水系につきまして

は、事業期間約10年、総事業費は約130億円を見

込んでおります。また、海岸事業と一体となっ

て取り組む必要がある17水系につきましては、

事業の実施に必要となる海岸保全基本計画を今

年度中に改定し、整備優先度の高い箇所から順

次取り組む予定でありまして、事業期間や事業

費の詳細については、今後検討することとして

おります。県といたしましては、近い将来、高

い確率で予測されております南海トラフの地震

発生をしっかり見据え、スピード感を持って地

震・津波対策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願い申し上

げます。

６月３日から５日、児湯郡、日向地区、県北

延岡地区、集中的な豪雨が起こりました。海岸

地域に限定されていたのではないかと思います

けれども、大きな被害の中で、河川の護岸決壊

あるいは越水等が地元の児湯郡内でも多々起

こっております。そこで、まず初めに、今回の

豪雨による公共土木施設及び農業関係の被害状

況について、県土整備部長、農政水産部長、そ

れぞれにお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） ６月３日か

ら５日の豪雨による公共土木施設の被害状況に

つきましては、調査途中の段階ではございます

が、現在のところ、県、市町村合わせて132カ

所、約14億5,000万円となっております。このう

ち河川災害は70カ所の約7億8,000万円、道路災

害は62カ所の約６億7,000万円となっておりま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業関係の被

害につきましては、児湯及び東臼杵管内を中心

に県内各地で発生しており、現在、被害状況の

把握に努めております。このうち農作物等の被

害につきましては、冠水や土砂流入等により、

カボチャ、スイートコーン等の野菜、飼料作物

及び水稲に被害が発生したほか、鶏の溺死、あ

るいはハウス及び鳥獣侵入防止柵等の損壊を確

認したところでございます。また、農地及び農

業用施設につきましては、調査途中ではありま

すが、現在のところ、農地災害が128カ所の1

億4,100万円、農業用施設災害が51カ所の5,500

万円で、合わせて179カ所の１億9,600万円と

なっております。

○松村悟郎議員 先週、被害があったわけでご

ざいます。私も何度か現地のほうに伺ったので

すけれども、緒方部長には土曜日の休みの日、

こちらから要請もしていないのにバイクでわざ

わざ被災現場のほうに来ていただきまして、あ

りがとうございました。本当に喜ばれておりま

した。

さて、地元の方によれば、今回のような集中

豪雨は初めての経験ですというお話をよく耳に

します。ただ、全国的な気候変動により、これ

は今後頻繁に発生することが懸念されておりま

す。特に川南町を流れる平田川については、今

回の豪雨で大きな被害が発生したところであり

ます。私も現地を何回か調査しましたが、河川

の護岸の被災や河道内に堆積している土砂等を

確認したところであります。そこで、平田川に
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おける災害復旧事業の進め方と、河道内に堆積

している土砂についてどのように対応するの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 平田川にお

きましては、延長約1.7キロメートルにわたり護

岸が決壊するなどの甚大な被害が発生したとこ

ろであります。このうち被害の拡大防止が必要

な箇所につきましては、土のう積みなどによる

応急対策を実施しますとともに、流木につきま

しても、町と連携して撤去したところでござい

ます。本復旧につきましては、速やかに、国の

災害査定を受けるため、現地の測量や設計など

の準備を進めるとともに、災害復旧工事の早期

完成に向けて、全力で取り組んでまいりたいと

考えております。また、平田川の河道内に堆積

している土砂につきましては、再び越水するお

それがある箇所につきまして除去する予定にし

ております。

○松村悟郎議員 まだまだ梅雨時期、雨の心配

もございますので、応急的にできるところは速

やかに、処置のほうをよろしくお願いしたいと

思います。

次に、河川の維持管理について質問します。

町なかの住民の生活空間の一部となっておりま

す小河川では、パートナーシップ事業で地域住

民みずからが作業し、草刈りなど管理を行って

いるところがあります。私自身も「水辺の会」

で参加しており、パートナーシップ事業は、河

川を身近なものと感じるとてもよい事業だと思

います。しかしながら、河床部に堆積土砂がた

まっていることで草刈りが大変困難で、管理し

づらい状況にもあります。堆積土砂の除去をし

ていただければ、引き続き河川内の環境改善に

努められると思います。また、管理用道路を舗

装することで、草刈りのための軽トラックや機

械搬入が容易にでき、地域住民が管理しやすく

なり、さらに遊歩道として市民の利用が多くな

り、ごみ問題も少なくなります。何より、市民

に親しまれる河川になるのではないかと思いま

す。そこで、県として、地域住民が親しみを

持って草刈り等を行っている町なかの小河川に

ついては、作業をしやすくするための堆積土砂

の除去や管理用道路の舗装などを行うことはで

きないのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） 河川内の堆

積土砂の除去につきましては、家屋の浸水のお

それがあるなど、治水上支障となる箇所を優先

的に実施しているところでありますが、町なか

の小河川におきまして、河川に親しむために整

備した階段や散策路が堆積した土砂により利用

が困難になっている場合には、市町村や地域住

民の意見を伺いながら、堆積土砂の除去を検討

してまいります。また、管理用道路につきまし

ては、地域の実情や利用状況などを総合的に勘

案しながら、舗装も含め、どのような整備手法

が望ましいか、今後検討してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願い申し上

げます。

次の質問に移ります。太陽光発電についてで

あります。

本県は、日本一と言っていいほど温暖な気候

に恵まれ、豊かな森林、水資源、日照時間、自

然エネルギーを活用した取り組みには最も適し

た環境にあります。宮崎県も新エネルギービ

ジョンを策定し、積極的に導入促進が図られて

います。さらに、平成24年に再生可能エネルギ

ーの固定価格買い取り制度が開始され、導入の

動きはさらに加速され、特に太陽光発電の普及
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は目覚ましいものがあります。そこで、本県の

住宅用太陽光発電の設置状況について、環境森

林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 国の外郭団体

であります一般社団法人太陽光発電協会により

ますと、データが残る平成17年度末の7,296件に

対しまして、平成25年度末は２万9,272件と、約

４倍の伸びとなっております。また、世帯普及

率でありますが、本県は6.4％となり、7.5％の

佐賀県に次いで全国２位となっております。

○松村悟郎議員 随分、家庭用も進んでいるよ

うでございます。今後とも、さらに推進をよろ

しくお願いしたいと思います。

住宅用の太陽光システム、これも本県は直

接、補助制度というのが行われておりました。

これも25年度で終わりと伺っております。そこ

で、その影響というのも心配されるわけでござ

います。本県の住宅用太陽光発電の普及、今後

の見込みと、さらに導入促進のための施策、考

え方について環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県は、全国

トップクラスの日照時間や快晴日数など、太陽

光発電に非常に適した条件となっておりますこ

とから、今後も、固定価格買い取り制度が継続

されるとともに、設置費用が低下していく状況

にあれば、引き続き普及が見込まれるものと考

えております。県といたしましては、住宅用太

陽光発電システム融資制度によりまして支援す

るとともに、設置後のメンテナンスの方法な

ど、必要な情報の提供を行い、今後とも導入の

促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 次は、産業用の太陽光発電に

ついてであります。本県のメガソーラーは、都

農町のリニアモーターカー試験場跡、これは話

題になりました。その後、固定価格買い取り制

度が導入されて、県内至るところで設置が進ん

でおると思います。そこで、本県のメガソーラ

ーなど、産業用（非住宅用）太陽光発電の設置

状況について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 経済産業省の

認定を受け、現在稼働しております10キロワッ

ト以上の太陽光発電は、平成26年２月末現在、

件数で2,611件、出力で16万8,953キロワットと

なっております。このうち1,000キロワット以上

のメガソーラーは、件数で22件、出力で３

万5,205キロワットとなっており、固定価格買い

取り制度が開始された平成24年７月以前に比べ

ますと、出力は約９倍に伸びているところでご

ざいます。

○松村悟郎議員 太陽光発電の普及は、本当に

目覚ましいものがあると思います。そこで、幾

つかの課題が出てきていると聞いております。

九州電力高鍋営業所管内では、今回の価格買い

取り制度の見直しなどの影響で、予想以上の連

系申し込みがあります。太陽光発電を希望する

事業者の皆さん、４月から連系を保留する状況

になっているそうです。県内では、同様の案件

が都城営業所管内でも起こっていると聞いてお

ります。そこで、太陽光発電の系統連系に係る

課題と今後の方策等について、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 系統連系につ

きましては、限られた地域に連系が集中いたし

まして、電線や変電所の容量を超える電力が生

じる場合には、変電所等の改修工事が必要とな

ります。これらの工事費用につきましては、太

陽光発電の設置事業者の負担となることや、そ

の工事に長期間を要することから、売電開始時
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期がおくれることが大きな課題と考えておりま

す。このため、県といたしましては、九州電力

と連携しながら、支障のある地域等の情報の提

供や必要な事務手続などについて助言を行って

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 かなり広い範囲で今、接続が

できていないようでございます。高鍋営業所管

内は、佐土原から美々津あるいは西都地域まで

でございます。都城営業所は、都城から小林、

えびの周辺まで管轄をしているということでご

ざいます。どうぞよろしく九電と協議をお願い

したいと思います。

次に、経済効果についてであります。太陽光

発電所は、設置した後、そこに従事する人員は

必要なく、雇用の点では効果が少ないと言われ

ています。一方、大量のパネルの組み立てや基

礎工事、電気工事などの工事関係の仕事を創出

するとともに、大変大きな設備投資がなされて

います。また、パネルやパワコンなどの設備更

新、保守点検作業といった新たな仕事も創出さ

れます。さらには、設備に対しての市町村への

税収も期待されています。そこで、太陽光発電

設置に伴う地域への経済効果について、特に太

陽光発電の投資額と市町村の固定資産税収入に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 太陽光発電の

設置に伴います県内への投資額は、経済産業省

が公表しております資料等から、固定価格買い

取り制度以降の施設で推計いたしますと、県全

体で700億円程度となります。また、固定資産税

につきましては、県内22カ所のメガソーラーで

推計いたしますと、県全体で9,000万円程度とな

ります。

○松村悟郎議員 市町村の固定資産税、9,000万

円ということでございましたけれども、メガソ

ーラー以外の産業用発電は、正確ではありませ

んけれども、私のほうで概略、計算してみたと

ころ、来年度、市町村に落ちる１年の固定資産

税、６億円になると思います。太陽光の場合に

は17年償却ということでございますので、当

然、償却資産税ですから年々減っていくわけで

ございますけれども、市町村に対する税収とい

うのはかなり大きなものが期待できると思いま

す。

次に、環境に優しく安全で安心なエネルギー

として、新エネルギーへの県民の期待は大き

く、１年前倒しで改定された現在の宮崎県新エ

ネルギービジョンは、平成25年度から平成34年

度までの10年間の計画であります。本県の積極

的な導入促進や固定価格買い取り制度の影響に

より、九州電力によりますと平成26年３月末

で32万キロワットの発電が開始され、また現在

建設中のものなど、本申し込みの案件を入れま

すと既に72万5,000キロワットになり、平成32年

度目標70万キロワットを上回る導入規模が予想

されます。また、ビジョンによりますと、見直

しは平成29年度とされていますが、本ビジョン

に大きな影響を与える動向を踏まえ、必要に応

じてビジョンを見直すということもございま

す。そこで、さらなる新エネルギー導入を促進

するためにも、新たな目標を設定するなど、新

エネルギービジョンの改定も必要ではないかと

思います。知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 太陽光発電につきまし

ては、固定価格買い取り制度の運用開始後、急

速な普及が進んでおり、今、具体的な数字も示

していただいたところでありますが、国が認定

している施設が全て稼働した場合には、県の新

エネルギービジョンの導入目標であります平

成34年度までに70万キロワットという数値を、
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その時点で上回ることになります。しかしなが

ら一方で、用地確保や資金調達の不調などによ

り国が認定を取り消すケースでありますとか、

先ほどの系統連系の問題などにより事業を断念

するケースも多く出てくるものという変動要因

などもあるわけであります。もちろん基本的

に、積極的に取り組むという基本姿勢を保ちつ

つも、新エネルギービジョンにつきましては、

中間年である29年度中に改定することとしてお

りますので、太陽光を初めとする新エネルギー

全体の導入実績を踏まえながら、導入目標の見

直しについても、その時点で検討してまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 太陽光、自然エネルギーの促

進は大事でございます。もう一つ大事なこと

は、一昨日の新聞にも載っておりましたけれど

も、何といっても自然豊かな宮崎県の景観が重

要でございます。景観とのバランスをしっかり

考えた導入計画も必要だと思います。

次に、電気自動車についてであります。低炭

素社会の実現と地球環境の保全にも寄与するこ

とから、クリーンエネルギー自動車として電気

自動車の普及促進を図ることが宮崎県環境計画

にも明記され、私も大いに期待しております。

しかしながら、車両がガソリン車と比較して高

価なことや、何よりも充電スタンドの整備が進

まないことなどが普及が進んでいない原因だと

感じております。そこで、本県の電気自動車の

普及状況と購入支援策について、環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県での電気

自動車等の普及台数は、九州運輸局によります

と、平成25年３月末現在で電気自動車が222台、

プラグインハイブリッド自動車が88台の合計310

台となっております。また、電気自動車等の購

入支援策といたしましては、国のクリーンエネ

ルギー自動車補助金があるほか、県におきまし

ては、自動車税の軽減措置を行い、その普及促

進を図っているところでございます。

○松村悟郎議員 それでは、進まない原因の充

電スタンドの設置状況と導入支援策について、

環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 充電インフラ

につきましては、現在、県内に36カ所が設置さ

れており、これに計画申請中の45カ所を加えま

すと、来年10月末までには81カ所となる見込み

であります。また、充電インフラの導入支援策

といたしましては、国の次世代自動車充電イン

フラ整備補助金により設置費用の３分の２の補

助があるほか、残りの３分の１につきまして

も、一定の条件を満たせば民間の支援制度を活

用することが可能となっております。県といた

しましては、市町村や事業者等に対しまして、

補助制度の情報提供を行い、充電インフラの整

備促進を図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。県

の充電施設整備は365カ所ということでございま

すので、その目標どおりに達成すると電気自動

車はさらに普及するのではないかと思いますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。

次の質問です。環境に優しい農業の取り組み

について。

農業は本県の基幹産業であります。農業を取

り巻く情勢は、高齢化の進行や担い手の減少、

また国内外の産地との競争が激化するなどの諸

問題があり、大変厳しい状況にあります。この

ような中で、産地におきましては、農業の構造

改革を進めるとともに、他産業との連携を進め

るなどの取り組みにより、農業・農村のポテン

シャルを生かしながら力強い農業を目指す必要
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があります。一方で、国民や県民の環境に対す

る関心が高まる中、農業分野における地球温暖

化の進行に伴う産地への影響が懸念されていま

す。農業は環境と一体の産業であり、環境への

負荷を低減する農業を確立することが、将来の

環境保全への貢献につながるものと考えており

ます。実際に私の地元の児湯地区では、畜産が

盛んな地域でありますので、畜産と園芸が連携

した地域内での耕畜連携に多くの方が取り組ん

でいらっしゃいます。このような取り組みを支

援していく必要があると思いますが、環境に優

しい農業への県の取り組みの考え方について、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県ではこれ

まで、環境への負荷を低減し、将来にわたって

持続的な農業生産を発展させるために、土づく

りを基本として土壌診断に基づく適正施肥や、

化学合成農薬の使用を低減する栽培の取り組み

を推進してまいりました。一方で、消費者の食

の安全・安心に対する関心が高まっている中、

消費者ニーズへの対応がますます重要になって

きております。このため、県におきましては、

平成24年３月に「みやざき環境保全型農業推進

プラン」を策定し、環境保全型農業による農業

経営の安定化と日本一安全・安心を届ける仕組

みづくりという２つの視点に基づき、環境保全

型農業の実践による新たな成長産業化への取り

組みを進めているところであります。

○松村悟郎議員 次に、「みやざき環境保全型

農業推進プラン」における取り組みについて質

問します。環境に優しい農業には、肥料の適正

な利用がありますし、ほかにも耕畜連携による

地域資源の有効活用があります。それぞれいろ

いろな取り組みがあると思います。しかしなが

ら、例えばでありますが、化学肥料や化学合成

農薬を低減する取り組みは、温暖で日照条件に

恵まれている本県のポテンシャルを生かすこと

につながりますが、一方で病害虫の発生のリス

クがあり、取り組みがたい要因があるのではな

いかと思います。これを克服するためには、産

地の努力と工夫が必要とされています。そのこ

とが十分に消費者に伝わりにくいために、市場

での評価や農産物の価格に反映されにくい現状

があります。そこで、みやざき環境保全型農業

推進プランにおける具体的な取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） このプランに

おきましては、環境に優しい農業や攻めの販売

戦略等、５つの基本方針を掲げております。そ

の中で、特に環境に優しい農業につきまして

は、適正な栽培管理に加えまして、天敵や微生

物殺菌剤等を積極的に利用する総合的作物管

理、いわゆる宮崎方式ＩＣＭの普及を進めてお

ります。また、攻めの販売戦略としては、農業

生産活動の各工程について点検や評価を行う農

業生産工程管理、いわゆるＧＡＰにつきまし

て、平成26年度から、みやざきブランドの認証

基準に位置づけまして、販路の拡大につなげて

いくといった具体的な取り組みを行っておりま

す。

○松村悟郎議員 本県の農地の半分を占める畑

作地帯を中心に、平成23年、葉たばこ耕作から

転換された方々、さらには最近の加工野菜の需

要、これによりカンショ、バレイショ、里芋な

ど、ポリマルチを使う面積が増加しておりま

す。回収するだけではなくて、ポリフィルムの

排出量自体を減らす取り組みも必要だと思いま

す。先ほど申し上げましたみやざき環境保全型

農業推進プランでも、「農業用廃プラスチック

の排出抑制に向けた取組を強化する」とあり、
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具体的には「環境負荷の少ない資材への転換の

取組を支援する」と記述されております。この

内容に合致する資材として、微生物が分解して

土に返る生分解性マルチフィルムを、何とか県

内でも普及できないものかと期待しているとこ

ろであります。昨年の６月議会でも、普及に向

けた取り組みの質問をさせていただきました。

まず、生分解性マルチフィルムの普及に向け

て、県はこれまでどのような取り組みを行って

きたのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県ではこれま

で、農業団体等と連携して、露地野菜等の産地

を中心に、生分解性マルチフィルムの実証展示

圃を設置するなど、啓発に取り組みますととも

に、研修会等を通じて、その効果について関係

者に情報提供を行ってきたところであります。

また、平成25年度からは、総合農業試験場畑作

園芸支場におきまして、里芋を対象に、当該

フィルムを用いた栽培の省力化に向けた試験に

取り組んでいるところでございます。これらの

取り組み等によりまして、生産者の関心が徐々

に高まりつつあります。昨年末には、カン

ショ、スイートコーン、ゴボウなどを中心に、

約400ヘクタールで生分解性マルチフィルムが使

用されているところでございます。

○松村悟郎議員 児湯地域では新富町、高鍋

町、行政の皆さんも積極的に取り組まれ、助成

措置も組まれていると聞いております。先ほ

ど、県内約400ヘクタールで利用ということでご

ざいましたけれども、児湯地域以外での活用に

対してどのように取り組んでいくのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 露地野菜など

を栽培する大規模な経営体が多い北諸県地域等

におきまして、生分解性マルチフィルムを導入

することにより、カンショなどでフィルムを除

去する労力を節減し、その労力を里芋など他の

品目の栽培や収穫作業に振り向け、生産性の向

上に活用している経営体が複数見られるところ

でございます。県といたしましては、このよう

な事例や実証展示圃の成果等につきまして、生

産者はもとより、市町村など関係機関・団体に

対しまして、引き続き、研修会において情報を

提供するなど、周知啓発に取り組んでまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 どうぞよろしくお願い申し上

げます。

次に、東九州自動車道開通に向けた活性化対

策についてであります。

宮崎―延岡間が開通し、本年度は大分まで、

２年後は北九州まで、いよいよつながります。

本県においても大分と共同でＰＲ活動をするな

ど、観光客誘致に全力で取り組んでおられるこ

とだと思います。ただ、九州経済調査協会が発

表されましたアンケート調査結果については、

知事も述べられておりましたけれども、私も驚

いております。開通効果への期待は九州新幹線

並みに高い反面、開通に向けた民間事業者の取

り組みはほとんど展開されていないという状況

でした。大分からは既に大型ショッピングセン

ターやリゾートホテルからのＰＲも始まってお

ります。そこで、開通を見据えた民間ベースで

の利活用を推進するための取り組みについて、

総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 東九州自動

車道の整備進展によりまして、九州の循環型高

速交通ネットワークが形成されることは、東九

州地域が浮揚する絶好の機会であると認識して

おります。このため昨年度、県では、開通を見

据えた戦略的な取り組みの必要性について、民
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間等の方々を対象に、講演会や意見交換を実施

するとともに、久保観光庁長官をお招きした

「東九州の新時代を考えるシンポジウム」を開

催するなど、その意義について機運醸成に努め

てきたところでございます。一方で、そのよう

な認識の厳しいギャップがあったという調査も

ございます。

今後、北九州までの開通を見据えまして、ビ

ジネスチャンスの拡大がさらに期待できますこ

とから、県といたしましては、北部九州におけ

る自動車産業関連企業の取引拡大のためのフロ

ンティアオフィスの設置、また物流では、細島

港など県内港の利活用促進のための支援の拡

充、さらには福岡での観光・物産イベントの開

催など、民間の事業者が主体的に取り組むため

の環境の整備を図り、攻めの姿勢で高速道の開

通効果を最大限に発揮できるよう取り組んでま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いしておきます。

質問が残りましたけれども、質問時間が過ぎ

ましたので、ここで終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日は地元の自治会の方や民生委員

の方、そしてボランティア団体の方々にも傍聴

にお越しいただいております。遠いところをま

ことにありがとうございます。

県政というものは、ふだんの生活からします

と、なかなか距離を感じる部分もあるかと思い

ますけれども、議員それぞれ各地元において地

域の方々の生の声を聞いて、広範囲にわたる各

種政策に生かしていくというのが基本ではない

かなと思っております。ぜひ、執行部の皆様に

も、議会からの声にしっかりと耳を傾けていた

だければなと思っております。

さて、先ほども話はありましたが、けさはワ

ールドカップの開会式がありました。ブラジル

においては、非常に大きなお祭りでありますか

ら歓迎されるかと思えば、一方では、ワールド

カップに巨額の費用を投じるなら福祉や教育に

回すべきという、住民たちの反発もあるという

報道、ニュース等を聞いております。日本にい

るとなかなかわからない他国の現状というもの

だと思います。

我が国においても、そもそも健康、長寿、そ

ういったものに対する人間の思いというもの

は、仏教の言葉をかりるならば四苦―４つの

苦しみ、「生、老、病、死」というものもあり

ますが、健康、生命というものに対する人間の

思いというのは非常に重いものだと思っており

ます。

宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」の一節に、「東

ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤリ、西

ニツカレタ母アレバ行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ、

南ニ死ニサウナ人アレバ行ッテコハガラナクテ

モイヽトイヒ、北ニケンクヮヤソショウガアレ

バツマラナイカラヤメロトイヒ」とあります。

「東ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤ

リ」、子供の看病というもの、親にとって子供

というものは大変かわいいものでありますし、

私も子供がいますから、夜、熱が出て大変苦し

そうにしていると、できるならばかわってあげ

たいとか、そういう思いになるのが親の心情

じゃないかと思います。

それに対しまして、県の施策としましては、

夜間の小児救急や電話相談、出産に係る周産期

母子医療センターの充実等を図っていただいて

いるわけなんですが、一部では夜間の救急に対
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する軽症患者の受診率が高いという課題もある

かもしれませんけれども、先ほども申しました

ように、親の子供に対する愛情というものは非

常に深いものがあって、ある意味、やむにやま

れぬものがあるのかという感じも受けます。

また、生まれてからのことである前に、まず

出産という一つの大きなステージがあります。

生まれるほう、赤ちゃんというものは、おなか

の中からこの世界に出てくるという大きな命が

けの出来事であるわけなんですが、同じように

母体、母親のほうも、みずからの生命を危険に

さらしてでも出産するという命がけの自然の営

みであります。

その中で、普通分娩、そしてまた異常分娩と

申しますか、周産期医療の重要性、そこにお世

話になる、そういう場合もあるわけなんです。

数年前から注目されておりました宮崎県モデ

ル、周産期医療においては、1,000人の赤ちゃん

に対する宮崎県の死亡率というものが、平成９

年では6.7だったものが平成18年では3.6と、全

国トップレベルの水準にまで上がるという、全

国から非常に注目される時期を過ごしてまいり

ました。

しかしながら、地域周産期母子医療センター

での実態においては、患者である母親等は開業

医院とセンターとの間をひっきりなしに移動し

なければならない。限られたベッドであります

から、それを効率的に運用していかなければな

らないという非常に大変な思いをしているもの

もありますし、また現場の先生方も24時間365

日、看護師や助産師の方を含めて一生懸命取り

組んでいらっしゃいます。そういった中で、帝

王切開や手術をした翌々日には、また開業医の

病院のほうへ転院しなければならないという、

普通の手術のレベルでは考えられないような現

状ではあります。しかし、一人でも多くの命が

助かればという、みんなで協力していこうとい

うその思いに、患者の方々の協力も得られてい

るのではないかというふうに感じております。

県のほうでは、昨年３月に策定しました宮崎

県医療計画に基づいて、各医療圏域ごとに一定

レベル以上の機能確保に取り組むとのことで、

大学病院を初め、国立、県立、市郡医師会、民

間病院などと連携し、ドクターヘリやドクター

カーの導入等、医療施設の設備整備を図ってこ

られ、充実をしてこられました。その結果、本

県の医療体制の充実が図られたわけであります

が、今後、その維持負担も考えていかなければ

なりません。このことについて知事の考えを伺

い、壇上での質問を終わり、後は質問者席から

行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県の医療体制についてであります。本県の

医療体制につきましては、昨年３月に策定をい

たしました宮崎県医療計画によりまして、５疾

病５事業及び在宅医療の各分野ごとに、本県の

病院の８割を占める民間医療機関も含めまし

て、医療資源の配置状況などを考慮しながら、

その維持充実に取り組んでいるところでありま

す。

具体的には、これまで、地域医療再生基金を

１次から３次までで総額90億円確保することが

できましたので、これらを財源といたしまし

て、各圏域の医療機能を高めるため、大学病院

を初めとした公的医療機関や、市郡医師会病院

を初めとする民間病院などの施設・設備整備に

対する支援を行いますとともに、各分野に共通

する高度救急医療として宮崎大学のドクターヘ

リの運航支援や、今後の高齢化社会を見据えた
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在宅医療・介護のネットワーク構築などを支援

しているところであります。

医療体制の維持充実は、県民の関心も大変高

く、強い要望が寄せられている分野でありま

す。これまでも民間医療機関は、救急医療など

において大きな役割を果たしてきていただいて

いるわけでありますが、今後とも、民間を含む

県内の医療機関が担っている医療機能の維持充

実が図られますよう、県医師会や宮崎大学など

の医療関係者と十分連携・協議をしながら、本

県医療体制の整備に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○二見康之議員 県病院３つ、宮崎、日南、延

岡とあるわけなんですけれども、県西域におい

ても国立病院や医師会病院等がありますが、何

よりやっぱり民間の先生方が非常に協力的でな

ければ、こういったものは成り立っていかない

というものが前提だと思います。どうぞ、開業

医の方々のほうにも目を向けていただけるよう

に、知事には要望しておきたいと思います。

続いて、知事の一つの大きな政策の目玉で

あった100万泊県民運動についてお伺いしていき

たいと思います。河野知事が提言されてから４

年目となって、これまでも幾つかの質問が出て

きたところでありますが、まず部長のほうに伺

います。昨年度の「宮崎を知ろう！100万泊県民

運動」の取り組みはどのようなものだったの

か、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 100万泊県民

運動は、宮崎の魅力を見詰め直し、県内観光や

交流の促進を図る取り組みとして、広い意味で

の地産地消の観点から県民運動として取り組ん

でいるものでございます。その推進に当たりま

しては、県民お一人お一人にこの取り組みの趣

旨に御賛同いただき、実行に移していただくこ

とが重要だと考えております。このため、公共

施設や各種イベント会場等における県民運動の

企画展の実施、また県内旅行商品の開発支援、

ホームページ等による県内観光地やイベント開

催等の情報発信など、官民一体となって普及啓

発に取り組んできたところでございます。

これらの成果の一つとして、昨年度は県民運

動と連携しまして、民間の事業者の皆様がみず

から実施する形で、県内宿泊を喚起する効果の

ある「県民限定 ディスカバー！宮崎 100万泊

キャンペーン」が行われたところでございま

す。今後とも、関係部局や市町村、民間団体の

皆様とより一層の連携を図りながら、県民運動

の幅広い展開に努めてまいりたいと考えており

ます。

○二見康之議員 私も「県民限定 ディスカバ

ー！宮崎 100万泊キャンペーン」のポスターが

目にとまって、非常に豪華なラインアップが

あったという記憶があるわけなんですけれども

……。その成果の一つとして実施されました

「県民限定 ディスカバー！宮崎 100万泊キャ

ンペーン」についてなんですが、今回どのよう

な取り組みで、内容、効果はどのようなもの

だったのか、同じく総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） このキャン

ペーンにつきましては、みやざき観光コンベン

ション協会と宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組

合が協力して取り組んだものでございまして、

農家民泊も含めた300を超える宿泊施設が参加

し、昨年８月からことしの１月までの半年間に

わたり県内全域で実施されたものでございま

す。

また、この取り組みは、キャンペーン期間中

に対象施設に宿泊した県民の方々を対象に、抽

せんで500名の方に県内の特産品等をプレゼント
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するもので、参加施設を初め、観光協会や旅行

会社、道の駅等へのポスターやチラシの配布、

テレビ・ラジオのＣＭによる告知など、ＰＲに

努めたところ、約3,900名の方の御応募をいただ

いたと聞いております。

このキャンペーンの実施に当たりましては、

県民向けの宿泊プランを新設した施設も数多く

あったと伺っておりまして、県民の継続的な宿

泊につなげていくためには、大きなきっかけに

なったのではないかと思っているところでござ

います。県といたしましても、100万泊県民運動

の推進に貢献する取り組みであったという評価

をしておりまして、知事のＣＭ出演や県の広報

媒体を活用した告知など、積極的な協力を行わ

せていただきました。このように、県内周遊観

光の促進に向け、民間主体の新たな取り組みに

つながったことは、一つの大きな成果ではな

かったかと考えているところでございます。

○二見康之議員 たしか口蹄疫復興基金のほう

から800万ほどの予算を出されたというふうに

伺っておりますが、800万の予算に対して3,900

名の応募だと１人当たり約2,000円。どう考える

べきか、私にとってはちょっと高いのではない

かという思いがあるんです。もっと一般の方々

に周知するのが大事な反省点じゃないかなと

思っております。

ただ、それ以上に、100万泊県民運動というも

のに対しては、県民の方々の期待度というのが

非常に高かった。知事自身もそれはお感じだと

思うのですが、ちょっとネットを見ていました

ら、知事が2011年に100万泊県民運動ということ

でブログに書いていらっしゃるんです。覚えて

いらっしゃるかどうか、ちょっと読みます。

当時、県議のほうから何人か質問があった

と。今回の100万泊についてのコンセプトという

ものは、「宮崎県民113万人が県内に年間１泊す

れば、100万泊となり、人やお金が動くことによ

る経済効果が期待できる。一人ひとりが踏み出

す一歩の積み重ねが、大きな効果を呼ぶ。県民

にとっても、「ふるさと宮崎」を再発見する機

会となる。地域間交流が促進され、観光客を受

け入れる宿泊施設や観光地の側にも新たな「気

付き」が期待できる」。

もちろん、おっしゃるとおりで、非常にわか

りやすいことなんです。100万泊というインパク

トもあったんだなと。100万泊県民運動というだ

けで、県民で100万泊しようという、非常にわか

りやすい。キャッチコピーとしては非常に成功

したものだったと思うんですけれども、である

がゆえに期待が大きかった。そして、もっと施

策の中身といいますか、充実度を求められてき

たんじゃないかなと思います。御答弁を伺って

おりましても、広報とか周知、そういったもの

に終始徹底されていたみたいなんですけれど

も、当時のこのブログにも、「ただ、どのよう

に県民運動として形にしていくか、具体化に向

けては様々な検討・準備が必要になります。ア

イデアを思いつくは易し、実行するは難しとい

うところ―当然ですね―まずは、市町村や

各種団体とも連携しながら、県民の皆さんがこ

のような考え、コンセプトを認知し、共有して

いただくことが大切で、そのための仕掛けや仕

組みづくりがポイントになります」。これは知

事が打ち出された提案であるわけなんですが、

もう既にここで市町村と各種団体との連携はど

のようなやり方がいいでしょうかというような

スタンスだと思うんです。はっきり言って、消

極的に受け取られてしまうんじゃないかなと。

この次にもっと具体的に書いていらっしゃる

んです。「県民運動の呼びかけを知っていただ
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くことにより、例えば、自治会や老人クラブ、

婦人会、各種グループ、職場などで旅行するよ

うな場合―きょうも来ていらっしゃいますの

で、ぜひ100万泊に使っていただければと思いま

すけれども―それじゃ今年は県内に泊まって

みようかと、県内旅行を後押しするような効果

を期待したいところです」。

知事のほうからといいますか、県のどなた

か、担当でも結構ですが、担当の方が、県内い

ろんなグループのほうに出向いていって、こう

いう100万泊運動をしている、それに向かって県

内ではこういう施設がありますよ、こういうイ

ベントがありますよ、ぜひ何かで使ってみませ

んかというようなアプローチが欲しかったん

じゃないかというのを一番痛切に感じます。ホ

テル業界とか旅館業界の方々にとっては、泊

まってもらえるというような期待感が非常にあ

る。でも、泊まる側としては、今までの県内の

宿泊数を見ていてもわかるように、１人１泊し

ていないわけです。ほとんど泊まっていない。

泊まっていない方々をどうやってホテルとかに

向かってもらうか、泊まってもらうか、そこの

取り組みといいますか、やはり知事の思いとい

うか、そこの思いをもうちょっと伝える努力が

必要だったんじゃないかと思いますが、知事の

お考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） ブログの紹介、またい

ろんな御指摘、心から感謝を申し上げます。

100万泊県民運動は、今御指摘がありましたよ

うに、県内の地域資源、観光地の魅力というも

のを県民の皆様一人一人に再認識していただく

ということ、そして県内観光や地域の交流活

動、イベントへの積極的な参加など、できると

ころから実行していいただくということで、一

人一人の一歩ずつの積み重ねというのが大きな

効果を生み、県内の地域経済の活性化にも結び

つけていきたい、そのような思いから提唱させ

ていただいたところであります。このような思

いを県民の皆様に共有していただき、「地産地

消県民運動」でありますとか、「中山間地域を

みんなで支える県民運動」ともあわせて、一体

的に県民運動として推進していくために、県内

経済団体や県、市町村などから成ります「みや

ざき元気！地産地消推進県民会議」を設立しま

して、循環型の地域経済の構築に向けて、広い

意味での地産地消というものに取り組んでいる

というところであります。

こうした取り組みの結果、先ほど御指摘もあ

りました民間主体の大型宿泊キャンペーンの実

施でありますとか、県内旅行業者による県民向

けの旅行商品の開発につながるなど、県内宿泊

の促進に貢献する取り組みが徐々にふえている

ところだというふうに思っております。

また、いろんな団体への呼びかけもやってお

りまして、例えば地域婦人連絡協議会などは、

これまで宮崎市中心で総会を行っておったもの

を、この運動に共感してということで、いろん

な地域で宿泊も兼ねてやっていこうというよう

な取り組みもございますし、県職員の中でも、

県職員が率先してそういう取り組みをやろうと

いうことで、グループでいろんな地域に行っ

て、観光地、地域の視察も行いながらというよ

うな取り組みを進めておるところでございま

す。

業界等の大きな期待というものも肌身で感じ

ておるところでございまして、こうした取り組

みというものをさらに促していきながら、また

しっかりこの運動の意義というものをみずから

も発信し、それを広げていく。そして、大事な

ことは―もちろん県民の100万泊も大事であり
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ますが、それをさらに県外からの誘客、また国

外からの誘客に結びつけていく契機とすること

であろうかというふうに思っておりますので、

そういう広がりを持つ誘客、また地域振興の活

動となるように努力をしてまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 よろしくお願いいたします。

次に、霧島ジオパークについて伺います。

全国で日本ジオパークに認定されるところが

多くなってきております。霧島ジオパークが目

指している世界ジオパーク認定枠もだんだんと

狭き門となってきた感じがあります。また、日

本ジオパーク認定の更新時期も今度迎えます

が、審査官から指摘されたことをきちんと改善

していくということも急を要しておりまして、

これまで以上に努力していかなければならない

状況が来ております。そこで、まず初めに、霧

島ジオパークについて県はこれまでどのような

支援をしてきたのか、総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 私も先日、

高千穂峰に登らせていただいたところでござい

ます。雄大で美しい景観、またミヤマキリシマ

の植生群といった貴重な自然を体感させていた

だきまして、霧島ジオパークのすばらしさを改

めて実感したところでございます。

県ではこれまで、地元市町が行う総合案内看

板、解説板等の設置やジオツアーの実施など、

世界ジオパーク認定に必要な取り組みに対して

支援を行ってきたところでございました。今年

度も引き続き、全体計画の策定やボランティア

ガイドの育成など、昨年見送りとなった認定推

薦の再申請に向けた取り組みに対する支援を

行っているところでございます。また、県観光

情報サイト、県政番組、県立図書館等でのパネ

ル展等を活用しまして、霧島ジオパークの魅力

を紹介するなど、情報発信にも努めているとこ

ろでございます。

○二見康之議員 ぜひ、よろしくお願いいたし

ます。そして、世界ジオパーク認定推薦の再申

請に向けた取り組みに対する支援は、ぜひ今後

ともお願いしたいところであります。

また、御存じのことと思いますが、先日、第

６回日本ジオパーク全国大会が来年秋に霧島ジ

オパークで開催されることが決定いたしまし

た。九州では初めて開催されるものであり、そ

の注目度も大変高いものであると思います。こ

の霧島エリアでの開催が決まった日本ジオパー

ク全国大会に対して、どのような御支援をされ

るのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ただいま議

員から御紹介いただきましたように、第６回の

日本ジオパーク全国大会が来年秋に霧島ジオパ

ークエリアで開催されると決定したことは、大

変喜ばしいことだと思っております。これがま

た、世界ジオパーク認定に向けたステップアッ

プにつながるものと期待しているところでござ

います。

御質問の大会に対する支援につきましては、

現時点におきましては、地元の市町から具体的

な要望を受けていないという現状でございま

す。県といたしましては、全国大会の開催が、

霧島ジオパークとともに本県の魅力の効果的な

ＰＲの機会となりますよう、地元市町や鹿児島

県とも十分に連携してまいりたいと考えており

ます。

○二見康之議員 具体的なことは今後お話があ

るかと思うんですけれども、この全国大会とい

うチャンスは、次はいつになるか、もしくはな

いかもしれないというふうに考えてもいいと思
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うんですが、今大会をいかに成功させるかとい

うものが大変重要だと思っております。

ことし９月には、第５回日本ジオパーク全国

大会が長野県南アルプスにおいて開催されま

す。できましたら、知事もしくは総合政策部

長、ぜひ現地のほうに行っていただいて、実際

の大会がどういうものであるのか、肌で感じて

いただければなと思っております。霧島ジオパ

ーク全国大会において、宮崎県の魅力の効果的

なＰＲになるように生かしていただければと思

います。

次に、海外戦略について伺います。

東アジア経済交流戦略において、昨年の香港

事務所開設等を見ておりましても、自由貿易政

策をとっている香港、シンガポールのほうへ海

外戦略のウエートがシフトしているような感じ

を受けます。もちろん、新たな市場開拓のため

にも必要なことであると思いますが、これまで

上海のほうも数年来、経済交流に取り組んでき

ております。まず初めに、本県と上海の経済交

流の現状について、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 上海は中

国経済の中心都市であり、巨大なマーケットを

有することから、これまで官民一体となって観

光ＰＲや商談会・フェアの開催など、市場への

継続的なアプローチに努めてきたところであり

ます。そのような中、近年、大型クルーズ船の

寄港や現地の旅行会社の招聘、さらに昨年10月

には、細島港と上海を結ぶ定期コンテナ航路が

開設されるなど、上海との経済交流については

一定の進展が見られております。今後とも、関

係機関等との連携を十分に図り、県上海事務所

も活用しながら、経済交流の推進に努めてまい

りたいと考えております。

○二見康之議員 今お話しいただいたように、

細島と上海を結ぶ定期航路ができたという大変

喜ばしいことが昨年10月あったわけなんです

が、これまで韓国釜山での積みかえで10日ほど

要していたのが２～３日に短縮された。この方

向をもって、日向市においても利用促進に取り

組んでいきたいというお考えのようです。県と

して、細島―上海航路を活性化するためにバッ

クアップしていく取り組みが必要ではないかと

思いますが、県の方針を総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 昨年10月に

開設されました上海航路は、東アジアの成長を

取り込む「みやざき東アジア経済交流戦略」を

推進する上で、物流面から大きな意義がある大

変重要な航路だというふうに認識しておりま

す。県では、物流効率化支援事業というものを

持っており、細島港を初めとする県内港湾等へ

の荷寄せを支援しておりますので、上海航路に

つきましても、この事業を活用して、活性化に

取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 また、そのような新しいステ

ージに上がったということで、宮崎県上海事務

所にも新たな役割が出てきているのではないか

と思いますが、中国との関係が厳しい中、上海

事務所の今後の方向性というものをどのように

お考えなのか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 上海事務

所につきましては、平成14年に設置して以降、

観光誘客や県産品の販路開拓といった、中国と

の交流を促進するための拠点としての業務を

行っているところであります。本県にとりまし

て中国は、約13億の人口を有する魅力のある市

場であり、今後とも、上海事務所においては、

富裕層をターゲットとした観光誘客や大型クル
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ーズ船の誘致、焼酎や加工食品に的を絞った販

路開拓等に取り組むこととしております。

なお、今後の事務所の設置形態や組織体制等

のあり方につきましては、観光や輸出の状況、

輸出に係るさまざまな規制や日中間をめぐる政

治情勢等、中国市場を取り巻く環境も見きわめ

た上で検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 今おっしゃったことはもちろ

んのことだと思うんですけれども、今まで質問

がずっと出てきた中では、人事、どういった方

を送り込むのか、現地での決裁権が必要だと

か、そういった議論のほうも非常にあったと思

うんですが、全く御答弁の中には出てこない。

検討されているのかどうか非常に疑問に思うん

です。また、事務所の運営自体を県が今後やっ

ていくというわけではなくて、向こうのほうで

根づいた民間企業に経営を任せていくなど、例

えばコンペを組むとか、そういったやり方等を

検討していかなければならないんじゃないかと

思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、昨年質問させていただいたことに関連

して、２つ伺います。まず、１点目はジェトロ

事務所の設置についてであります。昨年６月議

会で商工観光労働部長より、ジェトロ事務所の

設置に向けて真剣に取り組むとの御答弁をいた

だいておりますが、その後どのような状況なの

か、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 各県に置

かれたジェトロ事務所は、貿易に関する専門人

材を抱え、海外とのネットワークを生かしなが

ら、貿易投資相談や輸出セミナーの開催のほ

か、商談会出展後の成約に至るまでのアフター

フォロー等、海外展開を行おうとする企業をき

め細やかにサポートする役割を担っておりま

す。このため県では、既に事務所を設置してい

る一部の県に対して運営状況等を調査しました

ほか、現在、輸出に取り組む県内企業や市町

村、関係機関から幅広く意見を聴取していると

ころであります。

なお、ジェトロ事務所の設置に当たりまして

は、人件費や事業費等の運営経費について、県

に一定の財政負担が生じますことから、引き続

き、設置の効果等を見きわめながら検討してま

いりたいと考えております。

○二見康之議員 今の御答弁だと、事務所を設

置したいと思っていらっしゃるのか、または財

政負担がかかるので既に半分諦めているのかな

という感じも受けるんですけれども、どちらに

受けとめればよいのかよくわかりません。ジェ

トロ事務所のメリット、財政負担については、

以前からわかっていることでありますし、県内

の自治体や関係機関からの意見を聴取している

とのことですが、これも１年かけてやるべきこ

とではないと思います。県として東アジア戦略

を打ち出していながらも、実際には海外進出し

ていこうという気があるのかとさえ思ってしま

いますが、いかがお考えなのか、商工観光労働

部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ただいま

申し上げましたように、財源の確保のほかに

も、企業、市町村、その他関係団体とのいろん

な調整等の整理すべき事項もありますことか

ら、残念ながら今年度の予算の要求には至って

おりませんけれども、その必要性については十

分に感じておりますので、なるべく早い時期の

設置に向けて、私としては努力してまいりたい

というふうに考えております。

○二見康之議員 なるべく早くというのはいつ

ごろなのかなと、もう来年始まるんじゃないか
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なという思いもあるわけなんですが、今までの

議事録も調べてみたところ、ことしの２月にも

髙橋議員から質問があって、ジェトロと連携を

図りながらやっていきたいという御答弁もあり

ましたし、昨年11月の田口議員の質問にも、

ジェトロ、関係機関の協力を得たい、そういう

機会がふえたというふうにもおっしゃっており

ます。また、昨年の２月、星原議員の質問に

も、「国や他県はもちろん、ジェトロなどの海

外関係機関とも協力関係を構築しながら、オー

ルみやざきという体制で取り組んでまいりたい

と考えております」と、知事が御答弁されてお

ります。いまだにこのような状態であると、知

事自身の、本気で東アジア経済交流戦略を遂行

していく意欲があるのかと思ってしまうのです

が、知事のお考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、各部局と、さまざ

まな政策課題の大局的な議論をしておるところ

でありますが、商工観光労働部から出された３

つの課題のうちの１つが、このジェトロ事務所

の設置についてということでありますので、最

重要課題の１つとして、内部で十分検討してい

るということでございます。さまざまな調査、

意見交換、情報収集をやっているということで

ございますが、今、事務所がなくても、サービ

スが受けられないということではなしに、ない

形でのサービス提供というのも十分活用してお

るところでありますが、さらに進めるためには

ということで設置を含めた形での前向きな検討

を進めておるところでございます。今後とも、

東アジア経済交流戦略を進めるという観点か

ら、そういう専門的なアドバイスを受けるとい

う方向についてしっかりと県としてのあり方と

いうものを検討してまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 もう少し伺いたいと思うんで

すが、知事も部長も連携していきたいというこ

とはよく言われるんです。ジェトロと連携して

いろいろ海外戦略に取り組んでいくと。連携と

いうのはどういうことをおっしゃっているんで

すか。何をもって連携している、もっと連携し

て取り組んでいきたい―連携というのはどう

いうことなのか、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど部長が答弁しま

したように、ジェトロというものが、貿易に関

する専門人材を抱え、さまざまなネットワー

ク、知識、経験を有しておられるということで

あります。それとしっかり連携を図ってまい

る、そのような意味でございます。

○二見康之議員 全国を見ても―私、きのう

びっくりしたんですけれども、ことしの４月、

九州でジェトロの事務所がなかったところは宮

崎と佐賀だったんですが、佐賀のほうは開所さ

れています。同じく４月には浜松、この６月に

は茨城のほうでも開設されております。ジェト

ロと連携していくというのは、こういうこと

じゃないんでしょうか。地元の事務所にジェト

ロの事務所があって、そこの情報を、連携をと

りながら、ジェトロが持っている世界にある情

報を得ていくといいますか、ジェトロと仲よく

するんじゃなくて、ジェトロが持っているネッ

トワークを使っていくということのほうが連携

だと思うんです。ジェトロ側から見れば、全国

的に事務所を設置してやめたところは、まずな

いんです。その状況で、宮崎だけがまだまだ検

討して検討して、よっぽど不信があると考えて

いるんじゃないかなと思ってしまうのですが、

知事はいかがお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そういう国も含めた関

係機関との連携のあり方の一つの最も密度の濃
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いのが事務所の設置であって、それ以外にもい

ろんな形で相談に応じていただいているという

のは今までもございますということを先ほど申

し上げたところでありまして、その延長とし

て、これからより積極的に取り組む中で、やは

り身近にそういう人材がいて、頻繁にいろんな

アドバイスを受けることは非常に有意義ではな

いかという方向のもとで、今検討を進めてい

る、そういうことでございます。

○二見康之議員 ジェトロというのは、別に県

だけが利用する、相談する場所じゃないと思う

んです。各企業、民間の方々も利用するわけで

すね。今の現状だと福岡事務所が窓口になって

いると思うんですが、宮崎にそんなに必要性を

感じていないということなんですか。いかがな

んですか。

○知事（河野俊嗣君） ジェトロとの連携を深

めてまいりたいという答弁を先ほどからさせて

いただいておるところでございます。今の時点

で事務所を設置していないということをもっ

て、連携をしていないのではないかとか、消極

的ではないかという御指摘をいただいておると

ころでございます。確かに、他県と比べて事務

所の設置ということに関してはおくれているの

かもしれませんが、さまざまな形で、ジェトロ

の関係者に来ていただいての講演会やセミナ

ー、そういうこともしておりますので、いろん

な連携の仕方、いろんなアドバイスの受け方は

あるというふうに思っております。いずれにせ

よ、我々、アジアに向けて、アジアも含めた海

外戦略を考える上で、その連携をこれまで以上

に深めていくことは大変重要だというふうに考

えておりますので、事務所の設置ということも

含めて、しっかりと検討してまいりたいと考え

ております。

○二見康之議員 事務所の設置の検討じゃなく

て、その活用方法の検討をぜひしていただきた

いと思います。あることによって、どうそれを

生かして、海外戦略をさらに伸ばしていくかと

いうことを考えることのほうが大事なんじゃな

いですか。佐賀県なんていうのは、東アジア戦

略だけじゃなくて、世界に向けて次の手を打っ

ていこうというふうに考えているわけなんで

す。宮崎が今の状況で、非常に残念な部分もあ

るわけなんですが、時間がありませんので、次

に移ります。

次に、ものづくり補助金について伺います。

国の平成25年度補正予算施策である、ものづ

くり・商業・サービス補助金の目標設定と関係

団体を含めた取り組み状況について商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） ものづく

り・商業・サービス補助事業を受託している県

中小企業団体中央会では、本年は、昨年の71件

を上回る100件程度の事業採択を目標にしまし

て、専任の職員を４名増員するとともに、公募

説明会も県内５地域、９回に拡充し、さらには

個別相談会も設けるなど、積極的な取り組みを

進めていただいております。また、県において

も、事業の周知はもちろんのこと、企業の応募

手続が円滑に進むよう助言指導を行うなど、中

央会を中心に、関係団体等がオールみやざきの

推進体制を構築し、応募企業の確保、支援に努

めております。このような結果、本年は、現段

階において既に昨年の４倍程度となる172件の応

募があったところであります。県といたしまし

ては、引き続き、中央会を初め関係団体等との

連携を密にしながら、昨年より多くの企業が採

択されるよう、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。
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○二見康之議員 昨年の同時期の現状は非常に

少なかったので、その４倍というものは余り褒

められたものじゃないと思いますけれども、そ

の後の後半の巻き返しといいますか、取り組み

については、私もいろんな起業家の方々からも

いいお話をたくさん聞いております。「県のほ

うからの積極的なアプローチによって、全然考

えていなかったけれども、新しい分野へチャレ

ンジしてみようという気になった」とか、「今

回はだめだったけれども、次は頑張ってみよう

と思った」とか、県というものに対する信頼と

いうものが非常に高まったんじゃないかなとい

うふうに感じているところです。現段階では172

件の応募ということですけれども、大体今まで

の通過率を見ると４割、今のところ、60～70件

ぐらいが採択されるんじゃないかなという見通

しかもしれませんが、100件というと、残り、あ

と倍ぐらいは欲しいところなんじゃないかなと

思います。ぜひ、中央会のほうともしっかりと

一緒になって取り組んでいただければと思いま

す。

次に、日本一のチョウザメ産地として一生懸

命取り組んでおられますが、天然魚に依存しな

い完全養殖に成功した本県にとって、今後、県

内産業としての発展が期待されております。そ

こで、チョウザメ生産において他県にない宮崎

県の強みというものは何か。そして、今後の課

題というものについて農政水産部長にお伺いし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） チョウザメ生

産における他県にない本県の強みとして、まず

県が良質な稚魚を養殖業者に安定的に供給でき

ること、また長年の研究成果をもとに養殖技術

のサポートが可能なこと、県が有する高品質な

キャビアの製造技術を活用できることなどがあ

ると考えております。

次に、課題でありますが、昨年11月にキャビ

アの販売を開始し、大変好評を得たところでは

ありますが、今後の生産量の増加に応じたさら

なる販路の開拓と認知度の向上により、チョウ

ザメ産業の中心となるキャビアの販売を伸ばし

ていくことが重要と考えております。

○二見康之議員 半年ぐらい前だったと思うん

ですが、ＮＨＫを見ていたときに、チョウザメ

の養殖の特集というか、番組がありまして、宮

崎かなと思ったら島根県でした。ほかのところ

を調べてみますと、岐阜県、島根県、岩手県、

岡山県、鹿児島県でもキャビアのいわゆる養殖

をやっていらっしゃるそうなんですが、本県の

ほうは、稚魚から一貫生産できるというところ

が非常に強みだと思うんです。それがない他県

との違いだとは思いますけれども、養殖という

段階になってくると、これは地域間競争が、向

こうの方がある意味、先に行っている可能性も

あると思うんです。この地域間競争に勝つため

に何が必要なのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、キャビ

アは本県以外の複数の県において生産されてお

りますが、地域間競争に勝つためには、高い品

質のキャビアを供給することが何よりも重要と

考えております。このため、本県独自のキャビ

ア製造技術を基本といたしまして、高品質の飼

料による飼育を初め、キャビアを製造するタイ

ミングを見きわめるための卵の熟度管理、さら

に製品の品質チェックなど、厳しい製造管理を

行っているところでございます。この結果、本

県キャビアは有名シェフから高い評価をいただ

いているところでありますが、今後とも、関係

者と連携しながら、さらなる品質の向上を図
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り、確固たるブランドとしての地位を築き上げ

てまいりたいと考えております。

○二見康之議員 チョウザメ養殖の収入源とい

うものは、主に魚肉とキャビアというふうに

伺っておりますが、魚肉にする前の雌雄判別ま

でが約３年、魚卵採取となるまでが約10年、そ

れまでほとんど収入が見込めないということ

は、要するに、それまではコストだけがずっと

かかっていくということだと思うんです。産業

として利潤を上げていくためにも、長期的なコ

スト削減というものは非常に大事なポイントだ

と思っておりますが、県としてどのように取り

組んでおられるのか、農政水産部長に伺いま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、本県で

養殖を進めているシロチョウザメは、キャビア

を生産し、収入を得るまでに少なくとも８年以

上の期間を要するため、議員御指摘のとおり、

コストの削減は重要な課題でございます。この

ため、県におきましては、飼料の低コスト化の

ほか、シベリアチョウザメなどの成熟の早い種

類の種苗生産技術、キャビア生産効率化のため

の早期に雌雄を判別する技術や雌のみを生産す

る技術などの開発に取り組んでいるところでご

ざいます。

○二見康之議員 ぜひ、一生懸命取り組んでい

ただきたいと思います。他県のキャビアの単価

等をちょっと調べてみました。岐阜県ではアム

ール種15グラムで8,800円、島根県のベステルで

は30グラムで9,450円、鹿児島県ではベステルで

すが、15グラムで4,725円。それぞれのグラム単

価を出してみますと、宮崎県では600円、規格外

のものでは500円というものなんですが、鹿児島

では315円、岩手県のほうでは、アムール種です

けれども、グラム当たり260円という金額設定な

んです。はっきり言って倍違うわけです。魚肉

単価についても非常に価格の競争といいます

か、そこも出てきているでしょうし、キャビア

というものは非常に時間がかかるものなので、

急にふえるものじゃないとは思うんです。しか

し、木材価格じゃないですけれども、高いとき

ばかりを見ていて取り組んでいたら、後々売っ

たときの利幅、利潤がなかったということにな

らないように、コスト削減なり、また高品質と

いうところも確かに大事だと思うんですけれど

も、全てが高品質になるわけでもないと思うん

です。やっぱり裾野の広い市場開拓というのも

大事だと思っております。

最後に、チョウザメ産業の育成について、県

内には21業者あるということでしたけれども、

どのように取り組んでいかれるのか、そして県

内のキャビア生産量や販売戦略をどのようにお

考えなのか、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県のチョウ

ザメ養殖は、先ほどお話がありましたように、

現在21業者が取り組んでおりまして、キャビア

の生産は、ここ数年は数十キロから100キロ程度

で推移するものの、今後大きく増加する見込み

でございます。したがいまして、まずは国内市

場における販路を固めつつ、世界的な品評会へ

の出展などを足がかりとしまして、世界を見据

えた販路拡大に取り組んでいくことが重要であ

ると考えております。このため、現在の販売戦

略をベースといたしまして、安定した養殖経

営、世界的な需給動向、さらにはターゲットと

想定される東アジアなどの市場ニーズといった

視点を踏まえまして、しっかりとした戦略を構

築した上で、着実に取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○二見康之議員 次に、子ども・子育て支援新
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制度について伺います。

２年前に、子ども・子育て関連３法が成立

し、現在に至るわけですが、平成27年度から新

制度が施行されますが、現場のほうでは、公定

価格がなかなか公表されなかったことも含め、

非常に大きな不安を抱えておられます。子ども

・子育て支援新制度の施行に向けて、国から公

定価格の仮単価が先日発表されましたが、これ

までの仕組みとどう変わったのか、福祉保健部

長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員お話しの

ように、幼稚園、保育所などの施設や小規模保

育などの事業ごとに、その運営に通常要する費

用として、国が定める公定価格の仮単価がよう

やく示されました。

公定価格についてのこれまでの仕組みとの主

な相違点ですが、現在の運営費用の算定方法

は、例えば、幼稚園の場合は私学助成補助金、

保育所については保育所運営費などの施設種別

によって異なっておりまして、これについて、

従来の保育所における算定方法をベースとした

共通の仕組みが創設されたところであります。

また、職員の処遇や配置状況等を踏まえたさま

ざまな加算措置が設けられており、子ども・子

育て支援新制度の目的であります、質の高い幼

児期の学校教育・保育の提供を促す仕組みと

なっております。

○二見康之議員 新制度の施行に向けて、県で

は子ども・子育て支援事業支援計画というもの

を策定していかなければならないと伺っており

ますが、入園募集は秋には始まるものです。こ

の計画は議会の審議が必要なものであるはずで

すが、非常に時間的にもタイトな予定になるの

かとは思います。この新制度の施行に向けた今

後の予定はどのようになっているのか、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子ども・子育

て支援新制度の施行に向けまして、今年度、県

では、子ども・子育て支援事業支援計画の策定

及び幼保連携型認定こども園の認可基準条例の

制定を行う必要がございます。計画につきまし

ては、年内に素案をまとめた上でパブリックコ

メントを実施し、県民の皆様から意見を伺った

後、来年２月の県議会において御審議いただく

こととしております。また、条例につきまして

は、来年度の施設の入園募集が秋ごろから始ま

ることから、９月の県議会に議案として提出す

る予定としております。

なお、県の計画策定に当たりましては、市町

村の計画を踏まえるものとなることから、今後

とも、市町村と十分な協議を行いますととも

に、条例の内容につきましては、施設設置者等

に対し、しっかりと周知をしてまいりたいと考

えております。

○二見康之議員 今回のこの新制度について

は、実施主体というのを市町村に置いていると

いうことなので、各市町村における事業計画と

いうものは非常に重要なものだというふうに私

も感じております。この５カ年計画の中身に

よって、どのようにサービス提供を行っていく

のか、そしてどのような事業を行うのか、また

教育・保育提供区域設定はどうなるのか、２つ

の行政区域にまたがる部分はどうなるのか、都

市部と山間部との違いというものもあります。

利用者、需要量をどの程度見込んでいくのか、

定員、供給量をどの程度に設定していくのか、

また幼稚園、保育園、認定こども園との調整を

どのようにしていくのか、さまざまな懸念事項

があるわけなんですが、さきの厚生常任委員会

においても議論してきたところもありますの



- 149 -

平成26年６月13日(金)

で、重複は避けます。しかし、県としまして

も、市町村の役割が非常に大きい今回のこの件

は、県内全体にしっかりと目を配り、また気を

配っていただきたいと思っております。この１

年は非常に大事な時期でありますので、細部に

わたるまで、市町村並びに現場の声にしっかり

耳を傾けて取り組んでいただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

次に、教育行政について伺いたいと思いま

す。

質問の前に、一つ知事のお耳に入れておきた

いことがあるんですが、知事は、スポーツに関

係するお話をされるときに、延岡学園の野球の

こととかバスケットボール、鵬翔高校のサッカ

ーの話はよくされますが、２年前の平成24年

に、都城市立五十市中学校女子バスケットボー

ル部が、第42回全国中学校バスケットボール大

会において全国優勝を勝ち取っております。ぜ

ひ、今後はこの快挙もお話の一端に加えていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

教育委員会の取り組みの中で、競技力向上に

ついて高等学校競技力強化推進校指定制度をと

られておりますが、多感な青年期に一つのこと

に情熱を燃やすということは、人格形成におい

てもよいことですし、スポーツ振興に努める本

県としても、期待度の高い施策であると思いま

す。

先日、都城東高校女子ソフトボール部の全国

３位の祝賀会に参加してきました。生徒たちの

生き生きとした明るさ、そして規律ある所作、

ＴＰＯにおけるめり張りといったものを感じた

ところであります。やはり、全国に通用する選

手たちは、その人間性もしっかりしていると、

改めて感じたところであります。

ある先生から聞いたお話ですが、在任中、あ

る学校で非常に荒れていた時期があったそうで

す。そのときに、先生も保護者の方々も手に負

えないような状況だったそうですが、その先生

方は、まず部活動をしっかりしよう、一生懸命

になれる部活動をつくろうと取り組まれたそう

です。部活に熱中するにつれて、生徒たちもだ

んだんとふだんの生活にも落ちつきが生まれ、

学校の風紀も取り戻すことができたそうです。

スポーツのみならず、文化活動も同じことと

は思いますが、いろいろな効果が期待できる、

この競技力強化推進校指定制度です。さらなる

充実を望んでおりますが、今後の取り組みにつ

いてどのようにお考えなのか、教育長に伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 都城東高校の子供た

ちの活躍というのは、本当にありがたいと思っ

ております。

競技力強化推進校についてでありますが、本

県における高校スポーツの水準の維持向上と、

国民体育大会や全国レベルの大会で通用する競

技力の向上を目的に、平成９年度より取り組ん

でいる制度であり、現在、22校21競技44部を指

定しております。推進校への支援として、遠征

・合宿経費への補助や、指導者の資質向上を目

指した研修会等を行っております。

今後の取り組みですが、現在の指定部を継続

して指定するかどうか、また新たにどの学校の

どの部を指定するかなど、指定の見直しを進め

ていくとともに、支援費のより効果的な配分の

あり方や、顧問研修会が一層充実するよう研修

内容の検討を行うなど、強化推進校の成果がさ

らに向上するように努めてまいりたいと考えて

おります。

このような取り組みを通して、各学校が切磋
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琢磨し、ともに競技力を高め合うことで、本県

の多くの子供たちが全国や世界を目がけた舞台

で活躍し、県民の皆様に夢と感動、そして元気

を与える高い実績を出す部が、もっともっと

もっとふえてほしいと期待をいたしておりま

す。そういう願いをぜひかなえてほしいと思っ

ているんですが、願いがかなう際には、より効

果的な支援のあり方とか、どのようにして推進

校指定をふやしていけるかというようなことも

考えておりますので、そういうことについても

検討してみたいと考えております。

○二見康之議員 また、教育現場におきまして

は、いろいろな課題もあるわけなんですけれど

も、いじめとかメンタル面のケア、そういった

高度専門化している教育現場というものがあり

ます。県教育委員会におかれましては、さまざ

まな政策等を打たれているものと話は聞いてお

りますが、私学におけるこのような課題につい

て、県としてどのように対応されておるのか、

総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） まず、私立

学校の運営につきましては、私立学校法の精神

に基づきまして、公的機関は法律で規定される

関与以外は差し控え、その自主性を重んじるこ

とが重要であるという前提がございます。

御指摘のありました、いじめやメンタル面の

ケアなど教育現場における課題につきまして

も、各学校が実情に即した相談支援体制を整備

するとともに、合同の研修会を開催するなど、

自主的、積極的な取り組みが行われているもの

と承知しております。

県では、その合同研修会への支援ですとか、

また県立高等学校長経験者を私学教育専門員と

して配置しまして、学校や保護者からの緊急の

相談に対応できる体制を整備するというような

協力をしているところでございます。さらに、

教育委員会におかれましては、教育研修センタ

ーが開催する教科指導研修、また、いじめなど

喫緊の課題に対応するための研修会に私立学校

関係者が受講できるよう便宜を図っていただい

ているところでございます。県といたしまして

は、今後とも、私立学校の建学の精神や自主性

を尊重しながら、必要に応じまして、教育現場

における課題の解決に向けた取り組みを支援し

てまいりたいと考えております。

○二見康之議員 いろんな問題が非常に複雑に

難しくなっておりますので、教育委員会の情報

等としっかりと連携して、常に情報交換ができ

るような関係をぜひ構築していただきたいと思

います。

次に、林業公社について伺います。

林業公社は、平成23年度に第３期経営計画を

改定しておりますが、その後の経営状況につい

て環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 林業公社にお

きましては、第３期経営計画に基づき、さまざ

まな経営改善に取り組んでいるところでありま

す。具体的には、間伐材を直接、製材工場に販

売する直納方式による流通コストの削減や、金

融機関の利息の軽減等に取り組みました結果、

平成24年度の事業収支は6,400万円余の黒字とな

り、計画を2,000万円ほど上回っております。ま

た、平成25年度におきましても、これまでの取

り組みに加えまして、木材価格の上昇を見なが

ら積極的に木材の販売を行った結果、事業収支

は、前年度に引き続き計画を上回る見込みと

なっております。

○二見康之議員 一昨年の環境農林水産常任委

員会において、委員長より３点申し入れをされ

ております。平成26年度までに廃止・県有林化
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等を含めた見直しをすること、県は公社と一体

となって改善に取り組むこと、毎年、議会に報

告を行うこととありました。それぞれについて

しっかりと取り組まれていることと思います

が、今年度の林業公社のあり方の検討におい

て、存続または廃止の大きな判断のポイントと

は何でしょうか。また、知事の職責としてどの

ようにお考えなのか、知事に伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 林業公社のあり方につ

きましては、今年度改めて検討を行うこととし

ておりますが、存続または廃止につきまして

は、県民への負担が最も少ないことであります

とか、森林整備や林業生産活動において高い公

益性が期待できることなどを総合的に判断する

こととしております。おかげさまで、今、部長

が答弁しましたように、さまざまな自助努力、

また追い風により、経営状況は改善、好転をし

ておるところでございますが、現在、外部検討

委員会を設置しまして、経営改善などの点検・

評価を行うとともに、専門的な立場からの幅広

い意見も伺いながら、検討を進めているところ

であります。

私自身、知事として、本県の森林・林業の振

興を推進する立場でありますので、林業を成長

産業としていく上で、今後、林業公社がどうあ

るべきかということを含めまして、しっかりと

検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 本県の林業・森林業を推進さ

れるトップである知事ですから、公社だけのこ

とではなくて、県内全体の森林行政というもの

の大所高所に立たれた御判断というものを、ぜ

ひお願いしたいと思います。

最後になりましたが、投票率についてお伺い

したいと思います。

本県の投票率において、著しい低下傾向が見

られますが、有権者の選挙に関する啓発、周知

等については、公職選挙法上、選挙管理委員会

に定められているというふうに伺っておりま

す。まず、啓発や周知等に活用できる情報はど

のようなものがあるのか、選挙管理委員会が保

有する投票結果に関する情報というものはどの

ようなものがあるのか、また、それらの情報を

利用して投票率向上に向けた取り組みができな

いか、選挙管理委員長に伺います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙管理委

員会が保有します投票結果に関する情報といた

しましては、市町村別、男女別の投票者数や投

票率、投票者数のうちで期日前投票者数や不在

者投票者数、また年齢別の投票率などの情報を

有しております。

このうち年齢別の投票率につきましては、各

市町村の一部の投票所から抽出した結果に基づ

いて推計したものでありますが、若者の投票率

が低いという結果が出ておりますことから、昨

年の参議院議員通常選挙におきましては、フェ

イスブックやツイッター、ユーチューブといっ

た、若者に親しみのある媒体を活用するなど、

若者に関心を持ってもらえるような啓発に力を

入れたところであります。今後とも、市町村等

の関係団体とも十分連携を図りながら、投票結

果の情報を生かした効果的な啓発や、投票環境

の向上の取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 公職選挙法で、選挙管理委員

会がそこを担うというふうになっているようで

すから、仕方ないのかもしれませんが、選挙管

理委員会は、選挙を県警本部と一緒になって取

り締まるほうですから、新しい取り組みという

ものを考えるのはなかなか難しいかなという気
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がするんです。

論語に、「これを知る者はこれを好む者に如

かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如か

ず。」という言葉があります。より積極的にア

クティブになるためには、好きになる、楽しむ

というような興味・関心を起こさなければ、い

ろんなアクションというものは起こせないと思

いますが、今後とも、いろんな方法を考えなが

ら、さらに投票率が上がるように頑張っていき

たいと思っておりますので、どうぞ御検討のほ

どをよろしくお願いします。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の有岡です。けさから第20回ワールドカップブ

ラジル大会が始まりました。テレビの前にくぎ

づけだった方も多いと思いますが、けさの開幕

戦のブラジル対クロアチア戦は、喜ばしいこと

に、日本人審判団３人が担当されました。ファ

ールやアドバンテージなどの対応もよかったと

感じます。日本人らしいフェアなレフェリング

で、選手のすばらしいプレーを引き出していま

した。私の質問も、宮崎県の課題を引き出せる

機会となればと思っております。

それでは、通告に従いまして質問してまいり

ます。県民の皆さん方からよく、「今の知事は

どんな方ですか」と尋ねられます。そのとき、

私は、「知事個人は人柄もよく、頭脳明晰で

キャリアを持った大変優秀な方です。また、県

庁職員も一人一人優秀であり、宮崎県のシンク

タンクです」と答えております。しかしなが

ら、残念なことに、個人から組織になると、何

かが欠けてしまっているようです。そのことに

ついて、質問を通して確認していきたいと思っ

ております。

まず、知事の政治姿勢であります。

昨年９月定例議会の最終日に、私は、平成24

年度決算認定に反対討論いたしました。そのと

きの内容は、公共事業等において資料を作成す

る際に、青写真や電子出力を外部に委託しま

す。そのために、年間契約として、毎年、各総

務事務センターでは単価契約を行っているわけ

です。Ａ０判からＡ４判まで、さまざまな種類

のモノクロ、フルカラーなど、項目ごとに１枚

当たりの単価を設定するものです。これは、単

価同調制度で複数者契約・業者選択方式であ

り、競争入札参加資格事業者による見積もり合

わせを行います。その見積もりの中で最低価格

を単価として設定する流れです。しかし、実態

を確認すると、機械などの専用設備もなくスキ

ルもない業者が、どのようにして見積もりが出

せるのか疑問でありました。

総務事務センターでは、本年２月20日、合同

説明会を行い、機械・設備等保有状況調査表が

契約業者より提出されました。結果は、知事も

御承知のとおり、総務事務センター契約31者

中、青写真機器保有は８者のみ、全体の26％で

す。約４分の３が機器を持っていないというこ

とです。電子複写・出力は13者、42％で半分以

下です。要するに、半数以上が自社ではできな

いということになります。さらに、契約辞退４

者という結果でありました。なぜこのような状
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態で多くの業者と契約を続けてきたのか理解で

きません。このような契約の実態について、知

事の見解をお尋ねします。

次に、知事が行っている給料の20％減額によ

り、知事個人として年間約300万円の減額に努力

されています。その目的と成果について、知事

の御所見を伺います。

次に、若手職員の育成について、稲用副知事

にお尋ねいたします。

まず、私は、県庁の意識改革に、若者のアイ

デアや行動力に期待をしている一人です。副知

事は、県庁職員として多くの経験と実績を積ん

でこられておりますが、次世代の県庁マンを育

てることは、キャリアを持つ稲用副知事の大切

な役割であると考えます。そこで、人材育成の

観点から、若手職員の提言や視点を具現化する

取り組みが必要と考えますが、見解をお尋ねい

たします。

次に、観光振興と交通網整備について、内田

副知事にお尋ねいたします。

内田副知事は、平成16年に、国土交通省総合

政策局、当時、公共交通の「快適性・安心性」

向上方策の検討委員会の事務局におられまし

た。そのような国土交通省での経験から、今の

宮崎県の現状を見た上で、今後の交通・物流の

あり方、交通網の整備の必要性についての御所

見をお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席から再質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、冒頭に過分なお言葉を頂戴したこと

に、心より感謝を申し上げます。しっかり組織

として機能できるように努めてまいりたいと考

えております。

青写真などの契約状況についてであります。

非常に厳しい財政状況にある中、施策を着実に

推進していくためには、不断の努力として、行

財政改革に積極的に取り組んでいかなくてはな

らないと考えております。議員から御指摘のあ

りました青写真等の契約につきましては、各地

区ごとに、見積もり合わせにより決定した最低

単価に同意した複数の事業者と契約します単価

同調方式を採用しております。１者との契約で

は、県の発注量が大変多いため対応できないこ

と、また、県内各地元業者の育成という観点、

さらには、発注各課の業務の効率化ということ

から、青写真等の契約方法をこのような形で

行っておるところでございます。

なお、平成26年度の契約におきましては、御

指摘いただいた点も踏まえ、また、地元企業の

育成ということを徹底する観点から、青写真等

の機械設備の保有状況の見積条件への追加を行

うこと、契約項目の見直し、さらには、複数枚

発注時の単価の見直しなどを行ったところであ

ります。

機械の保有状況等について御指摘いただいた

ところでございますが、青写真等の単価契約に

つきましては、物品の納入を契約の目的とする

物品売買契約としているところであります。こ

れは製造請負的な契約と異なりまして、一括下

請もしくは委任を禁止している財務規則の規定

が該当しないことから、平成25年度までは、機

械設備の保有については、条件としておりませ

んでした。ただ、26年度については、先ほど申

しましたような見直しを行ったところでござい

まして、これまでの青写真等の単価契約につき

ましては、物品の納入が適正に行われておりま

すことから、特に問題ないものと認識しており
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ます。今後とも、経費節減や業者の育成に努め

てまいりたいと考えております。

次に、私の給料の減額の目的と成果について

であります。行財政改革は不断に取り組むべき

行政課題であるという認識のもとに、幹部職員

を集めた会議や職員向けのメッセージ、所属通

知など、あらゆる機会を通じて、職員に率先し

て行財政改革に取り組んでほしいという思いを

常々伝えてきたところでございます。私自身の

給料の減額は、このような思いのもと、行財政

改革を進めるためには、まずは牽引する立場に

ある者が、みずからの取り組む姿勢を示す必要

があると考え、行っているところでございま

す。現在、本県の行財政改革への取り組みは、

総人件費の抑制やゼロ予算施策の積極的な推

進、職員みずからの発案による取り組みなど、

着実に推進が図られてきていると感じていると

ころでございます。今後とも、引き続き職員の

意識改革を図りながら、しっかりと行財政改革

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

若手職員からの提言等についてであります。

社会情勢が目まぐるしく変化する中、多様化す

る行政ニーズに的確に応えていくためには、職

員一人一人の資質向上を図るとともに、若手を

中心とする職員の柔軟な発想や新しい視点を施

策に生かすことが大変重要であると考えており

ます。このため、課題解決に向けた提案を職員

から募集する「かえるのたまご」の中で提案さ

れました内容の実施に取り組みますとともに、

総合計画の見直しに若手職員のさまざまな意見

を生かす観点から、先日、若手職員ワーク

ショップを開催したところであります。

また、職員の相互啓発を図ります職員自主研

究グループなどの研修でまとめられました提言

のうち、可能なものにつきましては、取り組み

に向けての検討を促しているところでありま

す。将来の県政を担う若手職員の柔軟で豊かな

発想や意見を生かしていくということは、人材

育成、さらには、人材活用の面からも有意義で

ありますので、優良な提案につきましては、こ

れからも施策等に反映させていきたいと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

○副知事（内田欽也君）〔登壇〕 お答えいた

します。

交通・物流のあり方についてであります。私

は、宮崎に参りまして、交通・物流が県勢発展

のための基盤として、いかに重要な柱であるか

を改めて実感いたしました。その中で、交通に

つきましては、高齢化や人口減少が進む中、県

民の日常の足の確保や、観光客にとっての移動

手段の充実などが課題であると考えておりま

す。また、物流につきましては、大消費地から

遠い本県にとりまして、輸送手段の確保や物流

コストの削減が重要な課題でありますので、高

速道路の有効活用や海上輸送等の維持・充実、

貨物の集約化などが必要であると認識しており

ます。

このような中、本県では、交通事業者のトッ

プの方々が集まって懇談会を設置され、公共交

通機関の相互連携や活性化等に向けて、大変前

向きに取り組んでおられます。私も折に触れ、

会議に参加するなど、意見交換をさせていただ

いているところでございます。今後とも、これ

までの経験を生かしながら、平成25年３月に策

定した「宮崎県交通・物流ネットワーク戦略」

に基づき、東九州自動車道の県南区間や九州中

央自動車道の整備促進を含め、陸・海・空の総
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合的な交通・物流ネットワークの構築に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま、知事、両副知事よ

り答弁をいただきました。

知事の政治姿勢につきましては、関連の質問

がございますので、まず最初に、稲用副知事よ

り再質問させていただきます。若手職員のアイ

デアの具現化でございますが、平成25年度自治

学院主催の研究成果報告会を拝見しました。そ

の中から紹介を兼ねて質問いたしますが、昨

年、知事の肝いりで、社会人採用１期生が誕生

しました。そのメンバーが発表したテーマでご

ざいますが、「おもてなしを本気で県政に取り

入れる」という発表でした。３つの提案があ

り、県庁の理念の明文化―会社でいう社訓で

あります―朝礼の徹底、おもてなしマイスタ

ー制度がありました。民間では当然のごとく行

われている朝礼ですが、最低週１回の朝礼の義

務化などを提案され、その朝礼によって、課題

や情報の共有、さらには時間の厳守の意識が芽

生えるなど効果が期待されると、手厳しくも前

向きな意見でありました。このような若者の意

見やアイデアを生かすべきと考えますが、稲用

副知事の御所見を再度お尋ねいたします。

○副知事（稲用博美君） 今御紹介いただきま

した提案は、県庁のおもてなしとは何かという

ことを明確にして意識の共有を図り、それを高

め合っていこうという仕組みをつくることによ

りまして、職員みずからも満足する、その上に

立って、県民満足度日本一のおもてなし県を目

指そうという考え方であろうというふうに思い

ます。民間企業等で多様な経験を積みました若

手職員が、その経験を踏まえまして発想したも

のでありまして、テーマをしっかり押さえた本

当に有意義な提案であるというふうに思ってお

ります。

現在、本県の中でやっておりますのは、所属

長から職員に対して、業務の目標あるいは取り

組み姿勢を示します「部局長メッセージ」、あ

るいは職員一人一人が県民サービス向上の目標

を設定して、それを実践するという「ひとり一

改善運動」、こういったものに取り組んでおり

まして、目指す方向としては同じであろうとい

うふうに考えております。今回の提案を含めま

して、職員のアイデアを生かしていくことで、

職員の意識の高揚を図り、ひいてはより質の高

い県民サービスを提供できるよう、さらに進め

てまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 一つの例を御紹介いたしま

す。ＪＲ九州の例でございますが、南宮崎のエ

レベーター設置の際に、実は列車のレーンの見

直しが必要だったそうです。今までの固定観念

があるために、なかなかいいアイデアが出ず、

改善に苦慮していたとき、若手社員からのアイ

デアが出された。今まで気づかなかったことに

若手職員が気づき、アイデアを出してくれた。

そのことによって、どうにか課題を解決できた

と伺いました。やはり固定観念にとらわれず、

違う角度から見直すことで、目の前の壁を乗り

越えられるヒントが見つけられることと思いま

す。職員の能力を最大限に発揮し、宮崎県のシ

ンクタンクとしての環境づくりをぜひ期待して

おります。

次に、内田副知事に、観光振興の立場からお

尋ねいたします。本県の観光振興の核となるべ

きみやざき観光コンベンション協会が、今年

度、宮崎駅隣のＫＩＴＥＮビルに移転すると

伺っておりますが、移転を機にどのような効果

を期待しているのかお尋ねいたします。
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○副知事（内田欽也君） 多大な経済効果をも

たらすコンベンション等は、ＭＩＣＥと言われ

まして、観光立国実現の主要な施策の一つと

なっているわけであります。また、その誘致に

ついては、全国各地で地域間競争が急速に激化

しているところでありまして、本県におきまし

ても、これまで以上に官民協働での取り組みが

重要となってきていると考えております。現

在、ＫＩＴＥＮビルには、宮崎商工会議所を初

め、ホテル旅館組合、宮崎市観光協会など、県

内の主要な関係団体が入居しております。ここ

に、みやざき観光コンベンション協会が入るこ

とで、各関係機関との情報共有あるいは協議・

調整などが円滑になりまして、例えば、ＭＩＣ

Ｅセールスあるいは官民挙げてのおもてなし環

境の充実など、オールみやざきでの一体的かつ

効果的な取り組みが可能になると考えておりま

す。加えて、ＭＩＣＥの誘致だけではなく、ス

ポーツランドみやざきの推進あるいは国内外か

らの観光誘致等における連携など、今回の移転

は、本県の観光振興の促進に大きく貢献するも

のと思っております。以上であります。

○有岡浩一議員 ただいま答弁いただきました

し、私どもは、みやざき観光コンベンション協

会の十分な活用、そして連携、こういったもの

で宮崎県の観光浮揚を図っていくきっかけにな

ればと期待しております。一つの考え方として

兵庫県の例を申し上げますが、兵庫県の団体か

ら、県や議会に対しまして、交通網整備や観光

振興支援についての要望がなされた。各自治

体、どのような都市部であろうと、宮崎県にお

いても、各団体、そういった同じような整備に

取り組もうということでやっているわけです。

宮崎県ならではの観光振興と交通網整備につい

ては、内田副知事の高い見識のもと、「今でき

ることを今やろう」という攻めの取り組みを期

待しております。

それでは、知事の政治姿勢について再質問を

してまいります。

先ほどの知事の答弁にございましたが、適切

な契約方法であるという考え方、そして、今回

の契約には問題はないんだという考えをおっ

しゃいましたけれども、私は、業者ができない

ものを契約するというスタンスは、一般論とし

ては、なかなか納得できないと思っておりま

す。そういう意味で、昨年の決算議会において

は、国の出先機関並みの契約を行えば、3,000万

円以上の経費削減ができるんだと、知事の給料

減額の10年分という、ある意味では、わずかな

金額ではないと思っております。今回の契約の

内容、自分のところではできないというものに

対して、行政はもちろんチェックしなくていい

というような表現がありますが、私はチェック

しなくてもいいんじゃなくて、お互いのモラル

として、できるものはできる、できないものは

できないことをはっきりしない限りは、業者側

の技術の向上にもならない、そう思っていま

す。

そういった意味では、契約制度そのものが悪

いのではなくて、この中身を精査しない限り

は、こういった関係、特に心配しているのは、

業者の方、県民の方が、県は大体でいいと、わ

からなければ大体でやっておけばいいんだと、

書類を出して契約すればわからないんだと、そ

んな意識が芽生えることが大変怖いと思ってい

ます。そういった意味では、今回の契約の中身

を精査すればするほど、業者のモラルが欠けて

いるのか、それとも、行政の慣例的な、前の課

がやったことを引き継いでやっている、それで

いいんだと、そういう意識なのか、どこがどう
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問題があるのか。僕は問題だと思っています

が、知事の御所見としてはいかがなものでしょ

うか、再度お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の青写真等の単

価契約につきましては、先ほど答弁申し上げま

したように、事業者に図面などを納入してもら

うことが目的であるということで、いわゆる物

品売買契約になっておるわけでございます。そ

の観点から、先ほど御指摘がありました機械設

備の保有というものは、条件ではなかったとい

うことでございます。ただ、御指摘等も踏ま

え、それから、ことし、より地産地消を進めて

いく、地元事業者への発注というものをより進

めていこうというような観点から、県で発注し

たものが県外業者へ流れていくことを防止し、

県内業者への優先発注、地元業者を育成する観

点から、機械設備の保有状況を見積条件に追加

したところであります。そのような形から、県

内業者の育成も図ってまいりたい、そのように

考えております。

○有岡浩一議員 私は、今回の流れというの

は、氷山の一角だというふうに思っております

が、よく私が耳にすることは、宮崎県の技術の

継承が課題だと聞いております。それはどうい

うことかといいますと、このままの状態が続け

ば、宮崎県の技術は衰退してしまうと。具体的

に話をわかりやすくいたしますが、今回のよう

に、入札で仕事をとる、それが仕事だと、それ

がＡ社、そして、Ａ社が受けた仕事をそのまま

３割、４割引いて下請に丸投げする、それを受

けるＢ社、時には赤字を覚悟で仕事を受ける孫

請Ｃ社、これらの一連の流れの中で、いつ若い

人たちに技術の継承、こういったことができる

のでしょうか。当然やるべきところに仕事を発

注し、その業者が若い人たちに技術を継承する

ようなシステムをしっかりつくらないと、ただ

仕事をとって下請に出せばいいんだというよう

な、そんな考え方がはびこることは、僕は問題

だと思っています。

スキルアップするために仕事をする、仕事を

するために効率的な無駄のない仕事をやってい

く、そういう仕組みをしっかりつくらないと。

毎年5,700～6,000億近くの予算を計上しても、

結果的には業者がどんどん体力を失っている。

この状態が続けば、県外に仕事を発注してしま

うような構図ができ上がってしまう。そういう

ことを、しっかり、もう一度、業者、行政、お

互い本当の信頼関係をつくっていった上で確か

め合う、そういうものまで今やらないと。この

ままの状態で、ただ仕事を発注していますとい

うルールに、我々はそう受けますが、実態は、

そういうふうに機能して、体力をつけて、技術

の継承ができている状態じゃないと、僕は危機

感を持っています。

そういう意味で、今回の一つの課題として知

事にお尋ねしますが、職員自身も現場に行って

情報収集したり、デスクワークだけでは得られ

ない情報を現場に行って求めていく。例えば、

先ほどの単価も、私が調べた範囲では、6,000数

百円が本来は3,000何ぼでいいと、ほかは民間も

国の出先機関もそうやっています。だから、自

分たちの今の単価を当然だというふうな考え方

で進めていますけれども、いろんなところに

行って業者に聞いて、今の技術ではこれぐらい

でできますという話を聞いて、単価の見直しを

する。そういう努力をしない限りは、去年がこ

うだったからいいとか、ほかが自分のところよ

り高いのだからいいだろう、そういうレベルの

努力では、業者の育成にもならなければ、行革

にもなっていない。だから、そういう意味で、



- 158 -

平成26年６月13日(金)

大変くどいようですけれども、職員が足を運

ぶ、現場を見る―現場主義と僕はよく言いま

すが―そういう職員のスタンス、そういうも

のを職員に求めていくべきじゃないか、僕はそ

う思いますが、知事はいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、技術

の継承も含めた業者育成の観点、大変重要であ

ろうかというふうに思っておりますし、現場の

実態を踏まえたさまざまな見直し、それも重要

であろうかというふうに思います。26年度の単

価契約につきましては、経費節減等の観点か

ら、業者の聞き取り調査、また各所属の意見な

どを聞いた上で見直しを行ったところでござい

ます。今後も、経費節減と業者育成という観点

から、必要な見直しというものを絶えず意識に

入れた上で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○有岡浩一議員 このことは県庁全体に言える

ことですし、見直しをするという言葉だけでは

なくて、本当の意味で意識改革をされて、職員

の皆さん方がその方向に向かわないと、今まで

どおりやっていていいんだというような時代は

終わりまして、もう民間は先を行っています。

行政だけが後追いをして動いていないという批

判も受けております。そういった意味では、こ

ういったことをきっかけに改革に取り組んでい

ただきたい。先ほど申し上げたように、若い人

たちの意見も聞きながら、どこがおかしいかと

いうことに気づかなければ、新しい目で見ても

らって改革をする、そういう姿勢で今後取り組

んでいただきたいと思っております。

あとは、知事の経費削減の話をちょっとさせ

ていただきましたが、知事が努力していらっ

しゃる部分、それに対して、職員がどういうふ

うに行財政改革を今後やらなければいかんとい

う危機感を持っているか、ここが大変ミスマッ

チしているんじゃないかなという気がしている

ものですから。財政等、一生懸命やっているの

はよくわかります。そして、担当者は、１割、

２割削減ということでやっています。ただ、削

減することが目的じゃないです。削減したもの

を何に生かすんだという部分が必要です。知事

が今回、「人財づくり基金」という形で20億の

予算を組まれました。これは大変いいことだと

思います。これで、教育現場の施設の整備とい

うことでセンターをつくります。それはいいで

す。ただ、本当に「人財づくり」をやるつもり

なら、これは徹底してやるべきだと。人づくり

をやるために皆さん一緒に協力してください、

どの職場でも人を育てると、そういう知事の熱

い思い、信念というのでしょうか、そういうも

のがみんなに伝わらないと、削減、削減、モチ

ベーションが下がるばかり、これではなくて、

下げた分は必ず人を育てて還元する、そういう

メッセージを知事が伝えていただくことが大切

だと思います。

一つのアクションでやっています。私も、知

事と３年前にお約束したように、政務調査費を

お返しして、できるだけ県政の中で生かせる方

法を考えてほしいと。特にその中でもキャリア

教育をお願いしていますし、就労支援、こう

いったものをやってほしいとお願いしました。

若い人たちが年間150万円以下の所得でいる、そ

ういう年収の若者がふえているんですね。こう

いう若者の実態を見たときに、これから宮崎を

背負っていただく若い人たちが生きていく上

で、もっともっと技術を身につけたり、支援す

る中で育てていかないといけない。若い人たち

が夢を持って宮崎に残って、そして家庭を持

つ、そういう構図をつくらない限りは、人口減
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少問題を幾ら見直しても前に進まないと僕は

思っています。そういう意味では、まず我々が

今やるべきことというのは、育てていくための

仕掛け、そういう意味では、知事がおっしゃる

人財づくり、これは大きな仕事ですし、大変期

待している次第でございます。このことについ

ては質問いたしませんが、知事が努力してい

らっしゃることをぜひ職員の皆さん方も認識し

て―人の金だと、同じお金です。同じ金額、

同じものですから、大切にどう使ったらいいの

かということを意識してもらえるような努力を

今後も続けていただきたいというふうに思って

おります。

それでは、次の質問に移らせていただきます

が、２巡目の国体開催ということを昨年11月の

質問ではさせていただきました。佐賀県が平

成35年国体開催を決めました。滋賀県は平成36

年、２巡目の開催を昨年、既に決めておりま

す。ちなみに、本県開催２年後の昭和56年に、

びわこ国体として滋賀県が行っておりますし、

国体準備には10年以上の準備期間が必要だと判

断したからだそうです。今後は、最短でも平

成38年が可能性がある年であります。38年以降

になるというふうに聞いております。２巡目の

宮崎国体に向けて、知事のリーダーシップを発

揮して、いつを目標にやるべきだと。そういう

知事のリーダーシップの決意をお尋ねしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 国民体育大会でありま

すが、国内最大のスポーツの祭典であります。

広く国民に親しまれておりますし、69年という

長い歴史の中で、スポーツの振興・発展に極め

て重要な役割を果たしてきているものと考えて

おります。本県におきましても、前回の国体が

開催されたことを契機として、全国で活躍する

多くのアスリートを輩出し続けているものであ

ります。また、そのときに整備された施設が、

スポーツランドみやざきを推進する施設として

大いに活用されております。国体開催につきま

して、２巡目ということが視野に入ってきてお

るわけでございますが、県民一体となって取り

組んでいく必要がありますことから、市町村、

競技団体、関係団体、企業など、関係機関と十

分に連携を図りながら検討してまいりたいと考

えております。

また、東京オリンピックの開催が決定したわ

けでありますが、スポーツランドを推進してい

る本県におきましても、「おもてなしプロジェ

クト」を展開することとしており、それが、い

ずれめぐってまいります２巡目国体の開催に向

けて、県民の機運を高めることにも結びついて

くるのではないかというふうに考えておるとこ

ろでございます。県民総参加型の宮崎らしい、

おもてなしの心あふれる大会にしたいと考えて

おりますので、これから、市町村、競技団体、

企業の皆様とともに、積極的に機運の醸成に努

めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今の知事のお話を伺って、知

事がやろうと、そういう決断したイメージがご

ざいません。実は、昨年９月の図師議員の質問

に対しまして、「しっかりとスケジュール感を

持ちながら、我々としては準備を進めてまいり

たい」という答弁が９カ月前です。そして、今

回の話の後半は、「機運の醸成を図ってまいり

たい」という、何をする、誰がするということ

に全く向いていない、他人事のような話になっ

てしまうと。僕は、知事のいいところもさっき

お話ししましたが、もう一つ紹介しますと、石

橋をたたいても渡らない性格であると。これ

は、やろうと決めても、じゃ誰がするのかとい
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う指示をしないと、リーダーの決断というか決

意、そういうものを見せないと、僕は現場は動

かないと思っています。決して、私がやりま

す、いつやりますという話をしてほしいと言っ

ているんじゃないです。

スポーツの現場の話をしますが、指導する

方、選手は、いつ国体ができるのか、はっきり

した目標が欲しいんだと。陸上三段跳びに例え

て答えますが、ホップ・ステップ・ジャンプが

あります。ホップは準備期間、ステップが開催

年、そして、それから先の30年以上がジャンプ

です。このジャンプしたところまでを見据えた

取り組みをするためには、長い準備期間が必要

だと僕は思っています。ですから、最初の準備

期間のホップの時間をどれだけたくさんかけて

準備するか、これが一番のテーマだと思ってい

るんですね。そういう意味では、知事がスケ

ジュール感を持って準備を進めてまいりたいと

いう具体的な話が、どこかテーブルに乗って、

水面下でも議論して、何かやっているという姿

が見えないものですから知事にお尋ねしている

んです。知事、例えば38年が最短なら、ここを

ひとつ目標にして計画してみてくれ、青写真を

つくってくれと、そういう指示はされているの

かどうかお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国体開催に向けては、

いろんな手順がございます。東日本、西日本で

持ち回りというようなこともありますし、西日

本全体の中で合意形成を図っていく必要があり

ます。それに向けて、立候補なり手を挙げるに

当たっては、市町村なり競技団体とのしっかり

とした準備なり協議、また合意形成が必要だと

いうことでございます。御指摘のとおり、施設

整備、それから選手の育成も含めて、長い目で

見て準備をしていく必要がある、それはもっと

もなことであろうかというふうに考えておりま

す。そのようなことで、いたずらに先延ばしす

るということではありませんで、しっかりとし

たスケジュール感も持ちながら、しっかりとし

た手順を踏んで、２巡目の国体に向けて頑張っ

ていくという方向性については、我々、問題意

識としては共有していると思いますので、今申

し上げましたような手順をしっかり積み上げ

て、よりよい国体となるよう、２巡目国体とい

うものを迎えてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 堂々めぐりをする話になりま

すけれども、そういう議論を知事が全てするわ

けじゃないです。そして、体育協会とか教育委

員会、それぞれの担当がある。市町村もある。

ただ、誰かがある程度のプランを練って、そし

て青写真をつくらないと、全てが白紙の状態で

どうしましょうでは、何ら議論は進まないと。

先ほどの青写真の話じゃありませんが、結局、

投げてみたら何も返ってこなかったという話で

は困るわけですね。やはり青写真をまずつくっ

て、それで実現可能なものを選んでから下地を

つくらない限りは、いつまでたっても国体をい

つやっていくんだという目標設定はできないん

じゃないかと思っています。だから、最初の下

地の部分、基本設計は別ですよ。最初の青写真

は、どこかが進めていかない限りは具体的な話

にならないし、関係者もいつするんだ、いつす

るんだということで、みんな右往左往するばか

りです。だから、今聞くのは、知事が本当にや

る気があるんだろうかということを確かめたい

と思っています。そういう意味では、知事

は、38年に限らなくていいですが、必ず準備を

始めるということで理解していいのでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎が２巡目国体をや
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らないということは全くあり得ない、いずれ我

々としては、しっかりとそれを受けとめて、だ

からこそ、冒頭申し上げましたように、国体の

意義を申し上げたところでございます。今、38

年というような話もございましたが、いずれに

せよ、いろんなルールに基づき、いろんな手順

に基づき、これは申請され、決定され、準備が

進むというものでございます。決してほかの県

におくれをとって、今そういった手順を踏んで

いないということではありませんので、我々と

しては、そういうスケジュール感を持って、も

ちろん競技団体も含めて、意思統一しながら、

準備を進めてまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 考え方が若干食い違うんです

が、私は、政治家の知事として、物事を腹を据

えて決断して動かすと。そういうものがないと

一つも動けないという現状があるから、知事の

ほうがまず国体をやると。38年ができるかどう

か、できなければ39年、40年となるでしょう。

そういうことを含めて、まず動き出さないと、

いつまでたっても見えてこないままに２年、３

年たつ。そうすると、先ほどのホップ・ステッ

プ・ジャンプのホップの部分が短ければ短いほ

ど準備が厳しくなる。東京オリンピックのよう

に、今、６年前ですが、５年前になって、５年

間の計画を縮小するとか、そんなことを言って

いるようでは、我々宮崎県の現状としてはおく

れる。そのおくれた部分が、将来の30年、40年

先に、宮崎県のほうにしわ寄せが来ると。そう

いう思いがあるから、早く段取りをしていかな

ければ、国体開催に向けて、いい、宮崎らしい

国体にするための準備が間に合わない。

もっと外部指導者の話もありますが、宮崎国

体を経験した選手の青年の方たちが今60を迎え

ています。そのときの指導者は70前後になって

います。ですから、この方たちが経験したもの

を生かしていかなきゃいかん、そういう時期に

来ているんですね。だから、「いつやるんです

か」と言ったら、「今始めなきゃ間に合わな

い」というような現場の声もあります。ですか

ら、知事、やるということは決めているのであ

れば、早くいつできるかを考えてくれという指

示を出してください。そうすれば、みんな動き

出します。そして準備する。できないならでき

ないという話をするし、施設の問題も含めて具

体的にはやりますから。要は、知事自身が国体

ということをどこかの段階ではおっしゃらない

と、やる気がないんだというふうにとられる状

況になるからですね。ぜひ知事にリーダーシッ

プをとっていただきたいという思いは強くござ

います。この件につきましては、恐らく堂々め

ぐりになりますから、また機会を見てお話しし

たいと思いますし、特別委員会等の中でまたこ

の話題が出ると思いますので、またしっかりと

お伝えしていきたいと思っています。

現在の国体の話を、ちょっと私なりに理解し

ている部分をお話ししますが、国体は今、30位

台を目標にしております。今後の競技力向上の

課題としては、女性の強化というものがありま

す。女性の強化といいましても、年齢層があり

ますけれども、例えば宮崎でしたら宮崎銀行陸

上部のように、地元企業が協力して選手を育て

ていただいている。これは大変ありがたいこと

だと思っていますし、家庭を持ったママさんア

スリートと言われるような、そういう方たちの

環境整備、これも進めなきゃいけない。いずれ

にしても、そういった環境整備も含めて取り組

むには、一日でも早く―一日では無理です

―一年でも早く取りかからないと準備が間に

合わない。そういう思いで今回は質問しました
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し、知事には、ぜひ県がやりますからと手を挙

げてくださいと言っているんじゃないです。計

画を早くどこかにつくってもらわない限りは目

に見えません。そして、我々も現場も、目標設

定を早くしてほしいと、このことだけはお伝え

して、次の質問に入りたいと思います。

次は、ＰＥＤに対する取り組みでございます

が、これは、初日、山下議員、昨日も田口議員

からお尋ねがありましたので、内容、概要はわ

かります。ただ、その中でも、ぜひ知事に伺い

たいのは、12月11日、農水省から対策の徹底を

ということで通知文が来ておりますが、この通

知文を受けまして、口蹄疫を経験した宮崎県の

知事として、そのとき、どのような決意を持っ

て指示をされたのか。12月11日の対応をお尋ね

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、口蹄疫を経験

しておるわけであります。二度とこのような事

態を起こしてはならないということで、日本一

の防疫体制を構築するために、これまでも、水

際防疫、地域防疫、農場防疫、さらに迅速な防

疫措置というものを４つの柱として、さまざま

な対策を進めてきたところでございます。今回

のＰＥＤにつきましては、沖縄県での発生以

降、逐次、担当部局から発生状況などの報告を

受けておりまして、12月11日付の国からの通知

についても承知しているところであります。本

県では、その前日の12月10日に、ＰＥＤの疑い

事例が確認されましたので、すぐに担当部局に

対し、迅速な情報の提供と防疫の徹底などを関

係機関と連携してしっかり行うよう、指示した

ところであります。

○有岡浩一議員 例えば、12月19日、屠畜場の

搬入口の消毒徹底を指導したとか、12月11日は

注意喚起周知をしたという話なんですね。た

だ、現場がこういう注意喚起をしたから実際

やっているか、指導したからやっているか、こ

れは大変疑問でありまして、今回の広がった原

因に、再度文書が来たように、屠畜場での車の

搬入、こういった現場が問題だったというふう

に言われていますので、こういった初動体制の

関係は―宮大も協力してやっていただけるよ

うですが―しっかりと取り組まなければ。宮

崎県の口蹄疫の恩返しは、こういう初動体制を

しっかりやって防疫をやる。それが宮崎県の恩

返しです。そのことをもう一度確認して、畜産

県宮崎を守るのは知事の使命ですので、そうい

う姿を見せていただきたいと思っております。

今後は、そういう思いでやっていただきたいと

思っております。

では、ＴＰＰの質問に移らせていただきま

す。ＴＰＰ協定締結が今議論されていますが、

本県の農業を守るために、どのような対策が行

われ、どのような影響が出るかということ、具

体的には、先日の報告会がございましたが、見

えてこないというのも事実です。しかし、本県

の農業を守るという知事のスタンスであります

ので、この対策についての見解をお尋ねいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定でありま

す。交渉内容が非公開とされておりますことか

ら、先日もそういう報告会もいただいたところ

でありますが、なかなかその影響というものを

今の時点で正確に推しはかることができない状

況であります。１次産業を基幹産業とする本県

にとりまして、畜産を初めとする農林水産業へ

の影響のみならず、地域経済への大きな影響が

懸念されるところであります。

県としましては、農業・農村というものは、

食料を生産するという機能のみならず、美しい
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風景や伝統・文化を培う基盤としても大変重要

であります。また、これを守り、後世に引き継

いでいくことは、今を生きる私たちの責務であ

るというふうに考えております。こうした農業

分野における国際的な競争が厳しさを増す中

で、本県農業・農村の活力を維持し、今後も発

展させていくためには、競争力のある産地やそ

の中核となる意欲的な担い手の育成が急務であ

ると考えております。今後とも、市町村や農業

団体、農業委員会等としっかり連携しながら、

農地中間管理機構や新たな米政策など、国の新

たな農業政策を最大限に活用しまして、産地構

造の改革と資源管理を強化して、農業の成長産

業化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 そこで、私は、「ＴＰＰのた

めのレポート」ということで、河添恵子氏の著

書を紹介したいと思います。「だから中国は日

本の農地を買いにやって来る」という本であり

ます。中国マネーが世界中で大規模農地や農場

の買収を進めているということは、マスコミの

情報で皆さん御存じだと思いますが、特に世界

最大の養豚企業でありますアメリカのスミス

フィールド・フーズが中国資本に買収された

り、フランスのワイン産地ボルドーのかなりの

シャトーが中国資本に買収され、大きな問題に

なっているという情報があります。そういった

流れの中で、中国企業が、経営が不安定になっ

た、または高齢化で後継者がいない、そういっ

たところを狙っているというふうな記事がござ

いまして、本県のように、ＰＥＤやＴＰＰ、こ

ういった環境の中で、宮崎の農業を守っていく

ということは大変大きな課題でございます。こ

の本の中の考え方として、ＴＰＰ協定により経

営基盤が厳しくなる中で、本県の農業・農村を

狙っているというのでしょうか。外国資本に対

してどのような備えをすべきか、考え方を知事

にお尋ねしたいと思います。

ちなみに、ペーパーカンパニーを使って借地

をしたり、そういった動きも全国の中ではある

ようですので、対策について、知事のお考えを

お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 海外資本から狙われる

というようなことで今御指摘があったところで

ございますが、そのような動きの前に、まず

は、担い手の高齢化であるとか後継者不足、そ

れから、産地のいろんな意味での弱体化という

ものが課題であろうかというふうに考えており

まして、先ほど申しましたような、しっかりと

したいろんな対策を行うことにより、競争力の

ある産地や、その中核となる意欲的な担い手を

育成していくこと、そして、宮崎の農業生産基

盤を確固たるものにしていくことが、そのよう

な問題、御指摘、懸念に対する対策となろうか

というふうに考えております。

○有岡浩一議員 中国に対して、この本の中で

紹介してあるのは、「上に政策あれば下に対策

あり」ということで、長いスパン、10年、20年

かけて、こういう対策をとってくるというのが

外国資本の動きですので、今だけじゃなく長い

スパンで、こういったものに対しても対策を

とっていただきながら、宮崎県の環境を保持す

る農業の保全に努めていただきたいと思ってお

ります。

続きまして、時間が参りましたので―沖縄

県の基地負担軽減につきまして、これは２年前

に質問いたしました。今秋までには合意を目指

すとありますので、この質問につきましては、

新協定―日米地位協定を補足するもの―の

交渉の結果を受けまして、また再度、質問させ
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ていただきたいと思います。これで知事の政治

姿勢につきましては終わらせていただきます。

次に、教育長にお尋ねいたします。先ほども

ちょっと触れましたが、外部指導者の活用とい

うことで、中学、高校に外部指導者制度がござ

います。競技力向上も必要ですし、外部指導者

というものが今後必要になってくるというの

は、現場の声でございます。外部指導者の位置

づけや活用について、教育長の所見をお尋ねい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 部活動におきまして

は、多くの学校で、専門的な技能を持っておら

れる地域の方々に、外部指導者としてボラン

ティアで協力いただいておりまして、本当に感

謝しているところであります。県教育委員会で

は、運動部活動の外部指導者を対象とした研修

会を実施しており、受講された方は、学校の正

式な指導者として登録いただいております。

さっきの宮崎国体だとか宮崎インターハイで御

指導された先生方とか、いろんな方が頭に浮か

ぶんですが、高い指導実績をお持ちの退職教員

や競技実績のすぐれた方は、部活動の指導者と

して貴重な人材であると考えますので、今後と

も、このような方々の御支援をいただきなが

ら、運動部活動が一層盛んになるように努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 人材はここにしかないと思い

ますので、大切に育てていただきたいと思って

います。

最後に、警察本部長にお尋ねいたします。日

向警察署が新しくなり、訓練棟の整備もありま

して、周辺警察署の職員の方々も大変負担軽減

になって助かっているというお話を聞きまし

た。そこで、地域のニーズや現場の職員の皆さ

ん方の意見を尊重した、今後の警察署の整備に

ついての見解をお尋ねいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 警察署は、防災

活動拠点としての機能を含め、地域における安

全・安心の拠点として、重要な役割を担ってお

ります。このため、警察活動を十分に行うため

に必要な設備を有する施設であることはもとよ

り、当直仮眠室の個室化など、職員の勤務環境

の改善と負担軽減にも配慮した整備が必要であ

ります。さらに、警察署は、県民が各種の許認

可や相談で来訪する施設でありますことから、

駐車場の確保やプライバシーが守られる相談室

の設置、エレベーターを初めとするバリアフリ

ー化など、住民の利便性にも十分配慮していか

なければならないものと考えております。厳し

い財政状況の中ではありますが、今後とも、県

警察では、地域のニーズに応えるとともに、災

害その他の事態に的確に対応できるよう、老朽

狭隘化の進んだ警察署の整備について、関係部

局と協議を進めてまいります。

○有岡浩一議員 ぜひ今後の整備を期待してお

ります。

以上で私の今回の質問を全て終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の内村仁子でございます。本日も、私の地元か

ら、そして宮崎の友達、道づくりを考える女性

の仲間と、多くの方においでいただきました。

ありがとうございます。元気を出して、私の定

番であります「女性の立場から、小さな声も届

ける」ために質問してまいります。

私はこれまでに、都城志布志道路の早期完成

について、何回も質問と要望をしてまいりまし

た。昨日、中村議員からも質問があり、知事は

「重要な道路であると認識している」との前向
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きな答弁をされました。４月30日に都城で開催

された都城志布志道路整備・活用促進大会に

は、忙しい中、知事も参加され、挨拶をいただ

きました。また、交流会には内田副知事におい

でいただき、みんな大変喜んでおりました。感

謝、感謝でございます。今回、道づくりを考え

る宮崎中央女性の会の応援のもと、都城市、鹿

児島県の曽於市、志布志市の女性と一緒に、

「道づくりを考える都城広域女性の会」を設立

しました。そこで、知事に、４月30日の大会に

おいでいただいたときの感想を伺います。

次に、男女共同参画推進について総務部長に

お尋ねします。

安倍総理は、たびたび「これからは女性の時

代」と言われております。まず、知事部局にお

ける女性の管理職への登用状況を伺います。

２点目に、先般、宮崎県内の女性管理職が少

ないと報道されました。県内の市町村における

女性管理職の登用状況を伺います。

３点目に、管理職になるには、多くの経験と

見識、研修を積み重ねての地位向上が図られな

ければなりませんが、知事部局における女性職

員の今後の登用についての認識を伺います。

続きまして、ことしの４月、初めて女性の会

計管理者が誕生し、この議場の知事部局側に女

性が着座しておられます。大変うれしく、頼も

しく感じております。さまざまなプレッシャー

も感じておられることと思いますが、会計管理

者としての業務に対する認識と意気込みについ

て伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

都城志布志道路についてであります。この道

路の整備の重要性については、昨日も答弁した

とおりでありまして、都城圏域、また南九州圏

域全体を考える上で、欠くべからざる、また整

備を急ぐべき高規格道路であるというふうに認

識しております。５月30日に開催されました都

城志布志道路整備・活用促進大会につきまして

は、私も、多くの県民の皆様が集まるというよ

うなことで、ぜひとも参加したいという思いか

ら、翌日、長野県の松本市で子育て同盟サミッ

トが開催されるので、その日のうちに松本に移

動する必要性はあったわけでありますが、大会

関係者の皆様の御理解をいただく中で、大会の

冒頭に、特別に時間をいただいて、挨拶させて

いただいたところでございます。その後、松本

に向かいまして、着いたのが深夜の零時であっ

たところでございます。何とか、ぎりぎりの中

で出席させていただきました。

大会は、立ち見が出るほど、ホールがいっぱ

いにあふれる中、大変熱気を感じたところでご

ざいますし、ホールの中ほどには―きょう内

村議員のジャケットは、道づくりを考える女性

の会のピンクのはっぴを思い出させるものがあ

りますが―はっぴを着た女性の皆さんが中央

を陣取られて、大変熱意を感じたところでござ

います。整備促進を望む参加者の熱い思いとい

うものを直接肌身で感じたところでございま

す。

また、九州地方整備局、岩﨑局長にも参加い

ただき、その熱意というものをじかに感じてい

ただくことができたのではないかと、大変あり

がたく思っております。また、きょうつけてお

られますが、新しいバッジ、「はよしっくいや

ん」という直接のメッセージも、そういったと

ころでアピールされているところでありまし

て、私としても、整備を加速させていきたいと
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いう決意を、その場で、挨拶で表明させていた

だいたところでございます。

今後とも、国に対しまして、予算確保を積極

的に働きかけるとともに、県議会を初め、沿線

自治体、商工関係団体、道づくりを考える女性

の会などの御支援もいただきながら、国や鹿児

島県とも十分連携を図り―鹿児島県の伊藤知

事につきましては、先日、九州地方知事会でお

会いしましたときに、東九州道の日南―串間―

志布志のルートの決定に対する御理解にお礼を

申し上げますとともに、都城志布志道路の加速

化についての協力をお願いしたところでござい

ます。こういった各方面との連携を図りなが

ら、全線の早期完成に向けまして、今後とも、

全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（成合 修君）〔登壇〕 お答えい

たします。

知事部局における女性職員の管理職への登用

状況についてであります。本年４月１日におけ

る知事部局の課長級以上の女性職員は、部長級

１名、次長級３名、課長級12名の計16名で、昨

年度に比べまして２名の増となっております。

また、課長級以上に占めます女性職員の割合

は5.9％となっており、積極的な女性職員の登用

に努めたところでございます。

次に、市町村の状況についてでございます。

地方公共団体定員管理調査結果によりますと、

県内市町村の一般行政職における課長級以上の

女性職員は、平成25年４月１日現在、24名で、

課長級以上に占める女性職員の割合は3.5％と

なっております。

次に、知事部局での今後の女性職員の登用に

係る認識についてであります。女性職員の登用

につきましては、男女共同参画の観点はもとよ

りでございますが、多様化する県民ニーズや県

民目線に立った施策の推進などを図っていくた

めに、女性職員がその能力を最大限に発揮して

いくことが大変重要であると認識いたしており

ます。このため、「第２次みやざき男女共同参

画プラン」におきましては、知事部局における

副主幹以上の役付職員に占める女性の割合を、

平成28年度までに12.5％とする数値目標を設定

し、女性職員の登用に取り組んでいるところで

ございます。県といたしましては、さまざまな

職務の経験等を通じまして、意欲と能力のある

女性職員の育成や、働きやすい環境の整備など

に取り組むことにより、今後とも、女性職員の

積極的な登用に努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○会計管理者（舟田美揮子君）〔登壇〕 お答

えいたします。

会計管理者としての業務に対する認識等につ

いてでございます。会計管理局は、基金などを

含む現金の出納・保管を初め、予算を執行する

各所属の会計書類の審査・指導など、会計事務

の適正な執行を確保する役割を担っており、そ

の業務は、県行政を支えるいわば基礎ともなる

重要なものと認識しているところでございま

す。このような認識のもと、私は、会計管理者

といたしまして、その職責をしっかりと果たす

よう、若手職員や女性職員など、日々感じてお

ります担当職員の職務に対する熱い思いや個性

と能力を最大限に生かしながら、公正で適正な

会計事務の執行に全力で努めてまいりたいと考

えているところでございます。以上でございま

す。〔降壇〕

○内村仁子議員 答弁ありがとうございまし

た。都城志布志道路につきまして、知事から熱

い思いを語っていただきました。今回、国土交
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通省からは、平塚―横市間を30年に開通予定

と、工事期間の発表がありました。今までに30

年にという数字は出ておりませんでしたけれど

も、工事めどの発表により、明るい兆しが見え

たような気がします。これは、防災の道、産業

の道、医療の道として位置づけられた悲願の道

です。移転工事の進む都城市郡医師会病院も、

大分骨組みも見えてまいりました。私たち住民

も、これから頑張って働きかけていきたいと思

いますので、知事も国への要望をさらに、さら

に、またよろしくお願いします。「はよしっく

いやん。あたいどんが生きちょるうち」という

のがみんなの願いであります。よろしくお願い

します。

また、今、会計管理者から意気込みを伺いま

す。これまで教育委員長も堂々と答弁してこら

れました。プレッシャーをかけるわけではあり

ませんが、これからも女性の登用がなされるよ

う頑張っていただきますよう、お願いいたしま

す。

また、せんだっての報道によりますと、霞が

関各省庁で30％の女性を採用するという報道が

なされました。そして、若手の女性の獲得に各

省庁が躍起になっているという報道もされてお

ります。これからも、ぜひ県庁の女性の皆さ

ん、そしてまた、それに合わせて男性も頑張っ

ていただきたいと思っております。

続きまして、教育長にお尋ねいたします。就

学時の健康診断の検査項目にはどんなものがあ

るか、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 就学時の健康診断に

おける検査項目につきましては、学校保健安全

法の施行令第２条に規定されておりまして、栄

養状態、脊柱（背骨）及び胸郭（胸）の疾病及

び異常の有無、視力及び聴力、目の疾病及び異

常の有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、

歯及び口腔（口）の疾病及び異常の有無、その

他の疾病及び異常の有無と定められておりま

す。

○内村仁子議員 今、目の検査があるというこ

とを伺いましたが、この目の検査の中に、色弱

者への対応、いわゆる色覚検査があるか伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 色覚検査につきまし

ては、就学時健康診断では、昭和48年に法が改

正され、検査項目から削除されており、現在、

実施されておりません。また、学術用語でいう

「色覚異常」を、文部科学省の通知等では「色

覚の特性を有する」と表現されておりますが、

その色覚の特性を有する児童生徒が支障なく学

校生活を送ることができるような環境が整って

きたことから、学校で行われる定期健康診断で

は、法の規定において、平成15年度より色覚検

査は必須項目ではなくなっております。必須で

はありませんが、現在、学習指導や進路指導な

どあらゆる教育活動に際して、色覚の特性を有

する児童生徒に配慮するため、保護者の希望等

に応じて、個別に検査を実施いたしておりま

す。

○内村仁子議員 私たちの子供のころは、色弱

の方々を色盲と表現されておりました。しか

し、今、一部差別的な含みもあるのではないか

ということで、この言葉は使われておりませ

ん。色弱者ということで表現させていただきま

すが、色の判別がつきにくい方を呼ばせても

らっておりますけれども、色弱は先天的、そし

て遺伝的特徴で、特に男性に発現が多く、およ

そ男性の５％、女性の0.2％に発現し、日本には

約320万人の色弱者がおられる試算となります。

平成24年度の宮崎県の人口が男性52万8,550人、
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その５％２万6,429人、女性59万7,329人、そ

の0.2％1,194人、合計約２万7,623人の色弱者が

おられる試算となります。これは大変な数にな

りますが、今の個別に検査を実施との答弁です

が、この色覚検査を今後、検査項目に入れるべ

きではないかと思いますが、教育長の考えを伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 色覚検査が定期健康

診断の必須項目から削除されたことにより、自

分の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え、就

職に当たって初めて色覚による就業規則に直面

するというような状況もございました。児童生

徒がこのような不利益を受ける事態を防ぐ手だ

てが必要だと認識いたしております。国におい

ては、色覚の特性や検査の目的など基本的事項

について、保護者、児童生徒への周知を図り、

希望者については、検査を実施する方針をより

明確化されております。本県教育委員会におい

ても、市町村教育委員会や学校に、文部科学省

の方針と同様の趣旨の通知を行い、既に指導の

徹底を図ったところであります。今後とも、さ

まざまな機会を捉えて指導を行い、教職員が色

覚の特性について正しい知識を持ち、児童生徒

に対して配慮を行うとともに、適切な指導が行

えるよう努めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 学校での対応ということで、

もしそのような児童生徒がいても、先生がわか

らずに、例えばグリーンのボード―昔は黒板

でしたけれども、今、グリーン系になっており

ます。そこに赤色のチョークで字を書かれる

と、見えないわけですね。赤と緑が重なると、

全てが黄土色に見えるわけです。特に男の子

が、警察官やパイロットになりたいと夢を抱い

て大きくなって、そのときに就職が難しい事実

が出てまいります。いろんな案内のリード看板

にしても、東京の地下鉄にしても、何々線、何

々線といって矢印がしてありますが、それが全

て黄土色に見えるという、識別が不可能となる

ことが出ております。プライバシーを確保し

て、県独自でこの検査ができないか、再度お尋

ねします。

○教育長（飛田 洋君） 一連の質問をお聞き

しながら、戸惑うようなことがあってはならな

いと、改めて深く認識しているところです。問

題は、それをどう防ぐかということでありまし

て、現在は、希望する子供たちには、保護者が

同意すればできるということになっています

が、それをどうやって徹底するかということに

なると思うんです。今、徹底していない原因と

して、保護者の同意ということですが、保護者

等に対して、色覚の検査に関する基本的事項に

ついての周知が十分に行われていないのではな

いかという指摘がございます。そこで、じゃ具

体的にどういう手だてが考えられるかというこ

とですが、例えば、全児童生徒を対象に行って

おります保健調査等に新たな項目を追加するこ

となどで、色覚の検査について保護者にきちん

と周知し、保護者の意向を確実に把握できる方

法をとるなど、そのような事態―就職などで

戸惑うような事態―を避けるような方策を学

校でとることができないか、検討してまいりた

いと考えております。

○内村仁子議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

それでは、続きまして、本県の私立小・中・

高等学校の耐震化率について、総合政策部長に

お尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県の私立

学校の校舎等の耐震化につきましては、小中学

校は、既に耐震化率100％となっておりますが、
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高等学校の耐震化率は、平成26年４月１日現在

で、約82％となっております。

○内村仁子議員 私立学校の耐震化率は82％と

今答弁いただきましたが、少子化により、私立

高校も経営が大変厳しくなっていると伺ってお

ります。県立高校は全て耐震化が進み、同じ宮

崎県の生徒の命を守ることは、差があってはな

らないと思います。私立高校も県立高校も、そ

れぞれが特徴を出しながら、宮崎県の子供たち

を大事に育てて教育してもらっております。こ

のことについて県の補助ができないものか、総

合政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 耐震化に

は、御指摘ありましたように、多額の費用がか

かるというところがございます。現在、国にお

きましては、耐震診断や耐震補強工事等に対

し、原則として、補助率３分の１以内の補助事

業がございます。本県の私立学校でも、最近５

カ年で、中学校１校、高等学校３校が、この補

助金を活用することによりまして、校舎等の耐

震化を進めていらっしゃるところでございま

す。このような中、国におきまして、平成26年

度当初予算で、新たに耐震改築工事も補助対象

にするなど、制度の拡充が図られたところでご

ざいます。県といたしましても、私立学校に対

する経常費の補助事業を初め、さまざまな助成

により、私学振興及び経営の安定化を図ってい

るところでございます。今後とも、耐震化が進

んでいない学校の実情を詳細にお伺いしまし

て、経営計画など、学校の将来の方向性を踏ま

えた上で、耐震化を進めるように働きかけてま

いりたいと思います。

○内村仁子議員 今答弁いただきましたが、私

立高校もいろんな面で頑張って、先ほど二見議

員からもちょっと出ましたけれども、それぞれ

特色ある授業をしておられます。耐震化につい

ては、私は前の議会でも１回出しております

が、ぜひ考慮していただきたいと再度お願いし

ておきます。

続きまして、児童虐待に入らせていただきま

す。児童虐待について福祉保健部長にお尋ねし

ます。今、都城管内の児童相談所では、児童虐

待が増加していると聞いています。そのほかの

中央及び延岡相談所の平成23年度以降の虐待件

数の状況を伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 中央児童相談

所における虐待相談対応件数は、平成23年度200

件、24年度220件で、延岡児童相談所では、23年

度71件、24年度68件となっております。な

お、25年度につきましては、現在、取りまとめ

中でありますが、県全体といたしましては、前

年度に比べ増加する見込みとなっております。

○内村仁子議員 児童虐待については、私は議

会のたびに出しておりますが、この条件といい

ますか原因が、ほとんど貧困、そういうものに

入ってくるということで、宮崎県の経済状況が

絡んでくるのではないかと心配しております。

そしてまた、児童虐待の相談においては、スピ

ード感を持って当たってほしいということも以

前申し上げました。去年、アメリカに行ったと

きに、アメリカでは、１回子供が説明すれば、

児童虐待を訴えれば、全ての警察、そして弁護

士、いろんな方が一緒のところで聞いて、１回

の説明で終わるんですが、まだ今の日本の状態

では、ここで話をし、ここで説明し、何回も聞

き取るということが行われているみたいですの

で、児童虐待については、いろんな制度がある

と思いますけれども、これからも精いっぱい頑

張っていただきたいと思っております。小さな

命が数時間のうちになくなるという実態も出て
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おりますので、ぜひお願いしたいと思います。

そして、これまでの議会でも、児童虐待のサ

ポートはスピード化が必要であるということを

申し上げておりますけれども、現在、宮崎県で

は、夜間、休日の相談があったときの対応はど

のようになっているか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 児童相談所に

おきましては、虐待相談に迅速に対応するた

め、担当職員に公用の携帯電話を所持させ、24

時間365日、速やかに担当職員に連絡できる体制

を整えておりまして、例えば、子供自身が保護

を求めていたり、「このままでは何をするかわ

からない」という親からの切迫した訴えがある

場合など、緊急性が高いと判断されたケースに

ついては、直ちに現場に急行し児童を確認する

とともに、必要に応じて一時保護等の対応を

行っております。また、それ以外のケースにつ

きましても、国の指針に基づき、市町村などの

関係機関と連携し、48時間以内に目視により対

象児童を確認した上で、状況に応じた助言・指

導等の対応を行うとともに、必要な場合は、定

期訪問による見守り等を実施しているところで

ございます。

○内村仁子議員 児童虐待は、まだまだこれか

ら、いろんなことで、いろんな問題があると思

いますので、これからも職員の皆さんの対応を

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、子宮頸がん予防ワクチンについ

てお尋ねいたします。私は、昨年の６月議会

で、子宮頸がん予防ワクチンの接種により、副

反応で苦しんでいる患者について質問しまし

た。そのときの答弁で、接種後の副反応報告

は、厚生労働省の数字によりますと、1,968件、

重篤な症例は106件とありました。そして、この

接種制度について、市町村と連携し、接種の勧

奨を行っていると答弁しておられます。しか

し、その２日後には、厚生労働省から積極的勧

奨をしないと出されました。これは積極的では

ないものですから、ワクチンを接種に行けば、

まだ接種されている状態が続いております。今

も若い女性がその副反応で大変苦しんでいま

す。

この事業では、平成22年から24年までの３年

間に、市町村の負担も入れて、約10億円の事業

となっております。県内では、22年11月から25

年３月まで、延べ３万1,000人が７万2,731回接

種しておられます。これは、１人で３回受けな

いと効き目がないということで、３回、１人に

５万円かかるけれども、無料だということで、

無料なら受けておったほうがいいという感じで

受けられた方も非常に多いと伺っております。

今とめておりますけれども、子宮頸がん予防ワ

クチンの積極的勧奨が再開された場合は、県は

どのように対応されるか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子宮頸がん予

防ワクチンにつきましては、現在、国におい

て、積極的な勧奨の取り扱いが慎重に審議され

ております。県としましては、今後、積極的勧

奨が再開された場合は、国の方針に基づき、必

要な情報提供を行いますとともに、市町村と連

携し、接種の勧奨に努めてまいることになると

考えております。

○内村仁子議員 ことしの３月の議会でも、全

く同じ答弁をしておられます。子宮頸がん予防

ワクチンについては、「国のほうが再開となっ

た場合は、また再開します」という答弁をその

ときにしておられますが、子宮頸がん予防ワク

チンの副反応について、薬害オンブズパースン

によりますと、ことしの４月25日、厚生労働省

は、子宮頸がん予防ワクチンの副反応を「心身
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の反応であり、ワクチンの成分が原因ではな

い」とする見解をことしの１月にまとめた審議

会のメンバーについて、利益相反の申告内容に

誤りがあったということを公表しました。

議事録では、委員15人中11人（約73％）が、

当該ワクチンメーカーから奨学寄附金あるいは

講演料を受け取っており、このうち３名（約20

％）は、議決に参加できないレベルの利益相反

とされています。しかし、名前は公表されてお

りません。アメリカでは、10ドル―今のレー

トでいくと約1,000円ぐらいでしょうか―の寄

附を受けても、100万ドル、約１億円の罰金が科

され、氏名も公表されるとのことです。日本で

は、そこの規制がまだまだ甘くて、名前の公表

まではされておりません。今、薬害オンブズパ

ースンのほうでは、名前も公表するように厚生

労働省に申し入れがしてあるということです

が、このような利益供応のあった審議委員が出

した結果で、多くの女性が後遺症に苦しんでお

ります。それがわかっていても、国の方針で積

極的勧奨と出たら、県として積極的勧奨をされ

るのか。

今、ここに「副反応被害報告集」というのが

あります。この中で、副反応のあった、ワクチ

ンをされた12歳から15歳、16歳の女性が、物す

ごい苦しみを味わっていらっしゃいます。中に

は、21軒の医療機関を回られて、病名がわから

ない、そして治療法がわからないということ

で、大変苦しんでいらっしゃいます。この報告

集の中にいろいろ手記が書いてありますが、

きょうまで元気だった子供があしたには歩けな

くなっている、そして、自分の母親の顔さえも

わからない、記憶障害が出ております。実名で

家族も本人も記録を出している方がいらっしゃ

います。このようにして、もう３年間苦しんで

学校にも行けない、体に紫の斑点が出ている、

記憶障害が出ている、生理不順で生理がとまっ

てしまっている―この人は今18歳です。２回

ワクチンを受けていらっしゃいます。そして、

親の顔さえもわからない、全身の痛み、疲労

感、感覚がわからない、筋力が落ち、脱力感で

何もできない、目まいがする、食欲もない、い

ろんな反応が出て、家族ともどもすごく苦しん

でいらっしゃいます。生徒会の副会長をした

り、学校に楽しく行っていたり、部活の副キャ

プテンをしたりとか、いろんなことをしていた

子供さんが、突然このような被害に遭っておら

れます。激しい膝の痛み、両腕の痛み―テレ

ビで皆さん見られたと思いますけれども、全身

がけいれんしている子供さんもおられます。実

際このような反応が出ている、そして、どうし

て私がこういうふうに苦しまなければならない

のかというのを、この報告集に書いておられま

す。それであっても、こういうのが出ていて

も、国のほうが再開するとなったときに、県と

しても、部長はまだ再開されるつもりでおられ

るのか。

この患者さんが行っていらっしゃる病院で、

「先生の子供さんがもしこういう病気になった

らどうされますか」ということも問うていらっ

しゃるわけですが、それに対して医者は何も言

わなかったということも書いてあります。今、

薬害でいろんなことが出ていることも、たくさ

ん報告されておりますが、これほど今まで元気

だった女性がこういう病気になる、考えられな

い状態です。若い年代の性交渉で子宮頸がんに

なる率が高いと出ておりますけれども、そちら

のほうの教育をしたほうがいいんじゃないかと

私は思うんですが、積極的勧奨が再開されたと

きに、県ではそれを再開されるのか、再度お尋
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ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員の先ほど

からのお話にありましたように、昨年の６月か

ら、ワクチンと副反応の因果関係ということに

ついて、国のほうで専門家も交えて、今、検討

を慎重になさっております。積極的な勧奨が再

開されるということは、そこの因果関係につい

て認められないという判断のもとに、積極的勧

奨がなされるというふうに理解しておりますの

で、そういう場合は、先ほど申し上げましたよ

うに、必要な情報は提供しながら、接種の勧奨

に努めてまいることになると考えております。

○内村仁子議員 くれぐれもこのワクチンにつ

いては、皆さんで共有していったほうがいいん

じゃないかなと思っております。こういう実態

が出てからでは、犠牲になられた子供さんへの

言いわけはどうにもならないと思いますので、

この件については、みんなで共有していけたら

いいんじゃないかなと思っております。

続きまして、妊婦健診についてお尋ねいたし

ます。妊婦健診は、25年度からは国庫補助がな

くなり、一般財源化されたために、都城市で

は、妊婦健診に単独で25年度１億7,300万円支出

しています。少子化、少子化、人口減少、自治

体がなくなるという心配をされていながら、県

からの支援は全然ありません。県財政も厳しい

とは思いますが、平成24年度までで終了した妊

婦健康診査９回分に匹敵する国庫補助を県の補

助で補塡できないのか、ぜひ検討していただき

たいと思いますが、福祉保健部長の答弁をお願

いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 議員のお話し

のように、妊婦健康診査は、24年度までは補助

事業という形でありましたが、平成25年度から

市町村へ交付税措置ということで、財源保障が

なされております。そういうことでありますの

で、市町村の判断によって実施されるものであ

るというふうに考えております。なお、県とい

たしましては、安心してお産を迎えるために

も、妊婦健康診査は大変重要であると考えてお

りますので、県庁ホームページや母子健康手帳

の配付時等を活用いたしまして、妊婦健康診査

の受診の勧奨に努めているところであります。

○内村仁子議員 平成26年度都城市・三股町行

政懇話会というのが５月14日に開催されまし

た。私ども県議会と、都城市、三股町の三役

が、一緒に協議しながら進めた懇話会でござい

ます。この中でも、妊婦健康診査への補助制度

の創設について要望が出されております。都城

市の自治体が１億7,300万円も支出するというの

は、なかなか大変な事業となっておりますが、

これから、本来の目的である母子保健の充実の

基礎となるもので、妊娠中の異常の早期発見や

予防等の健康管理、安全な出産と健康な子供の

出生を確保するために欠くことのできない事業

でありますので、ぜひ、またこちらのほうも検

討をお願いしたいと思います。

続きまして、同じ医療圏のことについてお尋

ねいたします。これも、都城市・三股町行政懇

話会での要望事項でありますが、これは、私は

去年の議会でも出しております。「県西のこど

も医療圏に対する支援について」というタイト

ルで出されておりますが、県西地区、都城には

県立病院がありません。宮崎には宮大医科部も

あり、非常に恵まれている地域ですが、県西地

区においては、小児科医を初めとして、医師の

確保が大変難しくなっております。このことに

ついて、知事の答弁をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今お話がございました

小児科医を含めた医師の確保は、県西地区はも
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とより、県全域にわたる大変重要な課題である

と認識しております。これまで、医師修学資金

の貸与でありますとか、宮崎大学医学部への地

域枠、地域特別枠の創設、また地域医療学講座

の設置など、県内の医療を担う医師の養成に取

り組んでいるところであります。また、県と宮

崎大学、県医師会及び市町村で構成します宮崎

県地域医療支援機構におきまして、臨床研修医

の確保や医師のキャリア形成支援など、若手医

師の確保に取り組んでおります。まず、全体の

パイを何とかふやしていこうということで、そ

れぞれ取り組んでおるところであります。

さらに新たな取り組みとしまして、昨年７月

に東京で開催したのに引き続きまして、先月末

には、本県ゆかりの福岡都市圏で活躍しておら

れる医師と県内の医療関係者との交流会を開催

したところで、私も出席しました。ちなみに、

冒頭申し上げました都城志布志道路整備・活用

促進大会の翌日、長野県で子育て同盟サミット

が行われた、その松本から飛行機で福岡に飛ん

で、それに出席したわけでございますが、ぎり

ぎりの予定の中で、可能な限りそういうところ

に出席し、その場には清山県議にも出席いただ

きまして、医師の立場で、いろんな先生方に声

をかけていただきました。要は、ネットワーク

をつくって、将来の宮崎での勤務につながるよ

うな、そのような取り組みをしておるところで

ございます。

また、レジナビフェアに出席したり、宮崎大

学医学部の５年生に講演を行ったり、知事とし

ての思いをさまざまな方に届けるという取り組

みもしておるところでございます。地域医療体

制の維持確保は、県民の皆様が宮崎らしい豊か

さを実感できる暮らしの重要な基盤であると考

えておりますので、今後とも、大学、医師会、

市町村など、関係機関と十分連携を図りなが

ら、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○内村仁子議員 都城北諸県医療圏では、昨年

度、救急医療体制を維持・存続させていくた

め、関係機関が一丸となって、あらゆる情報を

収集し行動していく、都城圏域救急医療広域連

携連絡協議会が立ち上がりました。去年の段階

では、これを準備中ということで、私は議会で

申し上げたところだったんですが、これが今、

立ち上がりましたが、何とか上物はできても、

医師がいなければ救急医療は務まりません。そ

して、今度、都城志布志道路も一緒に医療の道

として、曽於市、鹿児島県からの患者、そし

て、小林、西諸からの患者さんもふえると思い

ますので、ぜひ強力なリーダーシップのもと

で、医師確保に努めていただきたいと思いま

す。そして、安全に子供を育てていきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

続きまして、農家民泊についてお尋ねいたし

ます。私は、４月17日と18日、井上議員と、

「北きりしま田舎物語」として、えびの市で農

家民泊をしてまいりました。夜中の２時半まで

地元の方と語りました。すごく頑張っておられ

ましたが、受け入れ農家の増加は厳しく、風

呂、トイレ、炊事場の改修、布団の購入、初期

投資に苦慮しておられました。今、「北きりし

ま田舎物語」のほうでは、非常に修学旅行生が

ふえているということですけれども、関係部局

の支援について、まず、事業スタートの農政水

産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農政水産部に

おきましては、農家民泊を行う農家のスキル

アップや、グリーンツーリズム体験の需要拡大
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にも対応できる体制づくりが大変重要であると

認識しておりまして、これまで、市町村等と連

携しながら支援してきた結果、農家民宿等の数

は、５年前の約1.8倍、134軒にまで増大してお

ります。具体的には、農家が農家民宿を開業す

るために理解しておくべき、旅館業法、食品衛

生法などの各種法令や、そば打ちなどの体験交

流メニューのノウハウ習得に関する研修会を開

催するとともに、県内関係者のネットワークづ

くりやＰＲ活動等に対する支援を行っておりま

す。また、農家民宿開業に必要な施設改修等に

つきましては、農業近代化資金などの制度資金

もありますので、これら資金の活用促進を含

め、引き続き、関係機関一体となって、農家民

泊の取り組み拡大に努めてまいりたいと考えて

おります。

○内村仁子議員 次に、総合政策部長にお尋ね

いたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 農家民泊な

ど地域の資源を生かした取り組みは、地域の活

力を高める上でも大変重要であると認識してお

ります。総合政策部においては、農家民泊に特

化した支援制度というものではございませんけ

れども、例えば、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬

町、諸塚村、椎葉村が連携して、モニターツア

ーの実施など、農家民泊を活用し、教育旅行誘

致を図る取り組みを実施されておりまして、こ

の取り組みに対しまして、平成24年度に創設し

た「市町村間連携支援交付金」により支援を

行っているところでございます。このような地

域資源を活用しながら、持続可能な地域づくり

を図る取り組みに対しましては、引き続き、交

付金などを活用しながら、積極的に支援してま

いりたいと考えております。

○内村仁子議員 次に、商工観光労働部長に伺

います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 農家民泊

は、近年ニーズが高まっている体験型の教育旅

行の誘致や本県観光振興を図る上で、大変重要

な素材でありますことから、商工観光労働部に

おきましては、これまで誘客対策を中心に支援

してまいりました。特に、九州新幹線の開業に

よりアクセスが向上した関西地方をターゲット

に、教育旅行の誘致促進に向けて、各地域の農

家民泊団体や市町村などと連携し、旅行会社や

学校関係者へのセールス活動や現地視察会など

に積極的に取り組んでいるところであります。

このような中、北きりしま田舎物語推進協議会

では、昨年度初めて、関西の中学校４校、約400

名を受け入れましたが、今年度は、関東の専門

学校を含む７校、約1,000名を受け入れる予定と

なっております。また、西臼杵・入郷地域や西

都市では、台湾など海外からの受け入れも進ん

でおり、徐々に誘客対策の成果があらわれてき

ているものと考えております。今後とも、関係

機関・団体等と連携を図りながら、農家民泊を

生かした観光誘客の促進に努めてまいります。

○内村仁子議員 観光が疲弊すると言われる中

で、農家民泊はすばらしいシステムだと思って

おります。私たちも、井上議員とタケノコを

掘って、野菜をとりに行って、それで夜はごち

そうしてもらって、次の日はあく巻をつくっ

て、外で釜で御飯を炊いてということで、すご

く楽しい１日を過ごさせてもらったんですが、

こういう体験ができるために、県内の小中学校

の農家民泊の実施状況について教育長に伺いま

す。口にする食べ物がどのようにしてつくられ

ているか、生きた教育に最高だと思いますが、

教育長の答弁をお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 「北きりしま田舎物
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語」のお話がありましたが、受け入れ農家の一

戸がかつての私の教え子で、直接どんなことを

やったかとか、子供たちがどんな感想を持った

かというのは聞きました。子供たちにとって、

農家民泊は、農家に宿泊し、農業など農家の生

活を体験しながら、本県の基幹産業である農業

への体験的理解ができること、また、食べるこ

とや食への感謝、他人を思いやる心や社会性の

育成、さらには、郷土のよさを実感させる上か

らも有意義なことだと考えております。県内の

小中学校の農家民泊につきましては、平成24年

度は、小学校12校、中学校２校の計14校、平

成25年度は、小学校14校、中学校３校の計17校

が、宿泊先として、小林市、えびの市、高原

町、諸塚村、五ヶ瀬町の農家にお願いして実施

いたしております。

○内村仁子議員 小中学生の農家民泊がふえて

いるということは、非常に喜ばしいことだと思

いますので、修学旅行、何も鹿児島―歴史の

あるところですけれども、あそこまで行かなく

ても、農家民泊でいいんじゃないかなと思いま

した。

続きまして、環境農林水産常任委員会では、

今回、県北調査で、椎葉、高千穂方面、そして

渡川と、２日間で約500キロを走る行程で、地区

の方々と協議をし、研修をしてきました。種田

山頭火の句に「分け入っても分け入っても青い

山」というのがありますが、まさにそのとおり

でした。棚田がきれいに整備され、山、大地を

守っておられる地域の姿に触れました。しか

し、皆さん、鳥獣の被害に大変苦労しておられ

ます。ネットは張ってありますが、ネットが破

れるとか、いろんな苦労をしておられます。だ

けど、景色はすごくきれいに手入れがされてお

りました。この鳥獣対策についてどのように取

り組んでこられたのか、これまでも議会でたび

たび出ておりますが、総合政策部長にお尋ねし

ます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 鳥獣被害対

策につきましては、平成22年度から、本庁及び

各地域に鳥獣被害対策特命チームを、さらに、

平成24年度には、鳥獣被害対策支援センターを

設置し、市町村や関係機関とも一体となって、

モデル集落での成功事例の創出やリーダーの育

成、効果的な防護柵の設置、適切な捕獲対策等

に取り組んでいるところでございます。これら

の取り組みにより、鳥獣を寄せつけない集落環

境の改善が進み、住民みずからも被害対策を実

施する機運が醸成され、モデル集落では、農作

物の被害が減少し、集落の未来が描けるように

なったとする事例も報告されているところでご

ざいます。また、有害鳥獣捕獲の効果的な取り

組みにより、県内の鹿推定生息頭数は、平成20

年度の約７万7,000頭から、平成24年度には約４

万1,000頭に減少したという成果も見られるとこ

ろでございます。

しかしながら、鳥獣被害は依然として深刻な

状況にございます。さらなる対策の強化が求め

られておりますことから、市町村、関係機関、

地域住民が一体となった被害対策の取り組みを

より一層推進するとともに、防護柵の設置や捕

獲対策を強化するなど、鳥獣被害対策に全庁を

挙げて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 私は去年、鹿川に行きまし

た。初めて行きましたが、すばらしい景観だと

思っておりました。今回は渡川に行きました

が、渡川というところに初めていきました。皆

さんが高齢者、そして若い方は少ないんです

が、それなりに一生懸命、地域で村づくり、ま
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ちづくりをしておられました。そこでつくった

弁当をいただきましたが、土地のもので地域の

奥さんたちがつくってくださって、それはそれ

はおいしいお弁当を提供していただきました。

このように、地域で一生懸命頑張っておられる

方がいらっしゃるということで、みんなで行っ

て、そういうところの方を励ましてあげるとい

うことも、私たちは大事な行政の仕事かなと

思っております。

同じく、環境農林水産常任委員会では、県南

地区で都城地区製材業協同組合に行きました。

こちらのほうでは県の補助が出ておりまして、

都城地区製材業協同組合は、都城市を中心に北

諸県郡内の木製材業16社で組合をつくり、原木

の市売り事業と製材機械ののこ目立て事業など

を行っておられました。今回調査しましたのこ

目立て機は、協同組合の理事長が、補助事業を

活用して、どうしても入れてほしいということ

で、ドイツ製の湿式の目立て機でした。九州で

初めて導入―日本で初めてじゃなかったのか

なと思いますけれども、すばらしいものが入っ

ておりました。これは、今までの乾式の目立て

機に比べて、湿式なものですから、粉じんが出

ない、職員の健康を守っていくということで、

大変すぐれた機械でありました。機械の技術は

日々改良が進んでおりますが、今回の事例のよ

うに、林業活性化の観点から、先進的なすぐれ

た機械の導入に当たっては、県が率先して支援

できるよう、必要な予算を確保すべきだと思い

ますが、環境森林部長に見解をお願いします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 議員から御指

摘がありました、都城地区製材業協同組合で導

入されたドイツ製の目立て機につきましては、

国の森林整備加速化・林業再生事業により、昨

年度、導入を支援したところであります。この

ような高性能林業機械を導入し、県内の製材工

場の能力向上を図ることは、本県林業・木材産

業の成長産業化を進める上で、大変重要である

と考えております。このため、県といたしまし

ては、費用対効果も十分勘案しながら、高性能

林業機械の導入に向けて、引き続き支援してま

いりたいと考えておりますが、森林整備加速化

・林業再生事業につきましては、平成26年度で

終期を迎えますことから、その継続・拡充を国

に対し強く要望するなど、予算の確保に努めて

まいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。林業

は、なかなか木材価格の低迷で、今まで大変苦

労しておられました。しかし、木材の乾燥機を

入れていただくなど、大変良質な建築材ができ

るということで、今、大変喜んでおられますの

で、これからも林業への御支援をよろしくお願

いしたいと思います。

次に移ります。近年、ネットによる悲惨な事

件が起こっております。最近、熊本のほうでも

起こりました。このようなネット利用により起

こる犯罪被害の防止に向けて、どのような教育

を生徒さんにしておられるか、教育長にお尋ね

します。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

も、ネット利用に伴い、コミュニティーサイト

などを介した犯罪被害が発生しておりまして、

その防止というのは非常に大切で、児童生徒へ

の情報モラル教育の充実及び保護者への意識の

啓発が一層重要になってきたと考えておりま

す。そのため、各学校におきましては、警察な

どの専門家を招いて講話を実施したり、昨年

度、県教育委員会で、そういう犯罪に遭わない

ようにということなどを狙って作成しました情

報モラル啓発資料を用いて、児童生徒や保護者

平成26年６月13日(金)
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に対して、意識の啓発を図ったりするなどの取

り組みを行っております。

県教育委員会といたしましても、外部の専門

家による定期的なネットパトロールによって、

課題の把握と対応を行うとともに、ネット上の

トラブルの相談窓口として、目安箱サイトを開

設しまして、問題の解決に向けた方法を提示す

るなどの支援を行っております。今後とも、そ

ういう取り組みは進めてまいりますし、しっか

りとやっていきたいと思うんですが、根本的な

問題というのは、子供たち自身が危険を予測し

て、その危険がどういう結果をもたらすかを判

断して、適切な行動がとれることだと思いま

す。ですから、全教育活動を通じて、そういう

意識をきちんと持つように、今後も指導に努め

てまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ネット被害というのは、学校

だけではなかなか無理、また、家庭教育のほう

も大事だろうと思います。そういう観点では、

家庭と学校が一緒になって、これからもいろい

ろ取り組みをしていただきたいと思っておりま

す。

次に、県内のネット利用による児童被害の現

状と対策について。報道では、ネット利用によ

る事件だということをいろいろ言われておりま

すけれども、県警本部長にこのことについてお

尋ねします。

○警察本部長（白川靖浩君） 県内におけるイ

ンターネット利用による児童の犯罪被害の現状

でありますが、平成25年中、事件検挙によっ

て17名を保護しております。具体的には、青少

年健全育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁

止法違反、強制わいせつ等による被害となって

おります。警察では、インターネット利用によ

る児童の犯罪被害の防止を図るため、保護者及

び児童を対象として、学校等において、サイバ

ーセキュリティーカレッジや非行防止教室を開

催させていただいております。また、リーフ

レットを作成しまして、教育委員会の協力を得

て、中学、高校の入学者の保護者に配付するな

どの広報・啓発活動を行っております。さら

に、違法・有害情報から児童を守るため、県内

の携帯電話販売店に対し、フィルタリングの普

及のための協力を要請しておるところでござい

ます。今後とも、この種犯罪に対し積極的な事

件化を図るとともに、関係機関・団体と連携を

緊密にし、インターネット利用の危険性や正し

い利用方法に関する情報提供などの啓発活動を

行い、児童の犯罪被害の防止対策を推進してま

いります。

○内村仁子議員 ありがとうございます。安心

・安全が宮崎県には一番必要な事項だと思いま

すので、これからもよろしくお願いしたいと思

います。

先ほど、私は、色覚検査について、教育長に

お願いいたしました。このことにつきまし

て、2020年のオリンピック・パラリンピックが

開催される、そして宮崎県は、おもてなしプロ

ジェクトということで、選手の合宿受け入れを

やっていきたいということで、今までずっと出

されております。やはりどの方にも優しい、そ

して、障がい、ハンディがあっても、事情があ

るなしにかかわらず、それぞれ輝いている、こ

れが先進地ではないかなと思っております。宮

崎県として、色弱の方々も含めて、ユニバーサ

ルデザインの先進地となるよう、それがおもて

なしになると思っておりますので、看板もよく

目をつけていただきながら、これから先のユニ

バーサルデザインを考えながらしていただきた

いと思います。これは通告しておりませんでし
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たけれども、知事、一言答弁をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 東京オリンピック・パ

ラリンピックおもてなしプロジェクトを考える

上で、合宿の誘致というところ、特にオリン

ピックなどを意識しての議論があるわけであり

ますが、パラリンピックの対応というのも大変

重要であろうかというふうに思いますし、海外

も含めたお客様のおもてなし体制ということか

らしますと、今言われたようなユニバーサルデ

ザインの取り組みというのは、大変重要なもの

というふうに考えております。このおもてなし

プロジェクトの中でも、そういう意味での受け

入れ環境の整備というものは、一つの柱として

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○内村仁子議員 たくさんの質問になりました

が、以上で今議会での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）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

次の本会議は、16日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会


