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（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同
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（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎
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県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治
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企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭
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議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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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、髙

橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。赤いネクタイは井本議員のシンボル

ですが、私もきょうは赤であります。ブーゲン

ビリアの赤、情熱の赤であります。早いもので

３月３日、桃の節句でございます。３月末を

もって県のそれぞれの職場を退職される方々

へ、長年の御労苦、御尽力に感謝を申し上げま

す。また、次なるステージへ進まれる議員、そ

して、余力を残し惜しまれて勇退される３名の

議員各位、県民福祉の向上と県勢発展のため、

長年にわたり御尽力いただいたことに対し、残

る34名の議員を代表して、心からなる敬意と感

謝を申し上げます。この３月、４月に新たな旅

立ちをされる方々へ、生産量日本一、日南のス

イートピーの花束を贈ってください。よろしく

お願いします。

また、きょうは耳の日でございます。しっか

り私の質問を聞いていただいて、明快なる答弁

をお願いするものでございます。

まず、観光振興対策について質問いたしま

す。

県の長期ビジョンの「観光再生おもてなし戦

略」において、現在1,518万人の観光入り込み客

数を、2030年に1,680万人に、うち外国人観光客

数19万人を80万人に、観光消費額1,545億円

を1,800億円にする高い目標を設定されていま

す。その達成に向けた知事の思いを伺います。

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〕 おはようござ

います。お答えいたします。

若者が将来への夢や希望を持ち、豊かさを実

感できる宮崎を実現するためには、地域経済の

活性化、そして、雇用の機会の拡大を図ること

が重要であります。御指摘のありました観光

は、本格化する人口減少社会の中にあって、交

流人口の拡大により経済の好循環をもたらす重

要な成長分野であると考えております。今回改

定します長期ビジョンの長期戦略の一つに「観

光再生おもてなし戦略」を掲げ、観光入り込み

客数を現況の1,518万人から160万人以上ふやす

という、意欲的な数値目標を設定したところで

あります。訪日外国人の大きな伸びがある一方

で、我が国は人口減少がある状況であります。

この目標数値もかなり高い目標ではあります

が、地方創生が求められる中、本県観光の再興

に向けて、私が先頭に立って、官民一体となっ

てこの目標の達成に努めてまいりたい、そのよ

うに考えております。以上であります。〔降

壇〕

○髙橋 透議員 まず、通告しておりました福

祉医療対策は、重なりましたので取り下げをい

たします。

答弁ありがとうございます。長期ビジョンの

数値目標、人口減少が想定される中で大変高い

ハードルであると思いますけれども、官民一体

となって、ともに頑張っていきたいと思いま

す。

過去最大となる13万トン級のクルーズ船が、

７月７日、油津港に寄港するということで発表

がありましたが、台湾発着の乗客約3,000人で

平成27年3月3日(火)
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す。通訳ボランティアの確保、あるいは一度

に100人以上受け入れる食事会場の確保を初め、

これまで以上に観光地間の連携が必要になって

きます。そこで、大型クルーズ船受け入れに伴

う環境整備について、何点か伺っていきたいと

思います。

まず、先月22日に、クルーズ船の外国人観光

客に対し、一体的なおもてなしをするなどを目

的に、10市町と国、県で構成する県南部広域観

光協議会設立準備会が開催されました。設立総

会は、今月22日、日南市で開催予定とお聞きし

ております。協議会の概要及び県の立ち位置や

役割についてお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 13万トン

級の大型クルーズ船の受け入れは、今回が初め

てであり、約3,000人のお客様を一度に受け入れ

ることになりますことから、これまで以上に、

受け入れ体制の強化や観光ツアー全体の魅力向

上、地域が一体となったおもてなしの充実など

が重要であります。

このため、日南市を中心に、国や関係する自

治体などで宮崎県南部広域観光協議会を設立

し、地域が一体となって、世界に通用する魅力

ある観光地づくりや、広域での受け入れ体制の

構築に取り組むことにしております。また、こ

の協議会には県も参加しまして、クルーズ船会

社や旅行会社との調整を初め、貸し切りバスや

昼食会場の確保、新たな広域観光ルートの設定

などについても積極的に関与し、円滑な受け入

れに向け、万全を期してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。県が

しっかりコーディネートすることでこの協議会

の機能が高まると思いますので、よろしくお願

いいたします。

それと、昼食会場の件でありますけれども、

県南エリアは席数に限界があります。例えば駐

車場と調理場が備えてあれば、特設会場も視野

に入れていただいて、その対応も可能ではない

かと思います。そういった工夫も考え合わせて

いただくと受け入れが広がりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

次に、観光地では、外国人観光客受け入れに

伴って、多言語対応に苦慮されている実態があ

ります。そこで、今議会の補正予算案に、新規

事業の「外国人観光客受入観光整備事業」が盛

り込まれています。情報発信環境の整備や移動

しやすい環境の整備を予定されていますが、そ

の事業内容と効果について伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 訪日外国

人観光客は、昨年、過去最高の1,341万人を記録

しまして、今後とも増加することが期待されて

おります。観光庁が実施しました訪日外国人へ

の調査によりますと、滞在中にあると便利な情

報として上位に来るのが、無料Ｗｉ－Ｆｉと交

通手段に関するものでありまして、外国人観光

客誘客のためにも、これらの環境整備が急務に

なっております。そのため、県といたしまして

は、主要な観光地や交通拠点等に設置している

観光案内板等に付加するＷｉ－Ｆｉ機能を活用

しまして、県の観光サイトである「旬ナビ」に

接続できるようにするとともに、「旬ナビ」の

外国語ページの充実を図ることとしておりま

す。また、バス停等の多言語化、公共交通機関

を活用した外国人個人旅行者向けの周遊ルート

の開発や、スマートフォンを生かした移動しや

すい環境整備に取り組むこととしております。

このような取り組みにより、外国人の受け入れ

環境が充実し、外国人観光客の県内周遊と誘客

促進につながるものと考えております。

平成27年3月3日(火)
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○髙橋 透議員 せんだっての春節で訪れた中

国人の買い物観光が話題になったところであり

ますが、昨年10月から、全ての品目が消費税免

税の対象になりました。このことも消費意欲を

後押ししていると思います。補正予算案の新規

事業に、「インバウンド需要を取り込め！免税

販売促進事業」があります。免税手続の円滑等

の期待がありますが、小さな個人店舗も免税店

として恩恵を受けることが可能な環境整備も求

められていると思います。外国人観光客の消費

を取り込むため、県内における買い物環境を整

えるべきと思うが、今後どのような取り組みを

行っていくのか伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 国内需要

が縮小する中で、外国人旅行者、特に「爆買

い」と言われます消費行動をとる中国人旅行者

等の需要を取り込むことは、地域経済にとって

も重要と考えております。このため、今回の追

加補正予算で、外国人旅行者が買い物しやすい

環境を整備するための事業をお願いしていると

ころであります。具体的には、免税店をふやす

ために、許可申請に関する説明会を開催するほ

か、来年度から創設予定の、複数店舗が委託に

よって一カ所で免税手続を行える制度に取り組

む商店街等を支援いたします。また、免税手続

を簡単にできる機器等の導入を支援しまして、

サービス改善を図りますとともに、本県の観光

情報サイトに免税店情報を多言語で掲載するこ

となどにより、本県を訪れる外国人旅行者の需

要をしっかりと取り込んでまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 県内の消費は大変落ち込んで

いまして、外国人観光客に期待するところは大

変大きいと思うんです。ぜひ環境整備を急いで

いただいて、受け入れをよろしくお願いしたい

と思います。

日南海岸が国定公園に指定されて、ことし

で60周年を迎えます。60周年を記念して式典な

どが開催されるとは思いますが、県や関係自治

体ではどのような取り組みを予定されているの

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本年６月

１日に、日南海岸国定公園が指定60周年を迎え

ますことから、宮崎市、日南市、串間市で構成

する日南海岸活性化推進会議が中心となって、

さまざまな記念事業の検討を行っております。

主な計画としましては、鵜戸神宮での記念式典

の開催を初め、合同事業として、今の日南海岸

の風景を後世に残すための航空写真の撮影や、

景観を妨げているダンチクという植物の除去な

どを実施しますほか、日南市ではジャカランダ

まつり、串間市では都井岬火まつりなど、既存

イベントを記念事業として拡充することで地域

を盛り上げるなど、年間を通した事業が検討さ

れております。県といたしましては、この会議

にオブザーバーとして参加をしまして検討に加

わるとともに、記念事業の情報発信を含め、で

きるだけの支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。宮崎

空港は、昨年、開港60周年を迎えたわけです

が、「宮崎ブーゲンビリア空港」と愛称がつき

ました。昨年12月の「広報みやざき」に、「こ

んにちは河野です」という欄があるんですが、

その選定のいきさつを詳しく知事が紹介されて

います。ブーゲンビリアは、岩切章太郎氏が宮

崎の景観づくりの一環として普及に努められた

もので、知事も、今回の空港愛称決定を契機

に、今後、県内の観光地や沿道、街角、宿泊施

設等でブーゲンビリアの植栽をふやしていきた
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いと、「広報みやざき」にも書かれていまし

た。国定公園指定60周年を迎えた日南海岸の観

光振興について、ブーゲンビリアの植栽など、

知事はどのような思いを描かれているのか、お

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、岩切章太郎さんの

話がございました。宮崎観光の父と呼ばれた岩

切章太郎さんが、日本で初めてとなるロードパ

ーク構想を展開して、日南海岸は昭和30年に国

定公園に指定をされたと伺っておるところでご

ざいます。おとといも高等水産研修所の終業式

で日南に参りまして、行き帰りの220号、本当に

この海岸沿い、すばらしい景観だなと。私も、

いつも公用車の中からスマホで何枚もついつい

写真を撮ってしまうんですが、本県をあらわす

代名詞の一つ、本当にすばらしい観光地の要素

であろうと考えております。これからも関係自

治体、関係機関と連携をしながら、景観の保全

はもとより、観光スポットにブーゲンビリアな

どの花の植栽を推進する。そして、全体として

大事なことは、岩切章太郎さんの情熱や思いと

いうものを次世代に継承していく。そして、お

もてなしや観光の宮崎を築いていくことではな

いかと考えておりますので、この日南海岸とい

うことも、美しい宮崎づくりの一つの重要なポ

イントとして取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ブーゲンビリアの花言葉は、

「情熱」と「あなたしか見えない」ということ

らしいですけれども、宮崎の観光しか目に入ら

ないおもてなしで、日南海岸国定公園の再生を

図っていただきたいと思います。

東京の池袋に、家族５人で経営を始められた

「ファミリーイン西向」、西向と書いて「サイ

コウ」と読むんですけれども、この旅館は、実

は東京23区の中で第３位に人気がある、そうい

う位置づけにあるそうですが、とりたてて和の

趣とか落ちついた風情があるわけでなく、温泉

もないわけです。ただ、外国人観光客から言わ

せると、「清潔で美しい」「温かく親切」「自

分の家みたい」ということで、また戻ってきた

いという印象を物すごく与えてくれる旅館らし

いです。当たり前のことだと思うんですけれど

も、観光地にリピーターを呼び込むキーワード

は、「清潔感」だと思うんです。清潔で美しさ

を醸し出すすべは、工夫次第ではお金をかけず

にできますので、清潔さ日本一の宮崎観光をつ

くっていただくことをお願いしたいと思いま

す。

次に、大河ドラマ及び朝の連続ドラマ誘致戦

略について、お伺いをしていきます。

横田議員が代表質問で、大河ドラマの誘致を

質問されました。ＮＨＫの大河ドラマや朝ドラ

の誘致には今後もしっかり取り組んでいただき

たいと思いますが、行政単体による要望活動だ

けでは厳しい誘致合戦には勝てないと思いま

す。県民を巻き込んだ官民挙げての盛り上が

り、機運を高めることが重要であると考えま

す。県民運動の展開に当たっては、県民がもっ

と郷土の偉人の功績について学び、顕彰してい

くことが大切だと思います。

そこで、宮崎の偉人を考えたとき、やはり小

村寿太郎候の名前が真っ先に挙がります。以前

も指摘をしましたが、県としての小村寿太郎候

への顕彰が不十分だと思います。県の考えを伺

います。

○知事（河野俊嗣君） 小村寿太郎候でありま

すが、近代日本の歴史の転換期に、外務大臣と

して我が国の外交を担い、ポーツマス講和条約

の締結や不平等条約の改正による関税自主権の
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回復など、数々のすばらしい功績を残されてい

るところでありまして、本県のみならず、我が

国にとって偉大な人物であろうと考えておりま

す。

現在、本県は、人づくりが最も重要というこ

とで、人財づくりにさまざまな形で取り組んで

おるわけでありますが、本県の心豊かでたくま

しい人財を育てていく上でも、お話のありまし

た小村寿太郎候、また、昨日も議論のあった伊

東マンショ、石井十次などの偉人につきまし

て、県民、特に青少年が学ぶ機会を今後とも積

極的に設けてまいりたいと考えておるところで

ございます。基本的には、それぞれの偉人を顕

彰する顕彰会が民間ベースでできて、それを市

町村と一緒になって取り組み、県としてもサポ

ートするということで今、進んでおるわけでご

ざいますが、今後ともそういう連携体制のもと

に、県としてもできる限りのことをしてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 横田議員は、島津義弘公を大

河ドラマにと質問されましたが、飫肥藩出身の

私としては、伊東家の歴史秘話をお願いするも

のであります。天下分け目の木崎原の合戦、あ

る書き物には、伊東軍3,000に対し、島津軍300

だったらしい。その300に負けた。伊東軍は、勝

利を確信して、よろいを脱いで近くの河原で水

浴びをした。そのすきに島津軍が攻撃をして敗

北したということを聞きます。「勝ってかぶと

の緒を締めよ」というのは、この戦のときにで

きた言葉ではないでしょうが、まさに油断その

ものであったというわけであります。

先日、「伊東マンショを語る会」主催で、鹿

児島県立図書館長の原口泉さんの講演を聞く機

会がありました。この方は、ＮＨＫ大河ドラマ

「篤姫」などの時代考証もされる方でございま

す。伊東氏は、関ヶ原の戦いの後に飫肥城を与

えられるわけですが、キリシタンであったこと

を必死に隠さざるを得なかった秘話もあるとの

ことでした。伊東マンショを絡めての大河ドラ

マもおもしろいと思います。

話題は横道にそれますけれども、知事もおっ

しゃいました、伊東マンショの肖像画がイタリ

アで発見されたことが、昨日、井上議員からも

ありました。ことし、世界万国博覧会で知事は

イタリアに行かれます。ぜひ、そのときにマン

ショの肖像画も見てきていただきたいと思うん

です。そして、その後に里帰り展示もできると

大変ありがたいなと思うことを申し上げておき

ます。

話題を小村寿太郎侯に戻したいと思います。

小村寿太郎候を顕彰する事業として、高校生を

対象にした弁論大会があります。生誕地の飫肥

・小村記念館で開催されていますが、いま一つ

盛り上がりに欠ける感があることは、これまで

も申し上げてきたところであります。生誕地で

は別な取り組みを実施する前提で申し上げてお

きますが、弁論大会を県都宮崎市で開催するの

も、顕彰を盛り上げる一つの方法ではないかと

思います。教育長の考えを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 小村寿太郎候は、宮

崎の誇る、日本が誇る偉人であり、先賢とし

て、県を挙げて顕彰されるべきと考えておりま

す。その意味においては、顕彰の弁論大会も、

より多くの県民の皆さんに御参加いただけるよ

う、宮崎市で開催することも意義があると思い

ますが、一方で、日南市が小村候生誕の地であ

るからこそ、日南市での大会開催も大きな意味

があると考えております。私は、この大会の主

催者、県奨学会の理事の一人でもありますの

で、理事会でこのことを話題にしてみたいと考
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えております。

しかし、いずれにしましても、小村候の偉業

を、子供たちを初め県民の皆さんへ、しっかり

伝えることこそ大切であり、宮崎県がつくって

います社会科の副読本、それから県教育委員会

のホームページのほか、実は、本県の高校入試

の問題にもたびたび小村候を取り上げておりま

して、さまざまな場面で紹介に努めているとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 私は、子供たちもそうなんで

すけど、より県民の方々に、いかにこの小村寿

太郎侯を伝えるかだと思っているんです。その

ことにちょっと弱さを感じるものですから、申

し上げた次第であります。いろいろ検討をして

いただきたいと思います。

小村寿太郎候を題材にしたＮＨＫ大河ドラ

マ、ぜひ誘致していただきたいと思うんです

が、改めて知事に決意を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県を舞台にした大河

ドラマの制作の要望につきましては、これまで

ＮＨＫに対して、私もでありますし、担当部局

も、機会を捉えて取り組んできたところであり

ます。以前も答弁をしましたように、ＮＨＫが

どのような素材を選ばれるかというのは、その

時々の時代の要請もあるのかなとも感じたとこ

ろであります。私としては、小村寿太郎候を初

め郷土の先覚者等を題材とした大河ドラマ等の

誘致につきまして、今後とも粘り強く要望し続

けるという思いで―現在の大河ドラマ「花燃

ゆ」のプロデューサーは、本県出身者というふ

うに伺っておるところでございますが、いろん

なルートもあろうかと思います―働きかけ、

アピールというものを積極的に行ってまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

突然ですけれども、稲用副知事に、次のこと

に共通することは何か、お答えをいただきま

す。「マッサン」「花子とアン」「ごちそうさ

ん」「あまちゃん」、ずっとさかのぼって、

「雲のじゅうたん」「おはなはん」。さて、共

通するものについてお答えをいただきたいと思

います。

○副知事（稲用博美君） 最後のほうでわくわ

くするような懐かしい名前も出てきまして、い

ずれも大変評判になったＮＨＫの朝ドラだと思

います。ヒロインがその当時とてもかわいく、

そして、台本というか、内容もとてもすばらし

かったと思っております。そして何よりも、全

てのドラマに共通して言えますのは、最後には

「ん」がついていたということだと思いますの

で、宮崎でも「ん（ウン・運）」をつかめたら

と思います。

○髙橋 透議員 前置きが長かったようです

が、大正解です。最後が「ん」で終わっている

タイトルなんですね。これはＮＨＫ朝ドラのジ

ンクスがあって、「ん」がつくことで高視聴率

が出るということ。あくまでもこれはジンクス

ですから。高視聴率ベスト３を調べましたら、

１位が「おしん」です。次が「繭子ひとり」

「藍より青く」、これは古いですね。「ん」が

ついていません。ワースト３は、「ウェルか

め」「つばさ」「瞳」だそうです。飫肥が舞台

になった「わかば」がございましたが、「わか

ば」です、「わかばん」じゃありません。余り

視聴率は高くなかったと思いますが。朝ドラは

６カ月という長いスパンですから、視聴率が上

がって話題になると、観光ＰＲ、大変効果も大

きいんです。

そこで、宮崎フィルム・コミッションがござ

いますが、ここの活動について、これまでの実



- 258 -

平成27年3月3日(火)

績と今後の力の入れようについてお尋ねいたし

ます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県内で映

画等のロケが行われますと、関係者の宿泊など

直接的な経済効果とともに、本県の豊かな自然

景観や「食」等が、映像作品を通じて県外に紹

介されますことから、本県の魅力を全国にアピ

ールする手段として、非常に有効であると考え

ております。このため、宮崎フィルム・コミッ

ションでは、昨年度全国で公開されました映画

「あさ・ひる・ばん」に続きまして、今年度

も、映画２作品、２時間ドラマ１作品を初め、

本県のＰＲに資する映像作品に対して、ロケ地

の紹介や関係機関との調整などの制作支援を

行っているところであります。今後とも、県内

各市町村や民間団体等とも連携を図りながら、

引き続きロケへの支援を行いますとともに、積

極的に制作者へロケ地情報の提供を行うなど、

誘致活動に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○高橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、県民の足を守る取り組みについてお尋

ねをしてまいります。

まずは、ＪＲ九州株式会社上場に伴うローカ

ル線の問題であります。宮原議員からも質問が

ありましたが、ＪＲ九州が、2016年度末に株式

上場を目指すと発表されました。青柳俊彦社長

は、次のように言われています。「株式上場、

つまりＪＲ九州を完全な民間会社にすることで

す。国土交通省や国会の審査に耐え、投資家に

株を買ってもらえる会社にする。そのために、

何をおいても鉄道事業の収支改善が急務です」

と語られました。その後、２月19日付の西日本

新聞に、「ＪＲ九州19路線赤字、黒字１路線」

の見出しが出ました。年間約156億円の赤字だそ

うです。日豊本線も赤字。問題は、ローカル線

の存続であります。株式上場発表後に、指宿枕

崎線も検討対象になることが明らかにされた記

事を見ました。区間によっては、運転手１人で

乗客１人というところもあるらしいです。そこ

で、日南線と吉都線の現状と存続に向けた対策

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） 日南線、吉

都線は、通学・通院など地域住民の移動手段と

して、また観光等地域活性化の観点からも、重

要な役割を果たしているところでございます。

しかしながら、利用者が、昭和62年度のＪＲ九

州発足時に比べ半数程度となるなど、厳しい状

況にございまして、路線維持を図る上で、利用

促進が大きな課題であると認識しております。

このため、県におきましては、沿線自治体で

組織するＪＲ日南線、吉都線の利用促進団体が

行う取り組みや、観光列車「海幸山幸」の平日

臨時運行に対する「宮崎県鉄道整備促進期成同

盟会」の運行補助等の支援のほか、鉄道の利便

性・快適性の向上などにつきましても、機会あ

るごとにＪＲ九州に対して要望してきていると

ころでございます。

県といたしましては、完全民営化後も路線の

維持・充実が図られるよう、今後とも、沿線自

治体と一緒に知恵を絞りながら、利用促進に取

り組みますとともに、利用しやすいダイヤの設

定や増便など、利便性・快適性の向上などにつ

きましても、引き続きＪＲ九州に対して粘り強

く要望してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 答弁はよくわかりましたが、

実態は、地元は残念ながらさめているんです。

だから、私は危機感を喚起していただきたい。

私たちも含めてそれは一緒になってやらない

と、とんでもない事態にならないか。日南線に
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限って申し上げますと、南郷駅以南、かなり激

減しているはずです。農林高校がなくなりまし

た。そしてまた、農林高校と振徳商業と工業高

校、３校統廃合したと同時に、実はスクールバ

スになったんですね、串間から。結果的に実現

はしませんでしたが、実は日南高校もスクール

バスを検討したんです。結果的に希望者が少な

くて、それはなかったことになりましたけれど

も。鉄道の強みというのは、時間が正確だとい

うことです。それと、料金が安いということな

んです。そういう意味では、ぜひ鉄道はないと

困る。いろいろ努力はされていますが、例え

ば、通学者の多い飫肥と南郷間はもっと本数を

ふやせないか。そのことによって、振徳高校の

スクールバスは鉄道にまた帰ってくるかもしれ

ないんです。そういった工夫もしていただきな

がら、ＪＲ九州にさらなる要望活動を強めてい

ただきたいと思います。

次に、路線バスの関係で申し上げます。小豆

島、ここに路線バスは当然あるわけですが、小

豆島バスが国と県の補助金約4,000万円を不正受

給したという事件がありました。補助金の交付

要件、１路線当たり１日５人以上の乗降客がい

ることになっています。５人を下回ると、国・

県の補助金が減額されていくことになっていま

す。わかりやすく言いますと、その人数を水増

しして補助金を受けていたということで事件と

なったということですが、ただ、住民の足を守

るために不正を行ったんじゃないかという捉え

方もできるわけで、非常にこれは深刻な問題で

あります。ここまで地方の路線バスは追い込ま

れているという実態があるということですが、

この現状をどう思われるのか、知事に所見を伺

います。

○知事（河野俊嗣君） 県内の路線バスにつき

ましては、通学・通院など地域住民の移動手段

として、非常に重要な役割を果たしているわけ

でありますが、少子化などの影響により、利用

者が、最盛期が昭和44年度ということでありま

すが、そのときと比べて約８分の１程度となる

など、大変厳しい状況にあるわけであります。

路線の維持が重要な課題であると認識をしてお

ります。

このため県では、広域行政の立場から、複数

の市町村間をまたぐ広域的なバス路線の維持を

図っており、一方、市町村では、コミュニティ

バスや乗り合いタクシーを運行するなど、地域

住民の日常の移動手段を守る取り組みを行って

いるところであります。先ほど鉄道網の御指摘

の中で、危機感をということもありましたけれ

ども、バスについても同様であろうかと思って

おります。公共交通網の維持・充実は、地方創

生の大きな柱でもあろうかと考えておりますの

で、県としては、今後とも、市町村や交通事業

者等、関係者とも十分連携をし、持続可能な地

域公共交通ネットワークの構築に取り組んでま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 補助金の仕組みは、国が減ら

すと県も減らすんですよね。だから、この補助

制度を改める。いわゆる、５人以下になって

も、全部とはいかないでしょうから、重要路線

については減らさないというような制度の改正

も求めるべきじゃないか。総合政策部長に答弁

を求めます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 国の現行の

補助制度におきましては、乗車人員が基準を満

たさない場合は、補助金額算定の過程において

一定の割合でカットされ、その結果、バス事業

者が赤字を抱えながら、または市町村が独自に

上乗せ補助を行い、路線を維持しているという
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のが現状でございます。このことから県では、

毎年行っております「みやざきの提案・要望」

において、国に対して、地方の実情を十分に踏

まえた上で、路線バスの補助制度の充実・改善

及び財源の確保を図るよう、要望を行っている

ところでございます。路線バスは、住民の生活

を支える基礎的なインフラでありますことか

ら、県といたしましては、今後もその維持・充

実に取り組みますとともに、国に対して、制度

改正も含め、さらに積極的な働きかけを行って

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひ、しっかり取り組んでい

ただきたいと思います。

次に移ります。水産業の振興についてお尋ね

したいと思います。儲かる漁業の実現につきま

しては、高鮮度などの品質向上に加えて、本県

農畜産物の既存販路を活用した飲食店の開拓な

ど、魚価向上、いわゆる儲かる漁業に結びつく

取り組みが重要と考えますが、県の考え方を伺

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、県で

は、カツオ一本釣り漁業などにおいて、コスト

の削減や漁獲物の付加価値向上など、収益性の

高い漁業モデルの実証に取り組んでいるところ

であります。このような取り組みを魚価に反映

させるためには、御指摘のとおり、既存の本県

農畜産物の販路を活用し、有利な販売先を開拓

する取り組みも重要であると考えております。

このような視点を踏まえ、県としましては、現

在、漁連が漁協と連携しながら進めている販売

体制の構築への支援を通じ、多様な販路開拓の

取り組みを強化してまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 魚料理単品ではどうしても消

費に限界があると思うんです。今、東京などで

需要が高まっておりますみやざき地頭鶏とコラ

ボした食事の提供など飲食店の開拓、こういっ

たところができると大変おもしろいので、ぜひ

力を入れていただきたいと思います。

次に、花卉振興についてお尋ねしていきま

す。花卉振興に関する法律が制定をされたわけ

ですが、今後、県は花卉振興条例を制定し、花

卉振興に関する施策を総合的・計画的に推進し

ていく考えはないか、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 花卉は、本県農業の基

幹作物の一つでありまして、その振興を図るこ

とは大変重要であると考えております。本県が

誇るスイートピーやラナンキュラスなどのオリ

ジナル品種の開発や、種苗供給体制の整備によ

る産地育成などに取り組んでいるところであり

ます。スイートピーやラナンキュラス、非常に

多種多様なものがある。先日、本県でイベント

をされたベルギーのフラワーアーティスト、ダ

ニエル・オストさんも絶賛されておったところ

でありますが、そういう技術開発、そして、恵

まれた温暖な気候を生かした花卉生産は、本県

の強みであろうかと考えております。

県としましては、「花きの振興に関する法

律」に基づき、まずは花卉振興計画を策定し、

安定的な生産と供給ができる、競争力の高い産

地づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。御提案をいただいた条例につきまして

は、今後、研究を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 花卉振興条例は、岐阜県がい

ち早く、議員発議ではありましたけれども、策

定をされました。本県は、まず、花卉振興計画

を策定していくということですが、県の責務と

か県民の役割を明確にして、さまざまな事業に

取り組むことが大事かなと思っています。フラ
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ワーショーというのは、先駆けての先見性のあ

る取り組みだったなと私は思っております。観

光客を初めとする来県者をお花でおもてなしす

ることが当たり前になる機運、こういったこと

をつくることが大事だと思っています。

あと、オリンピックに向けての戦略はどう

なっているのかお尋ねをしますが、メダリスト

に贈られる勝利の花束、いわゆるビクトリーブ

ーケを宮崎県産花卉で取り組めないものか。そ

の可能性について、専門的な見地から農政水産

部長に答弁を求めます。

○農政水産部長（緒方文彦君） オリンピック

・パラリンピック東京大会で使用されますビク

トリーブーケや会場の装飾用に県産花卉が採用

されることは、本県花卉のＰＲを図る上で大変

有意義で効果的であると考えております。この

ような中、国においても、平成27年度からビク

トリーブーケに使用する花卉の選定を始めると

聞いております。本大会は７月から９月の暑い

時期での開催となっていることから、本県で

は、スイートピーなど主力となる花卉の出荷時

期ではありませんが、中山間地域を中心に生産

されているトルコギキョウや、キイチゴなど新

たな品目の産地育成も図りながら、県産花卉が

選定されるよう、生産者、関係団体と一体と

なって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ロンドンオリンピックで

は4,500～4,600本使用されたと聞きますし、パ

ラリンピックもあるわけですから、相当な数に

なります。東京オリンピックで本県産の花卉が

採用になりましたら、物すごい話題となるわけ

です。はかり知れない宣伝効果も期待をされま

す。今考えるだけでわくわくします。ただ、ご

ざいましたように、猛暑の中のオリンピックで

すから、暑さに耐えられる花であること、それ

と、花の物語性も大事だとお聞きをします。ハ

ードルは高いかもしれませんが、本県産の花卉

が採用されるよう、積極的に働きかけていただ

きたいということを要望するわけですが、担当

課へしっかり指示を出されるよう、知事の意気

込みを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会は、日本国内のみなら

ず、世界が注目する一大スポーツイベントなわ

けであります。このイベントに際して、宮崎な

らではの貢献ができないか。そして、それをす

ることにより、本県の活性化にも結びつけてま

いりたいということで、おもてなしプロジェク

トに取り組んでおるところであります。例え

ば、本県の木材や木材利用技術を選手村等で活

用できないかという提案をさせていただいてお

りますが、今、議員に御指摘いただいた県産花

卉が使われるということ、これも大変意義深

く、また絶好のアピールの機会になるのではな

いかと思っております。ビクトリーブーケです

とか会場装飾だとか、いろんな機会はあろうと

思いますが、そういう中で、本県産の花卉がど

のような貢献ができるのか、今後、さまざまな

情報収集もしながら、生産者、関係団体と連携

して、しっかり対応してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 私は、複数の県でビクトリー

ブーケをつくってもいいのかなと思っているん

です。どうしても夏の花は北のほうに分がある

のかなと思います。そうであれば、カスミソウ

という花がありますが、センターにある花を盛

り立てる脇役の花と言うかもしれませんけれど

も、宮崎には、先ほどありましたキイチゴ、ベ

ビーハンズと言うらしいですけど、葉物です
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が、こんなことの取り組みも、いろんなアイデ

アを出して、ぜひ、ビクトリーブーケを本県産

花卉で贈呈できるように取り組んでいただきた

いと思います。

次に、土木行政について伺います。

重要港湾であります油津港は、県内で唯一、

耐震岸壁への整備がなされていませんでした

が、港湾計画が見直されることになり、その整

備が期待されるようです。港湾計画の変更内容

について伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 油津港の港

湾計画につきましては、平成19年に改定を行い

まして、新規に整備する11号岸壁を、緊急物資

輸送のための耐震強化岸壁に位置づけていたと

ころです。しかしながら、その整備には多くの

費用や長い時間を要するため、南海トラフ巨大

地震の備えとしまして早期整備を図る観点か

ら、大型チップ船が利用している既存の10号岸

壁を耐震強化・改良する計画に変更することと

したものであります。今回の計画変更につきま

しては、現在、宮崎県港湾審議会から、適当で

あるとの答申をいただいておりまして、今月、

国において開催されます交通政策審議会港湾分

科会で審議されることとなっております。

○髙橋 透議員 今後の事業予算の確保、進捗

を期待するものであります。よろしくお願いし

ます。

次に移ります。不動産会社から依頼を受けた

日南の畳業者が、県営住宅入居前の畳をチェッ

クに行ったところ、納入業者が熊本の業者だっ

たため、かなり憤慨されて私に話をされまし

た。これまで市町村を飛び越えての発注はあっ

たようですが、県外業者が入ってきたのは初め

てだそうです。そこで、元請業者から下請業者

への県内発注率とその対策についてお尋ねしま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、県

工事の受注者に対しまして、工事請負契約約款

等により、下請負人を県内業者から選定するよ

う努めることを規定しますとともに、工事発注

の都度、直接文書で手渡して要請しており、あ

わせて、県外業者から選定した場合には、報告

を義務づけているところであります。また、契

約額1,000万円以上の工事につきましては、受注

者に、下請業者名や下請代金の支払い状況等に

ついての報告を求めており、平成25年度の県内

下請業者への発注率は、件数ベースで85.5％と

なっております。下請工事におきまして、県内

建設業者の受注機会の確保を図ることは、県内

の建設業者を育成する観点から大変重要であり

ますので、県工事の下請負人につきましては、

引き続き、県内建設業者が受注できますよう取

り組んでいきたいと考えております。

○髙橋 透議員 件数ベースで85.5％、額面で

はもうちょっと低かったと思いますが、80

ちょっとだったと思います。里山資本主義、域

内でお金を回す。いわゆる地域経済循環システ

ムを推進するというのが、河野知事の政治姿勢

の一つだったと認識をしております。地域経済

循環システム、しっかり取り組んでいただきた

いと思っています。

次に、一時の公共事業の減少から事業量が増

加してきた一方で、建設労働者の人材確保に苦

慮されている現状がございます。特に専門工事

下請業者については、賃金の低さや高齢化で人

材育成も困難になってきている現状がありま

す。大工技能士に至っては、建築業務が付随し

ているときに元請業者が雇用するのが常態化し

ているため、その不安定な職を敬遠する傾向が

あります。このままでは、大工技能士がやがて
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いなくなることも、そう遠くない将来に現実と

なります。建築大工技能士の常時雇用を入札要

件として義務化できないのか、県土整備部長に

お尋ねします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県発注の建

築工事におきましては、品質を確保することが

大変重要でありますことから、建築大工を初め

とする技能士による施工を工事特記仕様書によ

り義務づけているところです。建築工事は、公

共工事に限らず、全般的に専門化、分業化が進

んでおりまして、例えば大工、左官、塗装など

の専門工事につきましては、元請業者が指導・

監督しながら工事を完成させるという形態が通

常であります。こうしたことから、入札参加資

格に建築大工技能士の常時雇用を付加すること

につきましては、現時点では、常時雇用の技能

士が少なく、応札しようとする企業が限られる

など、解決すべき課題もございますので、今

後、関係団体と意見交換を行いながら、建築工

事における技能士の育成や活用に努めてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

次に、年初めだったんですが、日南のある市

議の方から電話が私にありまして、県病院の清

掃業務の方々の賃金、労働条件を知っているの

かとお尋ねです。低賃金で一生懸命働いている

よということでありました。私は、それは指定

管理者で選定された業者が入っていて、恐らく

最低賃金に近い給与で働かされていると思いま

すよと。だから、私たちは以前から、公契約条

例を導入することを議会でもお願いしていまし

たが、まだ実現していないんですよということ

を言いまして、ぜひ世論を喚起してくださいと

申し上げたところであります。

そこで、知事に伺います。県発注工事におけ

る適正な下請契約や技術者の確保・育成はもち

ろんのこと、地域活性化に資する賃金・労働条

件を盛り込んだ公契約条例の制定について、早

急に制定すべきと考えますが、答弁を求めま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県発注工事における適

正な下請契約や技術者の確保・育成等につきま

しては、県内建設産業の健全な発展はもとよ

り、地域経済の活性化に資することから、賃金

等労働条件に関する法令遵守はもちろんのこ

と、入札・契約におけるその取り扱いについ

て、実効性のある取り組みに努めていく必要が

あると考えております。公契約条例の制定に関

しましては、国際労働機関の条約批准や公契約

法の制定に関する国の動向を注視しているとこ

ろでありますが、今後とも、関係団体を初めと

するさまざまな御意見を伺いながら、他県の条

例制定状況等につきましても把握に努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 これまでは国の動向というこ

とでありましたが、そこから一歩出ていただい

たようであります。関係団体からの意見聴取あ

るいは他県の条例の状況、今後ともいろいろと

検討をぜひ進めていただきたいと思います。

最後になりますが、教育問題についてお尋ね

をしてまいります。

日南くろしお支援学校にスクールバスで通学

している串間市の子供、約90分要しておりま

す。障がいのある子供たちが長時間通学してい

る実態をどう考えていらっしゃるのか、何か工

夫できないのか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 日南くろしお支援学

校には、串間市からスクールバスで通学する児

童生徒が16名おりますが、乗りおりに時間がか
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かりますことや、地理的な条件もありまして、

長時間の通学となっており、子供たちに負担を

かけていると感じているところであります。障

がいのある児童生徒が、より専門性の高い教育

を受けるために、日南にある日南くろしお支援

学校に通学していただいているところでありま

す。通学に要する時間は長時間ではあります

が、安全・安心であること、それから、できる

だけ負担の少ない通学をさせたいと考えており

まして、トイレの利用ができる場所を停留所と

して３カ所設けるとともに、スクールバスには

専任の介助員を添乗させ、乗車中や乗りおりの

際の安全確保に努めているところであります。

○髙橋 透議員 スクールバスをもう一本ふや

す方法もあると思うんです。ただ、残念ながら

それでも60分はかかるらしいです。串間からの

通学者、今、16名とおっしゃいましたが、それ

であれば、子供たちの負担を軽減するために

も、福島高校に分校設置はできないのか、教育

長のお考えをお聞きします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の特別支援学校

におきましては、近年の少子化の中ではありま

すが、在籍数がここ10年で300人程度増加してい

るということ、そのためには、教育環境の整

備、例えば教室不足をどう解消するかというこ

となどが喫緊の課題となっております。また、

子供たちの障がいの状況が重度化・重複化して

いることに対応するため、教職員の専門性をさ

らに向上させることや、子供たちが将来、社会

的・職業的に自立した生活を送ることができる

ようにするため、職業教育を充実させることな

ど、障がいのある子供たちのさまざまなニーズ

への対応が求められるなど、今取り組むべき課

題がたくさんございます。御指摘の分校設置も

含め、そのようなさまざまな課題に的確に対応

するため、県全体の特別支援学校の整備充実の

あり方について検討していく必要があると感じ

ております。

○髙橋 透議員 小林とか高千穂は分教室に

なっているわけですが、学校行事を合同で実施

したりとか、あるいは休み時間とか放課後に、

障がいのある・ない子供たちが一緒に遊ぶわけ

です。日常的な交流ができるわけですから、教

育的効果は大きいと思うんです。教育長、今、

検討する必要があるという答弁をいただきまし

た。本当にありがとうございます。仮に福島高

校への分校設置ということになれば、福島高校

は間違いなく残ると思うんです。岩下議員も喜

んでいただけると思います。いろんな方法があ

ると思うんです。思い切って小中高一貫、こう

いった形もあるんじゃないかと思うんですが、

小中高一貫のインクルーシブ教育がもし実現で

きれば、全国から視察が殺到しますよ。経済効

果も出て、串間市の人口減少に歯どめがかかる

かもしれません。いろんなことが出てきますか

ら、好循環になるようにいろいろ申し上げまし

たけれども、要は、障がいのある・ないにかか

わらず、子供たちの視点に立った学校づくりが

大事であります。インクルーシブ（包括的）教

育の実現に向けて、今後、丁寧な議論と検討を

よろしくお願いします。

最後になります。方言を学び生かす教育につ

いてお尋ねをしてまいります。対人関係づくり

が苦手な子供がふえていると聞きますが、その

背景に、地域の文化として当たり前だった方言

が使われなくなった、衰退してきたことも関係

していると分析をされる教育者もいらっしゃい

ます。方言のいいところは、かしこまらずに気

軽に話せるところにあります。方言がいつの間

にか使われなくなり、存在すら知らない世代が
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ふえています。学校や地域において方言を学び

生かす取り組みをどのようにされているのか、

教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 「あちい、あちい日

じゃった。川では魚（いお）釣りが盛んで、め

えにちんごと、あい（アユ）をかける人がおっ

たげな」、こう、私の目の前で、西米良の村所

小学校の子供たちが米良言葉で語ってくれまし

た。語り継がれた民話を披露してくれました。

このように方言は、風土や地域に根づいている

文化のすばらしさを伝えるものであり、宮崎人

の宝であり、魂とも言えるものだと考えており

ます。

県教育委員会では、方言を学び生かすため

に、宮崎弁の民話を、文字だけではなく、その

語りの音声をＣＤにおさめた「宮崎の言の葉」

と題する教材や、方言を教材として活用できる

ホームページを作成し、学校で指導に使ってい

ただいております。学校では、国語の授業で方

言について学習することに加え、総合的な学習

の時間等で、地域の人との交流を通し、実際の

方言に触れる機会もあります。また、複数の地

域では、方言かるた遊びや方言ラジオ体操な

ど、方言を生かす取り組みが行われているとこ

ろであります。

○髙橋 透議員 今、教育長からありました方

言かるた遊び、日南にも方言を守り残す活動を

地道にされている方がいらっしゃいまして、方

言かるたを作成して、市内の小学校に配付をし

て活用された経緯があります。南郷町のハート

フルセンターは、ことしで開館20周年です。そ

の記念行事の一環で、方言かるた大会も企画さ

れているようですから、時間がありましたら、

出席いただくとありがたいなと思っています。

いろいろと今、陰湿ないじめとか虐待とかあ

ります。方言の復活で、こういった陰湿ないじ

めとか虐待も少なくなるかもしれないと私は思

います。また、決して強要はいたしませんが、

気軽に方言で会話ができるような町、村になれ

ば、なお一層その村の一体感が生まれて、暮ら

しやすい地域になると思います。やむを得ず大

都会に出ていく子供たちが、宮崎県人として誇

りを持って、東京のど真ん中で堂々と方言を話

すことを期待するものであります。

そろそろ１時間目の授業も終わりに近づきま

した。ここで、最後に方言の勉強をして終わり

にしますが、お江戸からお越しの内田副知事に

聞きます。わからないときはわからないでいい

んですが、「けしんめ」はわかりますか。「服

をけしんめに着ちょるが」。裏返しなんです

よ。「おなきん」、「腹ばいんせんじ、おなき

んにせんか」。うつ伏せではなく、仰向け（お

なきん）にせんか、なんです。同じく、東京か

ら警察本部長、お見えですが、犯人を追いかけ

ると言いますね。追いかけるは「うっしらか

す」なんですよ。だから昔は、宮崎の警察の方

は「はよ、うっしらかさんか」と言われたんで

すね。「もっとうっしらかせ」は、「さでうっ

しからせ」と言うんです。そういう方言がなか

なかわからなくなった宮崎県であると思います

が、方言で議場が和やかになったようでありま

す。これで河野県政もあんべらしゅう(うまく)

いくと思います。

以上で、私の今期最後の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。質問をさせていただきたいと思いま

す。ただいま髙橋議員が方言で楽しく締めく

くっていただきました。実は、都城でも方言に
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よってラジオ体操第一をやっております。全公

民館に配付をしておりまして、楽しく今、ラジ

オ体操第一が都城方言で行われているというこ

とを御報告申し上げておきたいと思います。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。

知事は、昨年末の選挙において、約34万票と

いう多くの票を獲得されまして、見事に再選を

果たされました。まことにおめでとうございま

す。知事の１期交代が続いてきた本県にとりま

して、県政の安定という意味でも非常に喜ばし

いことだと思っております。これだけ多くの県

民の負託を受けた２期目に当たっては、これま

で以上に明快な政策目標を打ち出して、任期中

にこれだけは必ず達成するという強いリーダー

シップを持って県政を推進していただきたい、

このような私の思いから、まずは、知事の政治

姿勢についてお伺いをしてまいります。

１月末に、平成24年度県民経済計算の推計結

果が発表されました。これによると、本県の１

人当たりの県民所得は228万1,000円であり、前

年度と比較すると1.1％増加し、４年連続の増加

となりました。このことは大変喜ばしいことだ

と思っております。しかし、全国順位では、こ

こ数年、45位から46位といった低迷状態が続い

ておりまして、今後、下位グループから脱出で

きるかどうかは不透明な状況だと思っておりま

す。また、賃金構造基本統計調査については、

昨年９月の定例議会においても私は質問をいた

したところでありますが、先月、厚生労働省か

ら平成26年の結果が公表され、本県の賃金は毎

月23万8,000円で、前回の調査から１万円程度増

加したものの、全国順位は44位でありました。

前回は全国最下位という状況でしたので、改善

が見られたことは大変うれしく思うところであ

りますが、まだ下位グループであり、県民生活

のレベルでは、なかなか賃金向上や景気回復の

実感が感じられないというところが問題だと

思っております。

本県の県民所得や賃金を上げていくためにど

うしたらよいかということですが、私は、何よ

りも産業の振興が必要と考えております。そこ

で、知事は、県民の絶大なる信頼を受け、２期

目の県政を担うわけでありますが、低迷を続け

る県民所得の向上を目指し、どのように本県の

産業振興を図ろうと考えておられるのか、お伺

いをいたします。

以上を壇上での質問とし、後の質問は質問者

席からいたしてまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

１人当たりの県民所得は、地域経済の状況を

示す重要な指標であると認識しておりまして、

この向上のためには、本県の産業の振興を通じ

て、地域経済・雇用の底上げを図ることが大変

重要であると考えております。このため、今回

の県総合計画の改定に当たり、長期ビジョンの

戦略を見直し、新たに、「産業成長戦略」「地

域経済循環戦略」「観光再生おもてなし戦略」

を掲げたところであります。具体的には、本県

の特性を生かしたフードビジネスを初めとする

成長産業の育成加速化や、競争力の高い中核的

企業の育成、観光振興などにより国内外から外

貨を呼び込むとともに、中核的企業と県内中小

企業等との取引拡大を推進し、地域でお金を循

環させ、地域経済の活性化と雇用拡大を目指す

こととしております。さらには、新たな商工業

分野の産業振興に係るビジョンや戦略の策定、

産学金官の連携の強化など、戦略的に産業の活

性化を図り、県民所得の向上と安定した県民生
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活の実現につなげてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま知事から答弁をいた

だいたところでございまして、本県の特性を生

かした産業の成長加速化や、本県経済を牽引す

る中核的企業の育成などは、いずれも重要な視

点でありまして、本県の産業振興を図る上で不

可欠な政策であると思います。しかし、県民の

皆さんにこの知事の政策を理解してもらうため

には、具体的な取り組みの例によって、よりわ

かりやすく説明する必要があると、このように

思います。そこで、産業振興についてどのよう

なことを考えていらっしゃるのか、もう少し具

体的に説明をお願いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まずは、フードビジネ

スを初めとした本県経済を牽引する成長産業の

育成を図りたいと考えております。このため、

食品開発の中核施設として整備しましたフード

・オープンラボを最大限活用しますとともに、

ことし９月のミラノ国際博覧会の出展を契機に

農林水産物の輸出拡大を図るなど、生産から販

路開拓、人材育成まで、総合的に県内企業を支

援してまいるところであります。さらに、県内

経済が自立的に循環していく仕組みを構築する

ために、域内取引の活発化、本県の豊富な森林

資源を活用した木質バイオマス暖房機の導入支

援、焼酎原料となる加工米の域内生産拡大など

に取り組んでまいります。

また、昨年は、宮崎―大分の高速道路を割引

料金で利用できる「大分・宮崎ドライブパス」

キャンペーンを実施したところでありますが、

東九州自動車道の伸展を見据えた誘客にさらに

力を入れますとともに、都城志布志道路の整備

を進めて誘客にも結びつけていくところであ

り、外国語看板の設置など、一層の外国人観光

客対策に取り組むなど、観光の再生にも取り組

んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。答弁

をいただいたところでございますが、県民の皆

さんが生活が豊かになったと感じることができ

るには、目に見える成果というものが必要だと

考えます。県民所得や賃金の向上は、目に見え

る成果としては非常にわかりやすいものだと

思っておりますので、これまでの低迷状態から

脱出するため、さらなる産業振興への努力をお

願い申し上げたいと思います。

次に、産業振興を図る上で大きな課題となっ

ている産業人材の育成について、お尋ねをして

まいります。

国勢調査などを見ますと、建設業の就業者数

は減少傾向にあるだけでなく、特に若い労働者

が大幅に減っており、高齢化が急速に進行して

いることがあらわれていると感じております。

このまま人手不足で若者が建設業に入職しない

状況が続きますと、全体の就業者が減少するだ

けでなく、一層高齢化が進んで、企業の中で技

能の継承も十分にできない状況が危惧されると

ころであります。実際、私の地元の都城市内の

事業所を訪問しますと、人手不足で困っている

との話をよく耳にいたします。特に、若い職人

がいない、建設技能労働者の方が足りないとの

声を聞くわけであります。他の業種にも求人難

に直面しているものがあると思いますが、特

に、インフラ整備はもちろん、災害復旧等の安

全・安心の担い手であります建設技能労働者の

確保・育成は、重要な課題ではないかと考えて

おるところであります。また、中小企業の多い

建設業の事業者がこれらの人材を養成するの

は、時間・費用面で大きな負担となると考えま

すので、行政で人材の育成に対する何らかの支
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援が必要だと私は考えておるところでありま

す。

そこで、２点ほど商工観光労働部長にお尋ね

をいたしますが、まずは、建設技能労働者の育

成や確保に関して、県はどのような取り組みを

行っているのか、お伺いをいたしたいと存じま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 建設技能

労働者の育成や確保は極めて重要であると認識

しております。このため県では、西都市の県立

産業技術専門校において、高等学校卒業者等を

対象に、木造建築科、建築設備科等の４つの学

科で、２カ年間の実践的な職業訓練を実施する

とともに、高鍋校で中学卒業者等を対象に、建

築科などで１年間の訓練を実施しております。

また、民間事業主等がその従業員に対して職業

訓練を行う認定職業訓練校のうち、８校で建設

分野の訓練科を開設しており、この訓練経費に

助成を行っております。さらに平成26年度は、

建設技能労働者の不足の深刻化に対応し、新た

に建設技能労働者確保事業を県建築業協会に委

託しまして、高等学校の訪問、就職説明会の開

催などに取り組みました結果、50名を超える採

用者・内定者の確保につながるなど、一定の成

果が得られたところであり、平成27年度も支援

を継続してまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。建設

技能労働者を確保していくためには、将来の産

業動向、人材の需給状況等を踏まえて、県全体

で今後の人材育成をどうするかを考えて取り組

むべきではないかと考えますが、見解をお伺い

しておきたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県では、

現在、平成23年度から５カ年間の第９次宮崎県

職業能力開発計画に基づき、各種産業の人材育

成に関する施策を展開しているところでありま

す。この計画では、成長産業分野やものづくり

分野における人材育成を初め、非正規労働者や

学卒未就職者に対する能力開発、技能の振興な

どの職業能力開発の基本的施策を定めておりま

す。来年度には本計画の最終年度を迎えますこ

とから、新たな５カ年計画の策定に着手するこ

ととしております。この計画の策定に当たりま

しては、産業動向、雇用情勢等を十分に分析し

た上で、深刻化している建設技能労働者を初め

とする人手不足分野の人材確保施策につきまし

ても検討してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 部長の答弁で、県が技能労働

者の人材育成に取り組んでいることは十分わ

かったわけでありますが、現実として、建設業

の現場では担い手不足が生じていることは事実

でございます。若者にとって、給与や福利厚生

等の面で十分魅力がないという状況では、途中

で離職したり、また、他の産業や都会に流出し

てしまうことも多いのではないかと思っており

ます。処遇面での改善を図っていく必要がある

と、私は感じているところでございます。そこ

で、県では、建設業界の労働者の処遇改善につ

いてどのような取り組みを行っておられるの

か、県土整備部長にお尋ねをしておきたいと思

います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設業の担

い手の育成・確保を図るためには、よりよい雇

用環境を整備することが大変重要であります。

このため県では、国に準じまして、例年４月に

行っている県工事の設計労務単価の改定を、平

成26年と27年は２月に前倒しして行いまして、

平成25年から３年連続で大幅な単価引き上げを

行ったところです。また、社会保険や雇用保険

の加入を促進するため、建設業許可申請や経営
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事項審査におきまして、未加入業者への個別指

導を行うほか、県工事の入札参加資格におきま

しても、平成26年度分から社会保険の加入を義

務づけるとともに、さらに、平成28年度分から

は雇用保険の加入まで要件化するなど、取り組

みを強化しているところであります。今後とも

引き続き、建設業が魅力ある職場となりますよ

う、関係機関等とも連携を図りながら、建設労

働者の処遇改善に向けた取り組みを進めてまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、前向きに御努力をいた

だくようお願いしておきたいと思います。

土木工事の建設技術者の育成を図る上で、本

県には、産業開発青年隊という重要な養成機関

がございます。10年ほど前までは、施工管理課

程あるいは専攻課程を合わせると100名を超える

隊員がいたように記憶しておるところでありま

す。先日も青年隊の修了式がテレビのニュース

で流れておりましたが、現在、両課程合わせ

て60名の定員となっておるようであります。一

時期は10数名となったこともあったようでござ

いまして、指定管理者制度を導入し、最近の隊

員数は30名前後で推移しており、来年度はこれ

を大幅に超える見込みであると伺っておりま

す。全国で20余りの県にあった青年隊も、現在

は宮崎と沖縄だけとなっておるようでありま

す。しかも、県により設置されているものは本

県だけとなっております。建設技術者の人材不

足の中、隊員数が回復傾向にあることは、指定

管理者制度を導入し、青年隊を存続したことの

成果であると、私は考えておるところでありま

す。そこで、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。昨今、将来の建設技術者の育成・確保が求

められている中、産業開発青年隊についての現

状認識と今後の県の取り組みについて、見解を

伺っておきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 将来を担う

建設技術者の育成・確保を図るため、産業開発

青年隊の役割はますます重要になっておりまし

て、入隊者の確保に取り組んでいく必要があり

ます。そのため、青年隊員の募集につきまして

は、指定管理者と連携しながら、学校訪問やオ

ープンキャンパスの開催、県政テレビ番組での

紹介など、取り組みの強化を進めているところ

であります。その結果、来年度の入隊者につき

ましては、現時点で40名を超える応募があり、

一定の効果が出てきているものと考えておりま

す。今後とも引き続き、関係団体等とも連携を

図りながら、教育カリキュラムの充実など、さ

らに魅力ある産業開発青年隊に向けて取り組ん

でまいります。

○徳重忠夫議員 ぜひ、開発隊をさらにさらに

充実していただきたい、このように思っており

ます。

それでは続いて、農業政策についてお尋ねを

してまいります。

先日、ある農家の友人と話をする機会があり

ました。その友人が言っておりました。平成27

年から、国の経営所得安定対策の中の畑作物の

直接支払交付金と、米・畑作物の収入減少影響

緩和対策の対象となる農業者の要件が変わり、

私は交付金がもらえなくなる。交付金なしでは

大豆をつくってももうからない。高齢である

が、機械をそろえているし、自分の体が動く限

り、自分の農地は自分で守ろうと、つくろうと

思っていたのに、どうしたらいいだろうかと大

変悩んでおりました。諸外国との生産条件の格

差是正を行う「ゲタ対策」と言われる畑作物の

直接支払交付金と、価格低下による経営の影響

緩和のための米・畑作の収入減少影響緩和対
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策、いわゆる「ナラシ対策」の交付金対象者が

変わることについて、私も知ってはおりました

が、改めて、現場で多くの農業者が同じ悩みを

抱えているのではないかと危惧しているところ

であります。

平成25年にこの経営安定対策の見直しを国が

示した当時は、マスコミも大々的に報道するな

ど、連日話題に上がっておりましたが、最近は

余りニュースになっていないと感じておりま

す。農家の皆さんも一度は耳にしていたかと思

いますが、日ごろの農作業に追われて、忘れて

いる方も多いのではないかと思います。経営所

得安定対策は国の施策でありますことから、主

体的には国において関係者へ周知を行うべきで

あると考えておりますが、情報提供と内容の理

解が十分でなかったために、県内の農家が不利

益を受けることがあってはならないと考えてお

ります。県においても、国と十分連携しなが

ら、農家への周知に向けた対策をとっていただ

きたいと考えておるところであります。そこ

で、経営所得安定対策の周知活動にどのように

取り組んでいるのか、農政水産部長にお伺いを

しておきたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 経営所得安定

対策につきましては、平成27年産から、対象が

認定農業者、集落営農組織などとなることか

ら、事業を所管する農林水産省において啓発資

料を作成し、農業者への配付を行うなど、制度

啓発や周知を図っております。また、県や市町

村、ＪＡなどの関係機関・団体で構成いたしま

す農業再生協議会においても、会議や研修会等

を活用して資料の配付や説明を行うなど、周知

に努めているところであります。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ、農家に徹底して

周知できるようにお願いをしておきたいと思い

ます。

次に、常日ごろから私は、地域農業が将来に

わたって維持・発展していくためには、農地の

集積や法人化などの支援を、担い手や集落営農

などのいわゆる担い手に集中していくべきだと

考えておりまして、今回の対象農家要件の見直

しは、その流れに沿うものであろうと思いま

す。しかしながら、これまでと同じように取り

組んでいる農家にとって、国のほうから一方的

に来年からは対象外だと言われ、所得が減るこ

とは納得できないのではないかとも考えるとこ

ろであります。そこで、農業所得の確保という

視点も踏まえながら、今後、経営所得安定対策

をどのように活用していくのか、農政水産部長

に伺っておきたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 経営所得安定

対策は、米や大豆など主要な農産物の担い手の

経営安定を図るという観点から、大変重要な制

度であると認識しております。このため県で

は、関係機関・団体と緊密に連携しながら、本

制度の対象となる認定農業者や集落営農組織な

どの加入を促進してまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 次にお尋ねをしてみたいと思

います。経営所得安定対策の活用につきまして

は、認定農業者の育成・確保にも取り組んでい

くとの答弁があったところでございます。この

認定農業者についてですが、本県の方針では、

年間所得目標として１経営体当たり630万円とさ

れており、まさにサラリーマン並みの所得を目

標としております。方針に示されている主な経

営内容を見ますと、普通期水稲５ヘクタールと

肉用繁殖牛50頭の経営、促成キュウリ40アール

の経営、肉用繁殖牛70頭の経営、ブロイラー６

万羽の経営など、23の経営類型が提示されてお



- 271 -

平成27年3月3日(火)

ります。本県の特性を踏まえた経営の指標が示

されているわけですが、これらの経営目標を達

成するためには、現在、農家が置かれている経

営環境を見ると、例えば、家畜飼料やハウス暖

房用重油、さらに、生産資材価格の高騰などの

影響によりまして、目標である所得を上げるに

は、並大抵の努力では困難な状況にあると思い

ます。

また、本年は、５年ごとに実施される農林業

センサスの年に当たりまして、２月１日現在の

状況が現在調査されているようですが、前回の

平成22年のセンサスでは、販売農家戸数は３

万958戸であります。前々回に比べて12％、

約4,000戸減少しており、恐らく今回の調査結果

でも、相当数の農家が減少しているのではない

かと思います。さらに、このまま減少が続け

ば、本県の農業は立ち行かなくなるのではない

かと、大変危惧いたしているところでありま

す。そこで、認定農業者の現状と今後の担い手

の育成・確保に向けた考え方について、農政水

産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県における

認定農業者数は、昨年度末で8,409経営体と、高

齢化などにより年々減少傾向にあります。県と

いたしましては、このような状況を踏まえ、人

・農地プランの話し合いにより、認定農業者を

初めとする地域の核となる担い手を明確にした

上で、各種施策を集中的・重点的に実施するこ

ととしております。

具体的には、農地や生産施設の担い手への集

積・集約の加速化や、効率的・安定的な農業経

営者育成のための研修の充実、さらには、６次

産業化による経営の多角化等を積極的に推進し

てまいります。また、意欲ある農業者を認定農

業者へ誘導するとともに、集落営農や農作業受

託の組織育成によりまして、高齢農業者等への

営農補完や分業化等の体制強化を図るなど、関

係機関・団体との連携のもと、多様な担い手育

成に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 認定農業者を維持していくこ

とは、非常に大変なことだと思っています。年

間所得630万円以上の所得を上げる農家を育てる

ということは、本当に大変なことだと思ってい

ます。本腰を入れて育成のために努力をいただ

きたいということを、強くお願いしておきたい

と思います。

次に、もう一つ、私が危惧している農業の現

状に、主食用米の価格低迷があります。稲作農

家は、主食用米にかわる新たな作物を模索して

おり、県においても、需要に応じた多様な米づ

くりの推進や、地域の特性を生かした作物の生

産振興に取り組むなど、生産性の高い水田農業

経営の確立に向け、市町村やＪＡ等、関係団体

と一体となって取り組んでいると聞いておりま

す。また一方、畜産農家においても、配合飼料

の高どまりの中で、頭羽数の維持拡大のために

は、飼料生産の分業化と低コストの飼料の確保

が重要となっていると思っております。

このようなことから、私は、飼料用米が非常

に有効な品目の一つではないかと考えており、

輸入飼料に頼っている濃厚飼料の一部でも自給

できる可能性を秘めた品目ではないかと考えて

おります。しかしながら、稲作農家にとって

は、どの程度つくればよいのか、つくっても畜

産農家が買ってくれるのかといった、いわゆる

需給のバランスに不安を持っているのではない

かと考えておるところであります。そこで、県

内の畜産農家はどの程度飼料用米を必要として

いるのか、また、県としてその生産拡大にどの

ように取り組もうとしているのか、農政水産部
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長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米につ

きましては、昨年度、県内で800トン程度が生産

されておりますが、昨年10月に県が実施した需

要量調査によりますと、約２万トンの利用希望

が上がってきたところであり、県内で確実な需

要が見込まれると考えております。また、飼料

用米は、主食用米の栽培体系や機械・施設が活

用できるなど、水田をフルに活用する観点から

重要な品目であると認識しております。このた

め、県といたしましては、飼料用米を活用して

安定的な農業経営を展開できるよう、作付の団

地化を目指しながら、多収性品種の安定生産技

術や効率的な生産体制を構築し、飼料用米の確

実な生産拡大に努めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から、飼料用米

に対する畜産農家の利用希望というのが２万ト

ンにも達するという答弁をいただきました。２

万トンといえば、単収大体500キログラムでござ

いますので、4,000ヘクタールに相当する量にな

ります。都城・北諸全域の水稲の作付が3,500ヘ

クタールしかございません。それを超える面積

を飼料用米にかえても、まだ不足するような大

変な状況であると。これだけの規模を生産する

となれば、並大抵の努力では実現できないと、

このように思うわけでありまして、飼料用米を

生産すればもうかるということでなければ、最

低でも主食用米生産と同等の所得が確保できる

という見込みが立たなければ、産地化はできな

い、そして飼料用米の増産ができないと、この

ように考えるわけであります。県におかれまし

ても、今必要だということであるならば、この

ことを念頭に、積極的な生産振興と利用拡大に

取り組んでいただくよう、強く要望を申し上げ

ておきたいと思います。

次に、木材価格の上昇に伴う畜産農家へのお

が粉の供給についてでありますが、この件につ

きましては、昨日、星原議員の一般質問で取り

上げられました。私のほうからは要望のみとさ

せていただきたいと思います。私は、木材が高

い価格で取引され、林業関係者の収入がふえる

ことについて、大変喜ばしいことだと思ってお

りますが、一方で、おが粉の供給量が不足する

ような状況は避けなければならないとも考えて

おります。やはり、畜産業と林業の両方がとも

に伸びていかなければ、都城地域、ひいては宮

崎県の発展につながっていかないと、私は思っ

ております。私の住む都城では、畜産農家数も

県内一ですが、製材所の数も県内一でありま

す。まさに一心同体で地域産業として発展して

きたところであります。ぜひ今後とも、農政水

産部と環境森林部が十分に連携をとっていただ

いて、お互いの産業の発展に尽くしていただく

ように、お願いを申し上げておきたいと思いま

す。

続いて、福祉政策についてお尋ねをしてまい

ります。

保育所のことについてお尋ねをするわけでご

ざいます。子ども・子育て支援新制度が施行さ

れます。新制度においても、幼児期の学校教育

や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を進めることとしております。具体的には、

教育・保育を一体的に行う施設として、認定こ

ども園の普及促進を図るとともに、待機児童の

解消に向けた保育の量の確保、地域の子育てを

支援する仕組みの創設、放課後児童クラブ等の

地域子ども・子育て支援事業の充実などを図る

ものであります。

このような中、新制度において、施設に対す
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る運営費の公的補助単価、いわゆる公定価格の

仮単価が、保育所と認定こども園では異なると

聞いております。そこで、なぜ、保育所と認定

こども園において公定価格の仮単価が異なるの

か、福祉保健部長にお伺いをしておきます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 保育所と認定

こども園における公定価格の仮単価についてで

ありますが、認定こども園の仮単価には、一

部、保育所にはない職員の人件費が算入されて

おります。この理由でありますが、認定こども

園は保育料の徴収を直接行うため、それに要す

る費用を算入したものであり、一方、保育所に

ついては、保育料の徴収を市町村が行うことか

ら、保育所には加算措置されていないものでご

ざいます。したがいまして、保育所と認定こど

も園における公定価格の仮単価につきまして

は、実質的な相違はないものと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 いろいろまだあるようでござ

いますので、後ほどまた質問をさせていたただ

きます。

次の質問ですが、新制度の施行に当たりまし

て、本県においても、保育所や幼稚園から認定

こども園へ移行する施設もあると伺っておりま

す。しかしながら、施設によっては、新制度の

趣旨の一つであります認定こども園の普及促進

という観点のみを捉えて、制度への理解が十分

でないまま移行を判断されるところがあるので

はないかと考えております。また、新制度は、

認定こども園の普及促進を目的として掲げてい

るため、移行後に、もとの施設類型である保育

所や幼稚園に戻ることはできないのではないか

という声も聞くところであります。そこで、例

えば、保育所から認定こども園へ移行する場合

の方法と、移行した後、再度保育所に戻ること

の可否について、福祉保健部長に伺っておきた

いと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、保育所

から認定こども園へ移行する方法といたしまし

ては、２通りの方法が考えられます。１つは、

保育所の認可の廃止手続をし、新たに幼保連携

型認定こども園の認可を取得する方法。もう１

つは、保育所の認可を有しながら、新たに幼稚

園機能を備えた保育所型認定こども園の認定を

取得する方法であります。また、いずれの場合

でも、再度保育所に戻ることは、制度上は可能

でございます。

○徳重忠夫議員 ところで、保育の必要性のあ

る子供たちは、保育所や認定こども園のほか、

認可外保育施設を利用している場合もたくさん

ございます。認可外保育施設には、多数の子供

を預かっている大規模な施設もあれば、数人の

子供を預かるベビーシッターのような施設ま

で、さまざまあると思いますが、いずれも子供

を預かる場として、地域における重要な受け皿

となっているところであります。そこで、県内

には認可外保育施設はどれくらいあるのか、福

祉保健部長に伺っておきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成27年１月

１日現在、県内におきましては、105カ所の認可

外保育施設がございます。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から、105カ所の

認可外保育施設があるということでございまし

た。認可保育所や幼稚園には、職員配置や面積

等について遵守すべき最低基準が定められてお

ります。その基準は、認可外保育施設にそのま

ま適用されるわけではありません。子供の安全

確保の観点から、児童福祉施設の最低基準を満

たすことが望ましいとの判断のもと、県におい

ても指導がなされているとはいえ、質の高い幼
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児教育・保育の提供を目的として掲げている新

制度にあっては、保育所や幼稚園のような認可

基準のない認可外保育施設からの安易な認定こ

ども園への移行には疑問があると思います。そ

こで、認可外保育施設から認定こども園へ移行

することについては可能なのか、福祉保健部長

にお伺いをしておきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認可外保育施

設から認定こども園へ移行することは、可能で

はありますが、当然のことながら一定の要件を

満たす必要がございます。具体的には、認定こ

ども園法等に定めのある設置主体や定員などの

要件のほか、県が条例で定めております、職員

の人員配置や園舎・園庭の面積などの設備及び

運営に関する基準を満たしていただく必要があ

ります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。最後

になりますが、認定こども園には、現在、幼稚

園における教育時間である４時間程度を園で過

ごす、区分でいうところの１号認定の子供と、

保育を必要とする８時間から11時間を過ごす２

号、３号認定の子供がいるわけであります。施

設の運営からすれば、なかなか困難を伴うこと

もありますが、認定こども園という施設の性格

上、やむを得ないと考えております。しかしな

がら、例えば１号認定の子供について、認めら

れている預かりの時間が４時間としても、保護

者の急な都合で、もう少し時間を延長して預

かってほしいというような場合には、施設にお

いて臨機応変に対応する必要があると考えま

す。そこで、認定こども園を利用する子供のう

ち、１号認定の子供について、教育時間を超え

て施設を利用することは可能なのか、福祉保健

部長にお伺いをしておきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認定こども園

におきまして、教育を希望する１号認定、これ

は現在の幼稚園の利用形態になりますが、この

場合の子供の利用時間は４時間が基本となりま

す。こういう場合は、現在もですが、今後と

も、一時預かり事業を活用することで、時間を

延長して施設を利用することが可能となりま

す。なお、一時預かり事業には、公的な財政支

援がなされるとともに、その利用に当たりまし

ては、保護者に対し一定の負担を求めることに

なります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。私

は、保育所を経営している一人として思うとこ

ろでありますが、例えば認定こども園になった

保育所で、60人の定員になったときに、１号認

定の子供が10人入ってきた、あと50人は保育所

の子供、２号、３号ということになったとき

に、果たして、今示されている公定価格で運営

ができるのか、非常に疑問を持っているところ

であります。職員の皆さんといろいろ議論をし

ましたが、明快な答えをいただいておりませ

ん。ぜひ、現場に混乱の起こらないような形で

御指導のほど、よろしくお願いをいたします。

それでは、警察行政について一つお尋ねをし

ておきたいと思います。

平成26年中の宮崎県内における特殊詐欺の被

害額は、約３億4,700万円という過去最悪の被害

額であったと報道がされております。この被害

額は年々増加傾向に歯どめがかからず、県民の

財産を守るために、官民一体となったあらゆる

被害防止策が必要と考えておるところでありま

す。こうした被害状況を受けて、県警では、今

年度1,244万円の予算を計上して、特殊詐欺被害

防止コールセンターの設立に向けて現在取り組

んでいるということですが、このコールセンタ

ー事業の目的や概要について、まず、警察本部
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長に伺っておきたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 現在、特殊詐欺

による被害が全国的に増加しており、全国警察

を挙げて犯人グループの検挙と、あらゆる被害

防止対策を推進しているところであります。本

県においても、昨年は１人で１億円を超える被

害に遭う被害者が出るなど、特殊詐欺は県民生

活の大きな脅威となっております。

コールセンター事業の目的は、被害実態に応

じた即効性の高い注意喚起を主な内容として、

特殊詐欺の具体的なだましの手口を県民に周知

し、被害の防止を図ることであります。具体的

には、民間の電話応対業務を専門とする事業者

に委託し、警察が犯行グループから押収した名

簿などをもとに、被害に遭う可能性の高い方の

自宅に電話をかけ、多発傾向にある手口はもと

より、被害防止上のポイントを含めた注意喚起

の案内を行うものであります。県民の特殊詐欺

に対する抵抗力を強化し、定着させることが、

特殊詐欺の被害の防止を図る上で重要であると

捉え、本施策に取り組んでまいります。

○徳重忠夫議員 私も、このコールセンター事

業は、警察が主体となって県民に対して直接電

話で注意喚起をするという点に大きな意義があ

ると思っておりまして、大変すばらしい発想で

あると、このように考えております。コールセ

ンター事業によって、一人でも多くの県民に対

して直接注意を喚起していただきたいと思って

おりまして、この事業により、一層の被害防止

効果が望めると、私自身も期待をいたしておる

ところであります。本事業は３カ年を予定して

いるようでありますが、私の気持ちといたしま

しては、より早い段階で宮崎県内全ての世帯に

対して注意喚起していただきたい、このように

思うところであります。

高齢者については、宮崎県では地域や隣人同

士のかかわり合いが強いので、地区の集まりな

ど、あるいはゲートボール、あるいはグラウン

ドゴルフ等々に行って、警察から電話があった

よ、注意しましょうねという声かけができるわ

けでありまして、そのことが最も効果が上がる

と。お互いに口伝えで伝えていく、これが最も

効果があると、このように私は思うところであ

ります。また、仮に電話をかけたその世帯に高

齢者がいなくても、子供たちや孫たちに電話で

注意喚起をすることによって、その子供たち

は、両親やおじいちゃん、おばあちゃんに、直

接振り込め詐欺に注意するようにちゃんとお話

をしてくれるものだと、このように思うところ

であります。そこで、早い段階で全ての世帯に

注意喚起できるよう取り組むことはできない

か、警察本部長にお尋ねをしておきたいと思い

ます。

○警察本部長（坂口拓也君） この事業は、民

間の電話対応業務専門業者に委託し、オペレー

ター３名によりまして、被害を受けるおそれの

ある高齢者等に対し、多発傾向にあるだましの

手口や被害防止上の留意事項について、緊急か

つ集中的に電話をかけ、注意喚起することを予

定しておりまして、オペレーター１人につき１

日当たりの架電数は、おおむね80件を見込んで

おります。したがいまして、なるべく早く県内

全ての世帯に注意喚起できるのが最善であるこ

とは申すまでもございませんが、限られた予算

と期限の中で、実効ある施策となるよう取り組

んでまいる所存であります。

○徳重忠夫議員 ぜひ全世帯に行き渡りますよ

うに、努力をお願い申し上げておきたいと思い

ます。

質問は以上で終わりますが、最後に、ある話
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を紹介しておきたいと思います。

私の住む都城市には、御存じのとおり、陸上

自衛隊都城駐屯地がございます。古い話です

が、昭和26年２月、終戦５年後の復興途上の

真っただ中、当時の有田秀秋都城市長は、自衛

隊の前身である警察予備隊を都城市へ誘致する

ため、東京へ出向き、警察予備隊の担当課長

だった後藤田正晴氏に直談判をしたとのことで

あります。有田市長は、「都城市民の代表とし

て来たのであり、誘致を決定してくれるまでは

地元には帰れない」と強く訴え、その結果、昭

和26年２月28日、都城市への誘致が決定したと

示されております。そして、翌３月１日には、

市議会に電話を入れ、永井議長同行のもと、久

田助役を安中忠雄宮崎県知事のところへ出向か

せて、開校３年足らずであった都島高校の移転

について陳情させたと、こう記録されておりま

す。この出来事について、後藤田氏は、「都城

には侍市長がいる」と、こう言ったそうでござ

います。首長として、必ず誘致するという強い

意志を貫き、勇気、決断、実行力を持って市政

に邁進した市長だったと思います。

質問に入る前にも申し上げましたが、知事が

２期目の県政を担うに当たって、首長として、

これだけは必ず達成するという強いリーダー

シップを持って、県政を推進していただきます

よう強く要望して、私の一般質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。（拍

手）

○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45分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） お疲れのこ

とと思いますので、すぐ質問に入ります。

ＪＡ改革について４点伺います。横田議員の

代表質問と重なりますが、本県の農業やＪＡ、

そして地域の今後のあり方にかかわる大事なこ

とでありますので、再度、知事の御見解を伺い

ます。

１点目であります。中央会制度を60年ぶりに

見直す政府の農協改革案が今回まとまりまし

た。ＪＡ全中の地域農協に対する監査・指導権

を廃止することなどを柱とするものであります

が、この改革案の内容について、知事の感想、

評価をお聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

国は、地域の農協が主役となり、農業の成長

産業化に全力投入できるよう、今回の農協改革

を行うこととしております。時代の変化に対応

した不断の改革というものは、大変重要なこと

であろうかと考えておりますが、改革という美

名のもとに、後に戻ることのできないような大

切なものまで壊してしまう、そのようなことが

あってはならないと考えております。現場の実

態や実情を踏まえた改革というものが求められ

ていると考えております。そして、この改革が

本県農業に及ぼす影響につきましては、しっか

りと注視していく必要があると考えておりま

す。

一方、本県農業・農村は、担い手の高齢化や

減少、ＴＰＰ協定交渉などにより、大きな変革

の時期にありますことから、県としましては、
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ＪＡグループ自身が新しい時代を切り開く自己

改革を進めていけるよう、連携を強化してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○ 原正三議員 ２点目であります。ＪＡは小

規模な兼業農家の利益を優先してきたために、

日本農業の生産性の向上や経営規模の拡大にブ

レーキがかかったとの指摘があります。確か

に、高齢化、担い手不足、国際化の進展等、現

状を考えますと、農地の集約による大規模化で

生産コストを下げ、競争力を高めることは急務

であり、日本の農業は変わらなければならない

のもまた事実であります。しかし、国土の地形

的な制約から耕作が容易でない中山間地等で

は、大規模化やコスト削減にはおのずと限界が

あり、小規模兼業農家が残らざるを得ないのも

また現実であり、それが今日までの日本農業を

支えてもまいりました。

同時に、ＪＡは、生活関連産業など、これら

農村社会を持続的に維持するための社会インフ

ラとして存在し、それなりの役割もまた発揮し

てまいりました。今回、中央会制度の改革で一

応の決着はつきましたが、准組合員制度につい

ては、法施行後５年間、利用形態や農協改革の

実行状況を調査した上で、是非を判断すること

となっております。このことは、本県農業やＪ

Ａの存続、ひいては農村社会の維持にもかかわ

る重要な問題であります。都市近郊型農業と中

山間地を多く抱える宮崎型農業とでは、その形

態に大きな違いがあり、同列に論ずるべきでは

ないと考えます。准組合員制度について、知事

の御見解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 農協の准組合員制度

は、地域の住民が農業に従事していなくても農

協を利用できる制度でありますが、特に中山間

地域においては、農協の金融機関やガソリンス

タンドなどが、地域住民の生活を支える重要な

社会基盤となっており、広く活用されているわ

けであります。また、農協が行う営農指導事業

は、それ自体が直接、利益を生み出すものでは

ありませんので、准組合員の利用により、経営

的に支えられているという側面もあるわけであ

ります。もともと准組合員制度が認められた狙

いとしては、信用事業等を初め、農協基盤の経

営を強固なものにして、農業の振興に資すると

いうところがあった。そのところに思いをいた

す必要があろうかと考えております。今後、准

組合員の利用が制限されますと、農協の経営の

みならず、住民の生活に大きな影響を及ぼすの

ではないかと懸念されるところであります。

○ 原正三議員 大きな懸念を感じるのは、我

々も同じであります。

３点目、郵政民営化後、いよいよ椎葉村では

特定郵便局が廃止されました。また、不可思議

な配達の例もあります。高千穂町からお隣五ヶ

瀬町への郵便物でありますが、一旦延岡市に運

ばれた後、再度五ヶ瀬町にＵターンして配達と

なるのだそうであります。郵便局にとっては、

トータル的に合理的な作業の流れなのかもしれ

ませんが、中山間地にとっては、どう見てもサ

ービスが向上したとは思えません。地方創生と

は、すなわち人口減少対策。人が住むから国土

が保全され、文化も継承され、麗しき日本国家

が存在するのではないでしょうか。大事な社会

インフラを喪失させることは、地方創生に反す

ることになると考えます。郵政民営化と同じ轍

を踏んではなりません。地方創生という観点か

ら、ＪＡの役割について、知事の御見解をお聞

かせください。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生、さまざまな
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側面があろうかと考えておりますが、本県が国

に提案した「真の地方創生を実現する「みやざ

きモデル」」におきましては、地方に安心して

働ける仕事をつくるため、農林水産業を核とし

たフードビジネスの推進を掲げているところで

ありまして、ＪＡグループには、その中心的な

役割を担っていただきたいと考えておるところ

であります。また、特に中山間地域におきまし

ては、農協が信用・共済・経済事業を総合的に

展開することによりまして、住民の生活や産業

を支えておりますことから、ＪＡグループに

は、地方創生を推進する上で重要な役割を担っ

ていただけるものと期待しているところであり

ます。

○ 原正三議員 ４点目であります。先ほども

述べましたが、農業は変わらなければなりませ

ん。ＪＡもまた本来の協同組合思想の原点に立

ち返り、時代を先取りした地域農業の発展に寄

与する、寄与できる組織となるよう、自己変革

が要求されます。期待されるＪＡ像について、

また、あるべき行政とのかかわりについて、知

事の御見解をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県農業・農村の振興

を図る上で、ＪＡグループが、それぞれの地域

においてその役割をしっかり果たしていただく

ことは、極めて重要であると考えております。

これからのＪＡグループには、マーケットイン

による販売力の強化、担い手の確保や規模拡大

による生産力の維持、また農作物のブランド化

や産地加工による付加価値の創出などの取り組

みを通じて、地域経済の原動力として機能する

ことを期待しているところであります。

また、高齢化や人口減少が加速化する中で、

住民生活の利便性が損なわれないよう、総合的

なサービスを展開する社会基盤としての機能強

化も求められているところであります。今後、

この大きな変革の時代を乗り切るためには、県

とＪＡグループが目標を共有いたしまして、こ

れまで以上に連携を図ることで、農業・農村の

振興に取り組んでいく必要があるものと考えて

おります。

○ 原正三議員 ありがとうございました。

次に、農地転用許可権限移譲について２点伺

います。地方分権改革で政府は、４ヘクタール

を超える大規模な農地転用の許可権限を、農相

との協議を条件に、国から都道府県に移譲する

との報道があります。農地を工業用地、宅地な

ど多用途に転用するため、必要な許可権限や手

続について、国の関与を大幅に見直し、地方に

委ねるというものでありますが、「これまでの

分権改革で特筆すべき改革だ」との全国知事会

の声明もあったとも聞いております。地方再生

が叫ばれる中、人口減少に対応したまちづくり

を自治体が自主性を持って進めていくために

は、都市計画上、土地利用に関する権限の移譲

は大変有効な方策であると考えます。

以下、２点ほどお尋ねいたします。

１点目であります。全国知事会とともに、地

方６団体からの強い要望もあったと聞いており

ますが、権限移譲によるメリットがあるのか、

また、運用上の問題はないのか、農政水産部長

の御見解をお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回の権限移

譲については、本年１月30日に閣議決定がなさ

れまして、本国会に法案が提出される予定であ

ると聞いております。閣議決定の内容によりま

すと、これまで国の許可とされていた４ヘクタ

ールを超える権限は、県に移譲されることにな

りますが、当分の間は国への協議が必要とされ

ております。県に移譲された場合のメリットと
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しては、国の審査が不要になることから、事務

処理期間の短縮が考えられます。県といたしま

しては、今後とも引き続き、農地法に基づき適

正な審査に努めてまいりますので、権限移譲さ

れても大きな問題はないものと考えておりま

す。

○ 原正三議員 ２点目であります。権限移譲

について、農林水産大臣が指定する市町村には

県と同様の権限を付与するとありますが、どの

ような自治体が考えられるのか、農政水産部

長、お願いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 閣議決定によ

りますと、大臣の指定する市町村については、

農地転用許可制度などを基準に従って適正に運

用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの

要件を満たしている自治体とされております。

○ 原正三議員 一律に農地に転用の規制をか

けることが、結果的には農地への無関心や耕作

放棄地を生むという矛盾、そういうものが存在

する中にあって、この権限移譲によって県の裁

量が何かふえるのかなと期待もいたしました

が、残念ながら、そうでもないようでありま

す。少しがっかりしましたが、「地方創生を

しっかりやるぞ」という国のメッセージである

との評価もあるようであります。しっかり運用

していただきますよう、また情報の伝達といい

ますか、そういうお知らせもしっかりまたお願

い申し上げて、次に移ります。

次に、エネルギー兼業農家についてでありま

す。農地から農作物以外のものを生産し、収益

を上げてはいけないのでしょうか。農地法で

は、生産性の低い農地や都市化が進んでいる農

地でなければ、太陽光への転用が認められませ

ん。確かに、優良農地の総量確保の観点から、

無秩序な乱開発・乱転用は決してあってはなら

ないことであります。守るべき農地はしっかり

守らなければなりません。しかし、規制ばかり

で持て余しぎみの使い勝手の悪い農地は、やが

て所有者の関心も薄れ、耕作放棄地となってい

くことは必定であります。

そこで、私は、このような農地については太

陽光を設置できないのか、再三質問してまいり

ました。それは、売電収入が、特に後継者の少

ない中山間地等においては基礎的収入源とな

り、畜産や米、ソバなどとの複合経営で安定し

た収入が得られ、若者の定着につながるからで

あります。おかたいお上の考えを変えることな

どままならず、悔し紛れに、髙橋議員ではあり

ませんが、方言で「どした、頭んかて人ばっか

いよ。こいが会社なら一気つぶるいが」―意

味はわからなかったかもしれませんが―など

と一人つぶやいたものでしたが、そうこうして

いるところにある本と出合いました。それは、

金子勝氏と武本俊彦氏共著「儲かる農業論 エ

ネルギー兼業農家のすすめ」と題した本であり

ます。エネルギー兼業農家、この言葉に私は大

変引かれました。不肖私がこれまでずっと言い

たかったことが、この一言に集約されているよ

うに感じたからであります。

以下、４点ほど質問いたします。

１点目、和むためにという髙橋議員の質問が

先ほどありましたが、本題に入ります前に、農

政水産部長にお尋ねいたします。再生可能エネ

ルギーは何次産業であるとお考えか、お考えを

お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業者が、第

１次産業である農業経営の一環として、太陽光

や水力などの豊かな地域資源を活用して発電事

業を行う取り組みは、６次産業の形態の一つに

分類されるのではないかと考えられます。
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○ 原正三議員 そのとおりですね。６次産業

です。正式な統計上の分類は第３次産業のよう

でありますが、気持ちを和らげるために聞いて

みました。確かに、自然エネルギーから電気エ

ネルギーを１次生産し、直流から交流に周波数

変換、いわゆる２次加工をして、３次で販売す

るわけでありますから、６次産業がいいと思い

ます。無限の可能性があるので、横８の字次産

業でもよかったかもしれません。もしかする

と、内部でかんかんがくがく、けんけんごうご

うの議論があったのかもしれませんが、お疲れ

さまでした。次に参ります。

気持ちが和らぎましたところで、本題に入り

ます。２点目であります。地方再生とは、まず

はそれぞれの地域に人が住むこと、住んでもら

うこと、減らさないこと、ふやすこと、呼び込

むことであります。変わりたくても変わりよう

もなく、所得の上がらない中山間地等では、後

継者は減る一方であります。売電収入を基礎的

収入源とする複合経営、エネルギー兼業農家に

対する農政水産部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問の農業

者が太陽光や水力などの再生可能エネルギーを

活用して発電を行う取り組みは、集落や地域内

で働く場が限られる中で、新たな農外所得の確

保につながる面もあると考えております。

○ 原正三議員 ３点目でありますが、「農林

漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネ

ルギー電気の発電の促進に関する法律」という

のが昨年の５月、施行されました。目的は、農

林漁業の健全な発展と再生エネルギーの活用促

進とを両立させるための方策とあります。国が

基本的な方針を定め、市町村が農山漁村の活性

化に関する基本計画を定めた場合、認定を受け

るというものであります。農地法や森林法、自

然公園法等の手続をワンストップ化し、簡素化

するなど、特例措置もあると聞いております。

地域の活性化につながると期待されますが、こ

の法律に対する認識と今後の取り組みについ

て、農政水産部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業者による

再生可能エネルギー発電の取り組みを促進する

ことは、農家の所得向上や地域活性化にもつな

がることから、県といたしましては、市町村、

農業委員会、発電事業者などを対象にした説明

会を開催し、法律の周知を図ったところであり

ます。現在、県内に、この法律に基づく計画を

策定している市町村はございませんが、引き続

き、必要な情報の収集及び提供に努めてまいり

たいと考えております。

○ 原正三議員 このことについては最後にな

ります。さて、法律もできました。国も地方再

生を重点課題としております。中山間地等で農

業を営む若者には、ある一定面積の特例転用を

認めるとか、地方再生の切り札として、エネル

ギー兼業農家の育成を推進してはどうかと思い

ますが、農政水産部長の御見解を再度お聞かせ

ください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県は、森林

資源等のバイオマスや水、土地などの資源が豊

富に存在し、再生可能エネルギー発電の高いポ

テンシャルを有していると認識しております。

しかしながら、発電量の変動が大きい太陽光発

電につきましては、出力制御システムの導入が

義務化され、売電ができない状況が発生するな

どの課題も有しております。このような状況に

はありますが、農業者などが再生可能エネルギ

ーによる発電を行うことは、売電収入による所
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得の向上や地域経済の循環も期待されますこと

から、適正な農地の利用が図られることを十分

留意しつつ、農山漁村再生可能エネルギー法に

基づき、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 実際は売電価格も下がりまし

たから、もうちょっと早ければいいんですが、

再生可能エネルギーに対する政策というのが、

経済産業省が担当だったのかもしれませんけれ

ども、どうもちぐはぐで、一生懸命やったら今

度は九電が受け入れられないとか、いろんな矛

盾があるようであります。いずれにしても、こ

のことについては、ややおくればせながら、そ

ういう法律もできたということでありますの

で、ひとつ前向きに取り組んでいただくと、

きっと何かが生まれるんじゃないかと思ってお

ります。ノーチャレンジ、ノーサクセスと申し

ますから、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

次に、予算、その中の研究費について伺いま

す。昨年も研究費については質問いたしまし

た。社会変化のスピードが速くなって、我々は

ついつい目前の課題対策に気をとられ、研究費

など成果がすぐに見えにくいものには、投資を

おろそかにしがちであります。次の世代をより

よい社会にしていくためにも、財政厳しき折で

はありますが、やがては成長産業となるべき新

しい芽を育て上げていかなければいけないと考

えます。例えば、マンゴーやキンカン「たまた

ま」、キャビアなどは、長年の地道な研究の成

果が実を結んだ結果ではないかと思います。

以下、２点ほど伺います。

１点目は知事に伺います。研究費に対する知

事の姿勢をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 県における研究開発、

大変重要な役割を果たしておるところでありま

して、例えば、総合農業試験場によります残留

農薬分析に関する研究が、島津製作所等との共

同によりまして、国の研究資金の獲得や「みや

ざきフードリサーチコンソーシアム」の設立に

つながったように、本県独自の技術の種を育

て、この種を呼び水として、県外から人・物・

金を獲得しながら、新技術・新製品の開発に取

り組み、県内産業への波及や新たな産業集積に

つなげることにあると考えております。

このように、本県の将来の発展を考える上

で、研究開発への投資というものは、極めて重

要であると考えておりますので、今後とも、長

期的な視点に立って、国等の研究資金の獲得も

含め、研究開発予算の確保に努めますととも

に、人材の育成確保にも努め、本県の強みであ

る農林水産業の成長産業化や中核的企業の育成

等につながる研究開発を推進してまいりたいと

考えております。

○ 原正三議員 次は、各部における試験研究

の成果と平成27年度に重点的に取り組む研究及

び予算の状況をお聞かせください。環境森林部

長、商工観光労働部長、農政水産部長にお願い

します。昨日も、わずかながら昨年アップして

いるということで、安心したところでありまし

たが、ことしはどうなのか、詳しく教えていた

だきたいと思います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 環境森林部に

おきましては、資源循環型林業の推進や県産材

の需要拡大を図るための試験研究に取り組んで

おりまして、これまでに、Ｍスターコンテナ苗

や杉材の接合に適したねじの開発、さらには、

大型木造建築物の低コスト化などの成果を上げ

ております。平成27年度につきましては、林業

技術センターにおいて、バイオマス燃料として
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の成長の速い樹種の育成技術など、８つの研究

テーマに取り組むこととしております。また、

木材利用技術センターでは、杉材のＣＬＴを用

いた大型木造建築物の接合部の開発など、12の

研究テーマに取り組むこととしております。

なお、両センターの平成27年度の予算につき

ましては、国の経済対策による「地域の元気臨

時交付金」を活用した事業を除けば、2.1％増の

約４億2,000万円となっております。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 工業技術

センター及び食品開発センターにおきまして

は、県内企業のニーズ等を踏まえ、試験研究に

取り組んでおりまして、これまで、携帯電話な

どの高性能化に貢献し、企業立地にもつながっ

た、ＳＰＧ技術を応用した世界最小のはんだ微

粒子製造技術や、焼酎の風味や生産性を向上さ

せ、新たな銘柄の確立に貢献した平成宮崎酵母

の開発などの成果を上げております。来年度に

つきましても、廃棄量の増加が予想される太陽

光パネルのレアメタルリサイクル技術の開発

や、宮崎オリジナルの新たな乳酸菌を用いた発

酵食品の開発など、22の研究テーマに取り組む

こととしております。

なお、産学官の共同研究を含めた当部の試験

研究関係予算額は、国の経済対策による「地域

の元気臨時交付金」を活用した事業を除け

ば、2.0％増の約７億円となっております。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業・畜産・

水産の３試験場における最近の主な研究成果と

しましては、世界一の残留農薬分析力を持つ新

分析装置の開発や、国際的なコンクールで高い

評価を受けたスイートピー「式部三姉妹」の育

成、夏場の家畜のためのヒートストレスメータ

ーの開発、品質の高いキャビア製造技術の確立

など、生産性や付加価値を向上させる革新的な

技術を開発し、普及に取り組んでおります。平

成27年度につきましては、宮崎大学等と連携し

た農作物の機能性成分の解析やお茶の無人摘採

機による24時間収穫技術、飼料用米や焼酎かす

などを活用した家畜の自給飼料給与体系の確

立、漁業者の操業効率化を図る海洋情報の高度

化などに取り組むこととしております。

なお、３試験場の平成27年度の予算につきま

しては、国の経済対策による「地域の元気臨時

交付金」を活用した事業を除けば、5.8％増の

約28億7,000万円となっております。

○ 原正三議員 ことしも３部門とも予算は伸

びているようでありまして、これが減っている

と、また知事といろいろ議論しないといけない

ところでしたが、お礼を申し上げ、頑張ってい

ただきたいと思います。一つ挙げますと、宮崎

酵母の開発と出ましたが、いろいろ聞いてみま

すと、宮崎の新酒もかなり出ましたけれども、

これに使っておられるんだそうで、宮崎の焼酎

が約1,000億円の出荷がありますけれども、鹿児

島と並んだというようなこともあって、しかも

焼酎というのは６次産業の最たるものでありま

すから、いろんなところに地道な研究の成果

が、事業化といいますか、企業化といいます

か、そういうところにも結びついているんだな

と感じているわけです。なかなか目立たないと

ころの仕事ではありますけれども、研究部門の

皆さん方にはぜひ頑張っていただいて、いい成

果をおさめていただくようにお願い申し上げ

て、また期待も申し上げたいと思います。

次に、同じ予算でありますが、企業立地につ

いてお尋ねします。報道によりますと、「上場

企業の2014年４月から12月期の経常利益は、昨

年同期に比べ７％ふえ、製造業では12％増と２

桁を維持し、全体を牽引した。合理化効果と円
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安の恩恵を受けて、自動車や電機などの好調が

目立った」とのことであります。また、積極的

な海外展開を進めてきた日本の製造業大手が、

円安の定着で国内生産回帰に動き出したとの報

道もあります。中国やベトナム、タイ、米国か

らの回帰だそうであります。東九州高速道路も

間もなく全線開通して、北九州まで４時間と

ちょっとという状態になります。本県の企業立

地環境も日増しによくなりつつあると考えま

す。

以下、６点ほど質問いたします。

まず１点目でありますが、知事就任後４年間

の企業立地の実績と評価についてお聞かせくだ

さい。知事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地は、雇用の確

保と地域経済の活性化に即効性のある重要な施

策でもありますので、私もアクションプラン

に、平成23年度からの４年間で立地企業100

件、5,000人の雇用創出という目標を掲げ、市町

村等と連携しながら、積極的な立地活動を展開

してきたところであります。この結果、現時点

で、企業立地件数は130件、最終雇用予定者数

は5,435人、このうち県外から新規に立地した企

業が37件、最終雇用予定者数は2,401人となって

おりまして、企業の海外展開が進行するなど、

厳しい立地環境ではありましたが、着実な成果

を上げることができたものと考えております。

今後、地方創生の動きが本格化する中で、企

業の地方展開の動きが活発化することも期待さ

れます。また、議員から御指摘がありましたよ

うな国内回帰の動き、そして東九州道などの交

通インフラの整備という追い風も捉まえて、こ

の機を捉えて、引き続き、企業立地活動に私み

ずから先頭に立って取り組んでまいりたいと考

えております。

○ 原正三議員 ２点目でありますが、知事

は、ちゃんと100件、5,000人という公約を果た

されたんですね。またさらに頑張っていただき

たいと思います。その意味で質問するんです

が、過去４年間の企業立地について、県外事務

所ごとの実績と立地業種の傾向について、商工

観光労働部長の御見解をお願い申し上げます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 過去４年

間に、県外事務所の対応により立地したのは36

件であります。これを管内別に見ますと、東京

が23件で約６割、大阪が６件、福岡が７件で、

それぞれ約２割となっております。また、その

業種についてでありますが、管内別に見ます

と、東京は、ＩＴ人材を地方に求める動きの活

発なインターネット関連やソフト開発等の情報

サービス関連産業が多くなっております。大阪

は、管内に自動車産業の集積する中部地方を含

みますことから、自動車関連の製造業が、福岡

は、南九州の拠点化を目指す大型物流センター

などの流通関連業が多い傾向にあります。

○ 原正三議員 次に移りますが、自動車を意

識した事業というのを昨年度から展開されてお

りまして、今年また、さらにそれを拡充してや

ろうとされているようでありますので、それぞ

れの個別の事業について聞きたいと思います。

自動車産業北部九州フロンティアオフィス運営

事業、１年になります。ここ１年間の実績と評

価をお聞かせください。商工観光労働部長、お

願いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 北部九州

フロンティアオフィスには、現在、４社が入居

しておりまして、アドバイザーとして委嘱した

大手メーカー社員の助言・指導等を受けなが

ら、各社は積極的に活動を展開しております。

また、国や大手メーカー各社などの関係者を招
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いての開所式や大手メーカー内で展示商談会を

開催するとともに、知事や副知事、さらには、

県議会からも議長にトップセールスを行ってい

ただきました。入居企業からは、大手メーカー

から直接サポートが受けられ、効果的な営業活

動が可能となったなどの高い評価をいただき、

各社ともメーカー関連企業との間で新たな取引

が成立するなど、県としても確かな手応えを感

じており、これらの取り組みをさらに推進して

まいりたいと考えております。

○ 原正三議員 実績ができつつあるようであ

ります。期待したいと思います。

次に、自動車関連産業取引拡大・ネットワー

ク拡充支援事業の内容及び県内自動車関連企

業、どういうものがあるか、数、事業内容等の

現状をお聞かせいただきたいと思います。商工

観光労働部長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） この事業

は、商談会の開催や県内企業36社等で構成され

る宮崎県自動車産業振興会が行うセミナーや製

造現場の視察など、企業間の交流・連携や受注

拡大に向けた活動等への支援を行うものであり

ます。

次に、県内自動車関連企業の現状であります

が、県の調べで67社・事業所が立地しておりま

して、各社はドアハンドルやスターターなどの

主要部品の製造に加え、生産設備の設計や製作

など、幅広い分野で自動車産業にかかわってお

ります。また、出荷額等につきましては、平

成24年の工業統計によりますと、自動車部品等

製造業の出荷額は451億円で、県全体の製造品出

荷額の約３％を占めており、従業者数は1,994人

となっております。

○ 原正三議員 ５点目でありますが、「企業

立地促進」フォローアップ強化事業、始まっ

て10数年になるかと思いますが、ことしは改善

事業となっております。その狙い、事業内容等

についてお聞かせください。商工観光労働部

長、お願いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） この事業

は、立地企業を県外に出さないことに加えまし

て、県内でさらに事業を拡大していただき、工

場増設や雇用の拡大につなげていただくことを

狙いとしております。具体的には、知事や職員

等が、本県への進出企業やその本社、親会社を

訪問しまして、意見交換を行うことで、より積

極的な増設の要請を行うことや、人材確保を一

層支援するために、大学や専門学校等に進出企

業から講師を派遣し、セミナー等の開催を通じ

て、業界のＰＲや人材の掘り起こしを行うこと

としております。さらに、本庁及び県外の３つ

の事務所に、「みやざき企業立地ワンストップ

ステーション」として窓口を設置し、企業立地

に係るさまざまな相談をそれぞれ１カ所で解決

できる体制を、強くアピールしてまいりたいと

考えております。

○ 原正三議員 県外ですが、３つの事務所に

ワンストップステーションをつけたということ

が、大きな今回の改善になったのかなと思って

おります。

６点目でありますが、県外から企業立地を推

進するためには、人脈等の活用を図ることが大

事だと思いますが、どのように取り組んでおら

れるのか。また、今後、重点的に取り組む産業

分野、はやり廃りがあると思うんですが、お聞

かせください。商工観光労働部長、お願いしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県外から

の企業立地を推進するためには、議員御指摘の

とおり、あらゆるネットワークや方法を駆使し
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ながら取り組む必要があると考えております。

このため、県といたしましては、市町村や関係

機関と連携しながら、本県出身者に関連する企

業への訪問や、各種展示会での情報収集に加

え、専門的な知識や人脈等を有する企業誘致コ

ーディネーター等の活用も図っているところで

あります。

また、今後につきましては、これまで重点的

に取り組んでまいりましたフードビジネス関連

産業や情報サービス産業、医療機器関連産業、

新エネルギー関連産業に加えまして、東九州自

動車道や港湾等のインフラ整備促進等を追い風

に、流通関連産業などについても積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 人脈という観点では、いろん

なところで、いろんな人が、いろんなつき合い

があって、会社の便覧なんかを見ますと、結

構、宮崎出身の経営者の方がおられたり、役員

に名を連ねておられたり、ここにいる議員の中

でも、同級生だったり先輩だったり後輩だった

りが、企業のいいポジションにいる。そういう

こともあるようありますので、ぜひ、より多く

のネットワークを活用して、効果ある企業誘致

に取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

昨日、中野 明議員が一般質問の中で、本県

内の従業員数はトータル的に減っているという

お話をされたように記憶しております。これま

で関係者の皆さんの努力によって、確かに立地

企業は日々増加してきているのは間違いありま

せんが、一方では、閉鎖・廃業していく企業も

あるわけでありまして、トータル的には、企業

はどんどん立地してもらう、企業は廃業あるい

は転出しないようにしていく、この差をできる

だけ小さくして、宮崎県全体の企業をふやして

いく、そのことによって技術を向上させていく

というのが必要だと思います。どうしても廃業

していかざるを得ない企業は仕方ないにして

も、そうであればこそ、より多くの企業を呼び

込むことが必要だと思いますので、お願いし

て、次に移ります。

最後になりますが、景気対策についてであり

ます。

県民の最大の関心事は、景気と雇用だと思い

ます。今月17日、新聞各紙は、「内閣府が発表

した2014年10月から12月期の国内総生産（ＧＤ

Ｐ）速報値は、年率換算で2.2％の増と、３四半

期ぶりにプラスに転じた。だが、全体の６割を

占める個人消費の持ち直しは力強さを欠いたま

まで、民需主導の経済成長に向けた課題は山積

している」と報道しております。最近、本県の

有効求人倍率も上昇、新卒者の就職内定率も

アップし、一部の業種によっては人手が足りな

いなどの声も耳にしましたので、実態はどうな

のかと思い、みやぎん経済研究所を訪問し、長

池常務にお話を伺いました。宮日新聞にも談話

が載っておりましたが、「本県経済はまだまだ

回復していない」旨のお話であります。

さて、知事は、産業雇用づくりを重点政策の

一つに掲げられ、「外貨を獲得し、県内経済の

好循環を生み出すための取り組みを強力に進め

る」と所信表明で述べられました。その取り組

みは大いに期待し、共感するものであります。

以下、６点ほど質問いたしますが、１点

目、26年度２月補正予算及び６月の肉付け予算

も含めた27年度のトータル予算における景気対

策のための取り組みについて、知事のお考えを

お聞かせください。例えば、ずっと前になりま

すが、生活関連枠というような予算もあったよ

うに記憶しております。よろしくお願いしま
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す。

○知事（河野俊嗣君） 景気は総じて回復基調

にありますが、地方の隅々まで実感するという

状況には至っていないということでございまし

て、引き続き、県内経済の活性化に積極的に取

り組む必要があると考えております。

このため、第１弾としましては、２月追加補

正予算におきまして、いわゆる地方創生交付金

を活用しました、割引旅行券の発行など消費喚

起のための取り組みや、地域経済を牽引する中

核的な企業の育成など、地方創生に向けた先行

的な取り組みを行うこととしております。

そして、第２弾として、27年度当初予算にお

きまして、骨格予算ではありますが、県内経済

への影響も考慮しまして、年間所要見込み額

の80％程度の公共事業費や産業・雇用づくりに

資する事業も計上しているところであります。

さらに、第３弾として、具体的な検討・議論

はこれからになるわけでありますが、肉付け予

算におきましても、景気回復をさらに後押しす

るための事業を計上していく必要があると考え

ているところであります。特に補正予算につき

ましては、国からの要請もあり、本県において

も経済対策の効果が広く行き渡るように、議決

をいただきましたら、早期執行に努めていくこ

ととしております。

○ 原正三議員 今の知事の答弁で注目すべき

は、第３弾として、景気回復をさらに後押しす

るための事業を計上していく必要があると、こ

こだろうというふうに思っておりますので、大

いに期待して、また、そのためには選挙があり

ますので、選挙当選して、６月議会でしっかり

また議論したいと思います。

２点目でありますが、本県の県際収支の額と

収支の上位、いわゆる稼ぎ頭と下位５業種につ

いてお聞かせください。また、外貨の獲得に向

けて、今後どのような産業を育成していこうと

しておられるのか、総合政策部長のお考えをお

聞かせください。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 「宮崎県県

民経済計算」の推計結果によりますと、本県の

県際収支は、直近のデータであります平成24年

度では、約4,217億円の赤字でございました。ま

た、業種別の収支につきましては、この県際収

支をベースとして、「平成17年宮崎県産業連関

表」における移出入額の業種別シェアを用いて

の試算になりますが、プラスの大きいものから

順に、上位５つとなりますと、電気機械製造

業、食料品製造業、農業、水産業、運輸業で

あった一方、マイナスが大きいものは、順に、

卸売・小売業、石油・石炭製品製造業、輸送用

機械製造業、一般機械製造業、サービス業と

なっているところでございます。

こうした状況の中、県際収支の改善や県内経

済の活性化のため、本県の特性を生かしたフー

ドビジネスや医療機器関連産業、観光関連産業

などの外貨を獲得できる産業の育成を進めてい

くとともに、再生可能エネルギー関連産業など

の地域資源を活用した産業の振興を進めてまい

りたいと考えております。また、今後、詳細に

本県の産業構造を分析し、より効果的な産業政

策のあり方について検討してまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 ３点目に入ります。今月22

日、東京マラソンが開催されました。２月２日

の読売新聞によれば、大会の経済効果は莫大な

もので、自治体の負担額―東京都ですね―

１億円に対し271億円とありました。ちなみに大

阪マラソンは、負担額２億円に対し139億円と

なっております。マラソン大会は、施設などの



- 287 -

平成27年3月3日(火)

ハードは基本的に不要で、集客力も高いことか

ら、地域経済への波及効果も期待されるように

なり、14年は全国で72大会、ことし新たに５大

会が新設されるとのことであります。スイカ食

べ放題の「給スイカ所」とかスイーツ食べ放題

の「給スイーツ所」のあるユニークな大会もあ

るということでありました。

本県最大規模のスポーツイベントになってい

る青島太平洋マラソン大会の概要、参加者数及

び経済効果についてお聞かせください。あわせ

て、大きな経済効果が期待されるほかのスポー

ツイベントも積極的に誘致すべきと考えます

が、商工観光労働部長の御見解をお聞かせいた

だきたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） まず、青

島太平洋マラソンでありますが、沿道から多数

の声援を受けられる市街地中心部を走るコース

など、参加者から大変好評を得ておりまして、

フルマラソンの部、約9,800人、10キロの部、

約1,700人など、総勢１万2,000人を超える方が

参加され、また、経済効果は、2013年の大会時

で約５億4,000万円となっております。第１回の

大会で裏方の一人として運営に携わりました私

といたしましても、ここまで大きな大会に成長

しましたことは、感無量であり、大変うれしく

思っているところであります。

次に、スポーツイベントについてであります

が、県内各地では、綾・照葉樹林マラソン大会

やロードレースin百済の里など、大小さまざま

なマラソン大会を初め、自転車の耐久レースや

ヒルクライム大会など、市民参加型の大会が数

多く開催されております。また、昨年度開催さ

れました女子サッカーリーグやプロ野球ファー

ム日本選手権などのプロスポーツ大会につきま

しては、多くの観客やマスコミ関係者も来県す

るなど、本県の地域経済の活性化や情報発信に

大きく寄与しております。このように、各種ス

ポーツイベントは、「スポーツランドみやざ

き」推進の大きな柱の一つでありますので、行

政と民間が連携・協力し、さらなる誘致に力を

入れてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 外貨を稼いで県内循環をよく

するための一つの方策だろうということで聞き

ました。東京の場合は、100数十億円ですから、

参加者も違うでしょうし単価も違う、あるいは

統計のとり方が違うのもしれませんが、できた

ら、もっともっとマラソン大会も経済効果が上

がって、ほかのイベントでも、いろんな観光客

も一緒に呼んで、県内の経済循環がよくなって

いけばいいなと思います。いろいろ裏方の話が

ありましたが、大変なんだろうと思います。ぜ

ひ、さらなる充実をお願いしたいと思います。

４点目でありますが、今や恵方巻きは節分の

日に、チョコレートはバレンタインデーに、当

たり前の食べ物となり、贈り物となりました。

そのどちらも、菓子メーカーなどの仕掛けが功

を奏してブームとなり、定着したと聞いており

ます。さて、農業県宮崎としては、恵方巻きや

チョコにかわる農産物で仕掛けをしてみてはど

うかと考えます。下手な鉄砲も数撃てば当たる

と言います。この際、お役所のおかたいイメー

ジを殻一つ破るような妙案を募ってみてはいか

がでしょうか。私からは、「父の日にキャビア

を」を提案いたして、農政水産部長の妙案をお

聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 記念日を活用

した農水産物の消費拡大を目指す取り組みが全

国的に広がっておりまして、本県においても、

これまでに「母の日にマンゴー」や「バレンタ

インにきんかん」などの企画を消費者の皆様に
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提案し、一定の成果を上げてきたところであり

ます。このように、記念日を活用し、商品の新

たなイメージを消費者にアピールすることは、

継続的な効果が期待できる取り組みであります

ので、私ではなかなか妙案が浮かばないところ

でありますが、情報発信力のある食品メーカー

や小売店などと連携を図ることで、御提案のよ

うな、本県農水産物の特徴を生かした、宮崎な

らではのアイデアを企画するなど、一層の消費

拡大に努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 部長から妙案がひょっこり出

てくるんじゃないかと思って期待していました

が、もしかすると、今、知事に妙案が浮かんだ

かもしれませんので、一通り質問が終わったと

ころで、もし妙案があれば、最後に言っていた

だいても結構ですから。

５点目に移ります。宮崎県を一つの会社に例

えると、県庁はさしずめ会社を運営する本社ス

タッフ部門ということになろうかと思います。

社長の河野さんは、当然トップセールスを常の

活動とするわけでありますが、スタッフの皆さ

んもまた、社長とは異なる次元で、所属部署に

かかわらず、折を見て自社を売り込んでいくこ

とが、一味違うセールス効果を発揮できるので

はないかと考えます。

調べましたところ、県庁全ての部局、知事部

局、教育委員会、警察、そして我々議会も含め

て、合わせて１年間に１万3,000泊余の出張外泊

がございました。例えば、１泊ごとに５人の方

に宮崎をアピールする―ゼロ予算とはいきま

せんが―チラシを配るとするならば、ちりも

積もれば山、いつかはそれなりの効果が出てく

るのではないかというふうに考えます。一人一

人が営業マン、宮崎を売り込むという意識・視

点を持って取り組むべきと考えますが、知事の

御見解をお聞かせください。先ほどの妙案もあ

れば、一緒に言っていただいても結構です。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎の魅力というもの

をしっかりと伝えていくこと、売り込んでいく

こと、大変重要であろうかというふうに考えて

おります。私もフェイスブックやツイッターな

どのさまざまな手段を使い、またいろんな機会

を通じて、本県の情報の発信に心がけておると

ころであります。県外のお客様がたくさんい

らっしゃるような大会・総会などで、しっかり

と宮崎のＰＲをするということもあります。例

えば、県外で行われた古事記のシンポジウムな

どで各県知事がいる中で、たまたま三重県知事

もおりましたので、あえて宮崎牛・松阪牛バト

ルを仕掛けたりとか、そのようなことも心がけ

たところであります。全ての職員が、さまざま

な機会、さまざまなツールを通じて、効果的に

本県を売り込む意識を持ちながら日ごろの業務

に臨むこと、大変重要なポイントであろうかと

考えておるところでございます。

例えば、頭韻を踏んで「ひな祭りに日向夏」

とかいうのはどうでしょうか、ということを今

思ったところでございます。

例えば、宮崎の世界一、日本一を集めた「宮

崎の１番」を整理するとともに、各所属が営業

する際のアピールポイントを取りまとめて、全

職員が共有できるようにというようなこともし

ておりますし、県外事務所やシンボルキャラク

ターみやざき犬のフェイスブックページ、また

宮崎牛２連覇や神話の源流をデザインした名刺

を活用するなど、各職員がさまざまなツールを

使ってＰＲできるような取り組みもしておると

ころでございます。

また、ことし、キャンプのシーズンに部内で

議論したんですが、キャンプのシーズンには多
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くのマスコミ関係者、観客の皆様が全国から来

られるわけであります。連日のように、宮崎の

キャンプの様子がメディアを通じて全国に発信

される、そういう機会を捉まえて、宮崎の魅力

をより発信する、そういう工夫も必要ではない

かと考えておるところであります。

今後も、職員に対し、積極的な情報発信の意

識を徹底させますとともに、どこにチャンスが

転がっているかわからない、それをしっかり見

きわめる、そういうアンテナを張っていくこと

も重要であろうかと思いますので、私みずから

先頭に立って、宮崎の多彩な魅力の発信に努め

てまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 「ひな祭りに日向夏」、１人

だけ井本議員から拍手がありましたけれども、

ありがとうございました。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 宮崎県議

会、自由民主党、十屋幸平でございます。

まず、河野知事の２期目の当選、おめでとう

ございます。きょうは日向から傍聴に来る予定

ですが、ちょっと早目に終わった関係か、まだ

おいでいただいておりません。おいおい来られ

ると思いますが、質問をさせていただきたいと

思います。今議会の質問も、いよいよ最後でト

リとなりました。私が大トリを務めさせていた

だきます。―ようやく見えました―午前中

は、髙橋議員から温かいお言葉をいただきまし

て、感謝申し上げます。私にとりましても、２

月定例県議会が宮崎県議会議員として最後の質

問となりますので、質問に入ります前に、私の

これまでの足跡や思いについて少し述べさせて

いただきたいと思います。御清聴よろしくお願

いいたしたいと思います。

私は、鹿児島県出身の父と山口県萩市出身の

母の間に、日向で生まれました。(「薩長連合や

が」と呼ぶ者あり)そこで、私は、今声がありま

したように、薩長連合の申し子と勝手に言って

おりますが、２歳でその父を亡くしました。そ

して、母は延岡出身の現在の父と再婚をして、

甲斐家の中に「十屋幸平」が一緒に暮らしてお

りました。このような生い立ちで、地盤、看

板、かばん、血縁もない私が、無謀にも平成７

年、統一地方選挙で日向市議会議員に立候補い

たしました。その動機について、少しお話をい

たしたいと思います。

結婚して間もないころ、財光寺南小学校のミ

ニバスケットボール少年団の保護者から、バス

ケットの指導を頼まれました。当時は仕事が忙

しく、私自身もバスケの選手としてプレーして

おりましたので、お断りをいたしました。翌

年、断り切れずに引き受けました。そして、12

年が過ぎ、厄年を迎えました。

私が住んでいます財光寺地区では、厄年に五

十猛神社の例大祭で、ひょっとこ踊りをして厄

を払う習わしがあります。そのとき、宮司に、

「人生についてレポートを提出しなさい」と言

われました。改めて、これまでの人生について

真剣に考えました。そのときに、ミニバスケッ

トボール少年団の子供たちが、高校、大学を卒

業しても日向市に帰ってきていないことに気づ

きました。今でいう地方創生の社会減に当たり

ます。この社会減の現状を何とかしたいという

思いで、日向市議会議員に立候補いたしまし

た。地盤、看板、かばん、地縁・血縁も少ない

私が、ミニバスケの保護者や同級生や友人、知

人、家族や妻の親族に支えられて、日向市民の

御支援・御協力のもとに初当選をさせていただ

きました。
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そして、議会活動では、企業誘致はもとよ

り、親、子、孫の３世代同居、行財政改革、一

昨日行われました日向ひょっとこマラソンＩＮ

日向岬では、実行委員長として３年間務め、当

時、県の補助金が100万削減されまして、非常に

苦しい運営でしたが、ハーフマラソンコースの

新設や、ランナーの時間計測のためのＩＣチッ

プの導入、ボランティアの充実、企業等からの

支援などに取り組み、そのほかにも新しい発想

で議会活動に取り組み、市議会議員を２期務め

させていただきました。

そして、さらに広いステージで、宮崎県の子

供たちが帰ってこられるまちづくりに取り組む

ために、人生の一大転機で、平成15年、統一地

方選挙で宮崎県議会議員に挑戦させていただ

き、日向市民の御支援と御協力で、市民の皆様

の負託を受けて初当選させていただきました。

同期の８名で一五会を結成いたしました。当時

を思い返すと、県議会棟の階段を一歩一歩踏み

しめて上がるたびに、身の引き締まる思いを思

い出しております。さらに、県議会議員のバッ

ジをスーツにつけていただくと、さらに県議の

重責を実感いたしました。

そのような中で、特に今でも印象に残ってい

るのは、何といっても６月定例県議会でのこと

です。松形県政の最後の議会で、私にとりまし

ても、松形知事と最初で最後の一般質問での議

論をさせていただきました。松形県政の総括、

スポーツランドみやざき、県体育施設の宮崎市

への一極集中、こども療育センターの県北への

設置、行財政改革、情報公開、ＰＦＩ制度の取

り組み、そして、県北民の意識がある「北は夕

暮れ」という言葉の認識と県土の均衡ある発展

について説明を求めました。

当時の県職員は、知事に気兼ねしたのか、

「北は夕暮れ」という言葉を使わないように

と、何度も私のところに説得に参りました。私

は、松形知事の全国植樹祭や昭和天皇ゆかりの

「みどりの日」の提案、そして特に国土保全奨

励制度の先見性と戦略、確固たる信念に基づい

た実行力に敬服いたしておりましたが、県北民

の代表として、「北は夕暮れ」という言葉を使

い、認識について松形知事に質問をいたしまし

た。今振り返ると、当時の担当職員さんは大変

困ったのではないでしょうか。

知事答弁は、「以前は「北は夕暮れ」という

言葉がありましたことは記憶いたしておりま

す」、しかし、その後、「東九州自動車道を初

めとする道路網や外国貿易の拠点である細島港

の整備、日豊本線の高速化など」云々とありま

して、「社会基盤の整備は着実に進んでおりま

す。―中略― 全国初めての公立五ヶ瀬中高一貫

校、地方拠点都市基金を活用した九州保健福祉

大の開設、日向市駅及び周辺の約90億円の整備

事業など」云々とありました。確かに、答弁の

ように、県北への道路等の整備状況や投資額や

さまざまな事業の取り組みを見ると、県内の均

衡ある発展に御尽力いただいたことが、現在の

県北の発展の礎を築いていただいたものと感謝

しております。

そこで、私は質問の最後に、松形知事へ「本

当に長い間、御苦労さまでした。そして、知事

を支えてこられた奥様に対して感謝申し上げ

て、私の質問とさせていただきます」と質問を

締めくくりました。すると、松形知事が想定外

に手を挙げられて、次のように答弁されまし

た。「締めくくりで家内まで感謝されまして、

感謝申し上げます。私は、均衡ある発展という

ことを終始24年間考えてまいりました」、中略

しますが、最後に「県北のさらなる発展を心か
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ら期待してお答えとさせていただきます」と締

めくくられました。当時の松形知事を初め、関

係部長の気配りや丁寧な答弁に感謝申し上げま

す。

それから激動の宮崎県政が始まり、安藤知事

の事件、「どげんかせんといかん」の東国原県

政での鳥インフルエンザの発生、そして、宮崎

県の畜産業界や県内経済へ大打撃を与えた口蹄

疫の発生、当時、環境農林水産常任委員長とし

て、中村議長の命により、県議会を代表して、

県の口蹄疫災害対策本部へオブザーバーとして

出席して、県や自衛隊、警察、ＪＡ、建設業協

会や畜産農家や畜産関係者、他の団体など、県

内市町村、県民との総力戦で、130日間の口蹄疫

ウイルスとの闘い、また、種雄牛の殺処分や避

難等、国との交渉の難航などを経験しました。

そして、「口蹄疫からの再生・復興」を旗印

に、河野知事へと県政がバトンタッチされて、

昨年末の選挙を経て、河野知事は２期目のスタ

ートを切りました。これまで、黒木知事、松形

知事お二人で、約50年間の県政を担っていただ

きましたが、私の県議会議員３期12年で４人も

知事がかわるという、宮崎県政にとって激動の

時期を経験させていただきました。

そして、間もなく発生して４年目を迎える未

曾有の東日本大震災で、多くのとうとい命が失

われました。また、福島第一原子力発電所が爆

発して放射能汚染が拡散し、住みなれたふるさ

とに帰れない避難民の方々の困っている状況が

現在も続いています。瓦れき処理問題では、河

野知事と県議会が激しく議論もいたしました。

東日本大震災からの復興には、まだまだ時間が

かかります。一日も早い復興を願っておりま

す。

このような口蹄疫被害や自然災害等の経験を

踏まえて、平成23年には、私も市民の皆様から

再度、心温まる御支援・御協力により県議会議

員としての負託を受け、３期目を迎える中で、

会派議員の賛同をいただきまして、副議長の要

職に推挙いただきました。そして、甚大な自然

災害や口蹄疫等の災害が発生した場合の対応と

して、宮崎県議会基本条例を策定する中で、全

国初の「大規模災害等への対応」を盛り込み、

県議会として迅速な対応ができるように政策立

案もできました。

また、本県は、口蹄疫からの再生・復興を合

い言葉に県民一丸となって取り組んでおり、政

府への要望・陳情等にも活発に活動してまいり

ましたが、私も外山議長の代理として、東九州

自動車道整備促進等の県政課題を政府へ要望・

陳情に参りました。当時、政権交代により、国

への要望・陳情の方法が従前と異なるシステム

になっておりました。宮崎県議会は全国議長会

の国土交通委員会に所属しており、委員長は志

村学大分県議会議長で、全国の道路整備等の要

望・陳情が、政府や大臣の方々に直接要望・陳

情活動ができず、大変困惑しておりました。そ

して、志村委員長の提案で、初めて委員会メン

バーが八ッ場ダムや佐伯の東九州自動車道の現

場を視察し、各県議会議長の皆様に丁寧な説明

をしますと、高速道路整備の必要性に御理解を

いただきました。

そのとき、志村議長との話で、「十屋さん、

東九州自動車道は完成が平成28年度以降の予定

だが、何とか平成26年度に完成させよう」と言

われました。しかし、正直、本当にできるのだ

ろうかと半信半疑でした。そして、決意を新た

にして、私も取り組ませていただきました。そ

のかいありまして、県民、国・県・市町村行政

や国会議員、県議会、市町村議会や道づくり女
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性の会、経済界など、さまざまな関係団体の努

力により、ことし３月21日、佐伯―蒲江間が開

通し、宮崎から大分までつながり、地域活性化

に大きく寄与するものと考えます。残るは南の

区間の整備が急がれます。そして、このように

県議会議員として、各委員長や各要職を経験さ

せていただき、また、幅広い人脈も築くことが

でき、今後の人生に大きく役立つものと考えま

す。

それでは、通告しておりました質問に入らせ

ていただきます。最後の一般質問ですので、前

向きな御答弁をよろしくお願い申し上げます。

知事の政治家を志した動機について伺いま

す。先ほども述べましたように、平成17年に宮

崎に総務部長として来られた河野知事は、西米

良の温泉「ゆた～と」で私とお話ししたことを

覚えておられるでしょうか。失礼ですが、まさ

か県政の重責を担う県知事になられるとは、私

は想像しておりませんでした。そして、先ほど

も申しましたように、平成18年12月に安藤知事

が辞任し、坂副知事を支えて御苦労され、平

成19年に東国原知事が誕生して副知事になり、

鳥インフルエンザの発生、追い打ちをかけるよ

うに口蹄疫が発生して、本県経済が大打撃を受

け、国との協議でも御苦労されたと思います。

このような宮崎県政の激動や御苦労を経験す

る中で、平成23年２月議会で、萩原議員の質問

の中で政治家になった心境を問われて、「愛す

る宮崎のために勇気を持ってその川を渡る決意

をした」と答弁されています。私が知事の立場

ならば、これだけ激動の県政を経験すると、国

に戻ることを考えたのではないでしょうか。河

野知事が政治家になると決意した心のうちをお

聞かせください。

次に、総合交通・物流対策について伺いま

す。本県経済が成長するための道具が一つそろ

いかけています。東アジア戦略においても、航

空路線や海上輸送も重要であり、一方で、国内

では、大消費地に遠い物流対策では、カーフェ

リーのリプレースも県政の重要課題でありま

す。そこで、総合交通の整備状況と今後の対応

について、どのような取り組みをされるのか、

知事に伺います。

次に、情緒障害児短期治療施設の状況につい

て伺います。国において各都道府県に最低１カ

所の設置が求められています、情緒障害児短期

治療施設が、私の地元日向市東郷町に、市内の

社会福祉法人によって設置されることとなり、

県内の情緒障がい児を持つ保護者や、情緒障が

い児にかかわっている児童養護施設や学校関係

者は、この施設に大きな期待を寄せているもの

と思います。また、この施設は、平成23年に廃

校となった東郷小学校の校舎を再利用すること

で、小学校の廃校で地域住民は寂しく思ってい

たところでありますが、校舎の有効活用で地域

の活性化にもつながり、大変有意義だと考えま

す。情緒障害児短期治療施設の整備状況につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、地方創生の基本的な考え方について伺

います。今議会でも、代表・一般質問で地方創

生の議論がなされました。答弁では、「本年９

月までに地方版総合戦略等が検討されているよ

うであります。本県の基幹産業である農林水産

業について、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の分野別取り組みとして、地域産業の競争力の

強化、農林水産業の成長産業化を推進する」と

述べられています。そこで、地方創生における

農林水産業の取り組みをどのように進めるの

か。地方創生交付金をどのように活用しようと

考えているのか、環境森林部長、農政水産部長
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にお伺いいたします。

次に、パラアスリート強化拠点の整備につい

て伺います。新規事業「ボッチャでパラリン

ピックを目指そう事業」が予算化されていま

す。これは、障がい者スポーツの振興や県民の

障がいへの理解促進のために創設されていま

す。大変よいことだと評価いたしております。

では、ボッチャとはどのようなスポーツなの

か。古代ギリシャの玉投げで、６世紀のイタリ

アで現在の原型が生まれています。ちなみに、

ボッチャとはイタリア語でボールという意味で

す。この競技は、ヨーロッパで生まれ、重度脳

性麻痺者、もしくは同程度の四肢重度機能障が

い者のために考案された、パラリンピックの正

式種目です。車椅子から白いジャックボール

（目標の玉）を投げて、赤と青のそれぞれ６球

を投げたり、転がしたり、他のボールに当てた

りして、白い球にいかに近づけるかを競う競技

です。ボールを投げることができない障がい者

は、スキーのジャンプ台の形をした雨どいぐら

いの小型のランプスを使い転がします。

国のスポーツ基本法では、新たに障がい者ス

ポーツの推進が明記され、今後は、健常者トッ

プスポーツと障がい者トップスポーツの連携・

協働を推進し、我が国のトップスポーツの国際

的競技力の向上を図ることが求められていま

す。そこで、日本スポーツ振興センターの調査

研究で、障がい者スポーツを支援する拠点とし

て、九州では宮崎大学が候補地に挙げられてお

ります。このことを東京オリンピック・パラリ

ンピックの合宿誘致などに積極的に生かしては

どうかと考えますが、知事の考えをお伺いいた

します。

次に、地方創生の人材育成の基本的な考え方

をお伺いします。地方創生の「ひとの創生」で

は、「地方へ新しい人の流れをつくる」の中

で、地方大学等の活性化が施策として述べられ

ており、それが実行されれば、地方創生に大い

に役立つものと考えます。それには、人材育成

のしっかりとした理念が大切だと思います。そ

こで、地方創生を担う人材育成に対する教育委

員長の考えをお伺いいたします。

次に、防災士の資格取得について伺います。

防災士は、平常時には、自分の身の周り、家庭

の防災・減災対策の実施、地域や企業における

防災意識の啓発活動、訓練・研修などの実施や

参加、災害時は、消防、警察、自衛隊などの公

的支援が到着するまで、被害の軽減を図り、消

火活動や救助活動、避難誘導などを行う。災害

発生後は、自治体など公的組織や防災ボラン

ティアと協働し、避難所運営や被災者支援活動

を行う。このように防災士は、平常時から災害

時、発生後と、幅広い活躍が期待されておりま

す。東日本大震災では、学校などで子供たちの

とうとい命が奪われました。教育委員会では、

平成24年、25年と２カ年で、教職員の345名が防

災士資格を取得されており、県内各学校で活躍

されております。そこで、教職員に防災士の資

格取得を推進していただきたいと考えますが、

教育長の考えをお伺いいたします。

次に、県民の安心・安全について伺います。

警察本部長は防災士について御理解いただいた

と思いますが、災害時の警察の一番の任務は、

人命救助や避難誘導など多岐にわたり、東日本

大震災では、被災者の方々に頼られる存在であ

りました。防災士が有する防災に関する知識や

技能は、平常時から災害発生後にも大変役立つ

と考えます。そこで、警察官の皆様が、県防災

士ネットワークと連携して、知識や技能を身に

つけ、地域住民に対する防災意識の啓発活動に
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ついてどのように取り組まれるのか、警察本部

長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りの質問

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〕 お答えしま

す。

初めに、政治家を志した理由についてであり

ます。私は、地方自治を志し、地方を活性化し

ていくことで我が国の発展に貢献したい、その

ような思いで自治省での仕事を選び、国、霞が

関や県庁、市役所、それぞれの現場で行政経験

を積んでまいりました。本県では、総務部長、

副知事として職務に取り組んできたところであ

りますが、多くの方々と出会い、語らう中で、

豊かな自然環境に育まれた人情味豊かで優しい

県民性を愛する気持ちは誰にも負けないと思う

ようになり、宮崎が私にとって第二のふるさと

となったわけであります。

そして５年前、本県が口蹄疫による深刻な影

響を受け、かつて経験したことのない難局に直

面し、今こそ県民の皆様の力を結集しながら、

愛する宮崎の再生・復興に取り組んでいかなけ

ればならない、私がその先頭に立って皆様を

引っ張っていきたいという強い思いを抱いて、

我が身をなげうつ覚悟で、また退路を断って決

断いたしたところでございます。この決断を後

押ししたもの、つらつら考えてみますと、３つ

ほどあろうかと思います。

１つは、私が座右の銘として掲げております

「ノブレス・オブリージュ」という言葉がござ

います。もともとは高い身分に伴う義務という

意味でございますが、身分制のない今となって

は、しかるべき役割を果たすべき立場にある

者、また、そういう機会に恵まれた者は、しっ

かりとその義務を果たしていく、そのようなも

のということで、覚悟を求める言葉として自分

は受けとめておるところでございますが、まさ

に当時、宮崎が置かれた状況、そして自分が果

たすべき役割というものを、「ノブレス・オブ

リージュ」の言葉のもとに自覚したところでご

ざいます。

また、２つ目としましては、さまざまな先学

者・先人の姿勢であります。この議会でも、小

村寿太郎、伊東マンショ、岩切章太郎、さまざ

まな先人の取り組みが紹介されておるところで

ございますが、特に私が尊敬する上杉鷹山公で

あります。高鍋秋月藩主の次男として生まれ、

米沢藩主についた鷹山公、代表的な「伝国の

辞」に示されました政治哲学等、強い信念のも

と、ただひたすらに藩民のために、みずから先

頭に立ち、幾多の困難にも粘り強く立ち向か

い、藩政改革をなし遂げられたわけでありま

す。決して米沢藩に生まれ育ったわけではござ

いませんが、強い信念のもと、そういうすばら

しい業績を果たされた。自分としても大いにそ

の姿勢に学びたい、そのような思いもあったと

ころでございます。

３点目としましては、余りこのようなところ

で申し上げるのは恐縮でありますが、妻の存在

であろうかと思っております。出会ったときは

外交官志望であった私が、自治省、そして今は

政治家へということで、それぞれ新しい道に挑

戦するのを嫌がることもなく受け入れて、とも

に歩み、そして今や私以上に引っ張ってもらっ

ているような状況でございまして、そのような

ものに押されながら決断をし、私の前にあった

大きな川を渡る勇気を持つことができたのでは

ないかなと考えておるところでございます。２

期目に当たりましても、県民の皆様から多くの
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負託をちょうだいしたところでございまして、

初心を忘れることなく、宮崎の発展のために、

これからも全身全霊で取り組んでまいりたい、

そのように考えておるところでございます。

次に、総合交通網の整備についてでありま

す。本県の持続的な成長のためには、経済活動

や地域間交流を支える総合交通網の充実が大変

重要であります。新たな交通インフラといたし

ましては、東九州自動車道の佐伯―蒲江間が開

通する予定であり、本県と大分県がいよいよ高

速道路で結ばれるわけであります。今後は、残

る東九州自動車道の日南―串間―志布志間や、

横軸である九州中央自動車道などに全力を注い

でまいります。

公共交通機関につきましても、着々と進展し

ており、陸上交通におきましては、延岡―宮崎

間の東九州道開通に伴う高速バス「ひむか」の

運行開始に加え、この春には、宮崎―大分間の

高速バスが運行を開始し、高速バスネットワー

クがさらに広がることとなります。また、こと

しの秋には、鉄道とバスにＩＣカードが導入さ

れる予定でありまして、県民はもとより、県外

観光客の利便性向上にもつながるものと考えて

おります。

海上交通では、本県と関西圏を直接結ぶ長距

離フェリーが神戸航路へ変更となり、旅客・物

流ともに好調に推移しているところであります

が、今後、航路を支援する協議の場を設けるな

ど、さらなる利用促進を図ってまいりたいと考

えております。また、大型クルーズ船の受け入

れ態勢も進んでおるところであります。

航空交通では、台北線が増便されるととも

に、３月28日には、本県と香港を結ぶ国際定期

路線が開設されることとなっておりまして、本

県の航空ネットワークが一層充実し、東アジア

地域とのさらなる交流の促進が図られるものと

期待しております。本県の地方創生を実現して

いくため、成果を上げていくために、今後と

も、ハード整備のみならず、利便性の向上など

総合交通網の充実に力を入れていきたいと考え

ております。

最後に、東京オリンピック・パラリンピック

についてであります。

日本スポーツ振興センターでは、競技性の高

い障がい者スポーツの競技力向上を目的とした

調査研究を実施しております。その報告書の中

で、障がい者アスリートを支援していくために

は、障がい者の特性を考慮した支援拠点が各地

域に必要であると示されておりまして、九州エ

リアの支援拠点の連携先として、宮崎大学が候

補として挙げられているところであります。こ

れは、スポーツキャンプ地としての特性を生か

して選手のメディカルサポートを行うなどの、

県と宮崎大学の連携が評価されたものと受けと

めております。

今後とも、今回の評価を生かしながら、宮崎

大学を初め関係機関との連携をさらに深めてま

いりたいと考えておりますし、本県では、既に

西都市でパラサイクリングの合宿なども行われ

ております。また、先日、みやざき大使をお願

いした増田明美さんから、本県の温かい県民性

等を生かし、また教育効果を考慮すると、パラ

リンピックに力を入れていくことは、大変重要

な取り組みではないかという御示唆もいただい

ておるところでありまして、オリンピックはも

ちろん、パラリンピック競技種目の合宿誘致等

にも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〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えします。
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情緒障害児短期治療施設についてでありま

す。情緒障害児短期治療施設の設置につきまし

ては、情緒障害を有する処遇困難な児童が増加

する中、本県児童福祉行政における長年の課題

でありましたが、このたび、設置主体である社

会福祉法人や地元日向市、地域住民を初め多く

の関係者の深い御理解と御協力を得て、ようや

く開設されますことは、まことに感慨深いもの

がございます。現在、建物の改修工事が完了

し、心理士や児童指導員等の必要な職員も確保

され、４月の開設に向け、準備が順調に進んで

いるところであり、また、施設内に設置される

小中学校の分校につきましても、日向市教育委

員会において、開校の準備を進めていただいて

いるところでございます。

この施設は、情緒障がい児を受け入れる県内

初の専門的な施設でありますことから、県とい

たしましては、児童相談所を中心に、学校や医

療機関、児童養護施設等の関係機関と緊密な連

携を図りながら、適切な児童処遇や円滑な施設

運営が行われますよう、しっかりと支援してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○環境森林部長（徳永三夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地方創生の取り組みについてであります。環

境森林部としましては、本県の豊かな森林資源

を活用して、「伐って、使って、すぐ植える」

という宮崎ならではの林業の循環システムを確

立し、中山間地域、特に山村地域の雇用の場の

確保と所得の向上に向けた対策に取り組むこと

としております。このため、本議会でお願いし

ております、いわゆる地方創生交付金を活用

し、川上対策として、木質バイオマス燃料の効

率的な集荷・輸送等を支援する「森林バイオマ

ス供給担い手拡大対策事業」に取り組みますと

ともに、川下対策として、本県の玄関口であり

ます空港や駅等の公的スペースの木造・木質化

を支援する「みやざ木おもてなし推進事業」等

を実施していくこととしております。このよう

な取り組みを通じまして、本県林業を成長産業

として前に推し進め、山村地域の振興はもとよ

り、本県経済の活性化につなげてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（緒方文彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地方創生の取り組みについてであります。農

政水産部といたしましては、新しい時代を担う

強い農水産業の産地づくりを加速させることに

より、地方創生を推進してまいりたいと考えて

おります。具体的には、マーケットインによる

契約販売の強化、農地の集積や漁場の造成等に

よる生産性の向上、高い経営感覚・技術力を備

えた人材の育成などに着目した産地構造の改革

を、関係団体とも協力しながら、総力を挙げて

進めてまいります。このような考え方をもと

に、いわゆる地方創生交付金につきましては、

本議会において12の事業をお願いしております

が、例えば「地域が輝く農村ビジネスモデル創

造事業」では、産地や地域の資源を生かした新

しいビジネスを、計画策定から事業化までの各

段階できめ細かに支援し、農業を核とした地方

創生のビジネスモデルを創出するなど、地域産

業の活性化と雇用の確保を図ってまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育委員長（島原俊英君）〔登壇〕 お答え

いたします。

地方創生を担う人材育成についてでありま

す。国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

に示されておりますとおり、地方創生の中心
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は、「まち」づくりにリーダーシップを発揮

し、みずから「しごと」をつくりだす「ひと」

であると考えております。また、その「ひと」

とは、「どういう生き方をしたいか」という

しっかりとした目的意識を持ち、夢や志を描く

ことができる「ひと」であると考えています。

そして、そうした「ひと」になるためには、

自己肯定感や、しっかりとした人生観、勤労

観、時代認識などを身につける必要がありま

す。また、地域に密着した課題を意識し、現場

で自分の頭でとことんまで考え、具体的な行動

に結びつけ、解決する力をつけることが、世界

で活躍できる考え方や行動力にもつながるので

はないでしょうか。これは、まさに学校が求め

るキャリア教育の目指すところでもあります。

私としましては、企業人でもある立場を生かし

て、社会や人の役に立ち、時代を切り開く人材

づくりに、キャリア教育を軸としながら取り組

んでまいりたいと存じます。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

教職員に防災士の資格を取得させる取り組み

についてであります。東日本大震災など、さま

ざまな災害の被害の甚大さに学び、防災教育を

推進するためには、各学校に防災士など核とな

る教職員を養成しておく必要がある、また、少

なくとも県立学校だけでも１名は防災士を置き

たいと考え、平成24年度と25年度に防災教育指

導者養成研修会を実施し、県内の教職員の中か

ら345名の防災士の有資格者を養成いたしまし

た。このことに加え、県内の全公立学校と希望

される私立学校の担当教職員を対象に、学校安

全指導者研修会を常在危機の意識を持って毎年

毎年実施し、教職員の防災に関する知識・技能

の向上や防災意識の高揚を図る役割を果たす各

学校のリーダーの養成に取り組んでいるところ

であります。今年度は、防災教育指導者養成研

修会は実施いたしておりませんが、今後も、一

人でも多くの教職員が防災士の資格取得を目指

すよう、積極的に啓発していきたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（坂口拓也君）〔登壇〕 お答え

します。

防災士ネットワークにつきましては、防災に

関する知識と技能を修得の上、地域の防災リー

ダーとして寄与されており、昨年４月には、Ｎ

ＰＯ法人化され、活動基盤の強化を図られたと

伺っております。県警は、災害に関する教養・

訓練等を行い、発生時に即対応できるようにし

ておりますが、防災講和や地域住民参加型の訓

練など、県民の防災意識の向上を図るための啓

発活動等も重要でありますことから、地域のリ

ーダーである宮崎県防災士ネットワークの皆様

とは、日常的に連携しながら、防災対策に取り

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〕

○十屋幸平議員 御答弁ありがとうございまし

た。知事の心のうちというのを３つ聞かせてい

ただきまして、やはり最後の妻の存在というの

が一番なるほどと思いました。我々議員も、家

内なり妻がいないと、なかなか１人では活動で

きないという現状もありまして、思いを一緒に

するところがございました。そして、大きな川

を渡るという決断をしたということが、非常に

宮崎県政にとって、先ほどもありましたけれど

も、これまでの１期交代の知事であったという

ことから、安定した県政運営ができる状況によ

うやく戻ったということで、今後とも、二人三

脚で頑張っていただければと思っております。

平成27年3月3日(火)
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総合交通については、いろいろ、空、海、そ

れから列車も「ななつ星」が走ったりして兆し

はいいと思いますが、物流を考えますと、これ

までの議論がありましたように、どうしてもカ

ーフェリーのリプレース問題というのは避けて

通れない。協議の場を設けるということであり

ますので、前向きに取り組んでいただけると思

うんですが、鹿児島県では、何百億というのを

銀行が融資したりとか、そういう声もうわさ話

で聞こえてまいります。ですから、県がリード

して、財政的なことも含めて何か行動を起こさ

ない限りは、なかなか２隻で120億というのは、

前の議会でも出ましたように大変な額でありま

すので、そのあたりは協議の場を持って、しっ

かりと、カーフェリーを支えることイコール、

宮崎の農林水産物も含め、いろんな産業の物流

を支えるという視点を持って取り組んでいただ

きたいなと思っております。

それから、スポーツ振興センターのパラアス

リートの拠点の取り組みですけれども、増田明

美さんが言われたように、今、オリンピックと

パラリンピック、イコールでありますので、そ

れを宮崎がいち早く姿勢を示すことによって、

いろんな―サイクリングも何かあったという

ことで、特別委員会でも調査させてもらいまし

たけれども、そういうことを含めると―相乗

効果が出てくると思いますので、ぜひ積極的に

取り組んでいただきたいなと思っております。

あと、農林水産業につきましては、ここに書

いてあります地方創生の取り組みをしっかりと

取り組んでいただくことが、まずは一番だと思

います。特に、林務は今から、「陽のあたる坂

道」じゃないですが、日が当たってまいると思

いますけれども、苗の問題等も今議会でもいろ

いろと議論があったようであります。そのあた

りの苗木の問題等も含めて、バイオマス発電と

か、いろんなことがありますので、しっかりと

取り組んでいただければと思います。

それから、情緒障がい児の施設につきまして

も、ようやく日向にできましたので、これから

一層そこを御活用いただいて、子供たちのため

に、いい環境のもとで取り組まれるようにお願

いしておきたいと思います。今回、再質で、ど

うのこうのではなくて、お願いすることが多い

かと思いますが、お聞きいただきたいと思いま

す。

それから、先ほど、教育長、教育委員長の熱

い思いは十分に伝わってまいりましたので、

しっかりと取り組んでいただければよろしいか

と思いますし、また、教育長、積極的に防災士

の啓発活動をしていただきたいと思います。345

名、取っていただきましたけれども、10年先か

何年先かわかりませんが、だんだん少なくなっ

ていくと思いますので、そのあたりは常にある

程度循環していただいて、常に各学校に１人な

り２人がいていただくようにお願いしたいと思

います。これは市町村教育委員会との連携も図

らないと、なかなか上から押しつけるというこ

とではできませんので、そのあたりは十分私も

理解しておりますが、そういうことも含めて

やっていただければと思います。

それでは、次の新幹線についてお尋ねしたい

と思います。新幹線といえば、４年前、九州新

幹線が全線開通して、西九州が活性化し、今

月14日には、東京から金沢まで北陸新幹線の開

通間近であります。北陸地方の住民が、地域の

活性化に大いに期待を寄せています。このよう

に新幹線は、交流人口の増加など、経済波及効

果が大いに期待できると考えます。

ところで、私が新幹線に乗車したのは、小学
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校４年生であります。祖母が東京と大阪に住む

子供のところに行くときに、私も連れていって

いただきまして、東海道新幹線「こだま」に乗

りました。宮崎の田舎ではとても信じられない

スピードと乗り心地のすばらしさを、子供なが

らに実感いたしました。そして、宮崎では、よ

うやく東九州新幹線構想が議会でも議論される

ようになりました。この時間差はいかんともし

がたいと感じますが、私はぜひ夢の新幹線を実

現していただきたいと思います。そこで、東九

州新幹線の実現に向けて、知事の決意をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 東九州新幹線の整備

は、財源の問題も含めてさまざまな課題もあ

り、また大変時間のかかる取り組みであろうか

と思いますが、鉄道の高速化としての機能だけ

ではなく、地域のあり方そのものを変える力が

ありますことから、宮崎県が大きく発展するた

めには、ぜひとも必要なものと考えておりま

す。これまでも毎年のように要望活動を行って

おりながら、実質的には冬眠状態であったわけ

でありますが、今御指摘がありましたように、

いよいよ金沢まで、さらにはいずれ札幌にまで

新幹線が延びようとする、そのような状況に

あって、本県としても大きな夢として掲げて取

り組んでいくべきではないか。そのような思い

で、私が会長を務めております「東九州新幹線

鉄道建設促進期成会」におきまして、昨年度の

特別講演会や本年度の「東九州新幹線鉄道シン

ポジウム」などの開催によりまして、いわば新

たなスタートを切ったと考えておるところであ

ります。

また、たまたまでありますが、国土交通省の

担当課長は、私の大学時代の同じクラス、同じ

ゼミの人間でもありまして、たびたび彼のとこ

ろに行って話をするわけでございます。財源も

ないし難しいという言葉を聞いておりますが、

先日、国土交通省に要望に参りましたとき、鉄

道局長にもお会いしたところでありますが、現

在建設中の整備新幹線の次の動きに備えて、機

運を高めておく時期にあるのではないか、その

ようなお話もいただいたところでございます。

今後とも、県内の機運醸成はもとより、県外の

自治体などとも幅広く連携し、県民の皆様から

も御意見をいただきながら、一歩ずつ、将来の

夢の実現に向けて、力を入れて取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 県内においても、機運の醸成

はまだまだでございますので、そのあたりは県

として引っ張っていただく。それから、もう一

つは、先ほどちょっとありましたが、政治力と

いうのも欠かせないところだと思いますので、

そのあたりも踏まえて取り組んでいただきたい

と思います。

次に、南海トラフ巨大地震対策についてお伺

いいたします。これまで多くの議員が議論して

まいりました。私も平成25年に、高知県を調査

して、災害対策の先進地としての取り組みを本

県も取り入れるべきではないかと提案させてい

ただきました。今議会でも、各市町が設置する

避難タワーや複合施設整備等への県の支援につ

いて、西村議員が質問いたしました。答弁で

は、「今後、支援のあり方について検討してま

いりたい」と言われております。知事は、よく

常在危機と言われますが、いつ、いかなるとき

に災害が発生するかわかりません。知事の英断

を期待して、各市町への支援について、知事の

考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震、

また津波対策に関しましては、国、県、市町
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村、それぞれがしっかりと役割分担しながら、

スピード感を持って取り組んでいこうと、基本

的な考え方のもとに進めておるところでござい

ます。市や町が設置する津波避難施設について

も、県もさまざまな取り組みをしてまいりまし

た。例えば、関係各県知事とともに、市町村の

財政負担を軽減することを主な目的としまし

て、法律の制定を国に対して強く要望してきた

結果、平成25年11月に南海トラフ地震対策特別

措置法が成立したということもございます。

また、法律成立後においては、平時でも活用

できる機能を持つ複合型の施設も、特例措置

（補助率かさ上げ）の対象となるよう、国の中

央防災会議の場で議論していただくとともに、

私も防災対策会議の委員の一人として強く要望

してきたところでありまして、昨年６月に内閣

府の西村副大臣が来県された際にも、直接要望

させていただき、実現に結びついたところであ

ります。また、防災施設の整備のために活用で

きる防災のための特別な起債―地方債につい

ても、その存続について要望したところでござ

います。

現在、沿岸の市や町では、この法律に基づく

特例措置、またいろんな財源措置を活用しまし

て、津波避難タワーや複合型の施設などの施設

整備を行うため、計画の作成が進められている

ところであります。その内容が徐々に明らかに

なってきたところであり、それぞれの市・町の

負担のあり方についても、数字というものを含

めて見えてきたところであります。今後とも、

国に対して必要な財源の確保を要望してまいり

ますとともに、県としましても、市や町に対す

る支援について検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 先ほど、知事の答弁で、スピ

ード感を持って取り組むということをお答えい

ただきまして、前向きに取り組んでいただくと

いうことと、それから今、支援について検討し

てまいりたいということでお答えいただきまし

て、ありがとうございます。私が住んでいます

日向市だから特別なことではないんですけれど

も、待ったなしの時期に来ていますので、２月

議会は骨格予算でありますから、６月の定例議

会には、肉付け予算としてしっかりと取り組ん

でいただくように強く要望させていただきたい

と思っております。先ほどの答弁で、検討して

まいるということでございますので、期待して

おります。よろしくお願いします。

質問時間もなくなりましたが、最後に、こと

しで退職される県職員の皆さん、長い間、御苦

労さまでした。今後の人生の御活躍を御祈念申

し上げます。

私も今期限りで勇退させていただきます。こ

れまで12年間、県議として務めさせていただき

ましたのも、先輩議員、同僚議員、そして、こ

れまで、知事を初め県職員の皆様や議会事務局

の皆様、また民間の各団体の皆様、そして、毎

朝、温かいお茶を出してくださる自民党控室の

皆様により、御指導、御鞭撻を賜り、心より感

謝を申し上げます。そして、きょう、先ほど傍

聴に来られた後援会の皆様を初め、支持者の皆

様など、多くの方々に支えられてまいりまし

た。本当に感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。

最後になりますけれども、言葉では言い尽く

せない苦労をかけた妻を初め家族にも支えられ

て、きょうの私があります。心より感謝してお

ります。

結びに、本議場の議員の皆様が再度、宮崎県

勢発展のために御尽力できますことを願い、ま
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た、河野知事を初め職員の皆様が「みやざき新

時代」を築くように頑張っていただくことを願

いまして、宮崎県議会議員十屋幸平として、県

議会での全ての質問を終わります。御清聴あり

がとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○福田作弥議長 次に、今回提案されました議

案第１号から議案第78号まで及び報告第１号の

各号議案を一括議題といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 日本共産党の前屋敷恵美で

ございます。今議会に提出されました議案につ

いて、通告のもとに質疑を行います。

まず、議案第１号「平成27年度宮崎県一般会

計予算」について伺います。

歳入において、県税収入の増収について、地

方消費税、法人事業税及び個人県民税の収入額

と前年度と比較しての増収額、また、増収の主

な要因についてお聞かせください。総務部長、

お願いいたします。

○総務部長（成合 修君） 地方消費税の収入

額は、144億3,057万8,000円、前年度比148.6％

と見込んでおります。これは、税率の引き上げ

の影響が平年度化することによるものでありま

す。

次に、法人事業税は、161億7,239万3,000円、

前年度比127.8％と見込んでおります。これは、

税制改正により、国税である地方法人特別税の

一部が法人事業税に復元され、税率が引き上げ

られたことによるものであります。

最後に、個人県民税は、276億190万円、前年

度比102.3％と見込んでおります。これは、課税

対象となります26年分の所得の増が見込まれる

ことによるものであります。

○前屋敷恵美議員 では次に、使用料・手数料

についてですが、高等学校授業料の徴収額と対

象人数について、学年別にお聞かせいただきた

いと思います。教育長、お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 高等学校授業料につ

きましては、平成25年度までは不徴収としてお

りましたが、平成26年度から、新入生が授業料

徴収の対象となり、当初予算における対象人数

は、入学予定として見積もった8,149人、徴収額

９億1,303万2,000円となっております。

平成27年度当初予算案では、授業料徴収対象

が学年進行により２年生まで拡大しましたの

で、対象人数につきましては、１学年が入学予

想者数7,997人、２学年は前年５月１日の在籍者

数7,901人で、合計１万5,898人、徴収額につき

ましては、１学年８億9,897万7,000円、２学年

８億9,389万9,000円、合計17億9,287万6,000円

を見込んでおります。

○前屋敷恵美議員 次に、医療・福祉関連の事

業・施策について４点伺いたいと思います。福

祉保健部長にお願いいたします。

まず第１は、放課後児童クラブ事業につい

て、新年度からは６年生までの全学年が対象に

なります。今回、３億8,700万円が予算化されて

おりますが、現状と新たな見込み数など、その

対応についてお聞かせください。

２つ目に、地域医療介護総合確保基金６

億3,100万円についてです。基金を活用して行う

事業と目的、運用のあり方についてお聞かせく

ださい。
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３つ目には、在宅医療・介護連携ケアマネジ

メント推進事業200万円についても、その事業の

内容についてお聞かせください

４つ目には、難病指定医確保研修事業200万円

についてですが、難病医療法の施行に伴って疾

病数が拡大されます。その患者数及び難病指定

医確保の見込みについてお聞かせください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、放課後

児童クラブについてであります。平成26年度の

本県における登録児童数は、５月１日現在

で8,152人となっております。平成27年度は、実

施主体である市町村が、住民のニーズを勘案

し、約9,500人分を確保することになっておりま

すので、県では、市町村からの要望を踏まえ、

３億8,700万円余りの予算をお願いしているとこ

ろであります。

次に、地域医療介護総合確保基金についてで

あります。この基金を活用しまして、病床の機

能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・

介護従事者の確保などに関する事業を実施する

ことによりまして、後期高齢者の増加が見込ま

れる2025年に向けて、地域における医療及び介

護の総合的な確保の推進を図ることにしており

ます。

なお、この事業は、基金という名称でござい

ますが、通常の基金ですと運用ということがご

ざいますが、この基金は、毎年度使い切りでご

ざいますので、運用という概念はございませ

ん。

次に、在宅医療・介護連携ケアマネジメント

推進事業についてでございます。この事業は、

介護支援専門員のケアマネジメント力の強化や

介護給付費の適正化を図るため、介護支援専門

員等に対する医療サービスの知識や医療との連

携方策を習得する研修会を開催するほか、市町

村が実施するケアプラン点検を支援するための

研修会・実地指導を行うものであります。

次に、難病医療法の施行に伴う患者数及び難

病指定医の確保の見込みについてでございま

す。本年１月の難病医療法の施行に伴い、医療

費助成の対象が約300疾患に広がった場合の患者

数は、平成25年度末の約9,000人が約１万5,000

人になると見込まれております。また、難病指

定医につきましては、２月現在で約730名を指定

したところでございまして、ほぼ受診できる体

制が整ったものと考えております。以上でござ

います。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございます。

次に、議案第21号「宮崎県教育委員会の組織

に関する条例」について伺いたいと思います。

同条例案は、知事部局から独立した教育委員

会組織に委員長を置かず、教育長がその任を兼

ねるとするものです。しかし、本来、教育委員

長には独自の役割があったはずですが、教育委

員長を置かないとする理由・目的は何なのか。

また、教育長が教育委員長を兼ねることの考え

方、教育行政はどうなるのか、お聞かせいただ

きたいと思います。教育長、お願いします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県教育委員会の

組織に関する条例についてでございます。

国において、全国でこれまでに発生した問題

を踏まえて、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律が改正され、教育委員長と教育長を一

本化した新教育長を置くこととされたところで

あります。その目的については、国の資料によ

りますと、教育行政における責任体制の明確化

や迅速な危機管理体制の構築を図るためとされ

ております。法が改正された趣旨は、今答弁さ

せていただいたとおりですが、そのような法改

正の趣旨は尊重しなければならないと考えてお
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ります。

○前屋敷恵美議員 またいろいろ議論させてい

ただきたいと思います。

次に、議案第54号「平成26年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」について伺います。

今回の補正のうち、多額の減額補正になって

いるのが、民生費、土木費、商工費、教育費な

どです。それぞれの減額補正の主な内訳とその

補正額及びその理由について、まず、福祉保健

部長から御説明いただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 民生費の減額

補正43億8,000万円余の主な内訳としましては、

まず、介護保険対策費10億5,428万3,000円の減

額でありますが、これは、介護給付費が見込み

を下回ったことなどによるものであります。

次に、高齢者医療対策費10億2,577万8,000円

の減額でありますが、これは、後期高齢者の医

療費が見込みを下回ったことなどによるもので

あります。

最後に、国民健康保険助成費８億1,760万円の

減額でありますが、これは、市町村への財政調

整交付金が見込みを下回ったことなどによるも

のであります。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

次に、商工観光労働部長、お願いいたしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工費の

減額補正38億6,000万円余の主な内訳としまして

は、まず、中小企業融資制度貸付金を30億円減

額しておりますが、これは、大規模災害等の発

生の際に、緊急的な融資を行うための貸付原資

でありましたが、今年度は、対応の必要がな

かったため、減額するものであります。

次に、企業立地促進補助金を５億2,8 4 5

万9,000円減額しておりますが、これは、今年度

の申請額が当初予定しておりました予算額を下

回る見込みとなったため、減額するものであり

ます。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

次に、県土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土木費の減

額補正61億1,000万円余の主な内訳としまして

は、公共事業費のうち、まず、補助公共・交付

金事業の43億4,237万6,000円の減額であります

が、これは、国庫補助事業費の決定によるもの

であります。

さらに、直轄事業負担金の10億1,992万8,000

円の減額でありますが、これは、国の直轄事業

費の確定によるものであります。

○前屋敷恵美議員 では最後に、教育長、お願

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 教育費の減額補正43

億6,177万円の主な内訳といたしましては、学校

職員の給与や共済費などの職員費17億2,460

万6,000円の減額及び職員等の退職手当費14

億5,582万8,000円の減額でありますが、これ

は、不足額が生じないように予算措置をしてお

りましたものが、見込み額が予算額を下回る見

通しとなったために、減額をお願いするもので

あります。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

では最後に、議案第78号「平成26年度宮崎県

一般会計補正予算（第７号）」について伺いま

す。

同補正は、国の緊急経済対策に伴うものです

が、新規事業「県内津々浦々で消費を呼び起こ

す～域内消費喚起等支援事業」５億3,100万円が

計上されています。市町村の消費喚起・生活支

援策にどう生かすのか、具体的な内容をお聞か

せください。
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○商工観光労働部長（茂 雄二君） 域内消費

喚起等支援事業は、県内各市町村が発行するプ

レミアム付き商品券など、市町村の消費喚起や

生活支援の取り組みを支援するものでありま

す。県としましては、各市町村の取り組みを

しっかり支援することにより、県内津々浦々で

消費を喚起し、地域経済の活性化を図りたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 プレミアム付き商品券とい

うことでしたが、ほかにも使い道は多岐にわ

たって可能なのでしょうか。中身については、

プレミアム付き商品券のみならず、市町村が、

具体的な提起があれば、それにも使うことは可

能ということですか。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 現在、市

町村におきましては、計画段階中でございます

ので、現時点で具体的にお答えすることはでき

ませんけれども、多くの市町村でプレミアム付

き商品券の発行に取り組まれるということのよ

うでございます。県としましては、国の交付金

の考え方がございますので、これに準じなが

ら、市町村の取り組みを幅広く支援していきた

いと考えているところでございます。

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えいただきま

して、ありがとうございます。あとはまた所属

の委員会などで深めさせていただきます。あり

がとうございました。

以上で終わります。

○福田作弥議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第52号及び第53号採決

○福田作弥議長 次に、監査委員の選任の同意

についての議案第52号及び第53号の両案につい

て、一括してお諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第52号及び第53号について、一括してお

諮りいたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第51号まで､第54号から

第78号まで及び報告第１号並びに請願

委員会付託

○福田作弥議長 ここで、議案第１号から第51

号まで、第54号から第78号まで及び報告第１号

の各号議案並びに新規請願は、お手元に配付の

付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託

いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

明日４日から12日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、13日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決まで、及び特別委員

長の調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会


