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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 押 川 修一郎 同

（ ）23番 宮 原 義 久 同

（ ）24番 黒 木 正 一 同

（ ）25番 松 村 悟 郎 同

（ ）26番 後 藤 哲 朗 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 井 上 紀代子 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 山 下 博 三 同

（ ）34番 丸 山 裕次郎 同

（ ）35番 外 山 衛 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 中 野 明 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 茂 雄 二

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 永 山 英 也

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

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 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 隈 俊 郎

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 一般質問

○星原 透議長 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、横

田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の横田照夫です。ことし

の春の選挙で、おかげさまで何とか４期目の当

選を果たすことができました。御支援いただい

た皆さん方に感謝の気持ちでいっぱいです。

それにしましても、今回の１期生の皆さん

方、みんなそれぞれ存在感があって、元気がい

いですよね。私もそういう１期生の皆さん方に

もいい意味での刺激をいただきながら、この４

年間しっかりと務めていかなければいけないな

と思っているところです。

そういう思いを込めて、早速、きょうの質問

に入らせていただきます。

制度のはざまの中で悩み苦しんでいる人がお

られます。その人は、生後、小児麻痺で障がい

を持たれました。現在、障害等級は６級だそう

です。以前は大きな企業に正社員として勤めて

おられました。当初３年間の嘱託で入社をされ

ましたが、３年後に試験に受かり、正社員とし

て15年間勤められました。その会社からはすご

くよくしていただいたそうです。しかし、会社

の経営状況が悪くなって希望退職を募られたと

きに、会社に恩義を感じていたので、会社のた

めという思いで希望退職に応じ退職をされまし

た。資格としては、普通免許のほかにフォーク

リフトや危険物取扱なども持っておられます。

つまり、健常者と同じように仕事ができるとい

うことです。

退職後の次の仕事を求めてハローワークに

行ったんですけど、障がいを持っているという

ことで障がい者枠に回されて、適職がなかなか

見つかりません。健常者と同じように仕事がで

きるにもかかわらず、障がい者枠に回されるん

です。ある会社の採用に応募するとき、ハロー

ワークに書類をお願いすると、障がいがあると

いうことではねられるのではないかと思い、自

分で直接会社に書類を持っていかれたそうで

す。自分の体を見てもらって、障がいはあるけ

れど、健常者と変わらない仕事ができるんだと

いうことを知ってほしいとの思いからです。で

も、結局は不採用だったそうです。生活保護の

申請にも行かれましたが、「家や車を持ってい

るので該当しない」と言われたそうです。担当

職員からは、「全財産が15万円以下になってか

ら来るように」とも言われたそうです。生活保

護から抜け出すときに準備金も要るし、仕事を

する上で車も必要だと思います。丸裸にならな

いと生活保護の対象にならないのはおかしいよ

うな気もします。この人は障害等級が６級なの

で障害者年金等ももらえません。できるんだけ

ど、健常者と同じような仕事もさせてもらえま

せん。生活保護の対象にもなりません。

いろんな法律や制度は弱者を救済するために

あると思いますが、それらの制度のはざまに

あって、何の救済もしてもらえない人もおられ

ます。各種の制度があっても、現実的には低所

得で悩んでいる人がいる現状について、知事は

どのように考えておられるかをお伺いいたしま

す。

以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

平成27年９月15日(火)
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います。お答えします。

各種の支援制度には、それぞれの趣旨、目的

に応じた支援の要件が定められておりますこと

から、御質問にありますような、いずれの支援

も必ずしも十分に受けることができず、御本人

の期待に沿えないケースも生じ得るものと考え

ております。社会全般を見ましても、産業構造

の変化に伴う非正規雇用の増大等によりまし

て、厳しい生活を余儀なくされている方が増加

する傾向にありますことから、そうした生活困

窮者への対策というのは極めて重要な課題であ

ると認識をしております。そのような中、こと

し４月から生活困窮者自立支援法がスタート

し、新たなセーフティーネットとして自立相談

支援事業や就労準備支援事業などが設けられた

ところであります。県としましては、こうした

制度も活用しながら、今後とも市町村や労働局

など関係機関との連携をより一層深め、生活困

窮者への支援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〕

○横田照夫議員 ありがとうございました。

続いて、福祉保健部長に質問しますが、生活

保護制度で家や自動車などの保有が認められる

場合はないのかをお伺いいたします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 生活保護を受

けるためには、まずは、預貯金、土地、家屋、

自動車など保有する資産は生活のために処分す

るなどして、活用できるものは活用することが

要件とされております。このため、資産につき

ましては原則として保有できませんが、生活の

維持や自立の助長に配慮しまして、例えば、

個々の世帯の実態やその地域の実情等に応じま

して、現在居住している家屋や、障がいなどの

ため通院等に必要な自動車などにつきまして

は、例外的に保有が認められることもございま

す。

○横田照夫議員 賃金が月13万円のところに応

募したら、障がいがあるということで10万円に

下げられたそうです。「会社としては生産性を

考えなくてはいけませんのでやむを得ないと思

うんだけど、その差額分を行政が補塡すると

いった支援はできないものか」というふうにも

言われました。いかがでしょうか。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 働く方の賃金

・給与に関しましては、一般的には、障がいの

有無にかかわらず、働く方の技術や経験などの

能力、あるいは職務内容などを考慮して決定さ

れるものと考えております。御質問にありまし

た、賃金の補塡を直接行政が行うということは

困難でありますけれども、行政といたしまして

は、障がいのある方がその能力を最大限発揮し

て、自立できる環境づくりに取り組んでいくこ

とが必要であると考えております。そのため県

といたしましては、国を初めとする関係機関と

も連携しながら、障がいのある方の個々の状況

に応じた実践的な職業訓練による技術向上であ

りますとか、その方に適した職場の紹介、さら

には、企業に対する障がい者雇用の理解促進

や、障がい者を雇用する企業に対する助成金の

支給などによる、職場の確保や定着に取り組ん

でいるところであります。今後とも引き続き、

障がい者一人一人のニーズに応じた就労と自立

支援に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 その人は自立相談支援セン

ターにも行かれたそうです。２人体制で対応し

ていただき、金銭的余裕等の生活状態や、どう

いう仕事がいいかなどいろいろ聞かれたそうで

す。でも、センター自体には仕事のストックは

なく、結局はハローワークに一緒に行って担当
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職員につないだだけだったということでした。

「これでは自分でハローワークに行くのと全く

同じではないか」というふうにも言われまし

た。ことし４月に、今言われましたように生活

困窮者自立支援制度が始まりました。これは生

活困窮者自立支援法に基づいて始まった制度で

すが、この支援制度での自立相談支援機関の役

割とその支援の内容についてお伺いします。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 自立相談支援

機関は、多様な課題を抱えます生活困窮者に対

し、自立に向けた包括的・継続的な支援を行う

ものでありまして、福祉事務所等に設置してお

ります。支援の内容といたしましては、配置さ

れている相談支援員が、生活困窮者が抱えてい

る就労の問題、あるいは心身の不調、家計の管

理の問題などさまざまな課題を整理しまして、

それぞれの状況に応じたきめ細やかな助言・指

導を行いますとともに、必要に応じて社会福祉

協議会やハローワークなど関係機関との連絡調

整を図りながら支援計画を策定しまして、継続

的な支援を行っております。また、生活困窮者

の早期把握にも努めているところでありまし

て、市町村、関係機関等と連携し積極的に訪問

等を行い、課題がより深刻になる前の解決に努

めているところであります。

○横田照夫議員 本県は、障害者差別解消法を

踏まえて、障がい者差別の解消に関する条例の

制定を目指す意向があるとお聞きしておりま

す。その条例において障がい者の雇用に関する

規定も盛り込んでいただきたいと考えますが、

県の考えをお聞かせください。

○福祉保健部長（桑山秀彦君） 現在策定作業

中の障がい者差別の解消に関する条例案では、

いわゆる障害者差別解消法の趣旨を踏まえまし

て、公的機関や民間事業所が障がい者に対して

行うさまざまなサービス提供の際の、障がいを

理由とする不利益な取り扱いの禁止や、合理的

配慮の提供等に関する規定を盛り込む予定とし

ております。このような雇用に関する規定を含

めまして、さまざまな分野に関する規定につき

ましては、今後、障がい者団体や商工団体を初

め関係機関などからも幅広く御意見を伺います

とともに、他県の条例も参考にしながら検討し

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 この人は、「もういい年なん

だから自分のことはいいんだけど、若い人で同

じような境遇にある人がいるかもしれない。そ

ういう人たちに、人並みの生活ができるような

法律や制度にしてほしい」と言っておられま

す。生活困窮者自立支援制度とか障害者差別解

消法など、新たな法律ができていることを考え

ると、弱者を守っていこうという姿勢は感じら

れますが、障害者雇用促進法の条文を見ます

と、「事業主に対して過重な負担を及ぼすこと

となるときはこの限りではない」といった表現

もありまして、何か抜け道がありそうな気もし

ます。生活弱者をしっかりと守っていけるよう

な法律・制度になっていくことを期待したいと

思います。

次に、畜産政策について、農政水産部長にお

尋ねします。

2012年に、宮崎牛の定義として、「肉質等級

４等級以上はそのままに、原則として、本県ゆ

かりの血統の親牛から県内で生まれ、県内で肥

育された黒毛和種に限る」として、生産者など

との協議を重ね、2015年度の導入を目指すと決

められました。また、父と、母の父の両方が県

が認める種雄牛であることと、肉に含まれるう

まみ成分の一種であるオレイン酸含有量を基準

とすることも検討していくとされました。今年
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度導入の予定でしたけど、どのようにまとまっ

たのか、検討結果をお尋ねします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 宮崎牛の定義

につきましては、これまで、お話にもありまし

たように、最長飼養地が宮崎県の黒毛和種であ

ること、それから日本食肉格付協会による格付

において肉質等級が４等級以上のものであるこ

と、そして血統が明らかなものであること、こ

の３つの要件を満たしたものとされておりまし

たが、ことしの４月に、１つ目の要件が、「宮

崎県内で出生し、最長飼養地が宮崎県の黒毛和

種」というふうに変更されました。いわゆる

「宮崎生まれ」という要件が新たに追加された

ところであります。

御質問にありましたオレイン酸含有量の件で

す。うまみ成分の一種であるオレイン酸含有量

につきましては、牛肉のうまみには多数の成分

が関与しているという意見もございまして、現

在のところ合意に至っておりません。また、父

牛が県内種雄牛であるという要件につきまして

は、一定の合意形成が進んでおりまして、平

成29年度以降の適用について検討がなされてい

るところであります。

○横田照夫議員 先日、三重県松阪市に調査に

行かせていただきました。松阪牛の定義は、

「全国から優秀な血統の子牛を導入し、松阪牛

個体識別管理システムに登録された未経産の黒

毛和種雌牛」としています。つまり、肉質等級

に制限はなくて、３等級以下の肉でも松阪牛に

なり得るということです。米沢牛は、「生後月

齢32カ月以上のもので、日本食肉格付協会で定

める３等級以上の、外観並びに肉質及び脂質が

すぐれている枝肉」としております。また、飛

騨牛は、５等級のものを最上級品、４等級のも

のを上級品、３等級のものを標準品として、飛

騨牛の名前が使える範囲を拡大したそうです。

このことにより、今後の出荷頭数が以前より数

倍となり、手の届かない存在から身近な食材と

して普及が進むことが期待されるということで

す。現在、サシ重視から赤身志向に向かいつつ

あると言われておりますけど、宮崎牛の定義で

肉質を３等級まで広げる選択肢はなかったのか

お伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 宮崎牛の定義

の見直しにおきましては、赤身志向などの新し

いニーズの多様化も踏まえまして、さまざまな

検討がなされたということでございますが、最

終的には、肉質等級につきましては、ブランド

としての品質を確保する観点から、現行の４等

級以上ということを変更しないことで決定した

というふうに聞いております。

○横田照夫議員 以前から本県に枝肉市場の開

設を望む声がありました。牛の体重を20～30キ

ロも目減りさせながら仕上がった肉牛を大阪と

か東京まで送るよりも、ダメージのない肉牛を

県内で屠畜して競りを行えば、県外の購買者

は、朝一の飛行機で宮崎に入り、午前中に下見

をして午後の競りで買い付けをし、飛行機で

帰っていくこともできます。子牛市場には、県

外から優秀な子牛を求めて多くの購買者が来ら

れ、宮崎空港を利用し、ホテルに泊まり、ニシ

タチかいわいで飲食をし、宮崎にお金をたくさ

ん落としておられます。宮崎に来なければ子牛

も枝肉も買えない状況をつくることが大事では

ないかということですけど、県内での枝肉市場

開設はできないものかお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 現在、本県の

食肉取引は、生産者と食肉業者による相対取引

で行われております。御質問にありました枝肉

市場につきましては、これまで東京や大阪を初
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め、岐阜県の飛騨など調査を行ってまいりまし

たが、市場の開設に当たりましては、多くの食

肉業者が競りに参加することや、周辺に多くの

加工施設が整備されていることなど、一定の必

要条件があるものと考えております。このよう

なことから、本県での枝肉市場の開設につきま

しては、購買者の誘致や新たな加工施設の設置

など解決すべき課題も多く、現時点ではなかな

か難しいものと判断しておりますが、その可能

性につきましては、今お話がありましたよう

に、今後とも研究をしてまいりたいと考えま

す。

○横田照夫議員 「枝肉市場の開設が難しいん

だったら、購買者が来県しなくても枝肉を購入

できるインターネットオークションはできない

ものか」という相談もありました。調べてみま

したら、三重県の松阪牛が以前からネットオー

クションをやっているという情報を得まして、

調査に行ってきました。枝肉のネットオーク

ションの可能性を県としてどのようにお考えか

お聞かせください。

○農政水産部長（郡司行敏君） 枝肉の取引に

おきましては、購買者は通常、屠畜場などで枝

肉を直接見て、霜降りのぐあいや、肉や脂肪の

色と質、枝肉の形状などを総合的に評価して価

格を決定いたしております。一方、ネットオー

クションでは、枝肉の一部の写真で確認するこ

とになりますので、特に肉や脂肪の質、枝肉の

形状について適正な評価がなされないというこ

とも考えられます。しかしながら、多くの購買

者が参加しやすいことや、高値取引につながる

可能性があることなどメリットもたくさんござ

いますので、新たな取引の形態として研究して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 現在、ミラノ博覧会が開催さ

れておりまして、本県からも出品されました。

その中に宮崎牛も入っていましたけど、宮崎牛

のミラノでの評価はどうだったのか。これは知

事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） ミラノ博覧会、日本館

の本県出展のブースのところで試食をしていた

だきました。私もその現場に居合わせて、多く

の皆様に召し上がっていただいたわけでありま

すが、「非常にやわらかくて甘い、とろけるよ

うだ」と絶賛をいただいたところであります。

試食された方にカードを渡しまして、そこに２

つのボックスを置いて、味が気に入ったか気に

入らなかったかを簡単に調査するというやり方

をしておりましたが、私が見たときは100％気に

入ったということでありましたし、ある高齢の

女性は、「これは輸入しているのか。どこで買

えるのか」と係員の方に食い下がっている、そ

んな現場も見たところであります。消費者に対

しては非常に高い評価をいただいたというの

と、一方で、宮崎牛フェアをその期間に合わせ

てレストランのほうで実施をしていただきまし

たが、そのシェフからも、「こういう牛肉は見

たことがない、とろける。特に脂身が癖がなく

て非常にいい香りがする」という高い評価をい

ただいたところでありまして、ＥＵの方々にも

十分受け入れられるものというふうな手応えを

感じたところであります。ＥＵというのは、約

５億人の人口を抱えて、年間の牛肉消費量が748

万トン、アメリカ、ブラジルに次ぐ第３位の大

変魅力的な市場でありますので、さらに輸出拡

大に力を入れて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 大変うれしい評価をいただい

たなと思います。これでＥＵに対しましても輸

出の可能性が大きく開いたんじゃないかなとも
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思います。

先日、口蹄疫終息５周年式典が行われまし

て、防疫の大切さが改めて確認されました。本

県では空港やホテルなどでも防疫態勢がとられ

ておりますけど、他県ではほとんどとられてい

ないと聞きます。本県も、今ありましたように

宮崎牛の販路を海外に求めておりますけど、国

内のどこに口蹄疫が発生しても、口蹄疫発生国

となって輸出がストップしてしまいます。宮崎

県は口蹄疫を経験した県として全国の防疫レベ

ル向上に貢献をすべきと考えますが、現在どの

ような取り組みをしておられるのかをお尋ねい

たします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 口蹄疫の経験

を全国の防疫体制の強化に生かすことは、本県

に与えられた責務であると考えております。こ

のため、家畜防疫員を対象とした国主催の講習

会や全国各地の防疫研修会等に、これまでに延

べで80回ほど職員を講師として派遣しておりま

す。本県での防疫強化の取り組みや発生時の具

体的な防疫措置を紹介するなど、全国に家畜防

疫の重要性を発信しているところであります。

さらに、水際防疫につきましても、全国トッ

プレベルの体制をしいております宮崎空港の取

り組み事例を参考に、全国的な体制の強化が図

られるように、継続して国に要望活動を行って

いるところでございます。今後とも、本県の経

験を生かし、全国の防疫レベルの強化に貢献し

ていきたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。全国

で、絶対口蹄疫を出さないんだという共通の認

識を持ちたいものだと思います。

宮崎牛は全共で２連覇を達成しましたけど、

それをなし遂げるまでには多くの種雄牛を造成

してきました。基礎をつくるのに最も貢献した

のが「安平」で、それに続いたのが「忠富士」

とか、全共２連覇の立役者「美穂国」、そして

口蹄疫後に産肉能力検定で日本一の成績を出し

た「秀正実」です。「それ名牛の生まるるは偶

然にあらず。人為的要因と環境的要因との融合

にあらずんば成らず」と、京都大学名誉教授の

羽部義孝先生が言われたようですけど、こうい

う優秀な種雄牛を生み出すまでには、技術者の

長年の経験と育種学的な知識に基づく努力が必

要となります。例えば、「安平」は、岐阜県か

ら名牛「安福」の血を引いた雌子牛を買ってき

て、それにたまたま同じ名前の児湯郡所有の

「安福」の種をつけて生まれてきました。母牛

である「きよふく」は、「安平」や「福桜」を

初め実に７頭もの種雄牛を産みました。飼育者

のもとには県外から、「安平の弟牛を何千万円

でもいいから売ってくれ」と言ってきたそうで

すけど、「宮崎県のために売ることはできな

い」と言って断られたそうです。そういう優秀

な種雄牛造成の陰にはすばらしい技術員がおら

れました。「安平」には長町正己さん、「美穂

国」には長友三郎さん、「秀正実」には窪園辰

也さんがそうです。宮崎牛日本一を支えてこら

れたそういう人たちを知事表彰などできないも

のでしょうか。そうすることが今後の宮崎牛発

展のための励みになると思いますけど、いかが

でしょうか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 宮崎牛の全国

和牛能力共進会日本一２連覇は、本県に優秀な

種雄牛がいたからこそ達成できた偉業である、

このことは疑いのない事実だろうと考えます。

これらの種雄牛を生み出すまでには、議員御指

摘のような、経験豊かな技術員の方々や、情熱

あふれる生産者の方々の御努力があったことは

言うまでもないことでございまして、その御苦
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労や御功績に対しまして深く敬意を表する次第

でございます。このため平成24年11月には、宮

崎牛の発展を支えてこられた皆様への感謝の気

持ちを込めて、第10回全国和牛能力共進会宮崎

県推進協議会に対し県民栄誉賞が贈られたとこ

ろでございますが、今後につきましては、本県

肉用牛振興に御尽力いただいている皆さんの励

みにつなげるためにどのような対応ができるの

か、検討してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 今、畜産の世界で大きな問題

となっているのが、おが粉不足と高騰です。こ

れまでも何人もの議員が一般質問等で取り上げ

てきました。林業再生のためにみんなで努力を

し、輸出増やバイオマス発電での木材利用につ

ながり、木材価格が上がってきました。喜ばし

いことではありますけど、その反動が畜産に来

てしまったという形です。畜産用の製造おが粉

用端材がバイオマス発電に回っていて、畜産に

は回ってこないということです。本県にとって

林業も畜産業もどちらも大事な産業であり、両

立することが非常に大事だと考えます。畜産に

とって敷料としてのおが粉は、なくてはならな

い資材です。おが粉が畜産にしっかり供給され

るような取り組みが必要と考えますが、いかが

でしょうか。

○農政水産部長（郡司行敏君） おが粉につき

ましては、畜産業に欠かせない資材でございま

すが、昨年の末ごろから一部では手に入りにく

い状況が見受けられます。このため、環境森林

部と農政水産部が連携いたしまして、ことし２

月以降、製材業界に対しまして、おが粉の確保

に関する協力要請を行ってきており、さらに５

月からは、支庁・振興局におが粉に関する相談

窓口を設置し、農家への情報提供や需給調整を

行っているところでございます。また８月に

は、畜産農家の約３分の１を対象としたアン

ケート調査を実施しておりまして、この中で、

おが粉を利用している農家の約１割強が不足を

感じていること、また、価格も１年の間に１立

米当たり450円程度上昇していることなどの状況

が見えてまいりました。今後は、この調査結果

をさらに分析し、畜産用おが粉の安定供給に向

けて、農家の不安解消に努めてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。畜産

は、ＷＣＳとか飼料の作付で農地の維持管理に

大きく貢献をしております。畜産が下火になる

と農地が荒れてくることにもつながってしまい

ますので、しっかりと守っていけるような取り

組みをお願いしたいと思います。

次に、加工用米の取り組みについて、これも

農政水産部長にお伺いいたします。米政策が転

換をされて２年目になります。早期水稲の収穫

は終わりましたけど、平成27年産の主食用、加

工用、飼料用、ＷＣＳ用の作付状況はどうだっ

たかお聞かせください。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県の主食用

米につきましては、米価の低迷等によりまし

て、２年連続して1,000ヘクタールを超える面積

が減少し、27年産の作付面積は約１万6,000ヘク

タールの見込みとなっております。一方で、加

工用米や飼料用米、ＷＣＳ用稲につきまして

は、水田の直接支払交付金による助成があるこ

となどから、主食用米にかわる形で、２年連続

して1,000ヘクタールを超える面積が増加してお

ります。また、その27年産の作付面積につきま

しては、ＷＣＳ用稲が昨年比で1.2倍の約5,820

ヘクタール、加工用米が昨年並みの約1,130ヘク

タール、飼料用米が昨年比で2.7倍の約450ヘク

タールの見込みとなってございます。
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○横田照夫議員 早期米は、６月以降の日照不

足や低温などが影響して作況指数85の「不良」

となってしまいました。ＪＡ宮崎中央の担当者

によりますと、平年収量は１反当たり480キログ

ラムですけど、ことしは300キログラムのところ

もあったそうです。宮崎県総合農業試験場が昨

年育成しました「夏の笑み」は、コシヒカリよ

りも晩生・多収で、台風や高温にも強い早期水

稲向けの加工用米として期待をされております

が、ことしはかなり悪かったと聞いておりま

す。ことしの作付状況及び収穫状況と悪かった

原因をお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 「夏の笑み」

は、多収で高温に強い品種として、平成23年に

本県で育成され、温暖化が進む中、普及が期待

されている品種でございます。本年の「夏の笑

み」の作付面積につきましては、前年よりも190

ヘクタール多い580ヘクタールで、このうち加工

用米がその約６割を占める見込みとなってござ

います。作柄につきましては、一部の地域でコ

シヒカリよりも収穫量が少なかった事例も見ら

れており、その主な原因はいもち病の発生によ

るものと考えております。これは、６月の長雨

によって適切な時期に防除ができなかったこと

や、多収を目指し肥料を多くしていたことがそ

の原因として挙げられます。県といたしまして

は、これらの課題を踏まえながら、「夏の笑

み」の安定多収技術の確立・普及に努めてまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 加工用米の取り組み方法には

区分管理と一括管理がありますけど、一括管理

で契約した場合、出荷量は基準収量掛けるの取

り組み面積で出される契約数量の出荷となって

います。複数年契約をした場合、契約数量を出

荷できなかったら、昨年度の分にさかのぼって

交付金の返納が求められます。そういう複数年

契約の一括管理も多いようですけど、不作と

なった本年産早期水稲での加工用米の契約数量

は確保できたのかをお尋ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 加工用米につ

きましては、実需者であります酒造メーカーに

安定して供給する必要があることから、複数年

契約に取り組んでおりまして、本年度は全体

の86％が複数年契約であります。御指摘のよう

に、契約数量の確保ができなかった場合には、

交付金の返還を求められる場合もあるわけでご

ざいますが、ことしのように不作の年には、契

約数量をその年の作況に合わせて軽減できる作

況調整の仕組みがございますので、本年度はこ

の仕組みを活用しながら、契約数量の確保に向

けた調整に努めているところでございます。

○横田照夫議員 後で作況調整が行われるとい

うことですけど、それでも契約数量の確保がで

きなかった場合は、主食用でカバーをしなけれ

ばいけないということです。でも、主食用はも

う既に出荷済みで、ありません。交付金の返納

という状況もあり得るのではないかと非常に心

配です。加工用米は、それを利用する業者は契

約どおりの数量が確保できないと計画生産がで

きませんので、それを要求するのは当然だと思

いますが、天候次第ではことしのような不作も

あり得ます。一括管理はこういうリスクも大き

いわけですけど、加工用米の取り組み方法につ

いての県の見解をお聞かせください。

○農政水産部長（郡司行敏君） 加工用米の取

り組みは、一括管理方式、いわゆる数量での契

約と区分管理法式、いわゆる面積契約の２つの

方法がございます。数量契約では、御指摘のよ

うに、不作の年に不足した数量をみずから手当

てする必要がありますが、逆に豊作の年には、
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当初契約を上回って収穫された米を自由に出荷

できるというメリットもあるわけでございま

す。一方で、面積契約は収穫した数量のみを出

荷することから、不作の年にリスクがない反

面、豊作の年のメリットは受けられないという

ことになります。県といたしましては、生産者

がこのような制度の仕組みを正しく理解できる

よう周知を図ることが非常に大事だと思ってお

りますけれども、その一方で、専用品種の普及

を進め、安定的な収入が確保できる面積契約、

いわゆる区分管理方式への誘導を進めていく必

要がある、そのように考えているところであり

ます。

○横田照夫議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いいたします。

次に、地域経済循環システムについてお尋ね

します。

昨年、県の監査事務局長で定年退職された緒

方哲さんが、「外貨を稼ぎ循環をおこす」とい

う本を出版されました。最近、この本の増版が

決まったそうです。増版されるということは、

多くの県民が地域経済循環システムに大きな関

心を持っておられる証拠だと思います。私もこ

れまでに何回か質問しましたが、ここで改めて

質問をさせていただきます。

知事は、昨年暮れの選挙時の政策提案におい

て、地域経済循環システムの取り組みを推進す

るとうたっておられますが、なぜ地域経済循環

システムが必要と考えられるのか、その理由を

お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 本県の経済を分析して

みますと、県内で消費をされます財やサービス

の約４分の１が県外から移入され、県内にある

資金がその対価として県外に流出している状況

にあります。県外から移入される財やサービス

などにつきましては、石油製品など県内で生産

できないものが多くを占めているわけでありま

すが、原料や部品などの一部を県産品に置きか

えるとともに、素材のままだけではなく県内で

加工して出荷するなど、これまで県外に流出し

ておりました資金というものを県内で循環させ

ることができれば、県民所得の向上にもつなが

るものと考えております。このような考え方か

ら、外貨を獲得できますフードビジネスなどの

成長産業の一層の振興を図りますとともに、再

生可能エネルギーなど地域資源を活用した産業

の育成、県内企業相互の連携強化や取引拡大な

どによりまして、稼いだ資金の流出を減らし、

県内でしっかりと循環させていく仕組み、すな

わち地域経済循環システムを構築していくこと

が重要であると考えております。

○横田照夫議員 地域経済循環システムが必要

な理由の一つに、県際収支の改善があると思い

ます。近年の県際収支はおおむね4,000億円余り

のマイナスで推移しているようですけど、県際

収支を改善していくためには、移輸出を積極的

に後押ししていく政策、いわゆる外貨を稼ぐ政

策が重要だと思います。県産品を県外、国外に

売り込む政策と、県内で消費してもらうよう県

外、国外から人を呼び込む政策を同時に実行し

ていくことが大事です。そのためには、民間企

業の知識、技術、アイデアなどを活用して、官

民一体となった協働を積極的に推進していくこ

とが必要ではないでしょうか。民間との協働の

一つに包括連携協定がありますが、現在、本県

はどういう企業・団体と協定を結んでいるのか

を総合政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県と民間企業

との包括連携協定は、互いの資源と特性を生か

し、複数の行政分野に関してきめ細やかなサー
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ビスの提供や新たな施策の展開を可能とするも

のであり、本県では現在、10の協定を締結して

おります。具体的には、大手コンビニチェーン

３社や大手小売チェーン、交通関係企業のほか

地元金融機関などと協定を締結し、地産地消の

推進、観光・物産等の情報発信、中小企業支援

等の産業振興、災害時の支援などの分野で幅広

い取り組みを進めているところであります。

○横田照夫議員 先日、東京に本社を置くイン

ターネットサービスを手がける企業の人から、

宮崎県のために力になりたい旨の相談がありま

した。そこで全国の取り組みを調べてみました

ら、岐阜県は楽天と、また、北海道はＹａｈｏ

ｏ！ＪＡＰＡＮ、楽天と包括連携協定を結んで

いるようです。例えば、岐阜県は、県内企業の

ＩＴを活用した販路・受発注の拡大、県産品及

び農産物等の販路の拡大、県の観光誘客、地域

産業のＩＴ利活用の促進、県の政策・事業等に

係る情報発信などで楽天と協定を締結していま

す。楽天との連携の狙いは、地域外所得の獲得

を目指すための産業政策、衰退が進む地域の商

店街や中山間地において、地域を離れざるを得

なかった若者の地元定着の促進を図り、地域を

支える人財を確保する地域振興政策、補助金交

付型の直接牽引型産業政策から脱却し、売り上

げ増大のチャンスを幅広く提供していく間接誘

導型産業政策への転換にあるそうです。楽天

は、自社では商品を販売しないショッピング

モールで、出店店舗が売り上げを上げることが

自社の売り上げ増大につながるビジネスモデル

です。つまり、本県事業者が楽天に出店をした

場合、楽天は自社のビジネスとして応援をして

くれます。従来、自治体に期待されていた中小

企業支援の役割を、いわば楽天が自治体にか

わって実施する形とも言えます。インターネッ

トを活用した販路拡大には大きな可能性がある

と考えますけど、県のこれまでの取り組みと今

後の可能性についての見解を、商工観光労働部

長お聞かせください。

○商工観光労働部長（永山英也君） インター

ネットを活用しました販路拡大の取り組みとし

まして、県では平成22年１月に楽天株式会社と

連携協力協定を結びまして、現在、物産貿易振

興センターが楽天市場において約600品目の県産

品のネット販売を実施しております。また、25

年度からは、ネットビジネスを始めたい事業者

や販路拡大を目指す事業者向けのスキルアップ

人材養成、及び事業者同士のネットワークの形

成に取り組んでいるところでございます。イン

ターネットの販売は、急速なモバイル普及や国

際展開によりまして、今後も継続的な成長が見

込める分野であります。また、大消費地から遠

隔にある本県にとって、低コストで外貨を稼ぐ

ことができる地域経済活性化の有効な手段であ

ると考えております。今後とも、県産品の販路

拡大と地元企業のインターネット販売の取り組

みを積極的に支援してまいります。

○横田照夫議員 私は、先ほどの「宮崎県の役

に立ちたい」と言ってくださった人と長い時間

お話をさせていただきました。その中で出てき

た話を幾つか紹介をさせていただきます。例え

ば、知事御出身の広島県のカキですけど、地元

の人は絶対生がおいしいと思い込んでいるらし

いんですけど、東京の人は、だし用として粉末

状に加工してあるなど、安心・安全の加工品の

ほうを望んでおられるそうです。また、レモン

とかカボスなどは殺菌作用があると言われてい

ますけど、殺菌効果のあるたれとかつけ汁にし

たほうが売れるんだそうです。産地からすると

ノーなんだけど、東京からするとオーケーとい
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うことが結構あるそうです。また、「どこの自

治体も10年前にはやったことをやっていて、自

治体が発信していることが特に若い人には伝

わっていない」とも言われました。そういう意

味で、本県の記紀編さん事業とか神楽も十分ア

ピールできるそうです。

私は素人ですのでよくわかりませんが、ｅコ

マース企業はすごい情報と発信ツールを持って

いるのではないでしょうか。物産等の販路拡大

だけにとどまらず、ｅコマース企業の情報や発

信能力をもっと利用すべきではないかと思いま

す。売れ筋情報を参考にしながら、どういう加

工品をつくるべきかとか、記紀編さん事業など

本県の魅力を全国に発信するのはどうすればい

いのかなど、一緒に考えてもらってインター

ネット上に発信してもらえれば、フードビジネ

スや観光振興など本県が目指しているいろんな

事業の可能性も大きく広がるんじゃないかなと

思います。ＩＴ分野など専門性の高い企業と連

携協定を結び、事業展開や情報発信に積極的に

関与してもらってはと考えますが、総合政策部

長いかがでしょうか。

○総合政策部長（茂 雄二君） 民間企業のノ

ウハウやＩＣＴの活用は、県の新たな政策展開

や、よりきめ細やかで広範な情報発信などを行

う上で有効であると考えております。本県でも

このような視点から、企業からの提案を十分に

精査した上で、大手コンビニチェーンなどと協

定を締結し、先ほど申し上げましたような幅広

い分野で協力をいただき、さまざまな効果を上

げております。今後とも、県民の皆様のニーズ

に応え、より効率的な施策展開を図るため、民

間企業を含む多様な主体との連携を深めてまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いいたします。

県際収支改善のためには、外貨を稼ぐことと

あわせて、移輸入されている財貨・サービスを

本県産に置きかえること、先ほど知事も言われ

ましたけど、いわゆる広い意味での地産地消の

取り組みが大事だと思います。もちろんこれま

でもやられてきましたけど、さらに進めていく

必要があると思います。本県の移輸入額は約２

兆円だそうですけど、本県経済規模約８兆1,000

億円からすると非常に大きな数字です。その約

２兆円に及ぶ移輸入されている財貨・サービス

を、仮に10％分の2,000億円でも本県産に置きか

えることができれば、県内産出額はそれだけ拡

大をし、そのことが県内総生産の拡大につなが

り、ひいては県民所得の拡大に寄与することに

なります。例えば、本県特産の焼酎ですけど、

これは、原料である米は90％以上が、またカン

ショは約50％が県外産で賄われていました。で

も最近では、できるだけ県内の加工用米とかカ

ンショを使おうという動きが出始めました。ま

た、宮崎県砕石事業協同組合の話では、本県産

のコンクリート用砕石は品質において基準をク

リアしており、供給体制も整っているにもかか

わらず、大分県から53万トンも買われており、

約10億円が大分県に流れているそうです。さら

に、本県の食料自給率は金額ベースで約240％と

なっておりますけど、県内スーパーなどを見て

みますと、本県でも生産されているにもかかわ

らず、県外産の野菜等が随分並んでおります。

そうせざるを得ない事情もあるとは思います

が、できる限り県内産に置きかえる努力をする

必要があるのではないでしょうか。

地産地消は、もともと県内産の農林水産物等

を県民にＰＲすることで、当該１次産品への理

解、ひいては農林水産物や農村の意義・役割に
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対する理解を深めていこうという理念ですけ

ど、その考えをさらに広げて、全ての財貨・

サービスを本県産に置きかえること、いわゆる

広い意味での地産地消をもっともっと取り入れ

ることが非常に大事だと考えますけど、総合政

策部長いかがでしょうか。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県際収支を改

善していくためには、県民の皆様が、日常生活

や産業活動などのさまざまな場面において、県

内で生み出された農林水産物を初め、工業製品

や県内の事業者が提供するサービスを意識して

使う、広い意味での地産地消の推進が重要であ

ります。こうした行動から生まれてくる地域を

大切に思う気持ちや、人・お金の動きが宮崎を

元気にし、地域を守っていくことにつながるも

のと認識しております。このため本県では、

「みやざき元気！“地産地消”県民運動」を、

県内の官民20団体が一体となって展開している

ところでありまして、こうした取り組みなどに

より、県際収支の改善、ひいては県内経済の活

性化を図ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 県外の人が「えっ」と思うよ

うなことを何でもやって本県を意識させる、ア

ピールするということも大事なことだと思いま

す。例えば和牛の世界遺産登録です。和牛は長

い年月をかけて改良が進められ、世界に類のな

い肉質になりました。まさに芸術品と言えると

思います。和牛はもともと兵庫県や鳥取県、島

根県、広島県など中国地方から普及してきまし

た。しかし、現在は以前のような勢いはありま

せん。本県は全共２連覇を達成し、まさに全国

一の勢いを持っています。今なら、宮崎県が

リーダーシップをとって「和牛の世界遺産登録

を目指そう」と言っても、どこも文句は言わな

いだろうと思います。登録できるかどうかは別

として、「宮崎県がこんなことを言い出した」

と意識させることに意義があると思います。

また、宮崎県に恵みをもたらしているものに

黒潮があります。そこで、黒潮の恩恵を受けて

いる国内外の地域と連携をして、黒潮魚サミッ

トのようなものを誘致するというのはどうで

しょうか。

また、男子プロゴルフのダンロップフェニッ

クストーナメントが行われるフェニックスカン

トリークラブは、全国のゴルフ場の中でも最も

プレーしてみたいゴルフ場のナンバー１になっ

ています。トーナメント終了後の１週間ぐらい

かけて、トーナメントと同じ仕様のゴルフ場で

全国アマチュア大会を開いてはどうでしょう

か。青太マラソンと同じようにすごい人気の大

会になるんじゃないでしょうか。

同じように、プロ野球の春季キャンプで使わ

れた後のサンマリンとかアイビー、ＳＯＫＫＥ

Ｎそれぞれの球場を使っての全国草野球大会誘

致はどうでしょうか。早朝から出勤前に河川敷

で草野球をしているような人は、本当に野球が

好きなんです。でも、サンマリンのような球場

で野球をする機会はほとんどありません。全国

から多くのチームが喜んで参加してくれると思

いますし、夜はみんなでニシタチに繰り出して

くれるんじゃないでしょうか。キャンプシーズ

ンは毎日のようにそれらの球場がテレビニュー

スに流れます。そういう有名なスポーツ競技場

を使ってのアマチュア大会誘致もおもしろいん

じゃないかなと思います。とにかく、県外の人

たちの意識と目を宮崎県に向けさせることが大

事だと思います。考えられ得るあらゆることに

挑戦していこうではありませんか。知事いかが

でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） いろんなアイデアをお
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示しいただきまして、大変興味深く伺い、また

いろんな形でこれからもアイデアを出していか

なくてはならない、そのように、今お話を伺い

ながら受けとめておったところであります。

本県のさまざまな特性や資源に光を当ててい

くこと、それを積極的に県外にも発信していく

こと、大変重要であろうかと思いますし、その

過程において県民の郷土愛が醸成をされるとい

うこと、そして地域が元気になる、大変重要な

ことであろうかと思います。

今回審議をお願いしております地方創生総合

戦略におきましても、世界ブランドのふるさと

みやざきづくりを掲げているところでありま

す。焼き畑農業の継承や棚田の保全などの世界

農業遺産への登録の申請を行っているというよ

うなこともありますし、神楽のユネスコ無形文

化遺産などへの登録を目指す取り組みによりま

して、貴重な地域価値を世界に発信し、地域活

性化に生かしていきたいと考えております。ま

た、2020年の国民文化祭の開催を国に要望して

いるところでありまして、今後とも、地域の資

源や特性を踏まえたイベントの開催も含め、

ローカルな視点で政策を形成しグローバルに展

開する、そのような発想でもって国内外に宮崎

を発信してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。で

も、今の答弁でもそうなんですけど、知事を初

め県職員の皆さん方はみんな真面目でいいとは

思いますけど、例えば、「スタバはないけど砂

場はある」といった自虐ネタでＰＲをしている

鳥取県のように、遊び心も大事じゃないかなと

思います。幅広い目線でＰＲの仕方を考えてい

けたらいいなと思います。

今回は、元監査事務局長の緒方哲さんが書か

れた「外貨を稼ぎ循環をおこす」という本をか

なり参考にさせていただきました。もちろん本

人の了解済みです。できるだけ多くの県民にこ

の本を読んでいただけたらと思います。県民み

んなで、地域に今ある資産を活用する、地域の

資産の流出・毀損を防ぐ、地域の資産をつくり

出すということを念頭に置いて、本県経済の浮

揚に努力をしていこうではありませんか。

本日は、私の質問の傍聴に来てくださった皆

さん方に心から感謝申し上げまして、これで私

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）

○星原 透議長 次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまです。ただいまから質問してまいりた

いと思います。

私は、この一般質問、必ず「知事の政治姿勢

について」ということを項目に入れておりま

す。政治家、河野知事の本音の答弁を聞きた

い、その一念でこういう項目を入れているとこ

ろでございます。胸襟を開いて御答弁をいただ

けるように、よろしくお願いいたします。

では、平和安全法制について質問していきた

いと思います。この質問につきましては、既に

代表質問、一般質問で昨日までに知事が御答弁

をされております。その答弁をまとめますと、

国民がまだ理解をしていないので、慎重かつ丁

寧な審議、説明を国会でしていただきたい。そ

れから、知事自身も頭の整理がまだできていな

い、こういう答弁をされておられるわけであり

ます。参議院でもう既に90時間の審議がありま

した。それから、衆議院の可決後に宮日新聞が

アンケートを首長にとりました。その結果がい

ろいろ載っておりましたが、宮日新聞は５問に

わたって質問をしておりましたが、私は、それ

を２問にまとめてというか２問だけを質問して
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いきたいと思います。まず１問でありますが、

この平和安全法制に知事は賛成か反対か、端的

にお答えいただきたい。それから、「安倍総理

が法案について国民にまだ十分説明していな

い」といういろんな声がありますけれども、本

当にまだその説明が足りないのか、もう十分な

のか。その２点について質問していきたいと思

います。

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〕 お答えしま

す。

安全保障法案についてであります。この法

案、国の根幹や将来にかかわる極めて重要な問

題であります。この法案を議論するに当たりま

しては、我が国を取り巻く安全保障環境の変化

をどのように認識し、どう対処すべきか、さま

ざまな重要な論点があるわけであります。ま

た、その法案についても、その合憲性等につい

てのさまざまな議論がなされているところであ

ります。私自身なかなか―今、賛成か反対か

という御質問でありましたが、簡単にお答えで

きるような状況にはない非常に難しい問題だと

いうことで、頭の整理ができていない状況でご

ざいます。

また、この点につきまして、国民の間にもさ

まざまな議論があり、必ずしも国民の理解が得

られるところまで来ているとは言いがたいので

はないかと認識をしております。賛成、反対そ

れぞれの立場からさまざまな意見が表明されて

いるわけでありますが、根底にあるものとし

て、平和な暮らしを守りたい、平和な国であっ

てほしい、この部分については共通しておると

いうふうな認識でございます。そうした国民の

思いに応えるためにも、国会において十分に慎

重かつ丁寧な審議、説明がなされることを望ん

でいるところであります。以上であります。

〔降壇〕

○中野一則議員 知事が明確な答弁をされませ

んでしたが、実は宮日のアンケートの調査で

は、知事を含めて県内の首長27名が回答されて

おりますが、市町村長の中には９名が明確に賛

否を回答されております。賛成が８名、反対が

１人です。やはり私は、反対なら反対、賛成な

ら賛成、そのことを明言されたほうがいいん

じゃないかなと、こういう気がしてならないわ

けです。曖昧にするよりも、知事のスタンスを

明確にしてもらったほうがいいと思っておりま

す。

それから、この審議時間ですけれども、先ほ

どは参議院のことを言いました。公聴会がきょ

う、あした開かれますが、それが開かれますと

延べ100時間を超えると想定されますし、衆議院

の中でも116時間が審議をされました。これが長

いのか短いのか、説明が十分だったのかどうか

ということでありますが、例えば県議会の我々

常任委員会、年間わずか12日しか常任委員会は

日程がないんです。その最終日が採決日です。

ですから、実際は８日間しかありません。１日

７時間ですから、56時間しか審議していないん

です。そのことが短いと見るか長いと見るか。

そのことと、先ほどスタンスをはっきりとさ

れませんでしたが、いつになったら知事は本音

というか自分の主張がこうだということを発言

されるのか、そういう機会があるのかを含めて

お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 審議の時間が長い、短

いということを先ほど申し上げたわけではあり

ません。実態としてなかなか国民の間に理解が

深まっていない状況にあるのではないか。それ
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だけ国の根幹にかかわる重要な問題であり、丁

寧な議論が必要である。そのような考えを申し

上げたところであります。

また、私の考えについてという御質問であり

ますが、これは簡単に賛成、反対と言えるよう

な問題ではなく、これまでも申し上げておりま

すように、我が国の安全保障環境の変化をどう

捉まえるのか。そして集団的自衛権の行使を認

めるのか否か。そして認めるとすれば、それに

どのような法的な対応をするべきか。さまざま

な論点があり、非常に重要な問題であろうとい

うふうな受けとめであります。そのようなこと

で、現時点では簡単に賛成、反対と言えるよう

な形での頭の整理ができていない状況でありま

す。

○中野一則議員 頭の整理ができないというこ

とが、御聡明な知事にしては、我々からすれば

本音でない答弁だなと、こう思っているんで

す。

次に行きたいと思います。皇太子殿下の行啓

についてでありますが、５月に第26回全国「み

どりの愛護」のつどいに行啓されました。そし

てまた、11月に第18回全国農業担い手サミット

が開催されますが、これにも行啓される予定だ

というふうに聞いているわけであります。５月

に実現しなかった宮崎神宮への御参拝でありま

すが、これを今回はぜひ実現をしてほしいと

思っているところであります。今の天皇陛下が

皇太子の時代に参拝をされております。大正天

皇が明治40年の11月２日、昭和天皇が大正９年

の３月29日、今上天皇が昭和37年５月２日と、

同じく昭和52年９月14日に皇太子として御参拝

をされております。もちろん昭和天皇等は天皇

陛下になられてからも宮崎神宮に御神拝をされ

ているところであります。知事も一生懸命努力

されているというふうに聞いておりますが、そ

のあたりの感触を含めてお答え願えればなと

思っております。

○知事（河野俊嗣君） お答えします。

まず、全国「みどりの愛護」のつどい、それ

から全国農業担い手サミットにつきましては、

これまで皇太子殿下が御臨席されることが恒例

となっている行事であります。現時点では、農

業担い手サミットで皇太子殿下の御来県をいた

だけるかどうかはっきり決まっているわけでは

ありません。私ども承知しておりませんが、仮

に御来県いただけるものであれば、大変うれし

く受けとめておるところでございます。

御質問にありました宮崎神宮につきまして

は、初代天皇である神武天皇をお祭りし、明治

以降、天皇陛下を初め皇室の皆様方の御参拝を

いただくなど、皇室と関係が深い場所であると

考えております。また、神武天皇にかかわる祭

事が「神武さま」として県民の皆さんに親しま

れているところでありまして、そうしたことか

ら、次回行啓がありましたらお立ち寄りいただ

きたいという本県の気持ちにつきまして、私も

宮内庁にお伝えをしているところであります。

○中野一則議員 行啓がかなえば、その初代天

皇である神武天皇も宮崎で15歳のときに皇太子

に即位されたわけですので、そういうこともあ

りますから、ぜひ実現するように、いま一度御

努力をお願いしたいと思います。

それからＴＰＰハワイ交渉のことについてお

尋ねしたいと思いますが、７月末から８月の初

めに交渉がありました。大筋合意は至らずとい

うことでありましたが、今回は、実はいろんな

中身がメディアのほうで報道されておりまし

た。その中の農業でありますけれども、重要５

品目についてもかなり突っ込んだ中身が、これ
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は報道の発表ですから本当かどうかはわかりま

せん。しかし、どこからかリンクしてされたん

だろうと思っているんです。例えば、米が７万

トン輸入枠を拡大する。いわゆるミニマムアク

セス米を上乗せする形で決着しようとしてい

る。また、牛肉も現行38.5％の関税を９％にす

る。肉豚が482円の従量税を50円に、従価税は撤

廃をすると。このような新聞報道でありまし

た。このことが本当に事実であれば、これは大

変なことになると思います。こういう報道に対

して知事はどのような御所見を持っておられる

のかを、まずはお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

ＴＰＰ協定交渉、７月28日から31日までの４日

間、ハワイで閣僚会合が行われたわけでありま

すが、国のほうからは、一部の分野で各国の利

害が対立し、合意に至らなかったと聞いている

ところであります。一方で、今御指摘もござい

ましたが、日本の重要５品目につきましては、

報道によりますと、米の輸入枠の拡大や農産物

の関税引き下げ等に関する情報が報じられてい

るところでありまして、今後の交渉の進展次第

では、本県の基幹産業である畜産を初めとする

農林水産業及び関連産業への影響が懸念される

ところであります。県としましてはこれまで

も、県議会を初め関係団体等と一体となって国

等に対しまして、衆参の農林水産委員会におけ

る決議を踏まえた粘り強い交渉、また、十分な

情報提供を要請してきたところであります。今

後とも引き続き、継続した要請活動を行ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 交渉は中断いたしております

が、私はどうもいろんな状況を見たときに、本

年度中にこの交渉が大きく動くんじゃなかろう

かなという考えであります。そうなったら、

さっきのような報道の内容では、もちろん日本

ですが、宮崎県の農業もひっくり返ると。最

初、ＵＲ交渉に入るときの当初の損害額

が、1,529億円も産出額が減じるというような報

道がありました。本当にこの内容であればその

ようなことになってしまう、大変なことになる

と思っております。そうなれば恐らく国は国内

対策云々ということになるだろうと思います

が、ウルグアイラウンドが合意したときの国内

対策、真水でわずか２兆6,700億円であります。

表向きは６兆100億円の事業費ということで出し

ましたが、真水はさっき言ったようなことで

す。そのときの宮崎県が20億円の事業をしてい

るわけですけれども、本来、こういうことに

なってしまえばこれでは済まされませんから、

大きな対策を打たなければならない、こう思っ

ております。ぜひそうならないように願います

が、そうなったときにはそういう覚悟で対応し

ていただきたい。要望しておきます。

その流れで、農業政策について質問いたしま

す。特に今回は肉用牛に特化して質問していき

たいと思うんですが、まず、繁殖牛の件であり

ます。実は、子牛が今非常に高く、ずっと高値

が続いております。この前の農業新聞では、去

勢牛はとうとう70万円を８月で突破したという

ことでありますし、平均も66万8,000円を超えて

おります。それなのに、実は宮崎県の繁殖牛農

家が去年も減っておりました。頭数も減りまし

た。繁殖農家については実に6.2％の減、頭数

で1.6％の減であります。これはゆゆしきことで

あります。これは抜本的な対策を打たないと、

さっきはいろいろと質問もありましたが、宮崎

県から、日本から肉用牛がなくなってしまう

と。一般の農家が養う肉用牛がなくなってしま

う、今の豚みたいになってしまうと非常に懸念
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しているところであります。それで、抜本的な

対策が何かないものか、担当部長、農政水産部

長にお尋ねしたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御指摘のとお

り、繁殖農家の高齢化や担い手の不足等により

まして、繁殖雌牛の頭数は年々減少しておりま

すことから、今後とも、本県肉用牛の振興を図

るためには肉用牛の生産基盤を強化していくこ

とが重要であり、また緊急の課題であると認識

をしております。このため、昨年度、各地域で

「人・牛プラン」を策定し、地域の実情に応じ

た生産基盤強化の方針を定めたところであり、

県といたしましては、新規就農者や規模拡大を

希望する繁殖農家に対しまして、牛舎等の施設

整備や繁殖雌牛の導入支援を行っているところ

でございます。また、高齢農家の経営維持や大

規模農家のさらなる規模拡大を支援するため、

子牛を育成するキャトルセンターや妊娠牛の供

給などを行う繁殖センターの施設整備も、市町

村やＪＡと連携しながら進めているところでご

ざいます。今後も、これらの取り組みを重点的

に推進することで、繁殖雌牛の増頭や基盤強化

を図ってまいりたい、そのように考えておりま

す。

○中野一則議員 一生懸命真剣に取り組んでい

ることはよくわかりますが、まだ目が覚めるよ

うな対策をぜひしていただきたい。山形県は頭

数が3.2％ふえました。１頭当たり最高で10万円

を助成するという政策を打ったそうでありま

す。また、ＪＡも繁殖供給センターもつくりた

いとしておりますから、そのあたりも応分の助

成をしていただきたいし、何よりも各農家をい

かにして育成するか、こういうことをしていた

だきたいと思っております。そのことをしない

と、農家がいなくなってしまえば、６次化とか

商工連携とかフードビジネスと言いますけれど

も、頭のところがなくなれば裾野の産業はない

わけですから、ぜひ抜本的な対策をお願いした

い、こう思っております。

それから、肥育牛のことについて質問します

が、肥育農家も非常に今窮地に追い込まれてお

ります。今、枝肉が相場がちょっとよくなりま

したから、今のところは何とかいっているらし

いんです。ところが、この１年ぐらい前から入

れたものを今から出荷する。そうすると１頭当

たり10万円もの赤字になる。さっきは70万円と

言いましたが、この70万円を購入して、出荷す

るときには１頭当たり、今のコスト計算では20

万円の赤字が出ると、こういう試算ができてい

るようであります。マル緊事業やらいろいろあ

りますけれども、肥育農家、私が知る限りでは

かなりの借入金を借り入れて経営されているの

が実態だろうと思うんです。そうなってしまえ

ば、肥育農家が債務超過になって大変なことに

なってしまう。肥育農家がいなくなれば、さっ

き子牛も云々と言いましたけれども、生産農家

にも影響するわけですから、このことについて

もそれこそ目が覚めるような対策を打ってほし

いと思っております。担当部長、妙案はありま

せんか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 肥育農家の経

営状況につきましては、今御指摘があったとお

りでございます。肥育素牛となる子牛の出荷頭

数の減少であるとか価格の上昇により、大変厳

しい状況にあると認識をしております。このた

め、肥育農家の経営安定対策といたしまして

は、これも御指摘がございましたけれども、収

益が生産コストを下回った場合に差額の８割を

補塡する、いわゆる新マル緊事業が実施されて

おりまして、県ではその生産者積立金の一部に
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ついて助成をしているところでございます。ま

た、先ほど申し上げましたように、生産基盤の

強化による子牛出荷頭数の増加を図りますとと

もに、本年度からは、肥育農家がみずから子牛

を生産する取り組みにも力を入れているところ

であります。これらの対策に加えまして、県内

外でのプロモーション活動を継続することで宮

崎牛のブランド力強化を図り、肥育農家の所得

向上に努めてまいりたい。しっかりやっていか

なければならないと考えているところでありま

す。

○中野一則議員 一貫経営、地域内一貫経営含

めて後押ししていただくように、よろしくお願

いしたいと思います。

先ほどミラノ万博の話もありました。実は私

も議員団の一人として行ってきました。それ

で、牛肉が大変評価がよかったという知事の先

ほどの御答弁でありました。私もそのとおり

だったと評価いたしておりますが、ただ、奇異

に思ったことがあります。我々は「宮崎牛、宮

崎牛」と言ってきました。今回、この定義を変

更して、宮崎県で出生した牛に限るというよう

な、より厳しくなったようでありますが、外国

に行けば、我々が「宮崎牛」と言ったものを、

ローマ字で書いて「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＷＡＧ

ＹＵ」として出していましたよね。宮崎では

「宮崎牛」、外国に行けば「ＭＩＹＡＺＡＫＩ

ＷＡＧＹＵ」、非常にこんがらがってしまい

ます。国際的には「ＷＡＧＹＵ」と言っており

ますから、「宮崎牛」をいっそのこと「宮崎和

牛」に変えたらどうだろうかと。そしてまた、

「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＷＡＧＹＵ」と言ってい

るが、これも、どこかよその人が、海外の人を

含めて、商標登録をしてしまえば、さっきいろ

いろ話が出ましたが、世界遺産登録も何もでき

んごとなると思うんです。ですから、「宮崎和

牛」に統一したほうがいいんじゃないか、そし

てその商標を取得したほうがいいんじゃないか

なと思ったんですが、担当部長、農政水産部長

いかがでしょうか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 「宮崎牛」と

いう名称につきましては、昭和61年に、県や関

係団体で構成いたします「より良き宮崎牛づく

り対策協議会」が設立されて以来、この名前で

進めてきております。大相撲の優勝力士に宮崎

牛を贈呈するなど、各種ＰＲを通じて、長年こ

の「宮崎牛」という名称が使われてきていると

いうことでございます。また、平成19年には

「宮崎牛」として地域団体商標も取得しており

ますので、国内における「宮崎牛」という名前

はなかなか変えるわけにはいかないのかなと考

えております。

ただ、ミラノで見てこられたように、外国で

は今回、ローマ字表記での「ＷＡＧＹＵ」、こ

れは国がジャパンブランドとしてこのような名

前を使っているということもありまして、統一

マークで推進していることから、国と一体と

なったプロモーション活動を展開するという観

点から、ローマ字表記で「ＭＩＹＡＺＡＫＩ

ＷＡＧＹＵ」、御指摘のあったとおり、その表

記で今回売り込みをしているところでございま

す。これにつきましては国の戦略との整合性を

とるという観点が大きいわけでございますが、

今御提案のございました海外における商標取得

については、販売戦略上大変有効であると考え

ますので、各国における商標登録制度を調査し

ながら、しっかり検討してまいりたいと考えま

す。

○中野一則議員 せっかくミラノまで持って

いった「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＷＡＧＹＵ」、ど
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こで処理したんだろうかと聞いたら、鹿児島県

の阿久根で処理して持っていった。宮崎県では

ＥＵ向けには処理できないんだということを聞

きました。非常に残念でありました。もちろん

アメリカには出荷できますけれども、系統の施

設を見ても大変古いわけです。６月にも丸山議

員から質問が出ましたが、ぜひ食肉処理場、県

も一生懸命取り組んでもらって新しいものに更

新していかないと、この面からも、せっかくの

「ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＷＡＧＹＵ」がおくれて

いくんじゃないかなと思ったところでありま

す。そのあたりの考えはないか、農政水産部長

にお尋ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 御指摘のとお

り、今回ＥＵに輸出する牛肉は、現在、鹿児島

県内の施設で処理を行っておりますが、処理コ

ストや畜産関連産業の集積という観点からも、

県内に認定施設が必要であると考えておりま

す。一方で、県内の既存施設の改修では認定の

取得が難しいことであるとか、施設整備には多

額の費用を要することから、県内食肉センター

の意向も踏まえ、関係者ともしっかりと議論を

進めながら、具体的な検討に入っていきたいと

考えいるところであります。

○中野一則議員 その辺まで進んでいるわけで

すので、一日も早くそういう方向でやっていた

だきたいと思います。

農業に関してもう一点お尋ねしますが、地熱

発電と農業のことであります。地熱発電、再生

可能なエネルギーということで、非常に今ク

ローズアップされております。全国では17カ

所、52万キロワットが稼働いたしております

し、今、ＦＩＴ(固定価格買い取り制度)のこと

もあって調査開発がどんどん進んでいるようで

あります。私が調べた中では、全国66地点でこ

の調査等をしているようであります。それで、

これは環境森林部長にお尋ねしますが、宮崎県

内ではこういう地熱発電の開発の動き等はない

か、把握されておられないかお尋ねします。

○環境森林部長（大坪篤史君） 地熱発電につ

きましては、環境省が平成22年度に調査を実施

しておりまして、それによりますと、地熱発電

に適した120度以上の地熱熱源につきましては、

県内ではえびの市の周辺に存在するとされてい

るところでございます。そのような中、現在、

えびの市の白鳥温泉におきまして、100キロワッ

ト以下の小規模な地熱発電の計画が進んでおり

ます。さらに、同温泉に近い尾八重野地区にお

きましては、2,000～3,000キロワット程度の地

熱発電所を開設する計画があると承知している

ところでございます。

○中野一則議員 宮崎県ではえびのが有望なと

ころということでありますが、今言われたとお

り、白鳥のバイナリー発電とか、ほか２つぐら

いの会社が開発したいということで調査されて

いるようであります。この開発も、取り組むと

すれば、えびの高原は国立公園内ですし、また

保安林がかかっております。環境省あるいは林

野庁のいろんなハードルが高いものがあるよう

でありますから、ここは県も１枚かんでいただ

いて、積極的に働きかけをよろしくお願いした

いと思っております。

それで、農業利用でありますが、こういう開

発したいという人たちの話から、地元の農家か

ら、「せっかくなら農業利用したらどうか」と

いう話がありました。それでこの夏、先進地視

察ということで、北海道の森町と岩手県の八幡

平に行ってきました。北海道の森町は、北海道

電力が森地熱発電所というのを２万5,000キロ

ワットで稼働しておられました。それから八幡
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平は、東北電力グループの東北地熱エネルギー

株式会社が松川地熱発電所というのを２万3,500

キロワットで経営しておられました。これは昭

和41年に日本で最初にできた地熱発電だという

説明でありました。両方とも役所の方が案内し

ていただいて、詳しい説明をもらったところで

あります。

それで、農業とのことでの調査に行ったわけ

ですが、八幡平の松川発電所は、17戸の農家が

２万1,500平米で花とかピーマン等を栽培する団

地ができた。大分古い話ですから、新農業構造

改善事業で２億2,000万円、国が２分の１の事業

でやられたそうです。大分古いもんだから、高

齢者等の理由等、今取り組んでいらっしゃる農

家が激減しておりました。また、施設も大分古

くなりました。担当の方の説明では、近く新し

い経営体に移行するということで、再スタート

されるようであります。それから森町の地熱発

電の地熱利用でありますが、ここは16戸の農家

が３万1,560平米の農業用ハウスをつくって、主

にトマトを栽培されて、本当にすばらしいトマ

トができて、今から出荷するというところであ

りました。13億3,000万円の規模で、これは地域

再生農業構造改善事業という事業でされたそう

です。これも国が２分の１であったそうであり

ます。

ですから、えびのでもこういうことで農業に

利用できないかという声が上がっております。

さっきＴＰＰの話やらいろいろ言いましたが、

初期投資が非常にお金がかかったり、ランニン

グコストにお金がかかったりして、農業は厳し

いわけですけれども、この地熱発電は１回やれ

ばずっと投資が要らないわけですから、非常に

コスト減のためにはいいなと思っております。

ですから宮崎県も、えびのしかないわけですけ

れども、モデル事業でもいいですから、ぜひこ

の取り組みをしていただいて、国にも働きかけ

ていただいて、地元の農家の要望に応えていた

だきたい、こう思っているところであります。

そのことについて農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 施設園芸にお

ける再生可能エネルギーの活用につきまして

は、化石燃料に過度に依存しない生産体制を確

立する上で、大変重要な取り組みであると認識

をしております。地熱の利用につきましては、

今紹介がございましたけれども、全国を見てみ

ますと、北海道の森町、東京都の八丈島、岩手

県の八幡平市等で行われているということであ

ります。地熱発電で噴出する熱水を暖房用の熱

源として利用しているということでございまし

て、効果はあると思っております。県といたし

ましては、今後、発電事業の進捗状況を注視し

ながら、地元農家や関係機関の意見も踏まえつ

つ、園芸ハウスでの地熱利用について、御紹介

ありました他県の事例も参考にしながら検討し

てまいりたいと考えます。

○中野一則議員 ぜひ、そういう時期が来たら

よろしくお願いしておきたいと思います。

次に、総合計画からですが、宮崎県の将来人

口の課題と対策ということで質問していきたい

と思います。

県が総合計画の中で、15年後、平成42年度の

人口推計をしております。ケース１では97

万9,000人、ケース２では101万9,000人になると

いう推計であります。それで、ケース２は合計

特殊出生率が2.07になったときになるというこ

とで、101万9,000人ということであります。こ

れはただ計画だけではなかなか厳しいものがあ

るだろうと思っております。それで、実行可能
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な施策というものはどうなっているのか、ある

いはそれを裏づける予算というものはどうなっ

ているのかということについて、総合政策部長

にお尋ねします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 県が昨年度実

施いたしました「結婚・子育て意識調査」によ

りますと、予定する子供が理想より少ない理由

として、「子育てにお金がかかる」や「仕事に

差し支える」といった項目が上位となっており

ますことから、合計特殊出生率の目標達成とそ

の維持には、このような要因を取り除いていく

ことが重要であります。このため、「成長産業

の一層の振興による所得向上や若者の雇用の場

の確保」「仕事と家庭の両立に取り組む企業の

拡大」、市町村とも連携した「就労形態の多様

化などに対応するための保育サービスの充

実」、さらには、公的負担制度に係る「子ども

保険制度の創設」といった国の制度見直しにも

踏み込むなど、将来の子育て世代のための環境

整備に積極的に取り組むことで、合計特殊出生

率の目標達成とその維持に全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 合計特殊出生率、目標年度

で2.07ですが、私が聞いた中では、毎年度の合

計特殊出生率ができていないですよね。年次計

画を立てていかないと、なかなか2.07―今の

数字からするとあと0.38伸ばさないかんわけで

すから、目標達成が難しいんじゃないかなと思

うんです。ぜひその取り組みをお願いしたいと

思います。

それから、政府機関の地方への移転というこ

とで、宮崎県も手を上げられたようでありま

す。医薬品医療機器総合機構の一部を誘致した

いということであります。これについては熊本

県が３つ、大分県に至っては５つも手を挙げて

おられます。知事も、東京一極集中ではだめだ

と、東京一極集中からの転換を図らなくてはい

かんということで、どこかのアンケートに答え

ていらっしゃいました。ですから、なぜたった

一つだったのか、もっとできなかったのかとい

うことを、総合政策部長にお尋ねします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 政府関係機関

の地方移転につきましては、地方創生の取り組

みの一環として、東京一極集中の是正を主たる

目的に、国が地方からの提案を受けたものでご

ざいます。提案に当たりましては、１つには、

特定分野の関係産業が集積している強みがある

こと、２つには、移転により機能向上が期待で

きること、などの条件が示されておりまして、

本県の特性を踏まえ、医療機器関連や農林水産

業関連の研究機関等について幅広く検討を行っ

たところでございます。本県といたしまして

は、可能な限り多くの研究機関等の誘致を提案

したかったところでございますが、誘致に関し

て本県の強みを発揮できる研究機関の多くは、

既に茨城県つくば市などの地方圏に設定されて

いることなどから、最終的に、東九州メディカ

ルバレー構想の推進に資する医薬品医療機器総

合機構の拠点設置について提案したところでご

ざいます。

○中野一則議員 私は、この件の質問は、将来

の人口が何とかキープできないか、ふえないか

ということの観点から、これも質問しているつ

もりであります。もっと思い切ったことをして

ほしかったなと。例えば、京都府は文化庁と観

光庁を、徳島県は消費者庁を手を挙げているよ

うな報道もありました。ですから、その向こう

を張って、宮崎県も宮内庁を持ってきたらどう

だろうかと思ったところであります。あと25年

すれば紀元2700年なんです。それを目指して25
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カ年計画で宮内庁と皇居を宮崎に持ってくれ

ば、実質的遷都ですよね、首都移転。宮崎県が

そうなれば、必然的に大きな人口がふえる要素

になる。また世界の注目……。コペルニクス的

な発想というものは、そのぐらいのものがない

とできないと思うんです。75年前の紀元2600年

には大きな事業をしたわけですからね。そのと

きの知事、それを提案した知事は相川勝六さん

であります。その勝六さんは、宮崎県の知事を

した後どこに行かれたか、知事は御存じです

か。

○知事（河野俊嗣君） 承知しておりません。

○中野一則議員 宮崎県知事の後は広島県知事

になられたんです。広島県から来た河野知事で

すから、何かの因縁があります。25年先を見越

して、ぜひこういうことに手を挙げてやってほ

しいと思います。そのぐらいのことがあってほ

しいと思うんですが、この私の提案に対して知

事はどう思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 非常に大胆な御提案と

いうことで受けとめたところであります。

○中野一則議員 実は、「御所を宮崎県に」と

いう提案をされたのは、過去何人かおられるん

です。御存じかもしれません。ですから、その

御所も避寒地か何かということであればいいな

と思っております。そのぐらいはどうでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 一つのお考えかと受け

とめたところであります。

○中野一則議員 次に、交通、観光の政策につ

いて質問していきたいと思います。

東九州新幹線についてでありますが、この調

査費を今度組まれました。本当に知事は新幹線

の整備に本気なのかなという気がしてなりませ

ん。まずそのことをお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 東九州新幹線の整備、

将来を見据えた息の長い取り組みになるわけで

ありますが、本県が大きく発展するためには必

要なものと考えております。これまで構想自体

はあったわけでありますが、なかなか具体的な

議論に進んでいなかった。そのようなことを議

論を前に進めるために、今回調査を行う。ま

た、これまでのシンポジウム、さらには国への

要望活動など、今まで行ってきていなかったも

のをやりまして、議論というものを動かしてま

いりたい、そのような思いでございます。

○中野一則議員 その調査費、結局、東九州新

幹線鉄道建設促進期成会に委託するわけですけ

れども、そのことは、つまり宮崎県ということ

ですよね。宮崎県に事務局があるんでしょう。

その調査内容はいかなるものか、総合政策部長

にお願いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 今回の調査に

つきましては、国の法律に基づく調査とは別

に、県民が新幹線をイメージできるように独自

に調査するものでありまして、この調査によ

り、整備に要する費用を算出し、どの程度の負

担が生じるのか概数をお示しできるものと考え

ております。

なお、正式な建設費用等に関しましては、国

が法律に基づき実施する調査において算出され

るものであります。以上でございます。

○中野一則議員 いろいろな数字が出ると思う

んですが、宮崎県に新幹線ができれば、県の負

担がありますよね。あるいは在来線の第三セク

ターの問題があります。そういうこと等はこの

調査には入っていないわけですか。

○総合政策部長（茂 雄二君） 今回の調査に

つきましては大まかな建設費用等を想定してい

るものでありまして、課題の一つとして在来線

平成27年９月15日(火)
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をどうするかということは出てくるかと思いま

すけれども、在来線維持のためにどの程度の額

が必要とか、そういった数字は出てこないだろ

うと考えております。

○中野一則議員 私は、最初、大分県知事が手

を上げられたように見受けましたが、実際は共

同でやっているという説明をこの前受けまし

た。しかし、ひょっとすると大分県の戦略に

乗ってしまう可能性があると思っております。

大分県は、確かに東九州新幹線、福岡を出て大

分、宮崎を通って鹿児島までということで、も

ちろん宮崎、大分を通過するわけですけれど

も、そのほかに四国新幹線というのが大阪から

大分まであります。それから九州横断新幹線と

いうのが大分―熊本間を通るわけです。全ての

新幹線が大分につながる。結局大分とどこかが

結ばれて、宮崎まで来ないということがあって

はならんと。こうかつとまでは言いませんが、

大分県の知事もしたたかですから、それに負け

ないようにぜひしていただきたいと要望してお

きたいと思います。

それから観光列車の件でありますが、観光列

車を吉都線にということで、えびの市を初め沿

線の市がしております。いわゆるＳＬを走らせ

たいということです。ぜひそれに対する経費負

担をということであります。それから、「なな

つ星」が、日豊本線は通るが吉都線は通らない

んです。吉松まで来て熊本に抜けるということ

です。これをぜひ吉都線にも走らせてほしいと

いうことと、３泊４日のうちの１泊は霧島に１

泊されるわけですから、できたら宮崎県内にも

１泊するような要望もすべきじゃなかろうか

な、こう思っております。こう思っていろいろ

しておったら、ななつ星が肥薩おれんじ鉄道に

乗り入れをするということで、聞いてみたら、

先に要望しているんです。宮崎県も今からでも

遅くないと思いますから、ＳＬの件、あるいは

ななつ星の件について、総合政策部長にお尋ね

します。

○総合政策部長（茂 雄二君） ＪＲ九州にお

きましては、クルーズトレイン「ななつ星」を

初めとする観光列車の運行に力を入れておりま

して、ＳＬ列車を含め各列車とも大変好評であ

ると伺っております。県といたしましても、観

光列車の誘致は路線の活性化、利用促進策とし

て有効な手段だと捉えております。一方、観光

列車を誘致するに当たりましては、地域全体で

の誘致に向けての盛り上がりとともに、沿線地

域の観光資源の掘り起こしや磨き上げが不可欠

であると考えております。このため県といたし

ましては、吉都線の沿線自治体等で組織いたし

ます利用促進協議会と一体となって、沿線地域

の魅力の発信等を行いますとともに、ＪＲ九州

に対しまして、県内でもう１泊ということも含

め、観光列車の導入につきましても粘り強く働

きかけてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ＳＬが走る吉都線、ななつ星

が走る吉都線、そうなれば利用者もふえると思

います。ぜひお願いしておきたいと思います。

それから道路行政についてですが、国道447号

の真幸バイパスの改良工事、なかなか進みませ

ん。もう既に始まってから14年目、当初のうっ

たてからすると25年経過いたしております。特

にトンネル工事、あとどのくらいで開通という

ことになるのか、県土整備部長にお尋ねしたい

と思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 真幸バイパス

につきましては、計画延長2.7キロメートルのう

ち、これまでに約0.6キロメートルの整備を完了

しております。残る区間では、議員御指摘の約
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２キロメートルのトンネルを計画しておりまし

たが、予定地において土壌汚染対策法の基準値

を超える重金属類が確認されましたことから、

その対策が事業を進める上で大きな課題となっ

たところであります。このため、ルートの変更

やトンネル掘削土砂の処理対策の検討を進め、

さらに、専門家で構成いたします整備計画検討

委員会を設置して意見を求め、昨年度、新たな

ルートを決定したところでございます。今後

は、このルートの費用対効果などに係る計画の

妥当性について、今年度、宮崎県公共事業評価

委員会へ諮問し、意見を聞いた上で事業計画を

決定したいと考えております。トンネルに至る

までの区間につきましては約700メートルの改良

を行う必要がございます。その区間には３つの

橋梁もございますことから、まずはこれらの工

事のほうに早期に着手できるよう、調査や設計

を進めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 これが完成すれば、宮崎と鹿

児島の３号線と10号線を結ぶ重要な道路になる

と思いますから、景気浮揚となると思います。

ぜひ急いでいただきたいと思います。

それから、県道えびの高原小田線であります

が、これは未改良区間が非常に長いです。加久

藤の町も、あるいは霧島山中も改良されており

ません。それで大型バスが乗り入れをしないと

いう実態がわかりました。幅員が狭い、枝が覆

いかぶさるということであります。この改良も

急いでほしいと思います。県土整備部長、お願

いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 県道えびの高

原小田線は、えびの市加久藤とえびの高原を結

ぶ延長約18.9キロメートルの道路であり、現

在、約14.4キロメートルの区間で２車線での整

備が完了しているところです。残る未改良区間

の約4.5キロメートルにつきましては、大部分が

国立公園の特別地域内にあることや、山間地の

つづら折りの地形であり多額の費用を要するこ

とから、整備が進んでいない状況にございま

す。しかしながら、観光道路としてはもとよ

り、防災上も非常に重要な道路と考えておりま

すので、円滑な交通の確保を図るため、まずは

今年度、大型車の離合が困難な区間について、

環境省を初め関係機関と協議をしながら、道路

改良に向けて概略設計を実施することとしてお

ります。

○中野一則議員 この県道の白鳥温泉のちょっ

と上が非常に展望のいいところがあります。こ

こにぜひ展望台をつくってほしいという地元か

らの要望があります。そこから加久藤カルデラ

が一望できますから。この加久藤カルデラは34

万年前にできたカルデラです。阿蘇の９万年

前、姶良の２万5000年前、その地形の変化がよ

くわかりますので、ジオパークとしても非常に

いいところですから、この展望台もつくってい

ただきたいと思います。県土整備部長、お願い

します。

○県土整備部長（図師雄一君） 県道えびの高

原小田線は、先ほど申しましたように、えびの

市加久藤とえびの高原を結ぶ重要な道路でござ

います。ここにおいて見晴らしのいい展望場所

を地元と協力しながら整備していくことは、道

路機能の向上や観光振興の面などからも大変有

意義であると考えております。このため県では

昨年度から、えびの市と整備の内容について協

議を行い、ことし７月には合同で候補地の現地

調査を実施したところであります。しかしなが

ら、現地は高低差のある急カーブであるため、

設置に当たりましては、利用者や通過交通に対

する交通安全上の配慮が必要であり、今後、関
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係機関とも十分に連携しながら、設置に向けた

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ぜひ実現をよろしくお願いい

たします。

それから高速道路のインターチェンジの名義

変更でありますが、「えびのインターチェン

ジ」を「えびの高原インターチェンジ」に変更

したらどうかなということをかねがね思ってお

ります。そのことが可能なのか。可能であれ

ば、その手続を県土整備部長にお尋ねしたいと

思います。

○県土整備部長（図師雄一君） 西日本高速道

路株式会社九州支社に聞いたところによります

と、インターチェンジの名称を変更するために

はさまざまな条件をクリアする必要がございま

す。その条件といたしましては、まず、地元の

合意が必要であること、また、混乱を招かない

名称であること、さらに、変更に伴う広報など

の対応を適切に行うことや、特に名称変更に係

る多額の費用を地元側で負担すること、などの

条件が付されているところでございます。県と

いたしましては、まずは地元の合意形成が何よ

りも重要と考えておりますので、今後の動向等

を見守りながら、必要に応じ、管理者である西

日本高速道路株式会社に対し地元の意向を伝え

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 名義変更すれば、観光振興の

ためにも、非常に利用者がふえてよくなるん

じゃないかなと思っております。

なお、地元の負担が云々と言われましたが、

地元負担の地元とは宮崎県も含んでいるものと

理解しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。終わります。（拍手）

○星原 透議長 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

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） 午後の

ちょっと眠い時間になると思いますが、しばら

くおつき合いいただきますように、よろしくお

願いいたします。

通告しております問題につきまして、順次質

問をしてまいります。

まずは、国体招致についてであります。

本年２月に知事が、平成38年第81回国民体育

大会及び第26回全国障害者スポーツ大会の本県

招致を表明され、県議会、教育委員会において

国体招致の決議を経て、４月17日に本県開催の

要望書を、国、公益財団法人日本体育協会及び

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に提出

し、開会日に知事からも説明があったとおりで

ございます。去る７月22日に、公益財団法人日

本体育協会の理事会において、国体開催の内々

定を得たところであります。本県での２巡目国

体を開催することは、県民の健康増進や体力向

上、さらには、宮崎の魅力を全国に発信できる

絶好の機会になることが期待されております。

一方で、選手強化や施設整備など、国体受け入

れ準備に向け、さまざまな課題があると考えら

れます。今後、本格的に準備を進めていくこと

になりますが、国体に向けた今後のスケジュー

ルについて、教育長に伺っておきたいと思いま

す。

次に、施設整備についてでございます。県有
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スポーツ施設の多くは、昭和54年の宮崎国体前

に整備されており、整備後30年以上が経過し、

老朽化が進んでいる状況にあります。今後、２

巡目国体の開催に向け、スポーツ施設の整備は

大変重要なことであると考えますが、老朽化が

進んでいる施設や国体の施設基準を満たしてい

ない施設など、施設の建てかえ等の予定につい

て教育長に伺っておきたいと思います。

次に、宮崎県体育館についてであります。宮

崎県体育館は、置県80周年を記念し、総合体育

施設建設計画の一環として昭和43年に建設され

た県内唯一の県立体育館であります。国民体育

大会を初めとする各種全国レベルの大会に使用

されるなど、本県競技力の向上の中核施設とし

ての役割を担うとともに、県民の健康、体力の

維持・増進、体育及びスポーツ普及振興に寄与

する施設として、これまでも広く県民に利用さ

れているところであります。しかしながら、他

の施設と同様に、老朽化が進んでおり、施設の

改修などの時期に来ていると考えます。そこ

で、宮崎県体育館の建てかえについて、知事の

考えを伺っておきたいと思います。

次に、県総合運動公園のプールについてであ

ります。県総合運動公園内にあるプールについ

ても、県体育館同様、老朽化が進んでおります

が、県内には、国際大会が開ける規模のプール

がないのが現状であります。そこで、大規模な

大会の開催や県民の健康増進のため、常にプー

ルを開放するなど、国体後の利活用も含め、県

のプールについて建てかえの考えはないか、教

育長に伺っておきたいと思います。

以上、壇上での質問とし、後の質問は質問者

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。

県体育館の建てかえについてであります。県

体育館は、各種競技大会の開催や地域スポーツ

の中核的な施設として、多くの県民に利用され

ておりますし、これまで九州大会や全国大会の

会場として使用されております。しかしなが

ら、長年の使用により、床板の全面的な張りか

えが必要なことや、空調設備がないため、夏場

は選手や観客の熱中症が懸念されることなどの

課題がございます。私の子供が今、卓球部に所

属をしておるんですが、夏場など、市の体育館

で開催されると聞くとほっとするという、非常

に残念な状況もございます。また、私の目の前

で、アリーナ建設に向けた署名活動がなされて

いるのを見たこともあるわけでございます。こ

のような状況を踏まえ、どのような整備が必要

なのか、総合的に検討してまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国体に向けた今後のスケジュールについてで

あります。近年に国体の開催が決定いたしまし

た他県の状況をもとに予想される大まかなスケ

ジュールを申し上げますと、平成38年度の本県

開催に向け、開催９年前となります平成29年度

に競技種目の決定と県準備委員会の設置、開催

５年前の平成33年度に開催内定、開催３年前の

平成35年度に開催決定と県実行委員会の設置と

なると考えております。今後、開催に向けて

は、計画的な人材育成、施設整備、事務局の設

置、県、市町村、競技団体等で構成する県準備

委員会の設置、会場地の選定などが必要となり

ます。それらの準備をしっかりとしたスケジ

ュール感を持って進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、施設の建てかえ等についてでありま
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す。施設整備につきましては、日本体育協会が

定める国体の基本方針において、できるだけ既

存施設の活用に努め、新設・改修に当たって

は、大会後の地域スポーツへの活用を考慮し、

必要最小限にとどめることと定められておりま

す。このような方針を踏まえながら、既存施設

の改修や一時的な特設会場の設置、隣県施設の

活用、さらには、国体開催後の利活用も含め、

総合的に競技施設の整備について検討してまい

りますが、競技会場につきましては、市町村や

関係団体とも十分連携を図り、選定してまいり

たいと考えております。

最後に、県のプールの建てかえ等についてで

あります。県総合運動公園プールにつきまして

は、各種水泳競技の開催や幅広い年齢層の健康

維持に役立つ施設として、広く県民の皆様に御

利用いただいております。一方で、築30年以上

が経過し、老朽化が進んでおり、部分的な補修

をしながら使用いたしているところでありま

す。また、国体会場として使用するとすれば、

タイムを正確に測定するための電気掲示用折り

返しタッチ板の設置が求められますが、タッチ

板の厚さにより、プールの長さが50メートルに

足りなくなるなどの課題もございます。このよ

うな状況を踏まえ、どのような整備が必要なの

か、総合的に検討し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 前向きな答弁ありがとうござ

いました。平成38年というのはあっという間に

来ると思います。まだ10年あるではありませ

ん。あと10年しかないわけです。執行部におか

れましては、国体準備について万全の体制で臨

んでいただきますように、心からお願いを申し

上げておきたいと思います。

それでは次に、教育行政について２～３お尋

ねいたします。

６月の議会におきまして、二見議員から、都

城泉ヶ丘高等学校附属中学校のプールの整備に

ついて質問をされましたが、私もこの件につい

て何点か伺っておきたいと思います。

附属中学校と同じ敷地内の都城泉ヶ丘高校の

プールについては、高等学校の体育の履修内容

は選択制となっておりまして、水泳が必修では

ないことから施設を利用しておらず、劣化が進

んでいると聞いております。そのような中、附

属中学校には自校のプールが設置されていない

ため、附属中学校の生徒は、近隣の公立中学校

や民間のプールを借用して水泳の授業を行って

いる状況にあります。全国各地で、登下校中の

児童の列に自動車が飛び込み、死傷者が発生す

る悲惨な事故も起きておりまして、附属中学校

の生徒が校外のプールへ移動する際の安全につ

いて、非常に心配をしているところでもありま

す。そこで、都城泉ヶ丘高等学校附属中学校の

生徒が校外のプールへ移動する際に、どのよう

な安全確保や対策が行われているのか、教育長

にお伺いをしておきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 御質問にもございま

したが、都城泉ヶ丘高等学校附属中学校の水泳

の授業につきましては、いずれも徒歩で10分ほ

どの距離にある民間のプールと、都城市立妻ヶ

丘中学校のプールを借用して実施いたしており

ますが、その際には、教師が引率して移動いた

しております。移動ルートについても、生徒の

安全確保の観点から、歩行者・自転車専用道路

や交通量の少ない一般道路を選定しておりま

す。また、移動や更衣の時間を考慮し、２時間

続きで授業を実施するなど、時間に余裕を持た

せた計画に基づいて実施いたしておりまして、

生徒が安全に移動できるように配慮していると
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ころであります。

○徳重忠夫議員 配慮されているでしょうが、

事故はどういう形で起こるかわかりませんの

で、このことについてもう少し突っ込んでお尋

ねしてみたいと思います。

附属中学校に新たなプールを建設するために

は、他の県立学校の例で積算してみますと、１

億円以上の多額の費用がかかると言われておる

ようであります。一方で、泉ヶ丘高校のプール

は、長期間使用していないため、機器類の腐食

や漏水など、施設の劣化が進んでいるとはい

え、補修すれば十分使用できる状況にあるので

はないかと、このように考えております。ま

た、既存施設の有効活用の点からも、このプー

ルを使うべきであると考えます。そこで、現在

使用されていない都城泉ヶ丘高校のプールを附

属中学校の生徒が使用するために必要な補修経

費はどれくらいかかるのか、教育長にお伺いを

しておきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 都城泉ヶ丘高等学校

のプールにつきましては、御指摘のとおり、水

泳が必修科目でないため、長期にわたって使用

しておらず、機器類の腐食や漏水などの施設の

老朽化がかなり進んでいる状況にあります。こ

のため、附属中学校の生徒がプールを使用でき

るようにするためには、プールそのものを初

め、ろ過器、ポンプ等の機器類、給排水管等の

設備、及び更衣室やトイレ等の大規模な改修が

必要と思われますことから、費用としまし

て7,000万円程度を要するものと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 今、安全確保及び補修費につ

いて答弁をいただいたところであります。附属

中学校の生徒を突発的な交通事故の危険性から

極力回避させることは、学校関係者の重要な責

務であると私は思います。そのためには、隣接

する高校のプールを補修して、附属中学校の生

徒が使えるようにすることが早道であると考え

ます。そこで、既存の都城泉ヶ丘高校のプール

をなるべく早く補修し、附属中学校の生徒が使

用できるようにすべきと考えますが、再度、教

育長の御答弁をいただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立学校施設につき

ましては、老朽化が全県的に進んでおりまし

て、その改修等が喫緊の課題となっております

が、財政状況が厳しい中、緊急性や優先順位な

どを考慮しながら、計画的に整備を進めている

ところであります。教育環境を整える立場から

は、本来、中学校にはプールがあることが望ま

しいと考えておりますが、お尋ねの都城泉ヶ丘

高等学校及び附属中学校のプールにつきまして

も、全ての県立学校の施設整備の中で優先順位

を考えながら研究してまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 ただいま、施設整備の中で優

先順位とお答えになられたところであります

が、それでは、附属中学校のプールの整備の優

先順位はどれぐらいの位置にあるのか、再度お

尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 議員御指摘のとお

り、本来、プールがあることが望ましいと考え

ております。文部科学省に連絡をしまして、全

国の公立中学校でどれくらいプールが設置され

ているかを調べましたら、大体７割設置されて

いる、３割は設置されていないという状況です

が、そんな中にあっても、やっぱりいい環境で

教育を受けさせたい、子供たちをいい環境の中

で学習させてやりたいと強く思っております。

県立学校につきましては、さまざまな施設、さ

まざまな建物、多くの建物がありまして、その
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老朽化が全体的に進んでおりまして、緊急に工

事を要する外壁の落下防止工事、それから、障

がいのある子供たちのためのバリアフリー対策

などが必要な校舎等が多数存在いたしておりま

して、まず何より、子供たちが安全に安心して

学校生活を送ることができるための校舎等の整

備を優先せざるを得ない状況にあります。何と

かしたいという気持ちですが、特別支援学校に

おいては教室そのものが不足しているという課

題もございます。お尋ねの都城泉ヶ丘高等学校

附属中学校のプールにつきましても、あること

が絶対望ましいと考えておりまして、県立学校

施設全体の整備の計画を検討する上で、常に問

題意識を持ち続けてまいりたいと思っておりま

す。

○徳重忠夫議員 もうこれ以上申し上げるつも

りはございません。ぜひ前向きにお取り組みを

いただきたいと思います。私は、万が一のこと

を非常に心配しているところであります。現況

は住宅街であります。そして、交差点が大変多

いところであります。さらに、大きな幹線道路

をまたがなければいけないという状況にありま

す。事故が起こってからでは遅いんです。これ

から何十年もこういう状態でいいのかというこ

とを考えますと、大変心配であります。２時間

連続してプールの授業をすると子供も疲れる。

そして、15分、20分かけて歩いて行く、帰る。

そういったことを考えますときに、これは大変

なことになる可能性もある、知事にもこういっ

た実態についてお考えをいただきたいと、この

ように思っております。

それでは次に、県産材のことについてお尋ね

をいたします。代表質問で宮原議員も質問され

ましたが、県産材の導入について、特に学校の

机や椅子についてであります。先般、私は、環

境農林水産常任委員会で、東京都港区の施設

「みなとパーク芝浦」を視察する機会を得まし

た。そこでは、都城市や日南市の県産材がふん

だんに使用されておりました。都市部でこのよ

うな取り組みをされていることに大変感銘を受

けたところであります。都市部であれだけの取

り組みをしていることを考えれば、林業関係の

産業活性化のために、本県ももっと、公共施設

の木造化や木質化を促進しなければならないと

私は考えております。木材の持つよさは言うま

でもありませんが、特に学校現場で、木材のリ

フレッシュ効果や抗菌作用が児童生徒によい影

響を与えているのではないかと思います。県に

おいて、県立学校での積極的な活用を期待する

ところであります。そこで、県立学校における

県産材を使用した木製机・椅子の導入状況につ

いて、教育長にお伺いをいたします。また、県

内の市町村立学校における整備が図られるよ

う、県教育委員会として働きかける考えはない

か、あわせて教育長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県産材を使用した木

製の机、木製の椅子につきましては、平成17年

度から平成26年度までに、県立学校40校に2,135

組を計画的に導入してきているところでありま

す。また、市町村立学校における整備につきま

しては、学校の設置者であります各市町村が主

体となって取り組まれるものではありますが、

県教育委員会といたしましても、ぜひ、各市町

村でも使っていただきたいと考えておりますの

で、市町村の施設担当者が出席する会議におい

て、パンフレットの配布や紹介などを行ってい

るところであります。今後も引き続き、各市町

村への情報提供に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○徳重忠夫議員 実は、この教育現場における
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県産材の利用促進については、平成24年２月議

会においても指摘をさせていただきました。価

格面において、スチール製の机・椅子と県産材

の机・椅子とは、昨年度の県立学校の実績で比

較しますと、約３倍ほど木製が高いと伺ってお

ります。しかし、県内で県産材の机・椅子を導

入した学校が広まることは、県産材のさらなる

消費にもつながっていくわけであります。関係

する方々の仕事がふえて雇用も拡大します。こ

れも期待できると考えております。ぜひとも、

宮崎県の子供たちの机・椅子は県産材でつくる

ぞという気概を持って取り組んでいただきた

い。特に強くお願いをしておきたいと、このよ

うに思っております。

それでは、次の質問に入らせていただきま

す。次は、宮崎県公共施設等総合管理計画につ

いて、総務部長にお尋ねをいたします。

この総合管理計画につきましては、先日、渡

辺議員が質問されましたが、再確認の意味も含

めて、改めて質問をさせていただきます。

我が国においては、高度経済成長期に建設さ

れた公共施設や橋梁、トンネルなどのインフラ

施設の老朽化対策が大きな問題となっておりま

す。平成24年12月には、中央自動車道の笹子ト

ンネルにおいて天井板が落下し、９名のとうと

い命が奪われるという大変痛ましい事故が発生

いたしました。

このような中、翌年の平成25年６月に閣議決

定された「経済財政運営と改革の基本方針」、

いわゆる骨太の方針において、インフラ施設の

老朽化対策については、今後は、新しくつくる

ことから賢く使うことへの重点化が問題である

との認識が示されるともに、同日閣議決定され

た「日本再興戦略」において、国としてインフ

ラ長寿命化基本計画をまとめること、さらに

は、国や地方自治体においても、全ての分野に

わたるインフラ長寿命化計画を策定するという

ことになったわけであります。

このような経緯を受け、昨年４月に総務省か

ら各地方自治体に対し、公共施設等総合管理計

画の策定要請がなされたと聞いております。本

県におきましても、厳しい財政状況が続く中、

長期的な視点を持って、公共施設やインフラ施

設の更新・統廃合、長寿命化などを計画的に行

い、将来の財政負担を軽減・平準化すること

は、大変重要な取り組みであると考えておりま

す。そこでまず、本県の公共施設等総合管理計

画の策定について、総務部長に伺っておきたい

と思います。

○総務部長（成合 修君） 公共施設等総合管

理計画につきましては、昨年の７月に全庁的な

検討組織として計画策定検討委員会を設置し

て、県が保有しております建物やインフラな

ど、全ての公共施設等について、現状把握など

の計画策定に向けた調査を行っているところで

あります。さらに、施設の長寿命化や最適な配

置等の基本的な考え方につきまして、検討を

行っているところでございます。今後のスケジ

ュールといたしましては、今年度中に素案を取

りまとめ、来年度前半には策定する予定として

おります。

○徳重忠夫議員 もう一言お尋ねしておきたい

と思います。国は、全ての地方自治体に、公共

施設等総合管理計画の策定を要請しております

が、他県における策定状況はどうなっているの

か、再度、総務部長に伺っておきたいと思いま

す。

○総務部長（成合 修君） 他県の策定状況で

ございますが、平成27年４月１日現在で、計画

を策定済みの県は11県となってございます。こ
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のうち、九州各県では鹿児島県のみが策定済み

となっております。

○徳重忠夫議員 まだまだ進んでいないようで

ございますが、総合管理計画については、これ

からという状況のようであります。一日も早く

計画を策定して、計画的な維持更新が行われる

ようにお願いしておきたいと、このように思い

ます。

さて、橋梁、トンネルなどの私たちの生活に

密接に関係するインフラ施設についてでありま

す。財政が厳しくてなかなか修繕ができないの

ではないか、これらのインフラ施設は将来的に

安全性が確保できるのかと、心配しているとこ

ろでもあります。インフラ施設は、先ほどの公

共施設等総合管理計画に先立って、個別施設の

計画を策定して修繕を進めていくとお聞きして

おりますが、今後も老朽化対策を進めていくに

は、必要となる予算を確保することが重要と考

えております。そこで、住民の生活に密接に関

係している橋梁などのインフラ施設の老朽化対

策について、具体的にどのような対応をされる

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（図師雄一君） 現在、県で

は、約2,100橋の橋りょうや約120カ所のトンネ

ルなど、多くのインフラ施設を管理しておりま

すが、これらの施設を将来にわたって適切に維

持していくためには、老朽化対策の推進が大変

重要であります。このため、施設ごとの長寿命

化計画を策定いたしまして、これに基づいて、

定期的な点検により損傷を早期に発見し、軽微

な段階から補修を行うことにより長寿命化を図

る、いわゆる予防保全型の維持管理を進め、予

算の平準化やコスト縮減に努めているところで

あります。県といたしましては、県民の安全・

安心な暮らしを確保するため、今後とも、国に

対して積極的に要望を行うなど、必要な予算の

確保に努め、長寿命化計画の着実な推進に取り

組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 県民の安全・安心を守るため

に、老朽化対策や維持管理の予算確保に全力を

挙げて努めていただきますようお願いしておき

たいと思います。

次に、都城志布志道路についてお尋ねをいた

します。

皆様御承知のとおり、都城志布志道路は、宮

崎自動車道の都城インターチェンジと志布志港

を直結し、防災の道、医療の道、経済の道とし

て、南九州圏域にとって大変重要な幹線道路で

あります。今年４月には、都城市、三股町、鹿

児島県曽於市、志布志市の医療を支える都城夜

間急病センターが併設された都城市郡医師会病

院が、都城インターチェンジ近くに移転するな

ど、宮崎県と鹿児島県を結ぶ医療の道としての

当道路の必要性もますます高まっております。

さらに、都城インターチェンジ周辺を中心に企

業立地件数も増加しており、本圏域の産業振興

上も大変重要な道路であります。このため、こ

れまでも地元一丸となって、早期完成に向けて

熱心に取り組んできたところであります。

このような中、今年の事業費を見てみます

と、宮崎県側においては、国の直轄施行区間

が25億円、県施行区間が12億円、また、鹿児島

県においては、県施行区間が15億円となってお

り、宮崎県側の事業費が大幅に伸び、鹿児島県

に比べ大変多い状況になっております。宮崎県

側の事業費が増加したことは喜ばしいことです

が、鹿児島県の事業費が昨年に比べて減少して

いることから、全線の開通がおくれることにな

るのではないかと、私は大変危惧しているとこ
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ろであります。

都城志布志道路については、これまで、沿線

自治体が連携し、都城市で早期整備を求める大

会が開催されておりましたが、今年８月には、

鹿児島県の志布志市で、1,000人が参加する都城

志布志道路建設促進総決起大会が開催され、早

期の全線開通を求める大会決議がなされたとこ

ろでもあります。都城志布志道路の早期全線開

通が私の願いでもありまして、鹿児島県と連携

し、ともにおくれることなく完成させなければ

なりません。このような状況を踏まえ、改め

て、都城志布志道路の早期整備に向けた知事の

意気込みをお伺いしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 都城志布志道路につき

ましては、直接、太田国土交通大臣にもお会い

して、この道路の重要性や地元の住民の皆様の

熱い思いを伝えるなど、国に対して、予算の重

点配分と早期整備を強く訴えてきたところであ

ります。また、太田大臣を初め国交省の幹部の

ところに東九州道ないし中央道の要望に伺った

ときも、あわせて、必ずセットでこの都城志布

志道路の整備の必要性についても訴えてきたと

ころであります。この全線の早期整備には、鹿

児島県との連携が重要でありますことから、伊

藤知事とも、九州知事会などでお会いするたび

に連携を深めることを確認しているところであ

りまして、合同での国への要望活動などに取り

組んできたところであります。また、本県で

は、インフラ整備のストック効果ということを

強くアピールしておるところでありまして、今

後とも、あらゆる機会を捉えて国に対して予算

確保を働きかけるとともに、県議会を初め、沿

線自治体、商工関係団体等の御支援もいただき

ながら、鹿児島県ともしっかり連携し、全線の

早期整備に向けて全力で取り組んでまいりま

す。

○徳重忠夫議員 大変努力をいただいているこ

とに感謝いたしたいと思います。ありがとうご

ざいました。私のほうから、要望並びに思いを

述べさせていただきたいと思います。

供用状況を見ますと、全体延長44キロのう

ち、現在供用しているのは13キロでございま

す。平成30年度までにさらに10キロの供用が予

定されておりますが、それでも供用率はたっ

た50％であります。44キロのうちの50％、あと

４年後にそういう状況であります。両県の残事

業、完成するまでの事業費は、概算で450億円か

かると言われております。今年度の予算からす

ると、まだ10年はかかるという状況にあるとい

うことでございます。私を初め、地域住民は、

一日も早く都城志布志道路の全線がつながるこ

とを特に望んでおるということでございます。

その実現には、特に県境部分の宮崎県金御岳と

鹿児島県末吉町までの区間を同時に開通させる

ことが大変重要であると、このように考えてお

ります。知事におかれましては、予算の確保と

県境部分への取り組みについて、今後とも鹿児

島県知事に直接会って訴えていただきたい。そ

して、ともに連携して、国への働きかけ、さら

には予算の獲得に努力していただきたいという

ことを、特にお願いしておきたいと思います。

都城志布志道路の要望についてはこれで終わら

せていただきます。

次に、フードビジネス推進構想の中で、知事

が積極的にＰＲされている宮崎県産キャビアに

ついて、お伺いをいたします。

本県は、昭和58年に旧ソ連からチョウザメを

譲り受け、小林市にある水産試験場内水面支場

において、種苗生産技術やキャビア加工技術の

開発を進め、研究着手から30年を経て、一昨
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年、宮崎県産キャビアの販売が始まり、ブラン

ド名を「宮崎キャビア1983」として知られるよ

うになってまいりました。また、チョウザメの

魚肉についても高い評価が得られていると聞い

ておりまして、チョウザメの養殖が本県の新た

な産業となることを大いに期待しているところ

でもあります。そのためには、安定的な生産体

制の構築や輸出を含めた販路拡大、さらには、

県内外へのＰＲに積極的に取り組む必要がある

と考えます。そこで、現在の本県産キャビアの

生産体制がどのようになっているのか、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（郡司行敏君） 「宮崎キャビ

ア1983」につきましては、30年にわたる研究を

経て、平成25年度に販売を開始し、ことしで３

年目を迎えております。現在、チョウザメを養

殖する生産者は、県内全域に広がるともに、23

経営体にまで拡大し、商品につきましては、宮

崎キャビア事業協同組合が一元的に製造販売を

行っております。キャビアの販売量につきまし

ては、販売を開始いたしました平成25年度は、

約15キロでございましたけれども、平成26年度

は約60キロ、本年度は約200キロと、順調に増加

しているところであります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。本県

産キャビアの生産量は順調に伸びていると、今

御説明いただきました。「宮崎キャビア1983」

の小売価格、１キロ当たり50万円と聞いており

ますが、チョウザメは、稚魚からキャビアがと

れるまでおおむね９年以上と、長期間飼育する

必要があり、経費もかさむため、さらなる規模

拡大や新たな参入には、事業計画や適地選定な

ど、慎重に検討する必要があると考えます。そ

こで、チョウザメ養殖の採算性及び適地選定を

含めた新規参入希望者への対応について、農政

水産部長にお尋ねをしておきたいと思います。

○農政水産部長（郡司行敏君） チョウザメの

養殖につきましては、お話がございましたよう

に、卵を持つまでに長い期間を要しますことか

ら、黒字化するまでに約10年以上の期間を要す

ると試算しております。また、水温や水量など

飼育に適した環境を、周年、安定的に確保でき

る立地が必要となるため、適地選定は非常に重

要であると考えているところであります。この

ようなことから、新規参入希望者の方には、採

算性の考え方や適地の条件について、水産試験

場における技術相談や、関係市町村と連携して

十分な情報提供を行うなど、きめ細やかな対応

を行っているところでございます。

○徳重忠夫議員 次に、キャビアの生産につい

ては、全国でも岡山県など幾つかの県で行われ

ていると聞き及んでおります。宮崎を日本一の

キャビア産地とするためには、観光客も含め県

内外に広くＰＲする必要があります。そこで、

キャビア産地としてのＰＲや、魚肉も含めた食

との連携による取り組みについて、農政水産部

長にお尋ねをしておきます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県のキャビ

ア産地としての認知度を向上させるためには、

県内外に向けて、本県産キャビアや魚肉の品質

の高さやおいしさについて、効果的な情報発信

を行うとともに、実際に味わっていただく、そ

のことが非常に大事だというふうに考えており

ます。このため、首都圏を中心としたレストラ

ンフェアの開催であるとか、著名な日本酒との

コラボレーションによるプロモーションの実

施、また、チョウザメの魚肉を使った握りずし

などのご当地グルメや、キャビアクッキーなど

の加工品開発の取り組みを現在推進していると

ころであります。県といたしましては、引き続
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き、ホテルやレストラン等の取扱店の拡大が図

られますよう、積極的に支援してまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。先日

の新聞報道によりますと、宮崎キャビア事業協

同組合といたしましては、近いうちにキャビア

輸出に必要な国の登録制度が確立され、輸出が

可能となれば、アジアの富裕層に向けて取り組

みたいとのことでありました。そこで、県とし

て、今後、輸出も含め、どのように宮崎県産

キャビアの販路拡大に取り組んでいくのか、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（郡司行敏君） キャビアの販

路拡大につきましては、これまでに築いてまい

りましたブランド力を生かし、国内の取扱店舗

の拡大はもちろんでございますけれども、今お

話にございました、海外における新たな市場の

開拓など、積極的に取り組んでいくことが重要

であると考えているところであります。このた

め、県といたしましては、関係団体や生産者の

方々との連携を図りながら、商談会への積極的

な参加や市場ニーズに対応する商品開発などを

進めるとともに、海外のキャビア市場の動向把

握や、輸出に向けたテストマーケティングなど

を行うなど、本県産キャビアの販路拡大に努め

てまいりたいと考えているところであります。

○徳重忠夫議員 それでは、私の考え方、要望

を申し上げておきたいと思います。私は、日本

一のキャビア産地を目指すのであれば、観光客

や県民にもっとチョウザメを知ってもらうこと

が大切だと思っております。現在、「宮崎キャ

ビア1983」の発売に合わせて、県庁本館にチョ

ウザメ展示水槽が設置されております。来庁の

皆さんにＰＲされておりますが、展示してある

場所は、県庁本館中央階段の後方で、目立たな

い場所にあります。水槽も個人の家にあるくら

いのものであります。非常にがっかりしたとこ

ろであります。キャビア、チョウザメを今後売

り込んでいくのであれば、もっとスケールの大

きな展示はできないものかと思うのでありま

す。小林市では、市役所前の玄関の池でチョウ

ザメを展示用に飼育しているようであります。

県庁の玄関前の水槽、公共施設や空港などで大

型のチョウザメを展示してＰＲする工夫が欲し

いと、私はこう考えております。今後の積極的

な取り組みを希望して、キャビアの話は終わり

にさせていただきます。

それでは続いて、観光行政についてお尋ねを

していきます。

クルーズ船対策についてお伺いをいたしま

す。県においては昨年度、油津港に16万トン級

の大型クルーズ船に対応した係留施設の整備を

行い、クルーズ船の誘致に積極的に取り組んで

いるところであります。そのような中、８月16

日、アジア最大の16万トン級クルーズ船「クァ

ンタム・オブ・ザ・シーズ」が、中国の上海か

ら約4,800人の乗客とともに、初めて油津港に寄

港いたしました。報道によれば、寄港に際し、

岸壁で物産展も開催されたとのことで、クルー

ズ船を一目見ようと訪れた多くの見物人と相

まって、岸壁は熱気に包まれたということであ

ります。クルーズ船の寄港は、一度に多くのお

客様に来県していただくことで県内の消費がふ

え、大きな経済効果が期待できると考えており

ます。そこで、今回の16万トン級クルーズ船の

油津港寄港について、受け入れは順調に行われ

たのか、また問題はなかったのか、商工観光労

働部長にお尋ねをしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） ８月16日

の「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」の受け入
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れにつきましては、県や日南市を中心とする関

係自治体、観光事業者などで構成します宮崎県

南部広域観光協議会を中心に、円滑な受け入れ

を進めたところでございます。その結果、大き

なトラブルもなく、基本的には順調に受け入れ

ができたと考えております。一方、日南市から

は、中国語が話せるボランティアの確保が難し

かったと伺っております。また、このボラン

ティアの問題に加え、今後、行楽シーズンなど

繁忙期と重なった場合、貸切バスや昼食会場の

確保が難しくなることが懸念されております。

県といたしましては、これらの課題も踏まえな

がら、関係機関と連携し、円滑な受け入れとお

もてなしの向上に向けて積極的に取り組んでま

いります。

○徳重忠夫議員 受け入れは順調に行われたと

のことで、大変ありがたかったと思っていま

す。お客様の満足度を高めることが、次の寄港

にもつながっていくと思いますので、地元の市

町村等とも連携を図りながら、しっかりと取り

組んでいただきたいと、お願いをしておきたい

と思います。

次に、県では、クルーズ船の寄港に伴う経済

効果を把握するため、８月に細島港と油津港に

寄港したクルーズ船３隻の乗客に対し、消費動

向に関するアンケートを実施したとのことであ

ります。そこで、今回の16万トン級クルーズ船

の寄港に伴う経済効果はどの程度だったのか、

商工観光労働部長にお尋ねをしておきたいと思

います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 今回の16

万トン級クルーズ船では、先ほどもありました

が、約4,800名の乗客の皆様に御来県をいただ

き、約120台の貸切バスで、飫肥や鵜戸神宮、綾

町などの観光とともに、ショッピングや飲食な

どを楽しんでいただきました。先ほどもありま

したとおり、県としては、今回の寄港に伴う経

済効果を把握するため、消費動向に関するアン

ケート調査を実施したところでありますが、現

在集計中であり、その後分析を行うこととして

おります。なお、日南市からは、７月に寄港し

た13万トン級クルーズ船で、お土産や飲食など

の直接的な消費額だけで約4,000万円であったと

お聞きしております。今回も相当程度の経済効

果はあったものと考えております。

○徳重忠夫議員 まだ結果が出ていないという

ことでございますが、しっかりと分析を行った

上で、今後の寄港に備えていただきますようお

願いしておきます。

次に、報道によりますと、2014年の外国ク

ルーズ船の寄港回数は、九州では博多港が99回

でトップで、続いて長崎港が70回、石垣港が69

回、那覇港が68回となっております。本県は細

島港の４回だけとのことであります。そこ

で、2014年の熊本、大分、鹿児島の南九州３県

の外国クルーズ船の寄港実績と、今後の本県へ

の寄港状況について、商工観光労働部長にお尋

ねをしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（永山英也君） 2014年の

熊本、大分、鹿児島における外国クルーズ船の

寄港実績につきまして、それぞれ寄港できます

船の規模は異なっておりますけれども、熊本県

が１回、大分県が９回、鹿児島県が29回となっ

ております。また、ことしの本県への寄港につ

きましては、細島港と油津港を合わせて10回予

定されておりましたけれども、台風の影響で細

島港への寄港が２回キャンセルとなりまして、

両港で８回となる見込みであります。なお、先

月、知事が上海の大手クルーズ船運航会社に

トップセールスを行ったところでありますが、

平成27年９月15日(火)



- 217 -

同社からは、来年は油津港に16回寄港を予定し

ていると伺っております。今後とも、さらなる

寄港の増加に向けて、積極的に誘致活動を行っ

てまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 さらなる努力をしていただき

ますようにお願いしておきたいと思います。

今、部長より、来年はさらに本県への寄港がふ

えるということでございます。大変楽しみにし

ておきたいと思います。他県に負けないよう誘

致促進に取り組んでいただきますようにお願い

をしておきたいと思います。

次に、広域観光対策についてお伺いをしてお

きます。

県においては、平成25年11月に大分県と連携

し、東九州広域観光推進協議会を設立し、共通

のパンフレットを作成するとともに、北部九州

や中国・四国地方を主なターゲットに、誘客促

進に取り組んでおられます。このような中、今

年３月に、ついに、近くて遠い県と言われてい

た大分県と宮崎県が高速道路でつながりまし

た。早速、観光を初め、さまざまな面において

開通効果があらわれてきております。今年６月

に国やＮＥＸＣＯ西日本が発表したところによ

りますと、今年のゴールデンウイーク期間中の

調査では、開通がきっかけで旅行を計画した観

光客が約７割を占めるとともに、調査対象と

なっている本県の11施設では、昨年に比べて２

割もの観光客が増加したということでありま

す。また、先日、私も大分県を視察しました

が、宮崎からの観光客が２割から３割程度ふえ

ていると聞いております。この開通効果をさら

に推進すべく、大分県や東九州外への観光ＰＲ

を精力的に行っていくことが重要と考えており

ます。そこでまず、東九州広域観光推進協議会

で作成されている「ドラマチック東九州の旅」

というすばらしいパンフレットをどのように活

用しているのか、商工観光労働部長にお尋ねを

いたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） お話のあ

りました「ドラマチック東九州の旅」につきま

しては、本県や大分県の魅力である食や温泉、

絶景等をテーマに、東九州自動車道を活用した

モデルコースを紹介するなど、昨年度、東九州

広域観光推進協議会で作成いたしました。この

パンフレットは、高速道路の各サービスエリア

等に配布しておりますほか、県外での観光ＰＲ

イベントや、旅行商品造成のための、国内外の

旅行会社へのセールスで活用しております。こ

のパンフレットのほか、近隣県からは自家用車

を利用した旅行者が多いことから、道の駅情報

を初め、ご当地グルメやお土産等を紹介した

「みやざきドライブマップ」を作成しまして、

県内の観光施設や道の駅等に配布しておりま

す。県といたしましては、今後とも、これらの

パンフレットを活用し、東九州の広域周遊ルー

トのプロモーションを積極的に展開すること

で、誘客促進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 最後の質問になりますが、東

九州という広域での観光推進も重要であります

が、大分県からの誘客促進に取り組むことが必

要であると私は考えております。大分県の皆様

に手軽に本県を旅行していただけるような、本

県の食や観光地の魅力を生かした旅行商品が必

要ではないかと考えているところでありまし

て、エージェント等と県と一体となって、そう

いうメニューをつくっていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（永山英也君） 大分県か

ら本県への旅行商品につきましては、東九州自
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動車道大分―宮崎間の開通前から、各旅行業者

に対しまして、本県の観光地や食の魅力などに

ついて情報提供を行うとともに、商品造成に向

けてセールス活動を展開いたしました。その結

果、現在、高千穂峡や青島などの観光地を初

め、宮崎牛や延岡の鮎やななどの食の魅力を生

かしたバスツアーが販売されております。ま

た、九州内からの誘客促進を図るため、大分県

や大手旅行会社と連携し、両県の魅力を満載し

た旅行商品「新九州物語」も、10月からスター

トすることとなっております。県といたしまし

ては、今後とも、旅行会社に対し、東九州自動

車道を活用した旅行商品の造成を積極的に働き

かけまして、大分県を初めとする隣県からの誘

客促進に取り組んでまいります。

○徳重忠夫議員 以上で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）

○中野 明副議長 次は、日髙陽一議員。

○日髙陽一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。自由民主党、宮崎のひなた、日髙陽

一です。きょうは人生初めての一般質問という

ことで、大変緊張しております。きょうこの今

の思いを胸に刻み、先輩方のように、しっかり

と県民の皆様のために頑張ってまいりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

そして、きょうは、お忙しい中、傍聴にお越

しいただきまして、まことにありがとうござい

ます。６月、９月と傍聴席を見ると、女性の方

が多いんですけれども、きょうはほとんど男性

ということで、男子校の先生になった気分で元

気はつらつ頑張ってまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

さて、きょうは、５月に県議会議員に就任い

たしまして初めての質問ということで、マニ

フェストを中心に、農業問題、観光振興、そし

て女性の活躍の場について、質問をさせていた

だきます。

私は、現在、宮崎市住吉で農業を営んでおり

ます。宮崎の野菜は他県に比べるとおいしいね

と、よく県外の方におっしゃっていただきま

す。それは、日照時間、雨量、そして快晴日数

などが全国でトップレベルであり、たくさんの

日差しを受けてミネラル豊富な野菜がとれるか

らです。そして、そんなおいしい宮崎の野菜

は、もう一つすぐれているポイントがありま

す。知事もミラノでおっしゃっておりましたけ

れども、世界では今、農薬問題などで野菜を生

で食べることができない国もあります。しか

し、この日本は、サラダで野菜をおいしく食べ

ることができるのです。さらに、この宮崎に

は、残留農薬を検査する日本一の検査機関があ

ります。ということは、世界でもトップレベル

のおいしい安心・安全な野菜が、この宮崎では

食べられるということになります。

そんな宮崎の基幹産業である農業ですけれど

も、農業者数が減少しており、大変な状況にあ

ります。衰退していく農業、しかし、この宮崎

の土台である農業をなくすわけにはいかないの

です。今、ＪＡ宮崎中央の青年部に所属してお

ります。現在、盟友数は408名です。私が入部し

た15年前は585名。約３分の１も減少しておりま

す。農業者のうち高齢者が約60％となっており

ます。そして、ＴＰＰ協定交渉など、農業情勢

は不透明であります。そんな中、知事にお伺い

をいたします。農業者の高齢化と後継者不足、

そしてＴＰＰ協定交渉など、さまざまな農業の

問題がある中、知事は、本県農業の振興にどの

ように取り組んでいかれるのか、お伺いいたし

ます。
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なお、以下の質問は、質問者席から進めさせ

ていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県農業はこれまで、先人のたゆまぬ努力に

より、農業産出額全国第６位という地位を築い

てまいりました。御指摘のとおり、現在、農業

はさまざまな課題を抱えており、大きな変革期

を迎えていると認識しております。私は、この

ような時代であるからこそ、ピンチをチャンス

と捉え、従来の既成概念に縛られず、時代の変

化に対応した、新たな取り組みにチャレンジし

ていくことが重要であると考えております。こ

のため、マーケットインの発想による販売力の

強化、技術革新や農地集積等による生産力の向

上、さらには、高い経営感覚・技術力を備えた

人材の育成などに積極的に取り組むことで、競

争力のある産地の育成と、農業を核としたフー

ドビジネスを推進し、本県農業の成長産業化を

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〕

○日髙陽一議員 ありがとうございます。ぜひ

ピンチをチャンスに、農業の成長産業化をよろ

しくお願いいたします。

引き続き、農業の問題のうち、それぞれの問

題に焦点を絞って質問を進めさせていただきま

す。

まずは、後継者問題です。日本の農業は今や

深刻な高齢化の問題を抱えています。世界でも

５位の農業大国であり、農業人口は、2009年の

データでは289万人、少ない数字ではないと思い

ます。しかし、この農業人口の６割が65歳以上

であり、35歳未満の働き盛りはわずか５％とい

う現実が非常に問題となっているのです。そこ

で、宮崎県内の農業者数と新規就農者数の推

移、並びに農業者の高齢化の状況についてどう

分析しているのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県の基幹的

農業従事者数は、平成22年で４万9,198名となっ

ており、平成17年に比べ５年間で5,597名、１年

間に約1,000名が減少しておりますが、一方、農

業法人等を中心に、常時雇用者だけでも約6,500

名おり、これらの方々も地域農業を支える重要

な担い手であると認識しております。また、新

規就農者につきましては、平成26年は260名でご

ざいましたけれども、内訳は、法人就農が132名

で約半分でございます。残り128名の自営就農で

は、親元就農以外の新規参入者も、青年就農給

付金等の効果で増加傾向にあるというのが実態

でございます。

また、農業者の高齢化の状況につきまして

は、平成22年の基幹的農業従事者のうち、55％

が65歳以上となっており、高齢化が一層進行し

ていることから、若い担い手の育成・確保が喫

緊の課題であるというふうに認識しておりま

す。

○日髙陽一議員 農業を基幹産業とする本県で

も、御答弁のとおり、後継者の育成が大変重要

な問題の一つと考えております。

農業の担い手対策についてでありますが、国

際化の進展などに的確に対応し、農業を維持・

発展させていくためには、すぐれた人材の確保

・育成が最も重要な課題であると考えておりま

す。そのためには、新規就農者の実態に応じて

幅広い視点から支援を行うことが求められてい

るところであります。そこで、今説明のあった

近年の農業者等の状況を踏まえ、今後、どのよ

うに担い手育成対策に取り組んでいかれるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。
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○農政水産部長（郡司行敏君） 本県農業の持

続的発展を図っていくためには、地域における

後継者の育成と営農サポート体制の強化を進め

るとともに、外部からの新規参入者を呼び込む

ことも大変重要であるというふうに認識してお

ります。このため、地域農業の核となる経営感

覚にすぐれた家族経営体や法人経営体をしっか

り育成いたしますとともに、女性農業者や高齢

農業者が継続的に活躍できる環境づくり、さら

には、多様な農業者が参加する集落営農や、農

作業受託組織・ヘルパー組織等の分業化・協業

化等を推進してまいりたいと考えているところ

であります。また、今後は、後継者の育成のみ

ならず、県外を初め、多様な就農ルートを通

じ、幅広い分野からの新規参入者の確保を積極

的に行ってまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございました。先

ほど答弁にもありましたが、県外からの移住希

望者に対する取り組みですが、先般報告があり

ました移住・ＵＩターンに関する実態調査の結

果を見ますと、県外出身者が移住先で希望する

業種のうち、農林漁業が最も人気の高い業種と

なっています。大きなチャンスであるかと思い

ます。そこで、「宮崎ひなた暮らしＵＩＪター

ンセンター」など、県外における農業志望の移

住希望者に対する取り組みについて、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県で就農を

希望する首都圏の方々への支援につきまして

は、東京有楽町に設置した「宮崎ひなた暮らし

ＵＩＪターンセンター」を拠点といたしまし

て、既に移住した方を講師とする就農相談会

や、農業未経験者でも本県農業の基礎的知識か

ら実践まで学べる就農講座を、本年度から新た

に実施しており、有望な人材確保に努めている

ところであります。また、県内の農業法人と多

様な分野のスキルを持った移住希望者とをマッ

チングさせ、確実に法人就農に結びつける「お

試し就農」を来月から実施する予定でありま

す。さらに、本県に移住してからも、みやざき

農業実践塾による長期研修を初め、経営発展ス

テージに応じた各種研修等を実施しながら、本

県農業の将来を担うたくましい経営者を育成し

てまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 私も、宮崎ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンター東京支部に先月行ってまいり

ました。スペースも他県に比べると一番広く、

そして、飫肥杉でつくられた「日本のひなた宮

崎県」の看板も存在感がありました。ぜひ一人

でも多くの方に宮崎のよさを知ってもらい、そ

して移住していただけるように御指導をお願い

いたします。

ＵＩＪセンターでも話があるとは思います

が、宮崎に就職するに当たり、賃金・給与の格

差の問題があります。やはり就農するに当た

り、所得の向上が大きな課題だと思われます。

そこで、県では、農業・農村振興長期計画の戦

略プロジェクトの中でも「儲かる農業の実現」

と掲げていますが、農家所得の現状と、農業者

が安心して働いていけるための目標とする農家

所得の水準をどのように設定しているのか、農

政水産部長にお願いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 国の農業経営

統計調査によりますと、本県の主業農家の平

成25年の農業所得は、517万1,000円となってご

ざいます。また、農業所得の目標につきまして

は、平成26年に策定いたしました県の基本方針

におきまして、他産業従事者並みの所得を基本

に、認定農業者等の１経営体当たりの目標を630

万円としているところであります。県といたし
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ましては、まずは、認定農業者がこの水準を達

成できるように指導してまいりますとともに、

目標を達成いたしました経営体におかれまして

は、さらなる所得の向上が図られるよう支援し

てまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。農家

といっても規模や作業人数がそれぞれ違います

が、取り組みの支援を引き続きよろしくお願い

いたします。

次に、農産物の海外展開について伺ってまい

ります。今月初めからＥＵへ視察に行ってまい

りました。宮崎の食や伝統文化の情報を発信し

たミラノ万博など、勉強してまいりました。銀

鏡神楽やみやざき犬のダンスなど、非常に人気

があり、他国の方々にしっかりとＰＲできたの

ではないかと思っております。農水産物におい

ては、存在感のある宮崎牛を初め、食材のＰＲ

にも力を入れていらっしゃいましたが、ミラノ

博覧会における本県の農水産物の評価とその評

価に対する感想を、農政水産部長にお願いいた

します。

○農政水産部長（郡司行敏君） ミラノ博覧会

におきましては、牛肉、お茶、ブリなどの農水

産物や、たくあんなどの加工品を出展し、料理

パフォーマンスや試食により、本県の農水産物

の魅力を現地の方々に十分アピールできたので

はないかと考えております。試食された方々か

らは、ぜひ買って食べてみたいという評価を数

多くいただき、特に宮崎牛につきましては、赤

身肉が主流のＥＵにおきましても、そのうまみ

や柔らかさが高く評価され、輸出の可能性を強

く感じたところであります。今回の評価も踏ま

えまして、出展企業の多くが、10月にドイツで

開催されますＥＵ最大級の食品見本市への準備

を進めております。県といたしましても、今

後、ＥＵ向けの輸出に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございました。ぜ

ひ、ＥＵに向けての発信と、そしてドイツでの

すばらしい結果をお待ちしております。

少し話はそれますが、今回、ＥＵの視察で

は、気密性を高め、空気のエネルギー循環を重

視した構造のパッシブハウス、いわゆる省エネ

住宅ですけれども、木材のＣＬＴを使用した建

築物を多く見かけました。地震大国で家屋が密

集している日本とＥＵでは条件が違いますの

で、普及まで少し時間が必要ですが、国におい

ても設計法の検討・開発などを進めているよう

ですので、ぜひ、杉の生産量日本一の我が県

が、日本のＣＬＴ技術を先導しながら頑張って

いただきたいと思います。

では、改めて、農産物の海外進出について伺

います。本県農水産物の輸出が、昨年度、過去

最高となったとの新聞報道がありましたが、県

内農水産物の輸出の現状と、今後の輸出拡大に

向けた取り組みについて、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県農水産物

の輸出につきましては、香港を中心とする東ア

ジアやアメリカなどに向けた、牛肉や養殖ブ

リ、カンショ、スイートピーなどの輸出が年々

拡大しており、お話にありましたように、昨年

度は、輸出量、額ともに過去最高の約1,130ト

ン、17億6,000万円となったところでございま

す。県といたしましては、国内市場の縮小が予

測される中で、輸出拡大は非常に重要な課題と

認識しておりますので、今後とも、輸出に取り

組む産地への支援や、輸出商社等との連携強化

による販路拡大の取り組みを進めてまいりま

す。さらに、今後、輸出先として有望と見込ま
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れますＥＵや新興国などにおける日本食材の需

要等につきまして、調査・分析を実施し、新た

な輸出品目や市場の開拓にも積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 今後の農林水産物の輸出拡大

のためには、物流対策による輸出コストの低減

や、ジェトロとの連携、商談会の充実等、関係

機関との連携した取り組みも重要だと思われま

す。そうした点から、今年度予定される「みや

ざきグローバル戦略」の策定は、意義があると

考えます。そこで、みやざきグローバル戦略の

策定に当たり、農水産物の輸出拡大に向けて、

関係機関と連携することが重要だと考えます

が、どのように取り組んでいかれるのか、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 農水産物

の輸出拡大につきましては、農業団体やジェト

ロ等の関係機関と十分に連携を図り、生産・供

給体制や各国・地域のマーケットニーズを踏ま

えた戦略的な取り組みが重要であると考えてお

ります。このため県では、経済連や物産貿易振

興センターなどで構成します「みやざき『食と

農』海外輸出促進協議会」を設置しまして、品

目ごとの輸出拡大の方向性などについて協議を

行いますとともに、効率的な輸送体制の構築な

ど、関係機関と連携した各種施策を実施してお

ります。今年度策定予定の「みやざきグローバ

ル戦略」では、農水産物を初めとする県産品の

輸出拡大が、戦略の重要な柱の一つになると考

えております。関係機関が意識を共有し、一丸

となって海外市場の開拓に取り組んでいけるよ

う、十分に意見を伺いながら、実効性のある戦

略をつくっていきたいと考えております。

○日髙陽一議員 海外市場の大きな開拓を、ど

うかよろしくお願いいたします。

次に、現在、全国10カ所で国の次世代施設園

芸導入加速化支援事業により展開されています

次世代施設園芸について、お伺いをいたしま

す。先月、10カ所の一つであります富山県の施

設を視察してまいりました。廃棄物発電と発熱

を利活用したフェンローという大規模施設園芸

で、温室及び冷暖房設備のハウスが28棟、４ヘ

クタールという規模で、ミニトマトを中心に栽

培されていました。正直、この富山県のような

大規模施設園芸が宮崎にできてくると、現在、

個人で農業を経営している方たちにとっては、

投資リスクが目につき、メリットが見えにくく

なるのではないかと思っております。しかしな

がら、国富町において整備されている次世代施

設園芸については、コスト面など工夫されてい

ると聞いておりますが、他の拠点と比較して、

施設や取り組み内容の違いなど、本県の拠点の

特徴について農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 次世代施設園

芸につきましては、お話にありましたように、

全国10カ所で取り組まれているところでござい

ますけれども、多くの県では、取り組みのモデ

ルとなりました屋根の高いオランダ型の高コス

トなハウス、フェンロー型のハウスを整備し、

トマトの養液栽培等を行っているということで

ございます。それらに対しまして、本県では、

本県の主力品目でございますキュウリ、ピーマ

ンの栽培に適した、より低コストで普及しやす

いハウスを整備し、土を使った栽培で、生産性

の高い施設園芸の実現を目指しているところに

一つの特徴があるというふうに考えます。ま

た、本施設を担い手の研修の場として活用する

ことで、次世代を担う施設園芸農家を育成して

いく仕組みを構築していることも、本県の取り

組みの大きな特徴ではないかと考えているとこ
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ろであります。

○日髙陽一議員 この施設は、低コストで従来

の土壌栽培ということなので、実用的な施設だ

と思っておりますが、複合環境制御装置の導入

など、一般の農業者からは、設備に多額の費用

がかかっているように見えると思いますが、採

算性についてどのように考えているのか、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 今回の次世代

施設園芸ハウスは、複合環境制御施設であると

か気化熱を利用した冷房施設、それから炭酸ガ

ス発生装置など、高度な施設を導入しているた

めに、従来のハウスよりも施設経費が多額と

なっているのは事実であろうと思います。しか

しながら、これらの施設をフル活用し、作物に

最適な環境をつくり出すことによって、従来の

栽培よりも約30％程度の収量の増加や品質の向

上を目指しております。そのことにおいて、収

益性、採算性は十分とれるものと見込んでいる

ところであります。

○日髙陽一議員 技術の高い生産者が栽培され

るということですので、30％、またそれ以上の

収量増加とともに、しっかりと利益につながる

よう期待をしております。このすばらしい施設

の取り組みを宮崎県全域にどのように広げてい

くのか、農政水産部長、よろしくお願いいたし

ます。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県では、今

回の次世代園芸施設を活用して、キュウリや

ピーマンの生育に最も適した環境制御や栽培技

術の実証を、関係機関や団体、地元企業等が一

体となって行い、その普及を図ることといたし

ております。具体的には、この実証の成果を県

内に広く周知させるため、実際に栽培を行いな

がら技術を習得する長期研修であるとか、環境

制御システムを現地で学ぶ研修会の開催、さら

には、県内生産者の視察を積極的に受け入れる

などの取り組みを行うこととしております。ま

た、県といたしましては、国庫事業等を積極的

に活用し、新たな施設の整備を進めることで、

次世代施設園芸の取り組みを県内各地に波及し

てまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 知事のお言葉にもありました

ように、この施設でピンチをチャンスに変えて

いただきたいと思います。答弁ありがとうござ

いました。

次は、観光振興に関する取り組みについて

伺っていきたいと思います。

観光といいましても、いろいろな分野があり

ますが、まずは修学旅行について伺います。本

県は、修学旅行生を、平成２年度に約５万4,000

人受け入れていましたが、平成22年度には

約1,000人まで減少したと聞いております。現在

の本県における教育旅行受け入れの現状と誘致

促進に向けた取り組みについて、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） 本県にお

ける教育旅行の受け入れにつきましては、口蹄

疫などの影響もございまして、減少傾向が続

き、今ありましたように平成22年度には、延べ

宿泊者数が約1,000人にまで落ち込んだところで

あります。このため、宮崎市のマリンスポーツ

体験や北きりしま地域を初めとする農家民泊な

ど、本県の強みを生かした新たな素材の開発

や、関西・中国地方や北部九州を主なターゲッ

トとした積極的な誘致活動の結果、昨年度は

約5,300人にまで回復をしております。県といた

しましては、さらなる受け入れの拡大・定着に

向けまして、今年度、みやざき観光コンベン

ション協会に専門の職員を配置したところでご
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ざいます。今後とも、市町村や関係団体、ある

いは鹿児島県や熊本県などと連携を図りなが

ら、誘致促進に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 北きりしまの農家民泊、そし

て青島のマリンスポーツも、もっと盛り上げて

いただきながら、また、記紀編さん1300年を迎

えて盛り上がりを見せる宮崎の神話を生かし、

全国的にも知名度の高い高千穂などにおける修

学旅行の誘致にも取り組んでいただきたいと思

います。

続いて、スポーツランドみやざきの取り組み

について伺っていきます。たくさんのキャンプ

でにぎわう宮崎県ですが、特にプロ野球は、人

気選手のいるチームの１軍がキャンプを行う地

域に関しては、大きな経済効果をもたらしてい

ます。現在は、宮崎市に３チーム、日南・串間

に２チームが来ています。さらに、２軍が日向

に楽天、西都にヤクルトがキャンプを張ってい

ます。しかし、この２チームは、１軍は他県で

キャンプを行っている状況です。そこで、商工

観光労働部長にお伺いいたします。プロ野球１

軍キャンプは非常に経済効果が大きく、積極的

に誘致に取り組んでいく必要があると思います

が、どのような取り組みを行っているのか、お

伺いいたします。

○商工観光労働部長（永山英也君） プロ野球

のキャンプは、スポーツランドみやざきの象徴

であり、特に１軍キャンプは、多くの観客が来

県するなど、地域経済や情報発信に大きな効果

をもたらしております。本県では、平成24年度

から、プロ野球球団のニーズに応え、実践形式

の練習試合である「球春みやざきベースボール

ゲームズ」をキャンプ後半に実施し、本県で

キャンプを実施している球団の定着と新たな球

団の誘致を促進してきたところであります。今

季、初めてとなりましたオリックス・バファ

ローズ１軍キャンプは、宮崎市による施設整備

に加え、こうした取り組みが結実したものと考

えております。今後とも、関係自治体と連携・

協力しながら、新たなプロ野球球団のキャンプ

誘致につなげてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 宮崎は東九州自動車道も開通

し、チーム間の行き来もとても便利になりまし

た。東北楽天イーグルスの１軍は久米島でキャ

ンプを行っており、シーズン前の大切な練習試

合も行き来が不便です。今、日本ハムファイ

ターズも離島の名護キャンプを撤退いたしまし

た。その点、幾つもの球団がキャンプを張る本

県では、他球団にスムーズに移動ができ、シー

ズン前の練習試合を組みやすい状況になりまし

た。これは大きなチャンスではないのでしょう

か。「球春みやざきベースボールゲームズ」も

盛んでございますが、高知も現在、キャンプ地

復活を目指して、チャーター機を県が準備した

りして動いておられます。ここまで築き上げて

きたスポーツランドみやざきを、ライバル県が

考えていないことを企画しながら、もっともっ

と盛り上げていただきたいと思います。

例えば大リーグキャンプ誘致とか。無理やろ

うと思った方がいらっしゃると思いますが、

ワールドベースボールクラシックで２連覇した

日本球界に、大リーグも今、興味を持っていま

す。先月のまつり宮崎にも何とＭＬＢがブース

を出展しておりました。そして、日本の公式戦

に、あの神様とも言われるランディ・ジョンソ

ンが始球式に来ておりました。実際、日本ハム

はアリゾナでキャンプを行います。これから、

宮崎にいるチームも海外キャンプを行う可能性

もあります。そんなときに、逆にメジャーを宮
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崎に呼ぶのも一つの手ではないでしょうか。今

回、知事は、東京オリンピック・パラリンピッ

クのトップセールスとしてドイツに行かれてお

りますが、ぜひ、アメリカでもトップセールス

を行っていただきたいと思います。

野球つながりでお聞きいたします。渡辺議員

も質問していらっしゃいましたが、県では、平

成26年度まで「夢・実現甲子園優勝プロジェク

ト事業」に取り組んでいらっしゃいました。甲

子園で活躍すると県内の野球人気が高まり、ス

ポーツキャンプの誘致にもつながるのではない

かと考えております。プロジェクトの記事を新

聞で読んだときは非常にうれしかったのを覚え

ております。プロジェクトの結果、２年目で延

岡学園が優勝一歩手前まで行くことができまし

た。惜しくも優勝は逃しましたけれども、全国

にいる宮崎県民が心から応援し、そして感動

し、エールを送りました。このプロジェクトが

ことしはなかったせいか、我が母校の日大高校

は１回戦で敗退してしまいましたけれども、こ

のプロジェクトなど、関係機関が連携した取り

組みはとても大切だと考えております。

もちろん高校生もそうなんですが、やはり甲

子園優勝のためには、中学生の強化がもっと必

要なのではないでしょうか。熊本県では、各市

町村で選抜チームをつくり、大会が行われてお

ります。このような大会が行われることによっ

て、選抜で選ばれた、選ばれたいという子供た

ちの士気も高まり、選手のレベルアップにつな

がっていくのではないでしょうか。そこで、甲

子園優勝に向けた中学生の強化にどう取り組ん

でいらっしゃるのか、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 本年、門川中学校の

軟式野球部が、春・夏連続の全国制覇をしてく

れましたが、このような中学生の力強さという

のが、本県の目指す甲子園優勝にもつながって

いくものと確信いたしております。中学生の強

化の方策でありますが、御質問にありました熊

本県の取り組みは、ライバル同士が競い合い強

化するという点で評価できると考えておりま

す。本県では、中学生の強化のために、県下全

域からすぐれた選手を集め、選抜チームを編成

し、強化合宿や他県との合同練習、さらには、

全国大会への出場を通した選手育成を行うとと

もに、中学校・高等学校関係者が連携を深め、

高等学校指導者による中学生の技術指導等を実

施するなど、本県独自の強化策を行っていると

ころでございます。今後とも、他県の情報も収

集しながら、積極的に競技力向上に努めてまい

りたいと考えております。

○日髙陽一議員 野球ファンだけではなく、ふ

だん野球を見ない人も注目する甲子園です。ふ

るさとの高校が出ると元気をもらえます。日常

生活の中で、県外にいる宮崎県民の皆さんが改

めてふるさとを思い出し、戻りたいという気持

ちが芽生え、Ｕターンにつながるかもしれませ

ん。宮崎県活性化のために、スポーツランドみ

やざきをさらに盛り上げるためにも、ぜひ取り

組んでいただきたいと思います。

次に、国際観光の推進、外国旅行者への対応

などについてお聞きをいたします。政府観光局

の発表では、ことし上半期に日本を訪れた外国

人旅行者は、約914万人で、過去最高だった昨年

の上半期の約1.5倍にふえております。観光局

は、増加の要因として、円安傾向や航空路線の

増便、ことし１月の中国での観光ビザの発給要

件の緩和に伴うクルーズ船の増便等を挙げてい

ますが、本県への外国人観光客数の推移と近年

の顕著な動向について、商工観光労働部長にお

伺いいたします。
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○商工観光労働部長（永山英也君） 本県への

外国人観光客は増加傾向にあり、観光庁が実施

しております宿泊旅行統計調査によりますと、

延べ宿泊者数は、平成25年が約13万7,000人に対

して、平成26年は約16万1,000人となっておりま

す。また、直近のデータとしまして、県が独自

に調査をしております宮崎市内のホテル・旅

館20施設の宿泊客数調査では、平成26年４月か

ら８月までの外国人宿泊者が２万3,000人であり

ましたのに対し、平成27年の４月から８月は４

万2,000人となっており、82.7％の増加となって

おります。要因としましては、円安に加え、香

港線の就航、さらに台北線の増便の定着等があ

ると考えております。

○日髙陽一議員 82.7％は大きい伸びだと思い

ます。ぜひ、このような機会を逃さずに、また

宮崎を訪れたいと思っていただけるような取り

組みを進めていただき、さらに外国人観光客数

を伸ばしていただきたいと思います。

次に、国では、首都圏から地方へ外国人の誘

客を図ろうとしているようですが、このような

追い風の中で、本県では外国人の誘客促進にど

のように取り組んでいくのか、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（永山英也君） 国におき

ましては、訪日外国人旅行者2,000万人の高みを

目指しまして、インバウンド新時代に向けた戦

略として、東京や大阪などのゴールデンルート

に集中する外国人旅行者を地方へ誘客する取り

組みを推進することとしております。

このような中、本県においては、東アジアを

中心にさまざまなプロモーションに取り組んで

おりまして、特に、直行便が就航しております

韓国、台湾、香港につきましては、メディアな

どを活用した認知度向上対策などを積極的に展

開しております。あわせて、中国や台湾からの

クルーズ船の誘致を強化しているところであり

ます。また、移動・滞在しやすい環境の整備を

図るため、公共交通機関を活用した２次交通対

策や免税店の拡充、あるいはＬＣＣの活用な

ど、増加傾向にある外国人個人旅行者の誘客促

進に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○日髙陽一議員 宮崎県は移動手段が少ないと

言われておりますので、ぜひ、２次交通対策は

なるべく早く実現させていただきたいと思いま

す。

外国人観光客の受け入れ環境の整備が重要だ

と思われますが、個別の具体的な内容について

何点か伺います。ことし７月、アメリカの旅行

誌が発表した「2015世界の人気観光都市ランキ

ング」で、２年連続、京都が選ばれました。そ

の中で、世界１位を獲得できた要因として、京

都市は、公衆無線ＬＡＮの充実など、外国人受

け入れの環境向上が実ったとありました。外国

人観光客の受け入れには、情報収集しやすい環

境づくりを進める必要があると思いますが、特

にニーズの高いＷｉ－Ｆｉについて、県として

の取り組み状況を、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（永山英也君） 観光庁が

実施しております調査においても、日本滞在中

にあると便利な情報として、Ｗｉ－Ｆｉが最も

多い結果となっておりまして、その環境整備は

非常に重要であります。このため県では、昨年

度、県内のホテル・旅館におけるＷｉ－Ｆｉ整

備の支援を実施いたしました。今年度は、「Ｍ

ＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」とし

て共通認証システムの基盤を構築しますととも

に、県の観光案内板等９カ所へアクセスポイン
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トの設置を始めました。このシステムは、利用

者の利便性の向上のため、認証手続を簡略化す

るものであり、整備に取り組む市町村等の共同

利用も可能でありますことから、本年度、５市

町が既に導入を決定しております。今後とも、

このシステムによるＷｉ－Ｆｉエリアの拡大な

ど、市町村等と連携しまして、外国人観光客の

受け入れ環境整備を進めてまいりたいと考えて

おります。

○日髙陽一議員 私たち県民にとっても必要な

ものですので、ぜひ、エリア拡大の対応をお願

いいたします。

外国人観光客の受け入れ環境について、もう

一点お尋ねいたします。外国人観光客を受け入

れる場合、言葉の問題があります。せっかく来

ていただいたのにコミュニケーションがうまく

とれなければ、本県の魅力も伝わらず、印象を

悪くすることさえあります。本議会において

も、これまでクルーズ船の課題として、通訳や

外国語が話せるボランティアが不足していると

いう話も出ておりました。そこで、外国人観光

客をおもてなしする通訳案内士や観光ボラン

ティア等の育成も重要だと考えますが、県の取

り組みについて、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（永山英也君） 現在、本

県には、国家資格であります通訳案内士が50名

登録されております。このほか、九州各県、九

州観光推進機構と連携しまして、国家試験を受

けることなく、九州域内において有償で通訳案

内ができる地域限定特例通訳案内士、いわゆる

特区ガイドの養成に、平成25年度から取り組ん

でおりまして、現在、九州全体で137名、うち宮

崎県居住者10名が登録されております。また、

県内の観光ボランティア組織は、13市町村に20

団体あります。このうち５団体が、外国語が話

せるスタッフや多言語パンフレットの活用によ

り、外国人観光客に対応しております。県とい

たしましては、九州観光ボランティアガイド研

修会などを通じて、観光ボランティアの知識や

外国人観光客に対するコミュニケーション能力

の向上が図られるよう、引き続き支援をしてま

いりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。全国

では、グッドウィルガイドという、18歳以上の

善意通訳ですが、現在、５万9,000件の登録があ

り、東京では、「おもてなし東京」ということ

で、語学ボランティア育成講座なども開催され

ているそうです。宮崎でも５月の国際フェス

ティバル開催時など、多くの方が流暢に外国語

を話されていますが、オール宮崎おもてなし

で、この方たちにもふだんの生活の中で通訳案

内など協力をしてもらう体制ができないでしょ

うか。例えば、中国語を話せるボランティアの

方の胸に中国の国旗のデザインされたバッジを

つけてもらうと、困っている中国の方も、母国

のバッジであれば気づきやすく、尋ねやすいの

ではないでしょうか。アイデアの一つとして御

検討ください。

宮崎の観光の一つとして、マリンスポーツが

あります。その中でも、サーフィンは世界大会

が行われるなど、宮崎の海は美しく、サー

ファーにとって理想的な力強い波があり、日本

におけるサーフィンの聖地とされています。し

かし、そんな宮崎の海岸が危機を迎えていま

す。私の小さいころは浜辺で野球をしていた住

吉の海岸、現在では完全に砂浜がなくなってい

ます。そこで、宮崎海岸の海岸侵食対策事業の

取り組み状況について、県土整備部長にお伺い

いたします。
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○県土整備部長（図師雄一君） 宮崎海岸につ

きましては、国の直轄事業によりまして、砂浜

の幅を50メートル回復させることを目標に、突

堤や護岸の整備、及び養浜による対策が進めら

れております。このうち、突堤は３基が計画さ

れ、南側の突堤300メートルのうち、75メートル

が完成しており、護岸につきましては、計画延

長2,700メートルのうち、約2,000メートルが完

成しております。今年度は、２基目の突堤150

メートルのうち、45メートルに着手し、養浜に

つきましても、継続して実施する予定だと伺っ

ております。県といたしましては、今後とも国

と連携して、地域住民や海岸利用者などが参加

する宮崎海岸市民談義所において意見交換を行

うなど、関係の皆様方の御理解と御協力をいた

だきながら、早期完成を目指してまいりたいと

考えております。

○日髙陽一議員 砂浜の幅を50メートル回復す

るということですが、もしもこのまま侵食が進

んでしまいますと、防風林である松林まで影響

が出てしまいますので、ぜひ、早期整備に向け

て取り組んでいただけるようお願いいたしま

す。

この松林は、県外の方が飛行機で訪れる際

に、「とてもきれいな緑ですね」と言っていた

だけます。そして、日本を代表するゴルフトー

ナメントが行われ、テレビ中継される際にも、

このすばらしい緑が映し出されます。この松林

は、美しい景観だけではなく、人家や農耕地を

潮害等から守るといった公益的機能を果たして

おり、私たちにとって極めて重要な松林であり

ます。そんな松林が、近年、松くい虫の被害が

大きく、松枯れにより変色したりして、松林ま

でなくなってしまうのでないかと心配をしてい

ますが、宮崎海岸周辺の松くい虫被害の現状と

対策について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（大坪篤史君） 宮崎海岸周辺

の松くい虫による被害につきましては、ここ10

年ほど横ばいで推移しておりましたが、猛暑や

少雨等の影響もあって、平成25年度以降、被害

量が増加しているところであります。松くい虫

被害対策につきましては、薬剤散布等による予

防措置のほか、被害木の伐採や焼却処分等を実

施しております。また、伐採後の松林の機能を

維持・回復する取り組みとしまして、松くい虫

に強い抵抗性松の植栽を推進しているところで

ございます。今後とも、被害の早期把握に努め

まして、適切な防除と駆除を行うことにより、

被害の軽減を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○日髙陽一議員 抵抗性の松となるとコストが

かかると聞いておりますけれども、未来の子供

たちのために、引き続き、必要な対策を進めて

いただきますようお願い申し上げます。答弁あ

りがとうございました。

次に、女性の活躍という視点で質問を進めさ

せていただきます。

今、少子高齢化・人口減少の問題が大きく取

り上げられています。昔は「みこし型」で高齢

者を支えていた社会が、今は騎馬戦型で支えて

います。これが、人口減少により、近い将来、

１人で１人の高齢者を支えないといけない時代

がやってくるかもしれません。現在、日本は、

海外に比べると、女性の活躍の場がまだ少ない

ようです。働ける世代が減少していく中、女性

の働く能力を最大限に発揮しやすい環境を整備

する必要があるのではないでしょうか。「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律」

が成立したことを受け、県内市町村や企業の行
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動計画の策定等にどのように対応していくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（茂 雄二君） 「女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律」は、女

性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活

において活躍することができるよう基本原則を

定め、国、県、市町村及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、事業主行動計画の策定、女

性の職業生活における支援措置などについて定

めたものであります。これを受け、国、県、市

町村、及び労働者の数が301人以上の企業におい

ては、女性採用比率、女性管理職比率などの状

況把握や分析を行った上で、具体的な数値目標

や取り組む内容をまとめた事業主行動計画を策

定・公表することが義務づけられたところであ

ります。県といたしましては、特定事業主とし

ての県の行動計画を策定するとともに、宮崎労

働局と連携・協力しながら、法の趣旨や制度等

について、市町村や企業への周知・啓発を行う

ことにより、女性が活躍できる環境整備により

一層取り組んでまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 法は公布日から施行され、行

動計画策定については、来年、2016年の４月か

ら施行と聞いております。女性が活躍できる環

境整備、それは、いかに女性が働きやすい環境

をつくるかだと思いますが、職場における女性

が働きやすい環境整備に向けての本県の取り組

みを、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（永山英也君） 県では、

女性に限らず、男性も働きやすい職場環境を整

備するということから、企業や事業所に、育児

・介護休業の取得促進や時間外勤務の縮減な

ど、ワーク・ライフ・バランスに関する自主的

な取り組みを宣言していただく「仕事と家庭の

両立応援宣言」の登録を推進しておりまして、

８月末現在で534社に登録をいただいておりま

す。また、去る７月６日には、知事と全市町村

長による「みやざき「イクボス宣言」」がなさ

れたところであり、企業等のイクボスをふやす

ため、働きかけを積極的に行っております。

さらに、10月の「みやざき女性の活躍推進会

議」の設立に向けまして、できるだけ多くの企

業に参加いただけるよう企業訪問等を行ってい

るところであります。女性が活躍できる環境づ

くりは、地方創生の観点からも非常に重要であ

ると考えております。関係機関と連携しなが

ら、今後とも積極的に取り組んでまいります。

○日髙陽一議員 地方創生のためにも、「イク

ボス」を周知して頑張っていただきたいと思い

ます。

先日、「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセン

ター」にて、長野県の女性限定農業体験ツアー

のチラシが目にとまりました。ピンクの鮮やか

なチラシに「農業女子」と大きく書いてあり、

とても存在感があり、見ていてわくわくしまし

た。内容は、女性限定で１泊２日の３つのコー

スに分かれ、北アルプスの田園を回ったり、収

穫と料理体験をしたり、農業の６次産業化の新

しい可能性に触れてみたりと、それぞれを体験

するツアーです。農業に興味を持つ女性もふえ

ており、女優の黒谷友香さんや工藤夕貴さん

も、本格的に野菜づくりをしているそうです。

昨日の答弁でも、国の「農業女子プロジェク

ト」への参加を後押しするということでした

が、農業がもっと伸び伸びと女性が活躍できる

場所になるためにも、若い女性が楽しく農業に

参加できるような取り組みを本県でも進めてほ

しいと思っております。このような取り組みに

ついて本県でも取り組むつもりがないか、農政

水産部長にお伺いいたします。
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○農政水産部長（郡司行敏君） 本県におきま

しても、ＪＡ女性組織協議会を初め、11の女性

農業者組織・団体がございますけれども、高齢

化等が進み、若手女性農業者の育成や組織間の

ネットワーク強化を求める声が組織内部からも

高まってきていることから、県では本年度か

ら、「女性の力で農山漁村パワーアップ事業」

をスタートさせたところでございます。本事業

では、若手女性農業者が中心となって、組織や

業種の枠を超えた交流会や研修会等を開催して

いるほか、同世代のネットワークづくりやワー

クショップなどにより、若手が参加しやすい環

境づくりに努めているところであります。今後

はさらに、議員から御提案もございました長野

県の取り組みも参考にしながら、本県の若手女

性農業者ならではの新たな発想を、農業経営や

地域活性化に生かせる取り組みを充実させてま

いりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。お願

いいたします。男性の職場と思われがちのさま

ざまな現場でも、女性が働くことによって相乗

効果が高まると言われています。どうかよろし

くお願いいたします。

本議会の質問は、農業問題、観光振興、女性

活躍の、大きく３つの項目にわたりましたが、

特に、本県の基幹産業である農業に関しまして

は、次世代を引き継ぐ担い手対策において、人

口減少社会を背景として、県内への移住と連動

した新たな新規就農者の確保対策などの取り組

みについて、強い期待を持ったところでありま

す。そこで、私にとって初めての議会質問を、

ライフワークである農業について、担い手関係

で締めくくりたいと思います。11月10日、11日

の２日間にわたり開催されます「第18回全国農

業担い手サミットinみやざき」まで、残り２カ

月となってまいりましたが、現在の進捗状況

と、全国からの受け入れに際し、その意気込み

を知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 本県で開催します全国

農業担い手サミットにつきましては、現在、農

業者を初め、多くの関係者・団体の皆様に協力

をいただきながら、宮崎らしいおもてなしの心

にあふれた大会になるよう準備を進めていると

ころであります。全国から定員を大きく上回る

応募がありまして、高い関心と期待をいただい

ているものと考えております。本年は、口蹄疫

の終息から５年という節目の年であります。本

サミットを開催することによりまして、これま

で御支援をいただいた感謝の思いとともに、口

蹄疫からの再生・復興と畜産の新生に向けて全

力で取り組んでいる本県の姿を、全国の皆様に

ごらんいただきたいと考えております。

また、「日本のひなた宮崎県」の食の魅力を

全国に発信してまいりたいと考えております。

今回の大会テーマは、高千穂高校の生徒が作成

しました「語ろう未来を 受け継ごう今を！

農業の無限の可能性を信じて」というものであ

ります。これは、これまでの先人の努力をしっ

かり受けとめて、しかも視野を未来に向けてと

いうことで、すばらしいテーマではないかと考

えておるわけでありますが、この大会テーマの

もと、今回、全国から集います全ての皆様と思

いを一つにして、改めて、日本の農業を若者が

夢と希望を持てる産業とすべく、宮崎県を起点

として、新たな改革の扉を開いてまいりたいと

考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございます。農業

の無限の可能性ということで、宮崎の土台を元

気にして、そして宮崎の活性化につなげていた

だきたいと思います。
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以上で、私の質問を終わらせていただきま

す。緊張しました。ありがとうございました。

（拍手）

○中野 明副議長 ここで休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後３時９分開議

○中野 明副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） あと１時間

辛抱いただきたいと思います。

初めに、知事の政治姿勢に関して伺います。

中国の「礼記」に「入るを量りて、以て出ず

るを為す」というくだりがあります。このよう

に、古代中国では、徴税の強化によって不足財

源を賄う政治は最悪の政治とされ、まずは収入

のほうをよく押さえてから支出のほうを計画す

るというのが鉄則とされておりました。

さて、河野知事には、県民の大きな支持のも

と、２期目の船出をされたところであります

が、これらの期待に必ずや応えられんことを願

いつつ、まず県の財源確保に係る問題を伺いま

す。国においては、各省庁からの概算要求が先

月末に締め切られ、その結果、一般会計総額

は102兆4,000億円程度となり、今年度の当初予

算96兆3,420億円を大きく上回る過去最大規模と

なっております。これは、裁量的経費について

は、前年度予算より１割削減されるものの、残

りの９割を要望基礎額とし、その３割を特別枠

として要望できるとなっていることによるもの

であります。つまり具体的事例で示しますと、

例えば国土交通省の場合、公共事業関係費は、

名目で前年度比16％、8,000億円増の約６兆円の

要求額と、前年を大きく上回っております。

しかし、本県が最も注目すべき地方交付税に

ついては、前年度比２％、約3,000億円減の16

兆4,000億円余の要求額にとどまっております。

そして、これら国の予算は、今後、財務省の査

定を経て、年末に向け政府案として固まってい

くものと思いますが、国の予算からどれだけの

財源あるいは事業を本県に取り込めるのか。ま

さしくここが知事の手腕の見せどころであり、

真価が問われるところであります。

過ぐる県知事選挙において、私ども自由民主

党が、次期知事については現職に続投をさせる

べきと判断し、あなたを推薦した理由も、総務

省出身という経歴にその手腕の絶大ならんこと

を期待したところが大だったわけであります。

財政力の脆弱な本県にあって、歳入財源の確保

については、どのような取り組みをもって臨ま

れるのか、知事にその姿勢をお尋ねし、後は自

席より尋ねてまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

平成28年度当初予算編成における歳入確保に

ついてであります。本県は、県税などの自主財

源に乏しく、地方交付税や国庫支出金などに依

存する脆弱な財政基盤であります。国の動向に

つきましては、現在、概算要求の段階でありま

すので、今後の税制改正や地方財政対策の動き

を見きわめていく必要がありますが、７月に行

いました国への「みやざきの提案・要望」にお

いては、地方交付税の充実・強化や総額の確

保、地方法人課税のあり方の見直しや地方創生

に係る新型交付金についての財政力の低い団体

への配慮など、地方税財源の充実について要望

したところであります。今後も、国の動向を注

視しながら、さまざまな場面において要望して

まいりたいと考えております。以上でありま
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す。〔降壇〕

○坂口博美議員 地方交付税の充実・強化ある

いは交付金などに係る財政力の弱い団体への配

慮を求めていくというのは、当然至極でありま

して、これからもさらに強く続けていただきた

いと思います。

そして同時に、次の点についても求めていく

べきと考えております。まず１つ目は、全国共

通の問題でありますが、交付税算定における基

準財政需要額には、地方が実施している乳幼児

医療助成費や介護予防対策費など、単独事業費

はほとんど算入されておりません。ぜひ、この

ような地方単独事業についても需要額に入れて

もらうよう、強く国に求めていくべきでありま

す。特に一般的になってきておる単独事業につ

いては、標準的な行政水準とみなすべきであり

まして、ぜひこれは強く求めていただきたい。

そしてまた、本県の立場からでありますが、

算定時の補正係数に地域の特性などを反映させ

ること、例えば農業行政費でありますけれど

も、これについては、農家数や耕地面積をもと

に算定されております。しかしながら、例えば

北海道と宮崎の農業を比べますとき、畜産で見

てみますと、北海道はその主体が乳牛でありま

す。当然牧草地を広く要するわけであります

が、宮崎は肉用牛が主力でありまして、配合飼

料が主となります。それほどまでの農地は必要

としない、広い農地は必要としないわけであり

ます。したがいまして、単位費用の中に家畜の

頭数が加味されるべく補正がなされることが必

要であろうと思います。これについては、本県

の立場から国に強く求めていくべきであるとい

うことを知事に申し上げ、最初に消費税につい

て伺ってまいります。

この問題に関して、私は、平成25年６月定例

会におきまして、法改正により今回引き上げら

れることになる増税分については、その清算基

準を地方が受け持つべき社会保障３事業の対象

となる人口とすべきであるとして、その改正を

国に求めるべきである旨の質問を行いました。

これについては、平成27年度の清算分から見直

されることになったようでありますが、その内

容と本県への影響額について、総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（成合 修君） 多段階で課税を行

う地方消費税につきましては、最終消費地と納

税地が一致しないことから、最終消費地に税を

帰属させるため、消費に係る指標等により、都

道府県間で清算を行うこととなっております。

今回の清算基準の見直しにおきましては、これ

まで指標の一つでありました「サービス業基本

調査」が「経済センサス活動調査」に変更され

るとともに、議員の御質問にありましたよう

に、案分に用いる「人口」の比率が引き上げら

れ、一方で、「従業員数」の比率が引き下げら

れたところであります。この見直しによりまし

て、本県への影響額は、シェア率が0.03ポイン

トほど上がり、平成27年度当初予算ベースで

は、約15億円の増収が見込まれ、その内訳は、

従来からの一般財源分が約９億円、税率引き上

げによる社会保障財源分が約６億円となってお

ります。

○坂口博美議員 算定の際の比重が、従業者数

から総人口へと８分の１の中の0.2、ですから、

全体の0.025ポイントになると思うんですが、こ

れが移されたということで、言いかえますと、

生産年齢人口を対象に交付していたお金の一部

を、今度は総人口分に上乗せして配分しますよ

という改正であるということであろうかと思い

ます。
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今回のこの見直しによりまして、消費税率が

８％へ上がった時点で、本県にとって15億円の

増収でありますから、これが10％に至ったら25

億円ほどの増額になろうかと思いますが、知事

はよく努力をしてくださったと、その労をたた

えたいところであります。

しかし、今回の増加分15億円のほとんどは、

実は交付額の決定に大きな影響を与えることに

なりますサービス業対個人事業収入額の出元

が、サービス業基本調査から経済センサス活動

調査へと変更になったことで、全てのサービス

事業者、小さい事業者までが正確にカウントさ

れることになって、それが結果として本県に幸

いしている部分によるところがほとんどであり

ます。

前から申し上げておりますように、地方消費

税の引き上げ分については、それが社会保障の

財源とされたことを踏まえますと、社会保障経

費の支出対象となる「高齢者人口等」を清算基

準とするよう、引き続き国に求めていくべきで

あると考えますが、このことはまず筋論であり

ます。選挙のときの約束事であります。本県に

とって、より有利な配分となるものでもありま

す。知事にぜひそれに取り組んでいただきた

い。御見解をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、引き

上げ分の地方消費税が社会保障財源化されてい

ることを踏まえますと、議員御指摘のとおり、

「高齢者人口等」を用いた基準とすべきとの御

意見も理解できるところでありますし、私もそ

のような議論を総務省の担当者ともしたところ

でありますが、最終消費地と税の帰属地を一致

させるという地方消費税の仕組みから見まし

て、「高齢者人口等」を基準とすることは、理

屈の上で非常に難しいものがあろうかと考えて

おります。

一方、今回、全国知事会におきまして、「人

口」の割合を高めることを要請し、地方消費税

の清算基準における「人口」の比率を高める形

で見直しが行われたところであります。今後と

も、本県の安定した社会保障財源を確保してい

くためにも、税率引き上げ分については、より

適切な配分になるよう、国に対して引き続き要

望してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 高齢者人口を基準とするの

は、税の性格上、帰属性を見たときに難しいと

いう見解を示されたわけでありますけれども、

実はこれは、平成24年２月24日に開催された全

国知事会の中の地方税財政特別委員会で、知事

がそれぞれ発言された内容を知事会でまとめら

れた資料であります。

その中の論点②「地方消費税の清算基準につ

いて」、ここで４つ意見が記されているんです

が、その１つに「地方消費税を社会保障目的の

地方共同税として構成し、その配分指標とし

て、高齢者人口や若年者人口を用いることを検

討すべき」というのがあります。それから、論

点③の「地方法人特別税等について」の中で３

つあるんですが、その中の１つ、「地方の社会

保障財源の確保に当たっては、都道府県間にお

ける税収格差が課題となっている。税源偏在是

正のため、消費税と地方法人課税の税源交換や

地方共有税、地方共同税など新たな手法も含め

検討していくべき」、現実にこういった小委員

会の中で、こういう意見を出されている知事も

いるんですね。

これらは筋論でありますし、本県にとって本

当に有利な考え方であります。やはり、知事は

全国の平均点じゃなくて、我が県のためになる

議論を積極的に知事会の中では後押しをすべき
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だ、それが宮崎の知事としてあるべき行動だと

僕は思っております。これは要望にとどめてお

きまして、まず県土整備部における公共事業予

算について伺います。

県土整備部における補助公共事業費を見ます

と、例えば平成26年度当初予算であります

が、333億9,000万円余が計上されております。

しかし、このうち最終的に内示が決まったの

は297億4,000万円余、36億5,000万円も少ないわ

けでありまして、予算の89.10％、このような状

況というのは、多年にわたって常態化してきて

おります。その理由が一体どこにあるのか気に

なるところでありますが、当初予算編成に際し

ての基本方針はどうされているのか。毎年こう

やって10％程度もの内示差が生じていることに

ついての説明とあわせ、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 県土整備部の

補助公共・交付金事業の当初予算につきまして

は、県の総合計画や国の予算編成の動向を踏ま

えた上で、防災・減災対策、老朽化対策、交通

ネットワーク整備の３つを重点目標といたしま

して編成しているところであります。その総額

につきましては、厳しい財政事情の中で、可能

な限り国庫補助や交付金を活用するとの考え方

から、ここ数年は、県の当初予算編成方針に定

められた要求限度額となっている県費ベースで

前年度同額となるよう計上しております。国庫

補助や交付金の確保については、県議会にも御

協力をいただきながら、知事を先頭に国等に強

く要望しているところではありますが、結果と

しては、国の財政状況も厳しいことなどから、

残念ではありますが、10％程度の内示差が生じ

ているところであります。

○坂口博美議員 九州各県の予算と内示差を見

てみますと、一番高いのが福岡県で99.60％、２

番目が大分県で98. 0 0％、３番目が長崎県

で95 . 0 0％、九州で一番低いのが隣鹿児島

県78.70％であります。こういったのを見ます

と、まず一つには、各県の予算編成のときの組

み方の考え方に、差額の有無は起因しているの

ではないかなとも思うところでありますけれど

も、県ではこういった点をどう分析されておる

のか、県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 補助公共・交

付金事業の内示差につきましては、議員の御質

問のとおり、県ごとに相当程度異なりますが、

福岡県、大分県を除きますと、一定の内示差が

生じているようであります。九州各県の予算編

成の考え方はさまざまであり、内示差に対する

考え方について、その詳細は把握できておりま

せんが、内示差がある県においては、本県と同

様に、追加内示への備えを含めまして、国庫補

助や交付金を可能な限り活用したいとの考え方

から、予算計上されているものと考えておりま

す。

○坂口博美議員 そうは言われるんですけれど

も、申し上げましたように、本県の場合、毎年

このような状況が続いている。この場合、仮に

県の裏負担分が２分の１であったとすれば、毎

年17～18億円の金がそのまま塩漬けで会計年度

を閉じてしまうということを意味します。これ

は悪くとれば、県議会あるいは関係団体など

に、宮崎県はよく公共事業予算をしっかり組ん

でくれるなと思わせる、そして、それを勘違い

させるための見せかけの金なのか、あるいはま

た、決算時に県の裏負担分を剰余金として残し

て次の年に繰り越していく、剰余金を捻出する

ためのテクニックなのかと疑われてもしようが

ないようなことがずっと続いております。
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もちろん今言われたように、そうではなく

て、少しでも補助金を確保したいという県の思

いからであるということはわかるんですけれど

も、結果は申し上げたとおりであります。そこ

で、知事は、内示差の10％を１％でも２％でも

縮める努力に全力を挙げるということが必要だ

と思いますけれども、御見解をお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな社会資本整

備がおくれている本県にとりまして、こういう

公共事業予算の確保は、極めて重要な課題であ

ると考えております。私もたびたび、国交省、

また財務省に参りまして、要望活動を重ねてき

たところでありますが、現状においては、この

ような内示差が生じている、思うように確保で

きていない状況でございます。これをしっかり

真摯に受けとめて、ことしはインフラ整備のス

トック効果もアピールするなど、積極的に取り

組んでいるところでありますが、これまで以上

に創意工夫を凝らして、本県に必要な予算の確

保に向けて、公共事業全体のパイを確保するこ

と、そして、それをおくれている本県のような

自治体への優先配分を求めていくことに、努力

を重ねてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひお願いします。

農業農村整備事業費でありますが、国では、

平成21年度に全国枠5,772億円であったものが、

翌22年度には3,629億円、そして今、平成27年度

は3,588億円であります。これに沿うようにし

て、県の予算も、同様に21年度は96億5,000万

円、それから翌22年度が68億2,000万円、本年

度、27年度が61億4,000万円であります。大変な

状況なんですけれども、土地改良事業につきま

しては、例えば農業農村整備事業推進委員会か

ら毎年要望が出ております。知事は、まず、こ

ういった国の予算の回復に全力をいたされて、

本県への重点配分に全力を尽くすべきと考えま

すが、御見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 農業農村整備事業であ

りますが、農業生産の基盤、それから農村生活

環境の整備を通じて、本県が目指す農業の成長

産業化を支えるものでありまして、極めて重要

であると考えております。これまでも、７月に

行いました、国への「みやざきの提案・要望」

でありますとか、全国知事会の提案・要望など

を通じまして、また国や本県選出の国会議員等

に対して、農業農村整備事業予算の回復と本県

への重点配分について要望してきたところであ

ります。今後とも、粘り強く国に訴えかけてい

きたいと考えております。

○坂口博美議員 これはちょっと考え方を申し

上げたいんですけれども、畑かんが、農業の改

良事業は今後更新の時期を迎えます。その後、

かなりな予算のニーズが出てまいります。ぜひ

とも、これは全力を挙げていただきたいと思い

ます。

次に、屋外広告物制度に関する質問なんです

けれども、県の歳入のうちに、小さいんですけ

れども、使用料・手数料として徴収される財源

があります。その中の一つが、申し上げた屋外

広告物申請時の手数料なんですけれども、２年

から３年ごとにそれを更新しなければならない

ことになっているんですけれども、長年放置さ

れているのではないだろうかというような広告

物を見かけることがあります。手数料徴収とい

えども公平性というのは必ず担保されなければ

いけないわけでありますが、こういった公平性

を保つための取り組みについて、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） まず、屋外広
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告物制度の県民への周知につきましては、制度

の趣旨を初め、申請に必要な手続や手数料など

について、県のホームページに掲載しますとと

もに、毎年９月の「屋外広告物適正化旬間」に

おいては、パネル展の実施や、新聞及び市町村

の広報紙等を活用して行っているところであり

ます。

また、違反広告物の対策につきましては、土

木事務所などに配置した屋外広告物監視員によ

る日常的な巡回業務に加え、県民へのＰＲも兼

ねた年２回の県下一斉撤去の取り組みを通し

て、違反広告物の設置者に対する是正指導や張

り紙などの簡易な広告物の撤去を行っておりま

す。屋外広告物制度は、郷土の美しい自然や町

並みを守り、屋外広告物の落下などによる危害

を防止するための重要な制度でありますので、

今後より一層、県民への周知や違反広告物の対

策などに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

それから、これは特異な例ですけれども、本

県では、口蹄疫復興対策運用型ファンド事業と

いうのも歳入されております。これについて

は、ワクチン接種受け入れによる犠牲を含め

て、口蹄疫被害からの復興に要する財政支援に

ついて、具体的に国と協議される中で、国から

ファンドの話があって、それに県が合意したと

承知しておりますが、超法規的なワクチン接種

による全頭殺処分を受け入れた本県にとって、

国が示した復興支援策というのは、金額などの

面で満足のいくものではなかったと考えます

が、受け入れに至った経緯・理由について、ま

ず知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） ファンド事業の経緯で

ありますが、県では当初、口蹄疫による被害か

ら復興し、また、疲弊しました本県経済を活性

化させるためには、公共事業に要する経費200億

円を含む300億円の事業実施が必要と判断しまし

て、平成22年８月の緊急要望の中で、国に対し

財政支援を強く求めたところであります。しか

しながら、国が同年10月に決定した支援策の内

容は、事業費にして90億円の補助事業と、1,000

億円の運用型ファンドによる５カ年30億円の支

援というものでありました。

この支援策は、当初の要望と比較しますと、

事業費として十分とまでは言えないものの、国

においても真摯に検討された案であること、県

単公共事業の分を除いて、畜産再生やイメージ

回復などのために予定しておりました100億円分

の事業におおむね対応できること、そして、早

期に復興に取り組むことが最重要であると判断

して、国の支援策を受け入れたところでありま

す。

○坂口博美議員 受け入れの妥当性は置いてお

くとしまして、口蹄疫からの復興という点で

は、まだほど遠いものがあります。とりわけ西

都・児湯地区を見てみますと、例えば黒毛和牛

の子牛の出荷ですけれども、平成21年度、西都

にあります市場では、年間１万3,037頭の商談・

取引が成立しておりました。それが口蹄疫復興

後、徐々に回復はしてきているんですけれど

も、昨年度7,706頭であります。59.1％でしかな

い。県は９割方回復したと言っているけれど

も、それは全体の数字でありまして、こういっ

た状況であります。そういったことがあるか

ら、我々県議会は、前回の議会で、ファンドに

ついて延長すべきだという意見書を国に送付し

たわけであります。そしてまた、県にもその旨

お願いしているんですけれども、国への要望の

状況について、知事にどうなっているかをお尋
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ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの復興につ

きましては、これまでの５年間、口蹄疫復興対

策運用型ファンドのほかに、農林水産省所管の

補助事業や基金事業などを活用しながら取り組

んできたところであります。埋却地の再生整備

や地域振興事業の定着など、一定の成果も見ら

れるところではありますが、今御指摘がありま

したように、口蹄疫発生以前と比較して、飼養

頭数は県全体で９割弱、西都・児湯地域におい

ては約７割にとどまるなど、いまだ回復の道半

ばであると考えております。このため、ファン

ドの延長につきまして、昨年末より所管する総

務省と何度も交渉を行い、また、ことし６月に

は私も出向き、直接、要望活動を行ったところ

であります。

この要望に対し、先日、総務省より回答があ

りまして、ファンドに伴う特別交付税措置の延

長については、過去に前例がないことや、県の

現在の社会経済状況が、被災直後からは回復し

ており、同一の状況とは言えないことから、そ

の延長については困難とされたところでありま

すが、口蹄疫からの復興状況を踏まえ、西都・

児湯地域における畜産業の復興対策に係る県事

業について、来年度以降、特別交付税により直

接措置されることとなりました。ファンドの延

長という形は実現しないわけでありますが、特

別交付税を初めとする財政支援を十分に活用し

ながら、本県の基幹産業かつ成長産業である畜

産業の成長を初めとする地域の振興に努めてま

いりたいと考えております。

○坂口博美議員 今の国の説明とか、それは

ちょっと問題を幾つか含んでいると思います。

まず前例がないということですけれども、能登

半島地震は、平成19年に５年間500億円の基金が

造成されました。23年で切れたけれども、24年

には再造成が認められております。こういった

ことを含めて、知事は国の前例がないという考

え方をどう考えられるか、見解を伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） それぞれの事情に即し

て判断をいただくべきものであると考えており

ますが、今御指摘がありました能登半島地震復

興基金は、御指摘のとおり、設置期間終了後、

再度起債を財源として基金の再造成を行ってお

りますが、起債の支払い利息に対する特別交付

税は延長されておらず、全額を県が負担してい

るというものであります。

○坂口博美議員 わざわざ石川県がそれをやっ

たということは、交付税措置が、金利がなされ

なくてもメリットがあるから、わざわざ国に何

らかの事情でメリットを求めて、基金造成を求

めて、その認可をもらったと思っております。

何のメリットかは質問を続ければわかってくる

と思いますけれども、そういうことであろうと

思います。

しかも、これらは、阪神・淡路もそうですけ

れども、それまで10年という基金だったのが能

登で５年になったという前例を見ても、そこら

で前例が変わるということも国の事情であるわ

けですね。まして本県の場合は、こういった自

然災害ではなくて、先ほど申し上げましたよう

に、法律的には殺処分できなかった健康な家畜

を、超法規的措置ということで、外にも出して

はだめだということで宮崎に犠牲を求めた。そ

の対価が最終的に現金でなくてファンド運用

だったわけであります。国の考え方はけしから

ぬと思います。

これは引き続き求めていくべきだと思います

けれども、今、交付税で措置されると言いまし
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た。じゃ、交付税が措置されるけれども、西都

・児湯地域における畜産の復興に限り、単独事

業で取り組んだものについて特交措置をやりま

しょうということでありました。まず地域が限

定されてしまう。使い道が非常に狭い。畜産の

復興、これは通常の制度事業でもあるわけで

す。じゃ、具体的に国が言う特別交付税という

のが、どういった手順を経て、どういった手続

で本県の台所、本県の歳入になるのかについ

て、これは総務部長でも知事でもいいです。ま

ず御説明ください。

○総務部長（成合 修君） 特別交付税の手続

でございますが、特別交付税は、地方公共団体

に共通する行政ニーズ等により算定されます普

通交付税では捉えることのできない、各自治体

の今回のような特別な財政需要に対して、国へ

報告を行いまして、例年12月及び３月に交付さ

れる仕組みとなっております。したがいまし

て、この場合ですと、当該年度に要した経費に

ついて、12月までに国へ報告を行い、国におい

て算定がなされ、交付されるという流れになろ

うかと思います。

○坂口博美議員 そのときに、じゃ、これだけ

使いましたと、通常の我々の財布の中でいえば

請求書を出すわけですね。それがどうやって査

定されて何ぼ来るのかというのをひとつ教えて

いただきたいということ、それから、今、全国

のもろもろの事情で、標準的な財政では当然足

りないとわかっているところに特交として措置

していくという、ルールにのっとったものだと

いうことでありますけれども、一つには、政令

に基づいて担保される特別交付税というのがあ

ります。例えば激甚災害あるいは災害救助法、

さらには独立行政法人に係る法で担保されてい

るもの、さまざまあります。今回も、栃木、茨

城は大変な豪雨で、相当な被害が出ます。こう

いったものに対して、まず持ち出すというこ

と、これは法律で担保するわけですから、何が

あっても持っていかれてしまう。

一方、特交の財源というのは、これまでは地

方交付税総額の中の６％でした。平成28年、来

年からはいよいよ５％に下がって、次は４％に

いきます。申し上げましたように、来年の地方

交付税の概算要求16兆4,000億、閣議決定では15

兆5,000億が決定されております。５％といった

ら7,750億ですよ。こんな中からそんなものを

持っていって何ぼ余るか。全国からたくさんの

請求書が来ている。その中から宮崎に確実にく

れますか。そこのところはどうですか。これは

知事でもどちらでもお答えください。

○知事（河野俊嗣君） 特別交付税、そういう

ふうに総額に限りがありますので、大規模な災

害等があった場合に、配分財源に限りがあると

いうのは事実であります。

○坂口博美議員 だから、もらえますか、どう

ですかということ。国は措置してくれると言っ

たと言うから、もらえるんですか、そこを聞い

ているんですよ。

○知事（河野俊嗣君） 国からは、今申し上げ

ましたような畜産関係のものについて措置する

という話を伺いましたので、それについて、

我々として粛々と要望してまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 それではだめなんですよ。地

域あるいは県全体がいろんな意味で犠牲になっ

たんです。国の超法規的措置のダメージを何と

か回復するのに、ちゃんとお金を手だてするか

らということでスタートした相談事だったんで

すね。今言われたように、お金が残っていた

ら、ほかのその他もろもろの中からいろんなの
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を精査して、必要なところにあげましょうとい

うことですけれども、復興ファンドというの

は、そういう手だてが制度的にないもの、例え

ば商品券あるいは誘客あるいはイベントへの支

援、こういったものに小回りのきく使い勝手の

いい金だったわけであります。今度は特交とし

ての査定があるということは、物すごく使い勝

手の悪いお金になるということ。時間がもった

いないからここでやめておきますけれども、こ

れは国にだまされたととっても、僕は決して間

違いじゃないと思います。保障されないと思い

ます。

そして、もう一つ伺いたいんですが、我々

は、たかがと言ったらちょっと語弊があります

けれども、６億円の歳入のために、あえて緊急

的に全会一致で意見書決議をやった。通常は考

えられないことですよ。６億円の歳入をどうし

ても国に保障させるための意見書の決議という

のは。こういった非常に重いものだったんで

す。そして、議会の熱い思いがあったわけであ

ります。まずその話が国からあったときは、打

診であったのか、それとも一方的に決定して、

国はこうやるから宮崎は聞けという通告であっ

たのか、それはいかがなことだったんでしょ

う。お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） これについては、長い

時間をかけてずっと協議し、要望を続けてま

いってきたところでありますが、最終的には国

からの判断が示されたと考えております。

○坂口博美議員 議会がそれまで申し上げまし

たように、意見書は重いものですよ。じゃ、な

ぜそこに何ら相談もなく、あるいは報告もな

く、一方的にそういった、将来、保障もされな

いような、国からの通告ですよ。通告は、今の

時代に本当に対等な関係にあるのかなと。協議

して合意というのが国と地方の関係だと思いま

す。この答えには納得できないけれども、３分

以上時間が経過しています。質問全部はやれな

いので、これは避けて、次は防災庁舎整備に

移っていきます。

県はＢＣＰの考え方について、その拠点とす

べく防災拠点庁舎の整備を決定して、今その設

計業務を進めております。そして、設計業務の

委託先の選定に対して、まずプロポーザル方式

を採用されて設計者を決定されましたが、これ

を採用した理由等について、総務部長にお尋ね

いたします。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎整備

に係る設計業務につきましては、議員御指摘の

とおり、公募型プロポーザル方式を採用したわ

けでございますが、これは、建物が大規模な高

層建築物となること、さらに免震構造の採用や

ヘリポートの設置などを予定していることか

ら、高度な技術が要求されることとなります。

このため、設計者の選定に当たりましては、国

や他の自治体で採用された多くの事例等を参考

にしながら、参加希望者を広く募り、技術力や

経験などを適正に審査し、最も適した設計者を

選定する公募型プロポーザル方式を採用したも

のであります。

○坂口博美議員 その際、技術等に係る提案を

当然プロポーザルの中で求められると思います

けれども、どういったテーマをそこで宿題とし

て出されたのか、再度お伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎は、

防災拠点としての機能の確保を最優先としなが

ら、県庁舎としての機能も考慮して整備する必

要がございます。このため、技術提案のテーマ

につきましては、まず１つ目のテーマといたし

まして、「防災拠点庁舎として必要な機能の確

平成27年９月15日(火)



- 240 -

保」を設定し、十分な耐震性能を有し、災害時

の司令塔機能を十分に果たせる庁舎とするため

の提案を求めたところでございます。

また、２つ目のテーマを「庁舎としての基本

的性能の確保」として、ユニバーサルデザイン

あるいは環境負荷の低減に配慮するなど、人や

環境に優しい庁舎とするための提案を求めたと

ころであります。

さらに３つ目として、景観重要建造物に指定

されております県庁５号館と一体的に整備する

必要がございますので、「５号館と調和した良

好な景観の創出」を設定し、この３つのテーマ

により、技術提案書の提出を求めたところであ

ります。

○坂口博美議員 １つ目と２つ目のテーマは理

解できますけれども、３つ目のテーマ「５号館

と調和した良好な景観の創出」については、本

庁舎、拠点庁舎というのは、その性格上、いか

なるときにも粘り強く倒壊から守り抜かなけれ

ばならない構造物であります。したがいまし

て、他の構造物への配慮が本館の強度に影響を

与えるようなことを排除した範囲でのテーマで

あるべきだと思います。設計強度について、一

般の構造物の基準の1.5倍を求めているというこ

とからしても、それは当然であろうと思います

が、３つ目のテーマの必要性には疑問が残らな

いでもないところであります。そういった中

で、この庁舎の建材としてＣＬＴを使用される

といったような考え方があるとも仄聞いたすの

ですが、このことに係る見解を総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（成合 修君） 防災拠点庁舎への

直交集成板、いわゆるＣＬＴの活用につきまし

ては、現在、設計者から、技術提案の一つとし

て、構造材の一部に活用する提案がございま

す。現在、確認作業を行っているところであり

ます。防災拠点庁舎に活用した場合、県産材の

需要拡大など、木材振興のＰＲ効果が期待でき

るとともに、建築用資材として近年注目されて

おりますＣＬＴの普及促進に寄与できるものと

考えております。

一方、ＣＬＴにつきましては、現時点では、

国内で高層建築物で利用された実績がないほ

か、構造材として建築基準法上の位置づけがな

く、建物ごとに国土交通大臣の認定が必要とな

りますが、鉄骨部分との接合方法が、大きな地

震にさらされた経験がなく、国においても、研

究開発の段階にある新たな工法となることか

ら、大臣認定の取得に時間を要し、整備スケジ

ュールがおくれる可能性もあるという課題があ

るところであります。いずれにいたしまして

も、防災拠点庁舎の整備につきましては、基本

構想で触れましたように、県産材活用について

取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひそこは慎重に取り組んで

いただきたいと思います。

この庁舎については、申し上げましたよう

に、とにかく強固でなければならない建物であ

ります。ＣＬＴというのは、オーストリアで開

発された工法でありまして、我が国に入ってき

たのは2011年から2012年にかけてであります。

まだ歴史がないわけであります。理論上、ある

いは実証試験などをやって、そこで大変画期的

なものだと評価された工法や資材でも、時間を

経ることで、その評価が覆ることがあります。

例えば、耐候性鋼板という合金材がありま

す。安定さびで腐食をとめるという極めて画期

的と言われていた合金材なんですけれども、特

に橋梁材として優秀だと言われていたんです

が、今ではその評価は崩れております。耐候性
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鋼板についての御知見を、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（図師雄一君） 耐候性鋼板

は、鋼材、いわゆる鉄鋼製品の表面に「保護性

さび」と呼ばれる緻密なさびを形成すること

で、腐食の進行を抑制し、塗装などを省略でき

る鋼材であり、普通鋼材に比べ維持管理費を節

減できることから、本県におきましても、昭

和50年代から橋梁の上部工の資材として使用し

てきております。

しかしながら、その後、全国的に塩害などの

影響により、有害なさび、いわゆる赤さびの発

生による補修の事例があったことから、耐候性

鋼板につきましては、平成14年の国が定める橋

梁設計の基準書、いわゆる道路橋示方書の改正

により、適切な環境条件下で使用する必要があ

るとされたところであります。このため、例え

ば海岸線から２キロメートル以内の飛来塩分の

多い箇所や湖水面から３メートル未満の湿気の

多い箇所などにつきましては、現在、使用が制

限されております。

○坂口博美議員 ぜひそこらは慎重に取り組む

べきだと思います。そういったのが、土木工学

で経験工学が大切と言われるところでありま

す。ちなみに、セメントの歴史は、古代エジプ

トの時代からセメントというのは発見されてお

りまして、それがずっと歴史を持って、我が国

では、1911年に鉄筋コンクリートが三井物産横

浜支店で初めて使われました。1923年が関東大

震災、このときもったんですね。それから鉄筋

コンクリートはすばらしいということで、ずっ

と経験を積みながら改良を重ねてきて、1971

年、18階建てのビルができた。このときは、コ

ンクリートの強度が、11年のときは10ニュート

ンぐらいだったんですけれども、71年には30ニ

ュートンぐらい、今200ニュートンから300ニ

ュートン、すごいんですね。だから、やっぱり

経験が大切ですよ。

これは時間がないからはしょりますけれど

も、次は、農政問題について伺います。

４月にスタートしました機能性表示制度で

は、機能性の根拠となる科学的データを消費者

庁に届け出れば、事業者の責任において食品の

機能性を表示することができるとされておりま

す。そして、この制度が始まったことで、例え

ば、トマトなどに含まれているリコピンには、

内臓脂肪を低下させる機能がある、あるいは緑

茶などに含まれるメチル化カテキンには、目や

鼻の調子を整える機能があるなど、アピールで

きるようになりました。このことは、今後にお

いて、食と健康に関心の高い消費者に対する販

路拡大に必ずつながるものと、大きな期待を

持っているところであります。

そのような中、消費者庁には、全国から60以

上の食品の申請がなされ、受理されておるよう

であります。世界に誇れる残留農薬や機能性成

分などの分析技術を有する本県であること、そ

して、このような機能性成分が基本的には植物

の光合成時における副産物であることをあわせ

て考えますとき、日照時間の長い本県には大変

強い追い風になるものと、大きな期待を寄せて

おります。農政水産部長に、農産物の機能性や

栄養に着目した取り組みについて伺います。

○農政水産部長（郡司行敏君） 農産物の栄養

・機能性に着目した取り組みにつきましては、

消費者の食と健康への関心が高まりを増す中

で、今後ますます重要になってくると考えてお

ります。このため県では、国内トップクラスの

分析技術を活用して、本県の特徴ある農産物に

ついて、機能性成分の探索を進めるとともに、
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宮崎大学と連携いたしまして、キンカンの免疫

力向上効果を検証する臨床試験を実施するな

ど、新たな機能性表示食品制度に対応するため

の取り組みを行っているところであります。県

といたしましては、今後とも、大学やＪＡなど

関係機関と連携しながら、これらの取り組みを

一層強化し、本県農産物の付加価値向上と有利

販売を図り、農家所得の向上につなげてまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 次は、宮崎国体についてです

けれども、我が党の宮原議員の代表質問に対し

て教育長は、競技場のあり方については、地域

スポーツの振興や地域活性化のことも考えなが

ら、広く分散して行いたい旨の所見を述べられ

ました。この方針について、県内市町村には既

に伝えられておるのか。そしてまた、市町村か

らの誘致などに係る何らかのアプローチはあっ

ているのか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 国体の各競技の会場

は、県及び市町村の施設、特設会場、隣県施設

等の中から、市町村の意向を踏まえるととも

に、県全体の活性化につながるように配慮しな

がら、決定していくことになろうかと考えてお

ります。競技会場の県内分散についての市町村

への説明につきましては、各市町村長の会合や

個別に訪問する中で、昭和54年の宮崎国体でも

県下17の市町村で開催したことや、２巡目国体

についても同様に、「県下で分散して開催する

ことになるであろう」という方向性について御

説明したところであります。

現在、２つの市から、国体開催を見据え、

「施設整備に対する支援をしてほしい」という

要望、また、そのうち１つの市からは、「本市

でも競技を開催してほしい」という競技開催地

となるよう要望をいただいておりますが、どの

ような施設を整備するのか、どの競技種目を希

望するかなどの具体的な要望は伺っておりませ

ん。

○坂口博美議員 今で具体的な要望が何もない

ということであれば、市町村は、火中のクリは

拾いたくない、つまり、財政負担は限界を超し

ていると考えている、そういう理由も背景には

あるのではないかなとも思います。とりわけ大

型施設、陸上競技場、体育館、そしてプールの

３つについては、県でやらなければならない可

能性が高いと思うんですけれども、県でやられ

ることになるのかどうか、教育長にお尋ねいた

します。

○教育長（飛田 洋君） ２巡目の国体におき

ましても、多くの市町村に会場をお願いするこ

とになるため、県として早目に方向性を決定し

ておくことが必要であると考えておりますの

で、現在、そのためのスケジュールや課題等に

ついて整理をいたしているところであります。

お尋ねの陸上競技場、体育館、プールの３つの

施設も含め、施設の整備につきましては、競技

会場の選定と並行しながら、県として一つの方

針を出していきたいと考えております。

○坂口博美議員 今の答弁では、抽象的で、県

がやるのかやらないのかというのがちょっと見

えなかったんですけれども、今の知事の率直な

感想というのは、できることならば、襲来する

可能性は極めて低い大津波、可能性は低いのだ

からこのことは無視して、今、県が持っている

総合運動公園を使えないだろうか、そこを使え

ば、かなり財政的には楽だなということを一つ

には考えておられるかもわからない。

しかし、その一方で、防災拠点庁舎をつくる

ときは、議会はかなり慎重論だった。しかしな

がら、絶対必要なんですよ、命って大切なんで
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すよ、可能性は低いといえどもゼロじゃないん

ですよということで、なけなしの財源をはたく

ことを議会も決意して、これに同意しました。

そういった議会の同意をもらうときのあの説

得、こことの合理性、整合性が成り立たなくな

るしなというのが、今、知事が悩んでおられる

正直なところではないかなと思います。

そしてまた、あわせて開催県であります。当

然ながら、天皇杯、皇后杯を目指さなければな

らないわけでありますが、そうなりますと、お

のずと目標とすべき点数、2,300点なのか、400

点なのか、500点なのか、それをまず設定しなけ

ればならないけれども、るるこれまでの質問に

ありましたように、まず選手の発掘から指導者

の募集から養成から全てをやっていって、その

日に到達しなければならないわけであります。

そして、施設につきまして繰り返しますが、

仮に確保できても、そこには中央競技団体の視

察とか日体協の視察、プレ大会やリハーサル、

こういったものを考えますときに、今の本県の

身の丈あるいは周りの環境を考えると、11年と

いうのは、むしろ長くはない、私は短いと思う

んですね。これは絶対成功しなきゃならない。

全国に向けて知事は発信されたわけですよ。青

写真も持たないままに発信されてしまった。で

も、これは失敗するわけにはいかないわけであ

ります。

そうなりますと、役割分担、教育委員会に

は、とにかく優勝してもらうんだ、天皇杯、皇

后杯、確実に物にするんだ、それにあなたのと

ころは専念してくれ、後のことはこちらに任せ

るということで、全庁的な何らかのチームをつ

くられて、ヘッドに２人、副知事おいでですか

ら、その任を副知事に当たらせるというような

ことも必要じゃないかなと思うんですけれど

も、知事に高度な御所見をお聞かせいただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 重要な御指摘をいただ

いたと受けとめております。平成38年の２巡目

国体を成功に導いていくために、また、成果を

その後に生かしていくためには、計画的かつ着

実に準備を進めていくことが重要であろうかと

考えております。現在、県教育委員会を中心

に、国体開催までの準備スケジュールや課題等

につきまして、近年の国体開催県の情報を収集

・分析しながら、整理・検討を進めているとこ

ろであります。

国体準備のための体制につきましては、御指

摘がありましたように、施設整備や選手の育

成、財源確保、市町村等との連携など、さまざ

まな課題がございます。さまざまなプロセスを

経て進める必要がありますので、教育委員会だ

けでなく、関係部局が連携した全庁的な対応が

必要であると認識しております。今後、スケジ

ュールや課題を整理しながら、国体準備におく

れがないよう、スピード感を持って全庁的な推

進体制を整備してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 随分時間を食ってしまいまし

て、せっかく通告していて、それぞれ勉強いた

だいたと思うんですけれども、これは割愛させ

ていただきます。きょうは、かなり厳しいこと

も知事に申し上げました。せんだって私は、７

月９日だったでしょうか、県内の民間団体37か

ら179の要望整理をいたしまして、知事に28年度

予算等に関して、その実現方をお願いいたして

おります。その中の一つでも多くの要望事を何

とか実現していただきたい。それがためには財

源であり、国の事業を一つでも持ってくること

だという思いから、かなり強いトーンで質問を
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させていただきました。

知事は今回２期目に入られまして、より以上

に宮崎のために頑張っていただかなければなら

ないわけですが、率直に言いまして、「宮崎の

知事はよそからじゃないか」とか「なかなかわ

かりにくい」とかいうのも今でもあるんです

ね。だから、これは一生懸命頑張ることで、

「いや、それは違うぞ。俺は宮崎のためには本

当に本気なんだ。今３回食っている飯を２回、

１回に減らしてでも、俺は宮崎のためだったら

頑張れるんだ」というような姿勢を、笑い事

じゃないんですけれども、それを示していただ

きたい。そういう姿勢で取り組んでいただきた

い。そういう意味からも、口蹄疫に係る我々の

悔しさというのはしっかり肝に銘じていただい

て、確実にその予算はとっていただきたいと思

います。

ちょっと長くなりますけれども、中途半端に

なりましたから……。石川県が交付税ゼロの基

金をまたお願いして延長したということになっ

た。これは交付税をもらわなくても、そこにま

ず県費を持っていくことで、はざまを埋められ

るんですね。横田さんは、きょう、福祉のはざ

まを埋めろという質問をやりました。そういう

ときに、何らかの知恵を出す。そういったとこ

ろに投資するお金を集合させる場所が基金を造

成して、そこに県費でいいから金利を出して、

自由に、本当に必要なところに少しずつでも配

る。その知恵のための交付税措置なしの基金の

再造成だと思います。

以上申し上げまして、ちょっと時間を長くし

てしまいましたが、私の質問の全てを終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中野 明副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時４分散会
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