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◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員36名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、西

村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。日向市選出、西村賢です。きょうは

傍聴席に若い女性の姿がありまして、非常に緊

張しておりますけれども、元気に始めたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

今、厳しい経済情勢の中で、県民の生活、ま

た企業の経営、非常に厳しいものがあります。

あえて宮崎県庁を株式会社宮崎県庁とするなら

ば、その社長は知事であります。今、厳しい経

済情勢の中で、民間企業の、時間的な意識、ま

たコスト意識、非常に厳しい状態が続いており

ますが、県民からの批判の一つに「行政の対応

は遅い」という厳しい声があります。その声

は、単純に回答がなかなか返ってこないという

だけではなくて、いろんなことを実証、検証し

て、またその効果が出るまでの時間がかかると

いう意味も含まれております。民間企業である

ならば、何か一つのプロジェクトを実施したと

きに、短期間でその成果が出なければ、修正、

変更、また取りやめるということもあると思い

ます。売り上げや損失といった形ですぐに効果

がはかられる民間企業にとっては、非常にシビ

アな問題であります。もう一つ、コストの問題

があります。コスト感覚。非常に民間企業も厳

しい状況でありますけれども、国民、県民から

は、いわゆる行政の無駄遣いというものが指摘

されております。単純にその投資効果が見えな

いということではなくて、いろんな事業を打っ

て、その効果以上に、収入であったり、税収で

あったり、そういうものをもっと県が考えなけ

ればいけないということでもあります。河野知

事は総務省の御出身であり、総務部長、副知事

を経て、今、知事となられました。それまでも

各地で要職についてこられたと思いますが、

今、河野知事は、政治家として、県トップとし

て、行政のスピードやコスト感覚、またどのよ

うな経営感覚で県政運営を行っているのかをお

伺いいたします。

続きまして、県職員の採用についてお伺いを

いたします。新年度に入庁する職員は、知事が

初めて採用する職員となるわけです。民間企業

であれば、社長が直接、または人事担当者がそ

の会社にふさわしい人物を採用するわけです

が、知事はどのような人材を求めているのかお

伺いをいたします。

以下、質問者席より質問を行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、経営感覚についてであります。厳しい

経済社会情勢の中で、県民の皆様の多様化・高

度化するニーズにしっかりと対応するために

は、県職員といたしましても、より一層迅速

で、的確かつ効率的な対応が求められていると

考えております。その中で特に、議員御指摘の

ように、やはりスピード感、コスト感をいかに

持つかということであるかというふうに考えて

おります。

私自身は、現場主義を重視いたしまして、直
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接県民の皆さんと触れ合い、さまざまな声を聞

きながら、常に時代の動きにアンテナを張りめ

ぐらせていたい、そのような思いがしておると

ころでございます。また、今、フェイスブック

やツイッターなどのソーシャルメディアも活用

しておりますが、大変おもしろいのは、とても

面と向かっては言えないような厳しい言葉が、

実名のフェイスブックでさえ投げかけられてま

いります。「公務員は安定しているから、おま

えたちはコスト意識がないんじゃないか、ス

ピード感がないんじゃないか」、そういう厳し

い言葉にさらされております。やはり現場主義

で、直接県民の皆さんと接したり、こういうメ

ディアを通じてそういう厳しい言葉にさらさ

れ、また県民の思いをじかに感じることによっ

て感覚というものを磨いてまいりたい、そのよ

うに考えておるところでございます。県職員に

対しましても、私の言動、思いを通じて、より

効率的に、またスピード感を持って、コスト意

識を高めて仕事に当たることができるよう取り

組んでまいりたい、そのように考えておるとこ

ろであります。

次に、新規採用職員に求める人材像というこ

とでございますが、社会の変化にしっかりと対

応できるような感性を備えて、この宮崎をよく

したいという使命感と意欲に燃えた個性豊かな

人材が必要であると考えておりまして、磨けば

光る色とりどりの原石を求めたい。その原石

も、形のイメージとしましては、よくコンペイ

トーをイメージするんですが、どこかにとがっ

たところ、どこかにやるぞと思わせるものがあ

る、そういうとがった人材というものを求めて

いきたいと考えております。一方で、即戦力の

確保という面では、現在、情報分野などにおい

て専門知識を有する人材の任期つきの採用を

行っているところでありまして、限られた人的

資源で県民サービスに的確に対応していくため

には、こうした高度な専門能力を持ったすぐれ

た人材の確保というのも大事であるというふう

に考えております。今後とも、職員の採用に当

たりましては、基礎的な能力はもとより、人間

性や意欲、将来性などの人物判断に重点を置き

ますとともに、人事委員会とも相談をしなが

ら、社会人経験者の中途採用など、多様な人材

確保のための新たな取り組みについて検討して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○西村 賢議員 今、知事の言葉で熱く語って

いただきました。今、全国的に注目を集める大

阪市の橋下市長は、府知事時代から、二重行政

の排除、また公務員改革、さらには既得権の排

除というものに力を入れ、まさに国民目線でい

ろんなことを、国に対して、また行政に対して

訴えてまいります。その姿勢が非常に高く評価

されて、高い支持率、また注目度を高めている

と思います。河野知事におかれましても、負け

ないように、常在戦場の気持ちを持って取り組

んでいただきたいと思います。議会もそうです

が、県行政の方々は、できない理由、やらない

理由を言わせれば、本当に天下一品でありま

す。民間企業は、どうやったらやれるのか、何

とかしてやれないのかということを常に考えて

おります。そこが私は大きな違いだと思ってお

ります。ぜひ皆さん方も―当然これは県だけ

への批判ではありません。公務員バッシングは

国へも市町村へもあります。ぜひ気持ちを新た

にして頑張っていただきたいと思います。知事

の熱い答弁、本当に期待したいと思います。

それでは、今、知事からいただきました職員

採用の答弁に関連しまして、人事委員長に質問
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したいと思います。知事の意向を受けて、職員

採用試験の内容を弾力的に見直していくことは

可能であるのか、お伺いいたします。

○人事委員会委員長（村社秀継君） 県職員の

採用試験におきましては、第１次試験で一般教

養や専門知識に関する筆記試験を実施し、第２

次試験で論文試験や面接などを実施していると

ころでございます。試験の内容につきまして

は、これまでも人物重視の観点から、面接の配

点割合を大きくしたり、大学卒業程度の試験に

おいて集団討論を導入するなどの見直しを行っ

てきているところでございます。県職員の採用

に当たりましては、基礎的な能力はもとより、

すぐれた人間性や将来性を有し、多様な能力や

経験を持った有為の人材を確保していくことが

重要な課題であると考えておりますので、今後

とも、知事を初めとする各任命権者と協議しな

がら、採用試験の種類や試験の内容について必

要な見直しを行ってまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 少なからずの配慮はあるとの

ことでした。ここで知事にひとつ提案なんです

が、学力、また面接ということで今の採用試験

を行っておりますが、加えて、知事もお受けに

なったことがあります「みやざき観光・文化検

定」、このようなテキストを用いて試験をやっ

てみてはいかがかと思います。その理由の一つ

として、入庁時から、宮崎市にしか住んだこと

がない県職員の方々もたくさんいらっしゃると

思います。そういう方々がこういうものを勉強

することによって、高千穂に赴任したときも串

間に赴任したときも、どこに行ってもその地域

のことを知っていれば、その地域の方々からも

感謝されますし、愛される県庁マンとしても第

一歩が踏めると思います。やはり、これからは

多様性の時代、宮崎県庁も新しい人材を得てい

く、ふやしていく、そしてまた愛される県庁マ

ンになることで公務員バッシングも和らいでい

くということも考えられると思いますが、この

件につきまして知事の感想とか、これからの気

持ちがあれば伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、ふる

さと、郷土に対する深い理解と関心を持ってい

く、これも大変重要な資質、求められるもので

あるというふうに考えております。一方で、今

御指摘がありましたように、広く人材を求める

ということからすると、必ずしもそういう勉強

を積む機会がなかった、例えば他県出身の人材

を受け入れるときに、それがハードルになって

はいかんなという思いもいたします。ただ、御

提言の趣旨も踏まえて、いろんな討論をすると

きに、そういう問題意識を聞いてみるというの

もあると思いますので、今後の参考にさせてい

ただきたいと考えております。

○西村 賢議員 さらに関連して、教員採用に

ついて、教育委員会のトップである教育委員長

にお伺いいたします。

近年の本県の教員採用の状況を見ますと、新

卒採用は１割程度、ほとんどが臨時的任用講師

を続けながら採用試験に挑戦して先生になって

いく、教師になっていく状況にあります。採用

試験の合格の平均年齢は27.8歳。講師の現在の

登録数は1,512人とのことですから、大学を卒業

しても６年も７年も合格しないということが普

通であります。子供を預ける親の立場から見ま

すと、「現場での経験豊富な方が教師となるほ

うが安心する」という声も聞きますが、逆に、

教師を目指す者、またその家族にとっては、不

安定な状況が長く続くことで大きな不安もある

のではないかと思います。このような現状を教



- 209 -

平成24年３月６日(火)

育委員長はどう考えているのか、所感をお伺い

いたします。

○教育委員長（近藤好子君） 私は、教育委員

長としてこれまで多くの学校を訪問してまいり

ましたが、臨時的任用講師等の皆様には、正規

の教職員とともに、子供たちをはぐくみ、学校

を支える貴重な戦力として、本県教育の一翼を

担っていただいていると実感しているところで

あります。

教員採用につきましては、臨時的任用講師等

のほか、新規学卒者や他の職業についている方

などさまざまな経歴の受験者がおられますが、

すべての受験者に対して同一条件の試験の実施

を基本としているところであります。ただし、

臨時的任用講師等を初め一定期間教職経験のあ

る方に対しましては、その実務経験を評価し、

第１次試験のうち教職教養試験を免除している

ところです。御質問にありました教員採用試験

の現状については、でき得る限りの採用に努め

ておりますが、児童生徒数の減少傾向や、近年

の退職者の減少という状況がある一方、多くの

方が受験してくださいますことから、結果とし

て非常に高い倍率となっているところでありま

す。

私は、教師は、学校という場において、児童

生徒という子供たち、保護者の方々、地域の皆

さん、そして教職員同士と、少なくとも年齢と

立場の違う４者への対応と、そこで出てくるそ

れぞれの場面の課題に適切に対応していくこと

が求められていると考えております。そのため

には、すぐれた資質を備えた心豊かでたくまし

い魅力ある教職員を確保していくことが、何よ

り重要だと考えております。県教育委員会とい

たしましては、今後とも、公平公正を基本とし

て、優秀な人材の確保に努めてまいりたいと考

えておりますので、受験される皆様には、教師

として子供たちとともに生きていくことを目標

に、志を強く持ち続けて採用試験に臨んでいた

だきたいと考えております。

○西村 賢議員 今お話にありましたとおり、

公正な試験というものは重要だと思いますけれ

ども、やはり長く教師になれない状況、またそ

れによって将来の生活への不安というものも、

教育への影響がないのか心配になります。この

問題は長く放置するわけにはいかないと思いま

すので、教育委員会のほうでもぜひ、このまま

でよいのか、改正すべき点はないのかを検討い

ただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

続きまして、細島港の有効利用についてお伺

いいたします。

おとといでありますけれども、３月４日、細

島港国際物流ターミナル整備着工式が開催され

まして、河野知事、また児玉県土整備部長にも

お越しいただきました。いよいよ長い間足どめ

されていた細島港の新岸壁整備が始まります。

先日の田口議員の代表質問でもありましたので

質問は割愛しますが、今の交通インフラの状況

を見ますと、ほかの港とはまだまだ競争できな

い、戦えない状況にあると思います。陸の部

分、高速道路、バイパス、また国富町のスマー

トインター、小倉ヶ浜有料道路の無料化、いろ

んな問題がありますけれども、ぜひこの細島港

の新たな開港に向けまして力をかしていただき

たいと思います。

それでは質問に移りますが、現在、細島港沖

に建設中の沖防波堤、北防波堤を県が、南防波

堤を国が整備しておりますが、細島港の静穏度

を高めるために非常に重要な岸壁であります。

国のほうが平成10年から、県のほうが11年から
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スタートしたようでありますけれども、まだま

だ時間がかかるような感じがいたします。さ

て、昨年の東日本大震災の津波の映像が流れる

たびに、防波堤を乗り越えて大きな波が押し寄

せてくるシーンは何度も見ました。このとき

に、防波堤を乗り越えたとしましても、減災の

効果、場合によっては10分以上も津波の到達を

おくらせたという結果も聞いております。今の

細島港の沖防波堤に防災対策がなされていくの

か、盛り込まれていくのかを県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員のお

話にございましたが、細島港の沖防波堤につい

ては、港内の静穏度を確保するために整備を進

めているところでありますが、防波堤は、津波

の高さや流速の低減、また到達時間の遅延など

の減災効果を発揮するとされており、県といた

しましても、防波堤の津波対策の必要性は十分

に認識をしているところでございます。東日本

大震災を受けまして、現在、国におきまして、

港湾における総合的な津波対策のあり方が検討

されております。この中で、防波堤を越えるよ

うな最大クラスの津波の被害を受けても崩壊し

ない、粘り強い構造とするための技術的指針や

補強方法の検討が進められているところであり

ます。したがいまして、今後、その検討結果を

踏まえ、国と連携を図りながら、防波堤の津波

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 １つ知事に質問をいたしま

す。細島港の整備を今後どのように行っていく

のか。以前は、細島、宮崎、油津といった港、

またそのほかの中小の港も同様に整備をしてま

いりました。ただ、満遍なく整備をしてきた結

果、ほかの県の重要港湾とは大きく差が開いて

きたように私は感じております。本来ならば、

港の使用目的があって、それに沿って計画を立

てて、それによって整備が行われるということ

が普通であると思いますが、これまでの宮崎県

のやり方を見ますと、とりあえず整備をして、

そこにどうにかして荷物を集めて、それを目的

化していく。私は全く順序が逆だと思っており

ます。ぜひ知事に、細島港を今後どのような港

にしていきたいのか、その思いを伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 本県は南北に400キロの

海岸線を有しており、北から、細島、宮崎、油

津とございまして、それぞれの位置づけを整理

しながら整備に取り組んでいるところでござい

ますが、細島港については、外国貿易を含む東

九州の物流拠点という位置づけで、県内で唯

一、重点港湾に指定をされておるところでござ

いまして、本県経済の発展を牽引する重要な基

盤という認識であります。県としましても、ガ

ントリークレーンの増設やコンテナヤードの拡

張に取り組んでおりますし、先日、大型岸壁の

着工ということで、より整備が進むものと期待

をしております。今後、東九州自動車道の延岡

までの開通というものも平成25年度に迫ってお

りますし、九州中央自動車道の整備、さらには

東九州メディカルバレー構想の進展なども期待

をされておるところでございます。また、後背

地に太陽光発電や医療、さらには電気自動車

等、世界最先端の企業が立地しておるところで

ございまして、九州の扇のかなめに位置する細

島港は、大変高いポテンシャルを有していると

いうことでございます。

海上輸送を初め、交通・物流ネットワークの

充実は、今後、本県の産業振興を図る上で大変

重要な課題と認識しておりますので、東アジア
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の急成長、さらにはグローバル化の進展という

ものを十分視野に入れながら、しっかりと、一

層のポートセールス、そして利用促進を図って

まいりたいと考えております。今後、広い意味

での地産地消を取り組んでいくということでご

ざいますが、県内の施設を使うというのも柱と

なってくるわけでありまして、宮崎の貨物は宮

崎の港を使ってもらう、そのような取り組みを

図りながら、利用促進に取り組んでまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 今の話のとおり、非常に高い

ポテンシャルを持っております。特に今、細島

港のライバルは、例えば博多であるとか志布志

であるとか言われておりますけれども、これか

ら交通インフラが整備されれば、決して高くな

い周辺の土地代でありますとか物流関係、これ

を補えるものがたくさんあると思いますので、

ぜひ県も協力をしていただきたいと思います。

続きまして、県民政策部長にお伺いいたしま

す。細島港の利用促進を図るために、荷物の確

保、特に下り荷のコンテナ対策が重要であると

思いますが、県はどのような対策を行っていく

のかお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、平成21年度から物流効率化支援事業など

を行っており、県内港湾への荷寄せに努めてい

るところでございますが、例えば細島港の場

合、平成22年の実入りのコンテナ取扱量は、20

フィートコンテナ換算で、輸出が約１万個、輸

入が約6,000個でございまして、輸出が輸入を大

きく上回っている。したがいまして、結果とし

て輸出用の空コンテナが不足しておりまして、

他の港湾からコンテナを回送する必要が生じま

す。そのためにコスト高を招いている状況がご

ざいます。このため、物流効率化支援事業を来

年度も引き続き行いますが、来年度から新た

に、下り荷に対する割り増し制度対策等も行い

まして、下り荷の確保に特に力を注いでまいり

たいと考えております。細島港の利用促進につ

きましては、先ほど知事からも答弁がありまし

たように、地域経済循環システムの構築の観点

からも大変重要でございます。今後とも、地元

自治体を初め関係団体や関係部局などと連携し

ながら、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。割り

増し制度、いわゆるインセンティブを今以上に

与えていただけると。本当にこれは即効果が出

ると思いますし、ありがたいことでありますけ

れども、インセンティブを与え続けるというこ

とは、やはりほかの港との体力勝負、財力勝負

ということになってしまいます。そこで、続け

て質問いたしますが、それ以上に、私はＣＩＱ

対策というものが重要であると思います。これ

は海運会社の方から聞きましたけれども、細島

港に荷物を入れる、水曜日に到着したコンテナ

の検疫をするのは翌週の月曜日、結局、水曜日

に荷物が届いても月曜日まで荷物をあけられな

い。急ぎの場合は志布志に持っていって志布志

であけてもらう。もう一つは、平成22年、大型

客船が細島港に来ましたけれども、そのときも

ＣＩＱ対策、いわゆる入管の対策で非常に苦労

しました。宮崎県としては、幾ら港を整備して

も、このＣＩＱの問題が改善されなければ、い

つまでたっても、箱はできても中に人がいない

ということになりかねません。県として国へど

のような要望を行っているのかお伺いいたしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 細島港のＣＩ

Ｑ体制でございますが、現在、税関、植物防疫
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所は設置されておりますけれども、出入国管理

や人、動物の検疫は、宮崎市や鹿児島から出張

対応となっております。本県の空港、港湾のＣ

ＩＱ体制の強化につきましては、毎年、国に対

して要望を行っておりまして、徐々に充実され

てきております。今後、東アジア地域との経済

交流拡大を進める上でも細島港は拠点となりま

すので、さらに強化する必要があります。今後

とも国に対して強く要望してまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 よろしくお願いいたします。

細島港を有効利用するに当たりまして、これ

からの東アジア貿易というものは非常に重要な

問題であります。昨年末に図師議員とともに香

港の福岡県事務所を訪問いたしました。その福

岡県香港事務所は、経済情報の収集、海外ビジ

ネス支援、いわゆる企業のマッチアップ、外資

企業の県への誘致、にせもの対策を含めた県産

品の販路拡大、また観光客誘致と、大きく５つ

の分野によって尽力されておりました。ほかに

も福岡県は、アジアではバンコク、上海、ソウ

ルにも事務所を設置し、アジア対策に非常に力

を入れておりました。東アジア対策というの

は、宮崎県、九州だけではなく、本当に全国各

地が今一生懸命に取り組んでいる問題でありま

す。宮崎県に置きかえますと、上海事務所はあ

るものの、ソウル事務所は閉鎖し、また福岡県

と財政規模は違うかもしれませんが、他県に出

おくれている状況を感じました。本県の海外事

務所についてどのような役割を県は負わせてい

るのか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外事務

所は、経済発展が著しい東アジアの活力を本県

に取り込み、交流を促進していくための拠点施

設となるものであり、観光誘客や県産品の販路

拡大、国際交流などといった分野における県の

事業はもとより、県内の企業、団体等が海外事

業を円滑に展開できるようサポートすることな

どを目的に設置しております。現在、中国にお

いては、経済・金融の中心都市であり、在留邦

人や富裕層が多数居住している上海市に県事務

所を設置しており、また、県産品の需要が見込

まれ、定期航空路線を利用した本県への観光客

が多い台湾に現地駐在員を配置しているところ

でありますが、政府機関や旅行会社等との連絡

調整や本県のＰＲを初め、現地での情報収集や

現地訪問の際のアテンドなど、その業務は多岐

にわたっているところでございます。

○西村 賢議員 ソウル事務所を閉鎖した影響

も伺おうと思いましたけれども……。まだまだ

宮崎県は他県に比べてやる気が感じられない。

特に東アジアという大きなマーケットをねらっ

ていくということを知事も訴えているわけです

から、ぜひそこのところを、また検討し直して

いただきたいと思います。

次に、観光振興についてお伺いいたします。

昨年の12月23日、国際的なファッションイベ

ント「東京ガールズコレクション」が、初めて

宮崎市で開催されました。5,000人もの観客を動

員し成功のうちに終了したとの報道を見まし

た。私自身もチケットを入手できず、またほか

の県民からも「チケットがとれない」という苦

情を多く聞きました。それだけ大人気でもあ

り、成功だったということだと思いますが、本

当に多くの関係者の御尽力により実現できたこ

とに感謝を申し上げます。

そこで、この東京ガールズコレクションは、

宮崎恋旅プロジェクトの一環として実施されま

したが、誘致から実現に至るまでの経費、観光

への波及効果、経済効果をどのように県が把握
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しているかを、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（米原隆夫君） 県では、

恋や愛にちなんだ神話ゆかりのスポット等を活

用し観光客誘致を行う「宮崎恋旅プロジェク

ト」を、21年度から展開しているところであり

ますが、その認知度を全国に広げるため、ター

ゲット層を同じくする東京ガールズコレクショ

ン―ちょっと長いので、以下「ＴＧＣ」と略

させていただきます―の情報発信力に注目い

たしまして、平成22年度の補正予算で1,200万円

を措置し、平成22年９月からタイアップ事業に

継続して取り組んでまいりました。これまで、

首都圏で開催された３回の３万人規模のイベン

トにおいて、恋旅の紹介やＰＲブースの出展を

行ったほか、ＴＧＣ公式サイトのＰＲ、有名読

者モデルがお勧めする宮崎恋旅ルートの紹介、

ＴＧＣとコラボしたグッズやグルメ、お土産の

開発などを行ってきております。また、こうし

た取り組みの集大成として、昨年の12月には、

九州では初めてとなりますＴＧＣが本県で開催

されたところであり、その経費の一部として、

今年度、口蹄疫復興対策運用型ファンドによ

り3,000万円を支援しております。

次に、イベント開催による経済効果でありま

すが、イベント開催に伴う直接的なものとして

は、県内外から5,000名を超えるお客様のほか

に、マスコミ、モデル、スタッフの方々にお越

しいただいたことから、県では約4,500万円の消

費効果があったと試算しております。また、Ｐ

Ｒ効果としまして、当日のイベントの模様は、

例えばフジテレビの「めざましどようび」や日

本テレビの「ヒルナンデス！」など、全国ネッ

トを含めテレビ放映が32回、スポーツ紙を含む

新聞では全国紙、地方紙などに58回掲載され、

ウェブでも確認できているだけで140回取り上げ

られたことなどから、主催者の試算によります

と、６億円程度の効果があったと伺っておりま

す。さらに、今回のイベント開催に連動する取

り組みといたしまして、11月には観光関係の

方々などが集まった「宮崎恋旅サミット」など

や、イベント当日の夜には、中心市街地におき

まして恋旅モニュメントの設置除幕式が開催さ

れるなど、民間が主体となった動きも見られた

ところであり、今回のイベント開催は大きな効

果があったものと考えております。

○西村 賢議員 私も「ＴＧＣ」と略させてい

ただきますけれども、このＴＧＣ、普通のイベ

ントであれば、特に県が4,000数百万も支援をし

なくていいわけです。イベント運営会社に任せ

てそれだけの効果があったのであればいいわけ

なんですけれども、このＴＧＣを利用して県は

どのような観光浮揚につなげていくかというの

が課題だと思っておりますが、どのようにして

県はＴＧＣを利用して、イベントだけではなく

て観光誘客につなげていくのか、そのあたりを

伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県では、

これまでもＴＧＣとのタイアップ事業を行って

きておりますが、昨年12月に本県で開催された

ＴＧＣにおいて、先行販売したチケットが数分

で売り切れるなど、特に若い女性に対するブラ

ンド力と情報発信力を改めて認識したところで

あります。また、ほんの数日前になりますが、

今月３日には、約２万7,000人を集めて横浜ア

リーナで開催されましたＴＧＣにおいて、主催

会社が独自にメーンステージで、「宮崎恋旅」

からの提供として、宿泊つき往復航空券プレゼ

ントの告知などを行っていただいたところであ

ります。こうした中、ＪＴＢを初めとした各旅
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行会社等では、宮崎恋旅を組み込んだ旅行商品

を企画販売していただいており、さらに、県内

のホテル・旅館においても、自社のホームペー

ジ等で独自商品として展開をされるなど、宮崎

恋旅への評価、認知度の高まりを感じておりま

す。このようなことから、今後とも、「宮崎恋

旅」の定番化に向けた継続した取り組みを行う

ことで、さらなる観光誘客を図ってまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 非常に効果は高いということ

を今、お話しいただきました。その定番化に向

けて、例えばことしもやるとか、第２回目はい

つやるとか、そういうものがあるのか。まだま

だ、「恋旅だから宮崎に来ました」という人に

私は出会ったことがありません。ぜひそのあた

りの検証も踏まえて考えていただきたいと思い

ますが、部長、ことしもあるとか、第２回目は

あるとか、そういう話は今出ているんでしょう

か。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＴＧＣを

主催している主催会社におきましては、先ほど

も申し上げましたように、若い女性がターゲッ

トで、そこが共通しているということで、宮崎

恋旅については高い評価をいただいているとこ

ろでございます。先ほど申し上げましたけれど

も、チケットが数分で売り切れるというぐらい

の人気がある一方で、宮崎で開催する場合、首

都圏では３万人集められても、宮崎では5,000人

というような課題もあるようでございますの

で、今後、取り組みについてはいろいろ検討さ

せていただきたいと思っております。

○西村 賢議員 わかりました。

次の質問に移ります。本県の、スポーツラン

ドとしても観光としても有効な観光資源である

ゴルフ産業について質問いたします。まず、知

事に質問いたしますが、観光資源として本県の

ゴルフ場をごらんになって、どのような所感を

お持ちでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 本県は何といっても、

温暖な気候に恵まれて１年を通じてプレーがで

きる、そして世界に向けても誇ることのできる

すばらしいゴルフ場があるわけでありますし、

ダンロップフェニックストーナメントやＬＰＧ

Ａツアーチャンピオンシップリコーカップに代

表される、多くの一流ゴルファーが集まるよう

な著名な大会が開催されているわけでありまし

て、日本でも有数のゴルフの環境に恵まれた場

所であると考えております。また、春のキャン

プシーズンに、実はプロゴルファーの方とか大

学のゴルフクラブなどがキャンプにも来ており

まして、そういったところからも非常に恵まれ

た環境というものが裏づけられているというこ

とでございます。海外も含めてゴルフ場の利用

者が年間100万人を超えておりまして、本県の貴

重な観光資源であるという認識であります。

昨年、韓国、台湾、香港に参りましたとき

も、やはり本県のゴルフというものが向こうに

とっては大きな魅力になっているということを

実感いたしました。これをしっかりと今後とも

ＰＲしながら、ゴルフと温泉、さらにトレッキ

ングとかさまざまな魅力と組み合わせて、しっ

かりと売り出してまいりたい、そのように考え

ております。

○西村 賢議員 続けますが、本県のゴルフ場

は、宮崎県の豊かな自然を開発して、昭和40年

代から観光産業の目玉として整備をされてきま

した。それからバブル期まで県内のゴルフ場も

ふえ、現在は大小30ものゴルフ場があるとのこ

とです。しかし、その後のバブル崩壊、景気低

迷などでゴルフ利用客は減り続け、最近の状況
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でも、ここ最近のピークである平成９年143万人

の利用者から、平成22年は107万人、約35万

人、25％の減となっております。その後の経営

不振や倒産などでゴルフ場は売却され、現在、

パブリックゴルフ場を除けば５社しか県内資本

のゴルフ場はありません。ゴルフ場が県外、海

外資本に移っても存続されればいいという考え

方もあります。また、資本力、集客力を持った

他県のゴルフ場が来ますと、サービス合戦によ

り、本県ゴルフ産業、地場企業が厳しい状況に

なります。県としてゴルフ振興をどう考えるの

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（米原隆夫君） ゴルフに

つきましては、先ほど知事も申し上げましたよ

うに、観光資源としての重要性に加え、ゴルフ

場の維持管理や利用客による飲食需要の喚起な

どにより、地域経済の活性化に寄与していると

考えられるとともに、一定程度の雇用の受け皿

となっていると認識しており、今後とも、本県

のゴルフ場やゴルフ環境のＰＲ等に努めていき

たいと考えております。

○西村 賢議員 質問を続けますが、知事に伺

います。ゴルフはもはや金持ちだけのスポーツ

ではなくなりました。しかし、ゴルフ場利用税

という、いわゆるぜいたく税は今も続いており

ます。宮崎県もその恩恵にあずかっております

けれども、平成15年から高齢者やジュニアゴル

ファーが免除の対象になりましたが、近年の

ピークの平成９年、ゴルフ場利用税調定額約11

億6,400万円。しかし、平成22年は５億6,000万

円、いわゆる半分以下の収入になっておりま

す。知事はゴルフ場利用税についてどう思いま

すか。

○知事（河野俊嗣君） ぜいたく税という話が

ありましたが、ゴルフ場の利用に担税力という

ものを見出して利用者に負担をお願いしている

というものでございまして、その税収の７割は

ゴルフ場所在の市町に交付をしているというこ

とでございます。自主財源に乏しい本県、また

その市町にとりましては貴重な財源という認識

であります。

○西村 賢議員 ピークよりも半額でも、それ

でも税金を取っていくというお考えでありまし

た。

それでは商工観光労働部長に伺いますが、ゴ

ルフ場利用税を取ることは行政の権利でありま

すけれども、もっとゴルフ振興に関して宮崎県

も本腰を入れるべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県といた

しましては、引き続き、本県のすばらしいゴル

フ環境を紹介するためのパンフレットの作成、

あるいはホームページの充実等を図り、国内外

に対してＰＲを行うとともに、旅行会社等に対

するセールス活動を通じて、ゴルフを組み入れ

た旅行商品、ゴルフパックといった商品の造成

を働きかけることなどにより、ゴルフ場の一層

の利用につなげていきたいと考えております。

○西村 賢議員 今のパンフレット、ホーム

ページには、本当にお金もかけていない。また

旅行会社にそういう旅行商品をつくってくれと

言っていくだけ。まさに宮崎県は、観光の目玉

としてゴルフ場を利用し、ゴルフというスポー

ツを利用しようとしている割には、全く県とし

てのやる気が私には感じられません。これはゴ

ルフ振興の問題だけではなくて、宮崎県の姿勢

だと思っております。先ほど言ったように、だ

んだんその産業が厳しくなっていっても、税金

が取れるからいい。いいときは、税金もいただ

き、当然雇用も生んでいただき、この地域発展
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のために寄与していただいたものの、その産業

に対しては、恩恵を受けるだけで何も返してい

かない。かつては建設業もそうだったと思いま

す。地域の雇用を助け、また税金を払い、非常

に頑張ってきましたけれども、県として、自然

の流れとしてしようがないんだ、もう企業はこ

んなに要らないんだと入札制度改革を実施しま

した。それによって、やはり県の経済も疲弊し

た部分は多々あると思います。民間の頑張りと

いうものを、宮崎県はもっともっとフォローし

てやる必要があると思います。これは要望にか

えさせていただきますけれども、宮崎県がゴル

フを観光資源としてどんどん訴えていくのであ

れば、例えば、ゴルフ場利用税を半額にします

とか、キャッシュバックしますとか、そのよう

な大胆な政策を打っていく。１人当たりは数百

円かもしれませんが、全国のゴルファーに対し

ては非常に大きなインパクトがあると思いま

す。知事、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように利用料

金に応じて課税されておりまして、県内で最も

高いところで1,200円ということでございます。

その半額の数百円がどれほどのというところが

ございますが、いずれにしてもゴルフというも

のが貴重な観光資源というふうに考えておりま

す。ＰＲが足りないのではないかという御指摘

もいただきましたが、その趣旨も踏まえて、こ

れからも関係団体とも一緒になりながら、しっ

かりとゴルフの振興に努めてまいりたい、その

ように考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。

次に、教育長にお伺いをいたしますが、先

月、女子ゴルフアジアンツアー「第一回宮崎女

子オープン」が宮崎市で開催されまして、私

も、初めての開催ということで少し見に行って

まいりました。ダンロップフェニックス、また

リコーカップとともに、宮崎県の大会の一つと

して成長していただきたいと思います。その中

で、ジュニアゴルファー、アマチュアゴル

ファーの予選会には80数名が参加し、10名のア

マチュア選手が本戦に出場されました。その試

合のときには、当然ながら保護者、指導者がた

くさん集まり―本県は、ジュニアゴルファー

のあこがれでもあります女子プロゴルファーも

たくさんいらっしゃいます。そういう意味で

は、女子プロゴルフ、もしくはアマチュア、ジ

ュニアゴルファーの育成、その分野の拡大とい

うものが、宮崎県にとっては重要なことではな

いかと感じました。教育長に、宮崎県のジュニ

アゴルファーの育成がどのようになっているの

かをお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） ゴルフ競技は国体の

正式競技の一つでありまして、昨年の山口国体

では、女性が２位タイ、少年男子が６位に入賞

しますとともに、男女４名の中学生、高校生が

日本ゴルフ協会ナショナルチームのメンバーに

選ばれるなど、若い世代が活躍している本県の

有望な競技スポーツの一つであります。そのた

め県教育委員会では、県体育協会と連携しなが

ら、県ゴルフ協会に対して国体の選手強化費を

補助するなど、選手の育成・強化に取り組んで

いるところであります。さらに、平成24年度の

新規事業といたしまして、国体実施40競技を対

象に、中高校生の日本代表選手を支援するジュ

ニア日本代表支援事業をお願いしているところ

であります。県教育委員会といたしましては、

関係団体と連携しながら、引き続き、ジュニア

ゴルファーの育成を初め、トップレベルの中学

生、高校生の選手育成を図り、競技スポーツの
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さらなる強化を推進してまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 トップ選手は当然ですけれど

も、すそ野を広げていくためにも、もっと、ア

マチュアゴルファー、これからうまくなってい

く、うまくなりたいゴルファーが成長できるよ

うな環境の整備、例えば大会の誘致であります

とか、中体連に種目をふやすとか、そのような

こともぜひ検討していただきたいと思います。

これは要望にかえさせていただきます。

次に、総務部長にお伺いいたしますが、県職

員倫理規程において、以前も中野 明議員から

質問がありました、ゴルフに関するくだりの部

分、ゴルフが悪いような印象を与えてしまって

おりますが、わざわざゴルフを明記する必要が

あるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 職員倫理規程につ

きましては、職員の職務に係る倫理を保持する

ために必要な事項を定めたものであります。そ

の徹底を図るために、禁止すべき行為につきま

しては具体的に示す必要があると考えておりま

す。その中で、職務上利害関係を有する者との

ゴルフについては、国と同様、原則禁止として

おりますが、これは、これまでの公務員不祥事

でゴルフが公務員に対する接待の手段に用いら

れ、たびたび問題とされてきたことを踏まえた

ものでございます。ただし、本県では国と異な

りまして、利害関係者とのゴルフでありまして

も、それが企業やイベントの誘致など、県の事

業推進の観点から有益であり、県民の皆さんか

ら疑惑や不信を招くおそれが少ないと判断され

る場合には、許可を得て行うことができると認

めております。このように本県では、ゴルフを

行うことの有益性を踏まえつつ、より柔軟に対

応しているところでありますので、御理解いた

だきたいと思います。

○西村 賢議員 冒頭、知事に宮崎県のトップ

としての考え方をお伺いしました。やはり県民

から税金を取るばかりではなくて、県全体の収

入をいかにふやして、いかに有効な施策を打っ

ていけるか。特に観光分野においてはこれが重

要なことだと思いますので、ぜひ力を入れてい

ただきますようにお願いをいたします。

次に移ります。少し順番を変えますが、ま

ず、本県民の健康について伺います。厚生労働

省が１月31日に公表した国民健康・栄養調査結

果の概要によりますと、体格の指標ＢＭＩ値で

「肥満」と判断される数値を上回った割合が、

男性30.4％、女性21.1％となりました。都道府

県別に見ると、男性20～69歳で肥満者の割合が

最も多いのが沖縄県で45.2％、次ぐ宮崎県

は44.7％と、僅差で２番目でありました。これ

は、人のことは言えませんが、あえてどなたも

質問しないので取り上げさせていただきまし

た。福祉保健部長に、男性肥満率ワースト２位

という結果を受けてどのように考えるのかお伺

いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国民健康・栄

養調査のデータを用いました都道府県別の肥満

者の割合は、今、議員が御指摘のとおりでござ

いまして、本県は第２位との調査結果でござい

ました。これにつきましては、大変驚きました

し、残念に思っているところでございます。肥

満は食生活や運動などさまざまな生活習慣が絡

んでおりますので、今後、特に中高年男性に対

しまして、生活習慣の見直しを働きかけていく

必要があるというふうに考えております。

○西村 賢議員 長寿のイメージが強い沖縄県

も、男性の平均寿命は全国25位とのことで、非

常にランクが下がっております。かつての面影
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がなくなってきておりますが、これも食事や飲

酒などに起因する生活習慣病が発端ではないか

と言われております。国税庁の調査によります

と、沖縄県も宮崎県も１人当たりのアルコール

摂取量が多い地域とされております。肥満の原

因の一つではないかと思いますが、飲酒の健康

被害につきまして、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今回、あわせ

て公表されました成人男性の飲酒習慣者の割合

は、本県は全国第29位、34.4％で、肥満と飲酒

習慣との関連性は見られなかったところでござ

いますけれども、飲酒を含めた生活習慣の改善

を図ることは大変重要なことであると考えてお

ります。県では、健康づくりの基本指針であり

ます「健康みやざき行動計画21」において、ア

ルコールの適度な摂取、休肝日の設定などを、

「県民の実践指針」として掲げているところで

ございます。この計画に基づき、県民の健康づ

くりにつきましては、飲酒や食生活、運動など

の生活習慣を改善するための健康教育の実施

や、健康づくり指導者の育成等に取り組んでい

るところでありますけれども、今後とも、県民

の皆様の健康づくりの支援を積極的に行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の話では関連性がないとの

ことですが、それでは、本県の肥満率の高さを

どのように分析されていくのか。今言ってもす

ぐに結果が出ないと思いますが、これは検証に

値することだと思います。これは行く行くは県

民の健康被害の増大、本県の医療費の増大を招

く危険性もありますので、ぜひ検証のほう、よ

ろしくお願いをいたします。

次に、口蹄疫についてお伺いいたします。口

蹄疫が蔓延し、県は、事業団所有６頭の種牛を

超法規的措置として、移動制限区域内にあった

ものを西米良村に移動させました。長年にわた

り築き上げてきた優秀な本県種牛を守るためで

あったわけですが、一方で民間の種牛には例外

を認めず、当時は大きな問題となりました。非

常事態であった中で県は、優秀な種牛は残すべ

きか、法律を遵守するべきかという選択肢の中

で超法規的措置を選択いたしました。これは後

の批判を覚悟の上の措置であったと思います。

そして今、被害農家の方々がつくる「県口蹄疫

の真相を究明する連絡協議会」から公開質問状

が出され、県も真摯に対応しているところであ

りますが、まだ納得のいっていないところもあ

るようで、そのやりとりだけを報道で見ますと

非常に心配になるところであります。

口蹄疫からの復興の中で、まだ多くの農家が

再開に踏み切れない状況にあります。再導入の

資金繰りや後継者の問題、ＴＰＰなどを含めた

将来の不安など理由はさまざまではあると思い

ますが、口蹄疫の原因究明や、今後の県や国の

対応が不安要素の一つでもあるのではないかと

感じます。そこで、この公開質問状の回答書、

「県有種雄牛移動問題まとめ」の項について質

問をいたします。その中で県はこう締めており

ます。「移動について多くの疑問を抱かれるよ

うな事態になったことは、県としても遺憾に

思っております。今後、本県としましては、法

律にない特例的な取り扱いを求めることはない

と考えております」。そうはっきりと明記をし

ておりますが、このことにつきまして農政水産

部長からの説明をいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫が発生

していた当時、家畜改良事業団で飼養していた

県有種雄牛のうち、特に能力のすぐれた６頭に

ついて、特例的に西都市尾八重への移動を求め
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たのは、これらの種雄牛が本県畜産にとって貴

重な財産であり、口蹄疫が終息した後の再生・

復興を円滑に進める上においても、ぜひ残す必

要があるとの考えに基づくものでありました。

しかしながら、この特例移動については、国の

検証委員会において指摘がなされ、これらを踏

まえて平成23年10月に改正された特定家畜伝染

病防疫指針においても、「種雄牛など遺伝的に

重要な家畜を含め、畜産関係者の保有する家畜

について、個別の特例的な取り扱いは、一切し

ない。」とされたところであります。県といた

しましては、防疫指針に従い、今後、県有種雄

牛について、法律に定めのない特例的な取り扱

いを求めることはないと考えておりまして、貴

重な資源である県有種雄牛を口蹄疫から守るこ

とができるよう、防疫体制の強化に努めてまい

りたいと考えております。

○西村 賢議員 そのためにも県はしっかりと

種雄牛を隔離して守っていく必要があるわけで

ありますが、今後、県としてはどのようにして

守っていくのかをお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の口蹄疫

では、県の貴重な財産である県有種雄牛の多く

を失う結果となり、畜産農家の皆様には大変な

御心配をおかけしたところでございます。この

ため家畜改良事業団におきましては、消毒施設

等の充実を図るとともに、職員に対して定期的

な衛生・防疫研修を実施するなど、防疫体制の

強化を図っているところであります。また、感

染リスクの低減を図る観点から、これまでの高

鍋町の種雄牛センターでの集中管理を改め、西

米良村に分場を整備し、２カ所での分散管理を

行うこととしております。さらに、仮に口蹄疫

が発生した場合、緊急的に避難ができるよう、

当時、種雄牛が避難した西都市尾八重の施設を

緊急避難施設として整備しております。なお、

口蹄疫を県内に入れない、拡大させないことが

何よりも重要でありますことから、県といたし

ましては、空港、港湾等における水際対策を初

め、「消毒の日」の設定や、農家巡回による飼

養衛生管理基準の周知など、防疫意識の高揚に

努めているところでございます。

○西村 賢議員 今、分散化していく、そして

消毒・防疫体制を徹底していくというお話であ

りました。本当にそれは大切なことではあると

思いますけれども、例えば法整備、条例整備な

ども必要ではないのか。国への提言も含めて、

また今後とも検証を続けていただきたいと思い

ます。

本県の教育についての質問項目もありました

けれども、長くなりますので、この部分は割愛

いたしまして、最後に、一言申し上げたいと思

います。

あの口蹄疫発生時を思い出しますと、非常に

全国の方々の宮崎県を助けたいという思いとい

うものを感じました。あのときの義援金をいた

だいたこと、そして全国から宮崎県を助けに来

ていただいたことを思いますと、今、東日本の

震災で苦しんでいる地域─私も視察に行きま

したけれども、あの人たちの生活を一日も早く

もとに戻してやりたい、あの地域の復興を一日

でも早く助けてやりたいという思いは、県民み

んな持っていることであります。ただただ瓦れ

きの処理等もうまくいかない状況。他県であり

ますけれども、神奈川県においては、知事が

「受け入れします」と言っても、産廃処分場が

ある市の首長が反対してしまうという状況もあ

ると思います。ぜひ、知事及び執行部の皆様方

には、東北に対しての恩を返していく─あの

復興した直後に宮宮コンビとして宮城県と一緒



- 220 -

平成24年３月６日(火)

になって県産品をアピールしてきたことを思い

出してください。ぜひ東北の人たちの力になっ

ていただきますようにお願い申し上げまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 串間市選

出、自民党つくしの会の岩下斌彦でございま

す。傍聴席には、私の地元から、片道１時間

半、往復３時間かけて来ていただきました。あ

りがとうございます。

この２月の定例議会におきましても、「市民

の声、県民の声を県政に生かす」、このことを

念頭に置き、質問をさせていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。

１月、冬の寒さに耐え、枯れ木のように見え

ていましたハクモクレン―白いモクレンでご

ざいますが―に小さな花芽がつき始めまし

た。日を追うごとにそのつぼみはだんだん膨ら

んでまいりまして、３月３日、ちょうどひな祭

りの日でございますが、品格のある高貴な花が

一斉に開花をいたしました。ちなみに、花言葉

は「自然への愛」あるいは「持続性」だそうで

ございます。いよいよまた３月末から４月上旬

にかけましては桜の季節を迎えます。地元に

は153の地区がありますが、その集落各地では、

開花の時期を迎えますと花見の会が開かれま

す。その地域内の老若男女ほとんどすべてが集

まりまして、歌や踊り、あるいは家族のことや

ら地域の話題で酒を酌み交わしながら、にぎや

かに楽しく一日を過ごしております。ただ、少

し気になりますのは、年々参加者が少なくなっ

てきているように思います。

皆様方も御承知だと思いますが、私の地元串

間市は、この県庁から南南西の方向70キロに位

置しています。東は日向灘、南は志布志湾に面

しておりまして、海岸沿いは日南海岸国定公園

に指定されました。猿だけが住んでいる幸島、

日本古来の野生馬が生息する都井岬といった観

光地があります。昭和29年の市制施行当時のこ

とでしょうが、６カ町村が合併をいたしまして

人口は４万3,000人ほどおりました。しかしなが

ら、ことしの２月１日現在では半分以下の２

万83人であります。ここ１～２カ月で２万人を

切るような状況であります。市民は口々に、

「自然環境には恵まれ、暖かいし、暮らしやす

いところだと自分たちも思う。ただ、一つ、働

くところがない。働くところさえあれば、子供

たちも出て行かずに済むし、地元に住める。あ

るいは、働くところさえあれば、子供たちも

帰ってこられるのに」と、こういうふうな言葉

が大いに聞かれます。地元では働きたくても雇

用の場が少なく、市外、県外へと仕事を求めて

人口は流出して、このままでは、少子高齢化、

過疎化が進み、数年後には１万8,000人になるの

ではと危惧しております。何とかこの現状を打

開しようと、串間市を初め、市民も努力をして

おりますが、人口減少になかなか歯どめがかか

りません。これからの串間市を再構築・発展さ

せるためには、第１次産業である農林水産業の

活性化と観光の振興が不可欠であります。しか

しながら、地元の農業従事者の方々は、これか

らＴＰＰのこともあるし、我々の農業はどうな

るんだろうか、どうすれば農業が続けられるの

かと、将来への不安の声が聞かれます。

そこで、知事にお伺いいたします。宮崎県の

今後の農業振興について、ＴＰＰ協定参加いか

んにかかわらず、農業の構造改革は必要である

と考えますが、どのように進めようとされてい

るのか、お伺いをいたします。
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後は質問者席から質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県の農業・農村というものが、将来にわた

りまして、食料供給基地としてのしっかりとし

た役割を果たしていくことができるためには、

既成概念にとらわれない大胆な構造改革などに

取り組んでいくことが必要であるというふうに

考えております。このため、本年度策定をいた

しました第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

において、従来の農業の枠を超えた他産業との

連携強化でありますとか、６次産業化による農

畜産物の高付加価値化、さらには、東アジアを

ターゲットとした農畜産物の輸出拡大への取り

組みなど、儲かる農業の実現に向けて取り組み

を強化することとしております。串間のカン

ショも台湾などで高く評価をされているところ

であります。国におきましても、農林漁業の再

生に向けて、農地集積や新規就農対策などを重

点的に推進することとしておりまして、本県農

業の構造改革を加速化するためにも、これらの

対策にも積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

農業を取り巻く情勢は、御指摘のように、Ｔ

ＰＰ協定の動向に対する不安や、燃油・飼料価

格の高騰、農畜産物の価格低下など、大変厳し

い状況にありますが、先日も農業大学校の卒業

式がありましたけれども、希望を抱いて農業に

人生をかけようという若い力がたくさん巣立っ

ていったのを大変心強く思ったところでござい

ます。県といたしましては、農業者が将来に向

けて明るい展望を持てるように、関係機関・団

体と一体となって、各種施策の推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございまし

た。それでは、知事の答弁に関連いたしまし

て、農政水産部長にお伺いをいたします。

県では、第七次農業・農村振興長期計画を県

全域で推進していくために、アクションプログ

ラムを策定しておられますが、今後の県南地域

の農業振興について、第七次宮崎県農業・農村

振興長期計画に基づく南那珂地域のアクション

プログラムの取り組みについてお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、第七

次宮崎県農業・農村振興長期計画を県全域で推

進していくために、県内各地域の特性や課題に

応じて地域アクションプログラムを策定してお

ります。南那珂地域のアクションプログラムに

おきましては、目指すべき将来像として、「温

暖な気候を活かし“未来”に向けて前進する

『元気ある南那珂農業・農村の創造』」を掲

げ、地域農業の核となる担い手の確保・育成、

また、儲かる農業の実現に向けた取り組みの推

進、また、地域資源を活用したむらづくりを施

策推進の３つの柱として位置づけております。

具体的には、食用カンショ、キンカンなどの

新品種の導入や、生産技術の向上などによる収

量・品質の向上、また、肉用牛共同利用施設の

整備促進による効率的な生産システムの構築、

風光明媚な海と豊かな森林を生かしたグリーン

ツーリズムの展開や、集落が一体となった鳥獣

被害対策の推進などに積極的に取り組むことと

しております。県といたしましては、これらの

対策に市や関係機関等と一体となって取り組

み、南那珂地域の農業振興に邁進してまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。部
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長におかれましては、南那珂地域の進捗の状況

を注視していただきまして、御指導賜りますよ

うお願いを申し上げます。

続きまして、観光振興についていろいろ各議

員からも出ておりますが、私のほうからも質問

をさせていただきます。

宮崎県は、歴史・伝統、文化に恵まれ、ま

た、数多くの観光地を有しております。さきの

知事提案理由説明でも、古事記編さん1300年記

念事業あるいは100万泊県民運動について説明が

ございました。県民の力を結集し、その磨き上

げや情報発信を行うというふうに知事は言って

おられます。そこで、本県の観光振興に具体的

にどう取り組んでいかれるのか、知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、日南海岸や都

井岬に代表されます美しい景観、また、日本発

祥にまつわる神話や伝承、豊富な山の幸・海の

幸、一年じゅうスポーツが楽しめる環境など、

多彩な観光資源を有しているところでありま

す。これをいかに生かすかというところがポイ

ントでありまして、例えば県南地域において

は、トビウオすくいなどの体験型観光資源を活

用してゆったりと旅を楽しむ「ゆっ旅」であり

ますとか、恋ヶ浦でのサーフィンなどのマリン

スポーツを体験する「波旅」、また、鵜戸神

宮、榎原神社などの恋や愛にちなんだスポット

をめぐる「恋旅」、この三旅を大きな柱として

推進をして、観光客の誘致に努めておるところ

であります。これらに加えて新たな取り組みと

いたしまして、潮嶽神社や串間神社などの日向

神話の魅力に触れる「神話旅」や、ジャカラン

ダなどの季節の花を楽しみながら観光地をめぐ

る「花旅」を展開することといたしておりまし

て、三旅に加えてということで五旅ということ

になるんでしょうか、一層の誘客促進を図って

まいりたいというふうに考えております。ま

た、ことし５月21日には、初めて「ツールドに

ちなん・くしま」という自転車の大会も開催さ

れるということでございます。私のトライアス

ロン仲間がこの事務局をやっているということ

で、先日も、台湾では大変なサイクリング人気

ということで、ぜひ航空会社にアピールに行っ

たらどうかというような話をしてつないだこと

もあるわけでございますが、サイクリング、さ

らにはトレッキング、トライアスロン、そうい

うスポーツの魅力というものも国外に向けて発

信をして、国外からの観光客誘致にも結びつけ

てまいりたいというふうに考えております。御

指摘がありましたような古事記編さん1300年と

いうものを一つの大きなバネに活用しなが

ら、100万泊県民運動で県民の力を結集する。そ

れをさらに県外に向けて強く発信することに

よって、県外から、また国外からの観光客誘致

に努めるなど、積極的に観光振興に取り組んで

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

今、知事のほうからジャカランダの話が出まし

たけれども、美智子皇后陛下はジャカランダの

花が大変お好きだということを聞いております

ので、また興味を持っていただければありがた

いと思います。

私の地元でも、伝統芸能であります棒踊りあ

るいは「てべす踊り」、「もぐらもち」や盆踊

り、火祭りなど、豊富に残っております。さら

に創意工夫をしていきますと、また新たな展開

ができるのではないかと感じたところでござい

ます。

次に、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。宮崎県の観光振興について、観光ＰＲは大
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事であると思いますが、今日までのＰＲと、平

成24年度の観光宣伝はどのように取り組まれる

のか、伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県ではこ

れまで、東京、大阪などの大都市圏や、国際定

期便が就航しております韓国や台湾での知事の

トップセールスを初め、市町村や観光関係事業

者と一体となった観光ＰＲやセールスプロモー

ション活動などに取り組んでおりまして、先ほ

ど知事が申し上げましたように、「ゆっ旅」

「波旅」「恋旅」の三旅に加えまして、平成24

年度は、さらに新たな取り組みとしての「神話

旅」「花旅」などを強力に展開することによ

り、多彩な本県観光の魅力を、あらゆる機会を

とらえてアピールしていくこととしておりま

す。また、観光客の利便性の向上という面から

は、本県の観光情報サイト「旬ナビ」におい

て、最新情報の発信や多言語化の充実を図ると

ともに、スマートフォンの位置情報を利用した

周辺観光情報の提供などにも引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 けさほどでございますが、

「旬ナビ」というのを聞かせていただきました

ので、クリックしてみましたら、宮崎県のその

ほうで出てまいりまして、大変いい取り組みだ

なというふうに思っております。感心をいたし

ました。

続きまして、観光ガイドブックや観光パンフ

レットなど、ＰＲについて伺います。聞くとこ

ろによりますと、カーフェリー「さんふらわ

あ」の企画でありますが、大阪南港から志布志

港に朝８時に入港いたしまして、日南市内の飫

肥城、鵜戸神宮などを回って、串間の都井岬あ

るいは串間温泉いこいの里を経由して、その日

の夕方５時に志布志港を出港する「弾丸ツ

アー」という船旅があります。あるいはまた、

鹿児島港に入港して、鹿児島、熊本、大分を観

光して大分港から帰路につくコースなどは、大

変好評なようであります。県内に限らず、志布

志港、大分港まで視野に入れたカーフェリーか

らの観光誘客コースを、宮崎県のガイドブック

あるいは観光パンフレットに記載するなど、船

旅を使った観光ＰＲに取り組む考えはないか、

お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） カーフェ

リーは、多くの観光客を運ぶことが可能な交通

機関でありまして、カーフェリーを利用した旅

行商品などが販売されてきております。県では

これまでも、カーフェリー会社を初めとする民

間事業者と一体となった大阪や兵庫などでの教

育旅行誘致セールスなどに取り組むとともに、

先ほどお話がありました、観光情報サイト「旬

ナビ」においても、本県への多様なアクセス手

段の一つとして、航空機やＪＲなどとともに、

本県及び近隣県に就航しているカーフェリー各

社を紹介してきておりますので、観光客の利便

性という観点から、引き続きＰＲに努めてまい

りたいと考えております。

○岩下斌彦議員 続きまして、重ねて商工観光

労働部長に伺います。古事記編さん1300年記念

事業は、全国に観光宮崎を売り出す絶好の機会

だと思われます。そこで、ＰＲの手段にはいろ

いろあろうかと思いますが、野球場の大型スク

リーンでのＰＲに取り組む考えはないか。いよ

いよ３月末からプロ野球が本格的なシーズンに

入ります。例えば、各プロ野球の公式戦を行う

球場において、スポット的に大型スクリーンを

利用し、古事記編さん1300年記念事業のＰＲ、

あるいは宮崎県内の観光地の紹介などを行うと

すれば、大きな効果があると思いますが、この
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ような取り組みを行う考えはないか、お尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 御提案あ

りがとうございます。プロ野球公式戦が開催さ

れる球場には多くの人々が集まるため、球場に

おける観光ＰＲは有効な手段の一つであると考

えております。このため、これまでも、プロ野

球のキャンプを受け入れております宮崎市や日

南市が主体となり、これに県も協力をするとい

う形で、各球団の本拠地となる球場での大型ス

クリーンでの観光ＰＲを初め、観光パンフレッ

トや特産品の配布などに取り組んでいるところ

であります。また、昨年10月になりますが、Ｊ

Ｒグループと南九州３県が連携をした「デス

ティネーションキャンペーン」の一環として、

広島のマツダスタジアムにおいて、大型スク

リーンを使ったイベントの告知や観光ブースの

設置などを実施した例がございますので、今後

とも、キャンプ地受け入れ市等と連携した取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。アイ

デア次第ではいろいろな方法があろうかと思い

ますが、ぜひ、そういった野球場でのＰＲを御

検討いただければと思っております。

それでは、次に、福祉保健部長に安心こども

基金についてお伺いをいたします。

宮崎県の安心こども基金条例の第６条には、

「基金は、保育所等の整備、保育の質の向上の

ための研修その他子育て環境の充実のための事

業及びこれらの事業の円滑な運用を図るための

事務に要する費用の財源に充てる場合に限り、

その全部又は一部を処分することができる。」

と定めてありますが、安心こども基金を活用し

た事業のこれまでの取り組み状況と成果につい

てお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 安心こども基

金は、安心して子供を生み育てる社会づくりの

推進を目的に造成をいたしまして、これまで、

認定こども園の運営費や施設整備への補助を初

め、保育所整備や地域の特性を生かした子育て

支援事業などに取り組んできたところでござい

ます。この結果、これまでに認定こども園が22

カ所設置をされ、学校教育と保育が一体的に提

供される環境整備が図られましたほか、今年度

スタートいたしました「未来みやざき子育て県

民運動」の展開を初めとする、社会全体で子育

てを応援する機運の醸成や子育て支援の環境整

備が進展するなど、一定の成果が図られたもの

と考えております。

○岩下斌彦議員 次に、平成24年度の安心こど

も基金を活用した主な事業についてお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 安心こども基

金につきましては、国が、平成24年度までの延

長を決定するとともに、先般成立した第４次補

正予算によりまして、各県への追加配分が行わ

れる予定となっております。この中で、県で

は、平成24年度に、幼稚園型が大半を占める認

定こども園への運営費の補助として、前年度当

初予算の約2.3倍となる１億8,000万円を計上し

ておりますほか、保育所整備に要する費用とい

たしまして、前年度当初予算の約1.8倍の８

億3,000万円余りを計上しております。県といた

しましては、引き続き、次世代を担う子どもた

ちの健やかな成長を図りますために、安心こど

も基金の有効活用に努めてまいりたいと考えて

おります。

○岩下斌彦議員 次に、宮崎県内の私立幼稚園

は、そのほとんどが、土地あるいは園舎などを

寄附行為して、学校法人立として幼稚園の運営
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・経営に当たっております。いわば公立の幼稚

園に準ずるような形で運営を行っているわけで

ございますが、県内には115の幼稚園があり、満

３歳以上の幼児の在籍は、平成23年５月１日現

在で9,236人であります。宮崎日日新聞によりま

すと、「平成25年度から導入予定の幼保一体化

施設「総合こども園」について、国では、2015

年から３年かけて保育所の９割以上は総合こど

も園にしたい。設置基準や職員の処遇を上げ

て、幼稚園としても総合こども園になったほう

がプラスという仕組みにして、移行しやすい環

境を整える」という記事でございました。総合

こども園の制度が実施されることになれば、現

在施行されております認定こども園はもとよ

り、県内の学校法人立の幼稚園も、そのほとん

どが総合こども園の認可を希望されるのではな

いかと考えております。そこで、福祉保健部長

に質問でございます。認定こども園は、23年度

までに県内22園が認定を受けているようでござ

いますが、新たな認定を受けた県内の動向につ

いて伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認定こども園

でございますが、ただいま議員の御指摘のとお

り、24年２月末時点で22施設となっておりま

す。このうち18施設が、認可幼稚園が保育所機

能部分を備えました、いわゆる幼稚園型認定こ

ども園でございます。現在も、平成24年度の新

たな認定を目指しまして、幼稚園の約20園で検

討が行われているというふうに伺っておりま

す。県といたしましては、引き続き、市町村と

緊密に連携を図りながら、認定を目指す施設に

対しまして、支援等を行ってまいりたいという

ふうに考えております。

○岩下斌彦議員 先日決定されました国の「子

ども・子育て新システムに関する基本制度」で

は、新たに総合こども園を創設し、同園への移

行を促進するというふうに示されております

が、その概要及び導入に向けた県の対応につい

てお伺いしたいと思います。お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今月２日に決

定されました子ども・子育て新システムに関す

る基本制度では、総合こども園は、「学校教育

・保育及び家庭における養育支援を一体的に提

供する施設」と位置づけられておりまして、現

在開会中の国会に、この基本制度を踏まえた総

合こども園法案などの関係法律が提出される予

定と伺っております。総合こども園は、現在の

認定こども園と類似した制度でありますが、認

可制となること、それから、学校及び児童福祉

施設それぞれの性格を有する施設として明確に

位置づけを行うことなどの違いがございます。

なお、総合こども園への移行につきましては、

子ども・子育て新システムに関する基本制度で

は、保育所は原則としてすべて移行し、認定こ

ども園は、円滑に移行できるような特例を設け

るとされております。また、幼稚園は、移行を

促進するとされているところであります。県と

いたしましては、国の動向を今後も注視しなが

ら、総合こども園制度が、子供や保護者にとっ

て利便性が高く、地域の実情に応じた内容とな

るよう、あらゆる機会をとらえて国に対して要

望してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。よ

く学校教育の中でも問題になっております、不

登校あるいは保健室登校とか、なかなか集団に

なじめない、そういったことがありますが、ぜ

ひ幼児期にたっぷり遊ばせると。人生のリハー

サルをするように、伸び伸びと、しかし、しっ

かりと育てると、そういった幼児期がとても大
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事だというふうに思っております。就学前の保

育あるいは教育は、次代を担う子供たちが、人

間として心豊かにたくましく生きる力を身につ

けられるよう、生涯にわたる人間形成の基礎を

培う普遍的かつ重要な役割を担っておりますの

で、今後ともぜひ御指導のほどよろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、福祉保健部長に、医師の確保に

ついての質問でございます。

先日、新聞でも報道されましたが、串間市市

木にあります市木診療所の医師が、一身上の都

合により３月末をもって転出することになり、

４月から医師の確保ができない状況でございま

す。医師の確保について、串間市も努力をして

おりますが、県にもぜひお力をいただきたいと

思います。福祉保健部長の御答弁をお願いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、市町

村立病院等の医師確保を図るために、関係市町

村と構成いたします医師確保対策推進協議会に

おいて、本県での勤務を希望される医師と公立

病院等のマッチングを行う病院説明会の開催

や、県内での勤務に関心を持っておられる医師

を直接病院等に案内するなどの支援を行ってい

るところでございます。市木診療所の医師確保

につきましても、先般も市長さんのほうからも

お話がございましたが、串間市との連携を図り

ながら、引き続き支援を行ってまいりたいとい

うふうに考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。ぜ

ひ御支援のほどをお願い申し上げます。

続きまして、県土整備部長に質問をさせてい

ただきたいと思います。国道448号の蔵元橋の側

道橋設置についてお伺いをいたします。

先月、国道448号の蔵元橋は補強工事が完了い

たしたようでございます。ただ、橋は幅員が６

メートルと狭く、150メートルの長さがありま

す。大型車同士の往来も容易ではありません。

自転車の利用者や歩行者から、「大変危険で橋

を渡るのが怖い」という話があります。側道橋

を設置してほしいという要望が以前から上がっ

ていると聞いておりますが、側道橋を整備する

予定はないか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道448号の蔵

元橋につきましては、昭和40年に架設された橋

梁でありまして、歩道が整備されていない状況

にございます。現在、県におきましては、自動

車や自転車、歩行者の交通量と交通事故の発生

状況などを勘案しまして、通学路を中心に、順

次、歩道の整備を進めているところでありま

す。蔵元橋の側道橋の整備につきましては、そ

こが通学路になっていないということ、それか

ら、県内の歩道の整備状況等から、早期の対応

は困難であると考えております。しかしなが

ら、現状は今、議員のお話にありましたとお

り、幅員が６メーターと狭い、それから路肩も

狭いことから、少しでも歩行者等の安全な通行

が確保できるような対策につきまして、今後検

討してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。かな

り以前ではございますが、橋のたもとで車での

死亡事故も発生しておるようでございます。御

検討をお願いいたしたいと思います。

次に、国道448号の本城東地区の歩道整備につ

いて伺います。本城の地区住民の話では、「交

差点のところは既に工事は終わっているのに、

なかなか次の工事が始まらない。何とか早くで

きないものだろうか」と。また、ある方は、

「商店街づくりにつながるような道路にはでき

ないものだろうか」という話をされます。いろ



- 227 -

平成24年３月６日(火)

いろ用地交渉など難しい面もあろうかと思いま

すが、本城東地区の歩道整備の進捗状況につい

てお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道448号の本

城地区の歩道整備につきましては、全体延

長1,030メートルのうち、350メートルの区間を

平成21年度に完了しております。引き続き、残

りの680メートルの区間を本城東工区として整備

を進めているところでございます。現在、家屋

補償や用地取得に取り組んでおりまして、平

成23年度までの進捗率が事業費ベースで約２割

となっております。今後とも引き続き、地権者

の皆様の御協力をいただきながら、早期完成に

向けまして事業の進捗を図ってまいりたいと考

えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。用地

交渉などいろいろ困難なこともあると思います

が、地元の意見も考慮していただきまして、早

期完成に向けて一層の御尽力をお願いいたしま

す。

続きまして県土整備部長に、国道220号につい

ての質問をさせていただきます。国道220号の松

清橋のかけかえ工事と天神川の河川改修事業に

ついて、進捗状況と今後の見通しについてお伺

いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 天神川につき

ましては、平成14年度に、ＪＲ日南線の鉄道橋

から上流約１キロメートルの区間におきまし

て、河川改修事業に着手しているところであり

ます。現在の進捗状況につきましては、鉄道橋

から県道の今別府串間線の平橋までの約410メー

トルの区間におきまして、用地取得を進めてお

ります。この区間の用地取得率は約93％となっ

ておりますが、一部まだ理解が得られていない

というような状況でございます。今後、治水上

支障となっております国道220号の松清橋のかけ

かえ工事に早期に着手するため、引き続き、用

地取得や、国道の管理者である国土交通省との

調整を進めていくこととしております。県とい

たしましては、地元の皆様の御理解、御協力を

いただきながら、天神川河川改修事業の早期完

成に向けまして、事業の進捗を図ってまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 天神川の改修事業でございま

すが、ちょうど串間市の中心部に位置します。

そういった意味から、まちづくりにも大きな影

響があり、そして期待がかかっておるような状

況でございます。いろいろ多難な面もあろうか

と思いますが、市民の期待にこたえていただく

ようお願いを申し上げます。

続きまして、県土整備部長に重ねて質問させ

ていただきます。いろいろ串間につきまして

も、危険箇所の国道の改修につきましては、地

元の皆様から大変感謝の声も聞こえておりま

す。ただ、まだまだ道路に関係いたしまして要

望が続いておりましたので、質問をさせていた

だきました。今回、また福島港についてでござ

います。

福島港は、完成して久しいわけでございます

が、現在は、パルプ用のチップ、砂利、木材乾

燥場として活用をされております。また、海上

自衛隊の掃海艇あるいはミサイル艇などが年に

２～３回寄港しておりまして、市民や串間市の

経済界が歓迎会を盛大に行っている状況でござ

います。まだまだ港の利活用について可能性は

あると思いますが、福島港の積極的な活用のた

めの誘致活動について、県土整備部長に伺いま

す。ポートセールスの現状はどうされているの

か伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 福島港につき
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ましては、串間市の地域振興の拠点として整備

を進めてまいりまして、平成14年度に完成をし

ております。平成23年度の取扱貨物量としまし

ては、今、議員からお話がありましたが、砂・

砂利や木材チップなど約10万トンとなっており

ます。地域産業の活性化に寄与しているところ

でございますが、背後圏の人口や企業が限られ

ておりますことから、取扱貨物量が伸び悩んで

いる状況にございます。しかしながら、福島港

は大型船舶が利用可能な岸壁を有しておりまし

て、地理的にも志布志港との連携が可能な港と

考えております。このため、この特徴を生かし

ながらポートセールスに取り組むとともに、県

内の荷主や船会社などを集めて開催する港湾セ

ミナーにおきましても、福島港のＰＲに努めて

いるところであります。福島港の有効活用を図

るためには、地元串間市の主体的な取り組みが

必要でございます。県といたしましても、地元

と一体となりましてポートセールスに努めてま

いりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 福島港の利活用についてお伺

いをしておりますが、串間市には、航空自衛隊

高畑山分屯基地のレーダーサイトがありまし

て、大体180人の方が駐屯されております。ま

た、大隅半島の鹿屋市には海上自衛隊鹿屋航空

隊の基地もあり、大変有利性があると思います

が、例えば海上自衛隊の誘致など有効活用の手

だてはないか、県土整備部長にお伺いをいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 自衛隊の誘致

となりますと、私のほうからお答えできません

が、護衛艦など海上自衛隊の船舶は、海上訓練

期間中の停泊や船舶給水を目的として福島港に

寄港しております。県内では、地方港湾として

は唯一、福島港が毎年のように利用されており

まして、地元経済への波及効果も大きいとお聞

きしております。県としましては、先ほどもお

答えいたしましたように、地元と一体となって

ポートセールスに努めますとともに、自衛艦の

入港に際しては、引き続き必要な協力を行って

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

ちょうど海上自衛隊のエリアとしましても、呉

海上自衛隊のエリアが宮崎県までだそうでござ

います。そしてまた、佐世保のほうのエリアが

鹿児島県から向こうということでございます

が、知事も呉にお帰りのときにはぜひ総監部の

ほうに寄っていただきまして、少しでも話をし

ていただければありがたいというふうに要望し

ておきます。

次に、農政水産部長にお伺いをいたします。

串間に対しましていろいろ御配慮いただいてい

ることを感謝しながら、質問をさせていただき

ます。奈留地区の土地改良要望についてでござ

います。

串間市の大束地区は、食用カンショの産地と

して、年間30数億円の出荷量を誇っておりま

す。しかし、開墾して20年ほどが経過いたしま

して、今日では表土が流れ、さらに客土をしな

ければならない必要性が生じてまいりました。

奈留地区の土地改良について、県にも要望が上

がっていると思いますが、県はどのように取り

組んでいくのか、部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 奈留地区にお

きましては、昭和58年度から県営農地開発事業

に取り組み、開墾を行った約91ヘクタールの畑

地帯は、現在、本県における食用カンショの主

産地となっております。しかしながら、当地区

では、降雨等により表土が流され、生産量の減

少や品質の低下が見られることから、表土の確
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保のため、地区外からの土の搬入、いわゆる客

土などに関する要望があり、現在、串間市が土

地改良区と協力しながら、事業計画の作成を

行っているところであります。県といたしまし

ては、事業の必要性や効果については十分認識

しており、条件が整い次第、早期の事業化に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 こうやってお願いする理由が

ございまして、農業従事者の方、かなり高齢化

も進んでまいります。また、いろいろ言われて

おります消費税関係も絡んでまいりますので、

そういった点ではぜひ早くしていただきたいと

いう思いがあるようでございます。大束の奈留

地区土地改良区の会員の皆様方は、要望に関し

て、仮調印関係もされておるようでございます

が、早期の事業化についてぜひ取り組んでいた

だきますようにお願いを申し上げます。

続きまして、農政水産部長でございます。都

井漁港・毛久保地区と市木漁港・舳地区の整備

についてでございますが、２つの地区の漁港

は、平成23年度に測量設計をしていただいたよ

うでございます。都井漁港・毛久保地区、市木

漁港・舳地区の整備の進捗状況について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 都井漁港及び

市木漁港におきましては、港内の静穏度を確保

するため、防波堤の整備に取り組んでいるとこ

ろであります。本年度、都井漁港・毛久保地区

につきましては、調査設計を完了する見込みで

あり、市木漁港・舳地区につきましては、工事

を進めているところであります。現在、来年度

の毛久保地区の工事着手や舳地区の工事促進に

向け、国に要望を行っているところであり、今

後とも、予算確保を図りながら、事業推進に努

めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 国への要望を行っているとい

うことでございますが、どうぞよろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、県教育長に福島高校存続につい

てお伺いをいたします。

福島高校の統廃合について、３年後には統廃

合されるのではないだろうかと、地元ではまだ

まだ不安の声が聞こえます。今後の福島高校の

存続について、教育長の考えをお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 現在策定中の県立高

等学校教育整備計画案の基本計画におきまし

て、「福島高等学校については、普通科を設置

しており、更なる魅力づくりに努めるととも

に、地域における小中高一貫教育の取組等を注

視しながら、今後の学校の在り方について検討

していきます。」という方針を示したところで

あります。また、前期実施計画案におきまして

は、「１学年４学級以下の高等学校について大

幅に定員を満たさない状況が続くなど、さらに

１学級の削減をせざるを得ないことが予測され

る場合は、統廃合の検討に入ることがありま

す。」と記しておりますが、基本的には統廃合

の予定はないとしたところであります。福島高

等学校につきましても、この基本的な考え方に

基づき、学校のあり方を検討していくこととし

ております。

○岩下斌彦議員 高等学校の整備計画について

パブリックコメントを実施されたということで

ございますが、その内容にはどんな意見が寄せ

られているか、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） パブリックコメント

につきましては、１月30日から２月27日まで

の29日間にわたり、県のホームページを初め、

テレビやラジオの県政番組での広報、新聞の
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「県政けいじばん」への掲載、小中学校への通

知など、広く県民の皆様に周知を図り、御意見

を募集いたしました。この結果、52名の皆様か

ら多くの貴重な御意見をいただきました。内容

につきましては、ただいま取りまとめ中であり

ますが、例示として申し上げますと、グローバ

ルな次世代の人材育成を図るべきである、教育

の情報化を推進すべきである、高等学校の統廃

合は慎重に検討すべきである等々の御意見がご

ざいました。

○岩下斌彦議員 ３年後には再び統廃合を検討

することになると思いますが、どのような検討

がなされるのか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 策定中の県立高等学

校教育整備計画案では、先ほども申し上げまし

たけれども、１学年４学級以下の高等学校につ

いては、大幅に定員を満たさない状況が続くな

ど、さらに１学級の削減をせざるを得ないこと

が予測される場合には、統廃合を検討するとい

うこととしております。その趣旨であります

が、直ちに統廃合ありきということではなく

て、例えば学級減をして２学級で存続させてい

くこと、また、連携型の中高一貫教育校へ移行

するなどの新たな方策を講じることなど、幾つ

かの選択肢も含めて検討することになるという

ことでございます。いずれにいたしましても、

生徒にとってよりよい教育環境を提供するとい

う視点に立ちながら、高等学校の所在地や設置

学科、生徒・保護者・地域のニーズ等に適切に

配慮しながら、そのあり方を検討していくこと

になると考えております。福島高等学校につき

ましても、まずは、これまで以上に県と地元が

連携・協力をしながら、可能な限り３学級とし

て維持をして、今後とも魅力と活力のある教育

活動が展開できるよう、引き続き工夫をしてい

くことが必要であると考えております。

○岩下斌彦議員 こうやって高校の問題をいろ

いろ質問しているわけでございますが、やはり

要因は、働く場の確保が大変大事ではないかな

と、質問しながら考えているところでございま

す。しかし、串間市にたった１つしかない高校

でございますので、ぜひ存続をということで、

いろいろ皆様方が考えているわけでございま

す。

次に、県立の高等学校でございますが、いろ

いろその学校の特色を出す、あるいは特待生制

度などを設けるなど、生き残りをかけて努力し

ておりますが、県教育委員会としてどのような

努力がなされているか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 福島高等学校につい

て申し述べさせていただきます。県教育委員会

といたしましては、これまでさまざまな取り組

みを行ってきているところでございます。例え

ば、５点ほど挙げさせていただきますが、１つ

には、少人数指導等きめ細やかな指導を行うた

めの職員の配置、２つ目には、生徒の幅広い進

路希望を実現するための進学コースと情報ビジ

ネスコースの設置、３つには、普通科高校にお

けるキャリア教育推進校としての指定、４つ目

には、宮崎県高等学校教育力強化推進校として

の指定、５つ目には、小中高一貫教育に対する

支援、こういった取り組みを実施し、学校の支

援に努めているところであります。このような

取り組みをより深めていくとともに、串間市当

局が福島高等学校に対する支援のための事業を

当初予算案に計上されたと伺っておりますけれ

ども、このような地元の取り組みも踏まえまし

て、これまで以上に地元と連携・協力をしなが

ら、県教育委員会として一層の支援に努めてま
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いりたいと、このように考えております。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございまし

た。どうぞこれからの御支援、御指導、よろし

くお願いを申し上げます。

次に、中山間いきいき集落に関係しての質問

でございます。

ちょうど登壇の折に話をさせていただきまし

たけれども、串間市の中山間地域では、少子高

齢化・過疎化が進む中、地区の自治会並びに賛

同者によりまして、ボランティアで道路の清掃

や花の植栽、伝統芸能の継承、あるいは山道の

整備、地域住民の交流などを自主的に行ってい

る地区が数多くあります。そこで、県民政策部

長にお伺いします。中山間地域において、住民

が集落を維持していくために自発的に行ってい

る取り組みについて、県はどのような支援を

行っているのか、お伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域に

おきましては、議員御指摘のとおり、過疎化・

高齢化等によりまして、集落機能の維持が困難

となるなど、大変厳しい状況があるわけでござ

います。このため、県といたしましては、元気

な地域づくりに取り組む集落を「いきいき集

落」として認定しまして、各種活動に対する助

成等を行うほか、集落のみで行うことが困難と

なった活動を支援するために、中山間盛り上げ

隊の派遣などに取り組んでいるところでござい

ます。また、住民と市町村が一体となった取り

組みに対する支援といたしまして、集落点検や

話し合いを通じて集落の将来を考える取り組み

を推進する「中山間地域集落点検モデル事

業」、あるいは地域の課題を整理し、その解決

に向けた取り組みに対する助成を行う「地域力

磨き上げ応援事業」などに現在取り組んでいる

ところでございます。

○岩下斌彦議員 中山間地域の集落は、今後さ

らに厳しい状況になると思われますが、県とし

てどのように支援をしていくのか、県民政策部

長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域の

振興を図るためには、その基本的単位であり、

また、活力の源泉である集落の活性化を促進す

ることが重要であると認識しているところでご

ざいます。このため、県といたしましては、昨

年策定しました中山間地域振興計画におきまし

て、集落の活性化を重点施策の一つとして掲げ

ておりまして、１つには集落の自主的な活力の

向上、２つ目には都市からの支援と交流、３つ

目には次世代の育成、そして４つ目は地域文化

の保存・継承と活用について、積極的に施策を

展開していくこととしております。また、中山

間地域の活性化に県民総力で取り組んでいくた

めに、「中山間地域をみんなで支える県民運

動」を展開するとともに、現在、新年度予算案

でお願いしておりますが、中山間地域産業振興

センターを設置し、地域資源を活用した多様な

産業おこしに取り組みまして、中山間地域の集

落の活性化につなげてまいりたいと考えており

ます。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。質

問の内容はこれで終わりますけれども、要望関

係を少しだけ言わせてください。

杉の活用ということで、地産地消ということ

がよく言われております。地元の製材業者の方

に聞きますと、「杉の木材の地産地消は大変い

いことだ、すばらしいことだと思う。ただ、一

つお願いがあります」という話をされました。

「地産地消ということで杉は使うけれども、ぜ

ひその中に、地元の製材所を使うようにと、そ

ういったことはできないんだろうか」という話
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がありますので、一応、一つの要望、市民の声

としてお伝えさせていただきたいと思います。

そして、皆様方もよく御存じだと思うんです

が、串間にもプロのスポーツ選手が何人かおり

ます。ゴルフでは、延岡出身の甲斐慎太郎さん

がいらっしゃいます。また、県民の皆様方の応

援、御支援によりまして、平成24年度シード

権70位をとりました―これは70位までだそう

でございますが―津曲泰弦という選手がおり

ます。大変体格もよく、今回シード権がとれた

というのは、本人にとっても大きなチャンスに

なろうかと思いますが、機会がありましたら、

ぜひ応援をしていただきますようにお願いを申

し上げます。そして、あと、競艇というのは、

余り皆様方かかわりないんじゃないかと思いま

すけれども、串間に優秀な選手がいるんです。

日高逸子という選手だそうですが、串間出身で

ございますし、福島高校出身でございます。ま

た、プロ野球の宮崎県出身の監督は、ロッテの

西村監督だけだそうでございますが、そういっ

た意味で、プロで活躍している宮崎県出身の現

役のスポーツ選手が、ある機会に一堂に集まる

ことはできないかな、そういうことも考えてみ

たりしています。なかなか調整関係は難しいと

思います。しかし、一つの夢でございますの

で、語らせていただきました。

最後に、串間市は、地域創造計画の認定をい

ただきまして、いよいよこの４月から活性化に

向けた事業がスタートいたします。県当局の御

指導をよろしくお願い申し上げまして、私の質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 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58分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 今回も傍聴

席には、若い子から少し前まで若かった方々ま

でたくさんおいでいただきまして、ありがとう

ございます。御礼申し上げます。光陰矢のごと

しと申しますが、現実とは思えない東日本大震

災から、間もなく１年を迎えようとしておりま

す。被災地では、現在も復興に向けた懸命な努

力が続けられております。可能な復興がある一

方で、先の見えない原発事故からの復興がある

ことに、深い悲しみを覚えざるを得ません。ふ

だんは当たり前のように使っている電力も、社

会の崩壊を招きかねない、とてつもないリスク

を負っていたことを改めて痛感させられまし

た。原発事故発生からこれまでの間に最も考え

させられたことは、何が真実で、どこまでが仮

説なのかということであります。ほぼマスコミ

からしか情報が得られない中、困惑するばかり

であります。先般も、瓦れきの処理がわずかに

５％しか進んでいないとの報道がなされたとこ

ろであります。その背景には、セシウムなどの

放射性物質が瓦れきに含まれているのではない

か、さらに、その放射性物質が拡散してしまう

のではないかという心配があり、それに対する

明確な答えが示されていないことに起因すると

考えます。こういった有害物質は、大気中にあ

るいは地表や地中に永久にとどまり続けるもの

であるのか。過去においても、チェルノブイリ

原発事故から発生した有害物質や世界各国で行

われてきた核実験、最近ではマスコミも報道し
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なくなった街角のセシウム、ダイオキシンな

ど、理解しているようでわかっていないことは

数多くあります。このようなことが環境破壊や

健康問題にどのような影響を及ぼすのか、真実

を明らかにして、起きてしまった現実に正面か

ら向き合って対処できないものかと思っており

ます。

以下、質問に移ります。知事に２点について

お伺いいたします。

横田議員が代表質問において深く議論をされ

た九州広域行政機構についてであります。国に

よります出先機関の原則廃止という、口だけ番

長ならぬ、言うのはただみたいな耳ざわりのい

い言い方に惑わされないためにも、慎重な対応

が求められると思いますが、知事に再度、現時

点でのスタンス、見解をお伺いいたします。

次に、海外へ向けた戦略についてお尋ねいた

します。知事は昨年秋に、香港、マカオなどを

訪問され、トップセールスを行われました。知

事が行かれますとトップセールス、我々議員で

すと、時に公費での海外旅行などと言われるこ

ともありまして、情けない限りでありますが、

それはそれとして、宮崎のこれからの取り組み

方、肌で感じられた率直な感想、御意見を知事

にお伺いいたします。

以下、質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、九州広域行政機構についてでありま

す。国の出先機関改革、これは地方分権の推進

という大きな命題のもとに閣議決定されました

出先機関の原則廃止という方針に沿って、現

在、政府において、具体的な制度について検討

がなされているところであります。御質問の九

州広域行政機構は、九州知事会がその受け皿と

して、一つの案として提案しておるものであり

ます。関西からは、広域連合制度を踏まえた提

案がなされているところでございます。政府に

おける具体的な制度設計に当たりましては、財

源の確保や各県間の利害調整などの懸念、また

課題の解消というものが大前提であるというふ

うに考えております。一方で、御案内のよう

に、大規模災害時の対応などから、出先機関改

革そのものに対する懸念が全国の市町村などに

広がっているところでありまして、本県では、

市町村また経済団体からも同様の意見をいただ

いておるところであります。関連法案の提出を

含め、今後の動向は不透明な状況であります

が、私としましては、引き続き、本県の実情や

県議会を初め県民の皆様の御意見などを十分に

踏まえた上で、宮崎県知事として、本県に軸足

を置いた判断また議論をしてまいりたいと考え

ておるところであります。

次に、海外でのトップセールスについてであ

ります。昨年８月、韓国へ出向いたほか、11月

には、台湾、香港、マカオにおきまして、交

通、観光誘客、ブランド、畜産という４分野

で、政府関係機関や企業などに対しまして、宮

崎を強力にアピールしてきたところでありま

す。東アジア地域の経済繁栄というのを目の当

たりにし、再確認し、これらの地域との交流の

進展と拡大というものが、これからの本県の経

済活性化のために大変重要であるということを

改めて認識したところであります。そのような

中、例えば香港におきましては、地元最大手の

旅行代理店へ訪問した際、おもてなし精神あふ

れた歓迎を受けたところでありますが、社長さ

んから直接、例えば本県のグルメを生かしたツ

アーなど、今後につながる建設的な提案をいた
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だくことができ、各分野における可能性という

ものに大きな手ごたえを感じたところでござい

ます。こういったセールスを通じて、やはり人

脈を築いていくことも大切でございまして、県

議会の先生方も積極的に行かれて、いろんな人

脈をつくっていただく、これも大変重要な今後

につながる太い太いパイプになるものと─例

えば台湾であれば、日台議連等を中心に密な交

流がなされているところでありまして、これも

大きな力になるものと考えておるところであり

ます。今後、これらの地域とのビジネスチャン

スの拡大や、人・物の交流を促進することによ

り、本県の成長につなげるとともに、積極的に

宮崎の魅力を情報発信しまして、本県の認知度

の向上やブランドの価値を高めていきたいと考

えております。また、大事なことは、物産、観

光、交通などの各分野が連携し、かつ民間企

業、関係機関・団体と行政が一体となって、総

合的な、トータルとして宮崎を売っていくこ

と、また、各県とも連携しながら、九州全体と

してアピールしていく、その中で宮崎の魅力を

アピールしていく、そのような取り組みが必要

かと考えておるところでございます。これから

も、東アジア市場の開拓、また経済・人的交流

の拡大についても、全力で取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○外山 衛議員 ありがとうございます。実

は、日台議連を通じまして─星原会長でござ

いますけれども─都城において、少年野球の

交流が始まっているようなことも聞いています

ので、いろんな場面でもって、知事の言われた

ように活用できればと思います。

九州広域行政機構につきましては、福岡県の

主導により、前のめりの議論が進んでいるとも

聞いておりますので、答弁にあったように、大

規模災害時の対応への懸念もさることながら、

多方面でおくれてしまっている当県の現状で

は、さらに置いていかれる可能性があると思い

ます。ですから、九州の過疎県となり得ること

が考えられますので、慎重な対応をお願いした

いと思います。

引き続き、知事に伺います。24年度当初予算

についてであります。

長年にわたる施策等の結果から、宮崎市を中

心とする県央部におきましては、多種公共施設

も整備充実され、利便性も高くなっております

が、条件の不利な中山間地域を多く抱える県北

や県南地域との格差は、人口の推移を見ても明

らかなように、拡大していると思われます。県

内の均衡ある発展に留意することが大事である

と思いますが、新年度に当たってどのように配

慮され取り組まれるのかを、まずは知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 少子高齢化が一段と進

展しまして、本格的な人口減少社会を迎えよう

としている、こういう中で、やはりそれぞれの

地域がそれぞれの地域の特色を生かして、均衡

ある発展という話がございましたが、均衡を図

りながら維持、そして発展を図っていく、これ

は大変重要な課題であるというふうに考えてお

ります。そういう地域に根差したそのための産

業づくりや、持続可能な安全・安心な暮らしづ

くり、また人材づくりを進めていくことは、大

変重要であるというふうに考えております。平

成24年度においては、本県産業の基盤となりま

す高速道路や港湾等のインフラ整備、これにも

県全体に目配りしながら整備を進めますととも

に、県内各地域において、フードビジネス、ま

た林業・木材産業、新エネルギーなど、本県の
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強みを生かした産業の育成に取り組むこととし

ております。また、全県的に、広い意味での地

産地消や100万泊県民運動などに取り組みなが

ら、県内全体の消費を喚起していく、そして地

域経済の活性化を図ってまいりたいというふう

に考えております。また、住みなれた地域で安

心して暮らしていくための環境を整えるための

防災力の強化や医療・福祉の充実、これも重要

であるというふうに考えておりますし、やはり

地域の将来を担う人財づくりのための子育て、

教育力の向上などにも取り組んでまいりたいと

考えております。

○外山 衛議員 続きまして、県南地域におい

ても、交通インフラのおくれや農林水産業の不

振などにより、過疎化が進み、経済力も低下し

ております。当初予算において、県南地区の振

興にはどう取り組もうとされているのかを、ま

ず総括的に県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県南地区でご

ざいますけれども、温暖な気候を生かしたかん

きつ類やカンショ、スイートピーのほか、漁獲

量日本一を誇る近海・沿岸漁業のカツオ・マグ

ロ、飫肥杉など、特色ある農林水産業が展開さ

れている地域でございます。また、日南海岸国

定公園や都井岬、マリンスポーツ環境、森林セ

ラピー基地など、多彩な観光資源に恵まれた地

域でもありまして、これらの強みを伸ばしてい

くことが、県南地区の振興には重要であると考

えております。このため、平成24年度予算にお

きましては、これらの産業を支える道路網の整

備あるいは油津港の利用促進、県南地区の多彩

な農林水産資源を生かした農商工連携や６次産

業化、あるいは古事記編さん1300年を契機とし

た神話にまつわる観光資源の磨き上げ、情報発

信などに取り組んでまいります。また、新たな

取り組みとしまして、「市町村間連携支援交付

金」等を活用しました活力ある地域づくりへの

支援など、県南地区の振興に努めてまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 続きまして、同じく県南地区

の振興策につきまして、当初予算でどのように

対応されようとしているのかを、各部局に具体

的に伺いたいと思います。

環境森林部においては、林業の振興につい

て、商工観光労働部においては、商工業及び観

光の振興について、農政水産部においては、農

業、水産業の振興について、県土整備部におい

ては、道路や河川、港湾等の整備について、そ

れぞれ担当部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業の振興に

ついてであります。県南地区は、飫肥林業の発

祥の地であり、杉を中心とする森林資源が他の

地区に先駆けて充実していることから、これら

の資源を有効に活用した林業・木材産業の取り

組みを支援していくこととしております。この

ため、「森林整備加速化・林業再生基金事業」

等により、川上対策として、森林施業の集約化

による必要な森林境界の明確化の促進や路網の

整備、高性能林業機械の導入等を支援すること

としております。例えば、路網整備ですが、林

業専用道規格相当について、10路線の8,600メー

トルの整備を計画し、高性能林業機械等につい

ては、３事業体での導入を計画しております。

また、川下対策として、大径材にも対応できる

集成材加工施設の整備を図るとともに、製材工

場や南那珂森林組合等が連携して取り組む韓国

への県産材輸出に対する支援を行うこととして

おります。これらの事業を通して、県南地区の

林業の振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。



- 236 -

平成24年３月６日(火)

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 商工業及

び観光の振興についてであります。当初予算に

おきましては、商工業の振興を図るため、「地

域資源活用！新事業活動支援事業」により、中

小企業の地域資源を活用した商品開発等を支援

するとともに、「みやざき県産品販路拡大支援

プロジェクト事業」により、アンテナショップ

を活用した情報発信や物産展の開催等を行うこ

ととしており、また、商店街の振興などにも取

り組むこととしております。県南地区につきま

しては、多彩な農林水産資源を生かした食品加

工や木材加工等の産業集積がありますことか

ら、これらの分野を中心とした農商工連携等の

新たな取り組みや地場産品の販路拡大を支援し

てまいりたいと考えております。また、観光の

振興を図るため、新たに「古事記編さん1300年

記念「日向神話旅」推進事業」や「宮崎を知ろ

う！100万泊県内観光活性化事業」に取り組むこ

ととしており、古事記にゆかりのある鵜戸神宮

やサーフィンの盛んな日南海岸などの観光ス

ポットを含めた新たな観光ルートの開拓等を行

い、県内外からの誘客を推進することとしてお

ります。さらに、来年度は、本県を束になって

売り込む「オールみやざき営業チーム」の活動

を一層強化することとしておりますので、この

取り組みの中でも、県南地区のさまざまな魅力

や産品の情報発信、販路開拓等を行うことによ

り、地域経済の活性化に努めてまいりたいと考

えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、県南地

区の農業振興策につきましては、温暖な気象条

件を生かして、全国有数の産地を形成している

カンショやスイートピーを初め、早期水稲やマ

ンゴー、肉用牛など、地域の主要作物の生産振

興を図るとともに、それを支える担い手の育成

と農地の基盤整備を着実に進めることが重要で

あると考えております。このため、当初予算で

の主な対応としましては、園芸品目では、「果

樹ブランド力向上産地戦略推進事業」により、

マンゴーに次ぐ特産亜熱帯果樹として、ライチ

やインドナツメの導入の検討や、「日本一ス

イートピー新技術実証緊急対策事業」による温

暖化に対応した新技術の実証等に取り組みます

とともに、畜産部門では、新規事業「宮崎の畜

産“新生”モデル畜舎整備事業」を活用し、新

たな飼養衛生管理基準等に沿った畜舎を整備す

ることにより、持続可能な畜産経営体の育成に

努めていくこととしております。次に、水産業

の振興策としましては、県南地区が全国有数の

カツオ・マグロ漁業基地であり、また、定置

網、養殖業を含め、県内漁業生産額の５割を占

める本県水産業の重要な地域でありますことか

ら、漁業経営の安定対策や水産業の基盤となる

漁港・漁場の整備などに積極的に取り組む必要

があると考えております。このため、当初予算

の主な対応としましては、「漁業経営安定対策

資金」を創設し、漁業者の積立金の負担を軽減

することにより、国の「漁業経営セーフティー

ネット構築事業」への加入を促進し、燃油価格

などの高騰に備えますとともに、「水産基盤整

備事業」を活用し、漁場の生産力向上のための

マウンド礁などの造成や、漁港機能の強化を図

るための岸壁、防波堤、防風さくの整備にも取

り組んでまいります。これらの事業を含め、農

業、水産業の生産力の向上、低コスト化、経営

安定対策などに積極的に取り組み、県南地区の

「儲かる農業、水産業」の推進に努めてまいり

たいと考えております。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 社会資本整備

についてでありますが、県南地区の振興も大変



- 237 -

平成24年３月６日(火)

重要であると考えておりまして、道路について

は、国道448号で来年度新規事業として夫婦浦バ

イパスに着手する予定であります。また、現

在、国道220号の防災対策として進められており

ます日南防災（北区間）の早期整備につきまし

て、国に強く働きかけてまいりたいと考えてお

ります。河川につきましては、広渡川や酒谷川

などにおきまして、浸水対策に取り組むほか、

海岸では、風田海岸や伊比井海岸などで海岸施

設の老朽化対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。港湾につきましては、油津港の東

外防波堤の整備を鋭意進めますとともに、耐震

強化岸壁の早期事業化について、国と協議を進

めてまいります。それからまた、今議会に提案

させていただいておりますが、来年度から新た

にタグボートの回航経費を補助する「油津港利

用促進支援事業」を実施し、地元日南市と一体

となりまして、貨物の油津港利用や国際・国内

クルーズ船の誘致に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。なお、県政の最重要課

題であります東九州自動車道につきましては、

清武―日南間の早期整備、それから日南―志布

志間の早期事業化について、引き続き、国に対

し強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 どうもありがとうございまし

た。それぞれ答弁いただきました。ありがとう

ございます。県南のみならず、全県的に疲弊し

ておりますのが現状でありますから、経済情勢

の浮揚につながる事業に積極的に取り組んでい

ただきたいと思います。

続きまして、福祉保健部に伺います。先日、

県立看護大学に行ってまいりました。瀬口学

長、そして船田局長と面談いたし、長鶴教授に

キャンパス内をくまなく案内をしていただきま

した。設立時の松形知事、そして県当局の強い

思い入れが感じられたところであります。学生

にとって、すばらしい施設と取り巻く環境が

整っており、まさに環境は人をつくるとの印象

を受けて帰ってまいりました。県立看護大学

は、平成９年にスタートして以来、初代の薄井

学長が22年度まで在職され、大学の基礎をつく

り、多くの人材を医療現場に輩出してこられ、

現在、瀬口学長に引き継がれております。そこ

で、これまでの成果や課題についてどう総括さ

れているのかを、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県立看護大学

は、お話がございましたとおり、平成９年４月

に開学いたしまして、昨年の３月までに1,087名

の看護職者を育成してきたところでございま

す。そのうち488名が県内の医療機関等に就職し

まして、医療の現場で患者さんの看護等を担っ

ているところであります。また、宮崎県ナース

センターが行う看護力再開発講習会の技術演習

コースを看護大のほうで実施いたしまして、本

年度は、38名の未就業看護師等に対し、最新の

看護技術を学んでもらうなど、再就業の支援も

行っているところでございます。県立看護大学

といたしましては、今後とも、質の高い看護職

者の育成はもとよりでございますが、県内就職

率の向上や各種研修・研究事業の実施など、地

域の看護力向上等に貢献できるような取り組み

を積極的に行ってもらいたいというふうに考え

ております。

○外山 衛議員 続いて、宮大医学部にも看護

学科がありまして、九州各県にも看護大学が開

設される中、今後、どう特色を出して存在意義

を高めていくのかが問われてくるのではと思い

ます。また、県立の大学として、県内の病院へ
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の就職率を高めるための取り組み、そして地域

貢献にも留意する必要があると思われますが、

これらの課題に対して福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、医療の高度化・専門化が進みまして、看護

職者の果たすべき役割がますます重要となりま

す中で、県立の看護大学といたしましては、専

門的な看護理論の習得はもとより、実践力を兼

ね備えた即戦力の人材育成を目指していきたい

と考えております。県内就職率向上の取り組み

といたしましては、平成21年度入学者から本県

出身者の推薦枠を18名から25名に拡大しました

ほか、県内に就職した卒業生を招いての就職ガ

イダンスの開催や県立病院見学会への学生の参

加を積極的に促しているところであります。ま

た、看護関連の専門的な人材を有する大学とし

て、学内に設置されております看護研究・研修

センターを中心に、未就業者の再就業支援等の

研修事業や思春期の女性を対象とした調査研究

など、県民に成果を還元できる事業等に積極的

に取り組み、地域に根差した県立大学としての

使命を果たしてもらいたいというふうに考えて

おります。

○外山 衛議員 もう１点伺います。国立大学

は、独立行政法人となり、大学の独自性を発揮

しながら経営改革に取り組んでおりますが、県

立看護大学の今後のあり方についてはどのよう

に考えておられるのかを、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成16年４月

に地方独立行政法人法が施行され、県立看護大

学の運営につきましても庁内で検討を行った結

果、複数の大学を統合するような場合と違いま

して、本県の県立看護大学のような単科大学で

は、財政的な面も含め、法人化のメリットが余

りないこと等から、当面、現状での運営を継続

することといたしております。今後、既に法人

化いたしました他大学の状況なども踏まえなが

ら、必要に応じ検討いたしますとともに、引き

続き、円滑かつ効率的な大学の運営に努めてま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございました。

続きまして、介護ビジネスについてでありま

す。

帝国データバンクの調査結果によりますと、

「2001年から2011年の医療機関の倒産は381件、

老人福祉事業者の倒産は134件、老人福祉事業者

には、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、

ケアハウス、老人デイサービスセンター、移動

入浴サービス、在宅介護サービスを行う事業者

が含まれる。その一つの根拠として、老人福祉

事業者の多くが、2000年の４月に介護保険法が

施行されたことをきっかけに、介護事業に進出

した。しかし、同業者間の競争が激化した

上、2006年４月に改正介護保険法が施行され、

介護報酬の引き下げや施設サービスにおける居

住費用や食費が介護保険給付対象から除外され

るなどし、経営環境が悪化したと見られてい

る」とございました。以上の調査結果に照らし

まして、宮崎県内における業界の実情につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

介護サービス事業所等の倒産につきましては、

県に提出されている廃止届を見てみますと、他

サービスへの移行や同一法人内の事業所の統合

など、事業体制の見直しによるものが多く、倒

産を直接的な理由としているものはない状況に

ございます。しかしながら、高齢化の進行に伴

う要介護者の増加により、介護サービス事業所
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等がふえていくものと思われますことから、県

といたしましても、今後とも、介護サービスの

低下など、利用者が不利益をこうむることのな

いように、事業者に対しまして、法令遵守の徹

底や適正な運営について指導を行ってまいりた

いと考えております。

○外山 衛議員 当然、高齢社会を迎えまし

て、施設はまだふえると思うんですね。そうす

ると、いろんな分野でもって諸問題が発生しな

いとも限りませんので、注意深く見てもらいた

いと思います。

続きまして、プロ野球のキャンプについて伺

います。

去る２月16日、日南のホテルにおいて、広島

カープ日南キャンプ50周年記念式典が開催され

ました。知事にも出席いただきまして、ありが

とうございました。そこで、知事も広島県出身

でありますし、ことしは宮崎県として、地元日

南市とも連携を図りながら、広島カープへの特

別な応援イヤーと位置づけてはどうかと思いま

す。公式戦での大応援団を組織したり、選手に

激励のメッセージを送ったりと、日南だけの限

定的な取り組みでなく、県を挙げての動きがで

きないものかを、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 広島東洋

カープは、昭和38年から日南市でキャンプを実

施していただいており、その経済効果やＰＲ効

果、さらには県内の子供たちに夢や希望を与え

るという意味において、多大な貢献をいただい

ております。県といたしましては、毎年、県庁

楠並木通りや宮崎空港において歓迎バナーを設

置するほか、宮崎牛などの県産品を贈呈するな

ど、同球団の日南キャンプの応援や盛り上げを

行っているところであります。さらにことし

は、お話がありましたように、日南キャンプ

が50周年という節目の年を迎えたことを踏ま

え、広島東洋カープ日南協力会が実施したスタ

ンプラリーや記念グッズの作成などの50周年記

念事業を支援するとともに、新聞広告を利用し

たカープの地元広島県でのキャンプ情報の発

信、さらには、同球団の主催ゲームとして去る

２月25日に行われました都城市でのオープン戦

を盛り上げるために、来場者に対する県産品プ

レゼントを実施したところであります。広島東

洋カープは、「スポーツランドみやざき」の推

進に欠くことのできない大切な球団であります

ので、今後とも、引き続き、日南市とも連携を

図りながら、球団の応援や激励に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 もう１点伺います。プロ野球

のキャンプは、今や沖縄がメッカになりつつあ

るようであります。本県もうかうかしてはいら

れません。危機感を感じております。いわゆる

引きとめ策に本気で取り組まなくてはいけない

と思いますが、どのようにお考えかを商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） プロ野球

球団がキャンプ地を選定する条件としまして

は、まずは気温、降水量、日照時間といった気

象条件、そして球場、室内練習場、ブルペンな

どの練習環境が整っていることなどの条件があ

り、これらを総合的に勘案してキャンプ地を選

定するものと考えております。本県の練習環境

につきましては、これまで県を初め受け入れ市

などにおきまして整備を進めてきた結果、沖縄

県と比べて見劣りしないと思いますが、一方

で、２月の沖縄は、本県に比べて平均気温がお

おむね７～８度高く、また多くの球団がキャン

プを行っているため、実戦形式の練習試合等が
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組みやすいという状況にあります。プロ野球の

キャンプは、多くの観客やマスコミ関係者も来

県するなど、地域経済や情報発信の面で本県に

とって大きな効果をもたらすものであります。

県といたしましては、沖縄のことも十分に意識

して、今後とも、市町村との連携を深め、球団

ニーズを的確に把握しながら、キャンプの受け

入れ環境の充実に努めるとともに、キャンプを

実施していただくことへの真摯な感謝の気持ち

や、県民を挙げての温かい応援といった機運の

醸成をしっかりと図ってまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 今、答弁にございましたよう

に、いわゆる真摯な歓迎の気持ちですね。キャ

ンプに来て当たり前という気持ちがいけないと

思いますので、我々も含めて応援していきたい

と思っております。「スポーツランドみやざ

き」でありますから、その機運を盛り上げて、

でき得る限りの支援をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、県民政策部長に伺います。県の

福岡事務所の村上所長とお会いしまして、ここ

には日南市からも１名派遣され、お世話になっ

ております。観光動向調査、経済情勢の情報収

集など、成果が上がっており、県の出先として

の役割を十分に果たしているようであります。

言うまでもなく、福岡は九州最大の都市、商圏

であります。今後、さらに福岡事務所の機能充

実を図るべきと考えますが、見解を伺います。

そしてまた、毎年９月をアジアマンスとするな

どして、アジア各国との交流を盛んに進めてい

る福岡を拠点として、海外戦略を展開していく

のもおもしろいと思います。以上につきまし

て、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 福岡事務所で

ございますが、この福岡事務所は、国の出先機

関や関係団体からの情報収集、本県情報の発

信、観光客の誘致、企業誘致など、さまざまな

活動を行っております。また、人員面でも、こ

れまで所長を補佐する次長や、農業、林業、観

光の担当職員を順次配置するなど、体制の強化

に努めてきております。また、加えまして、先

ほど議員からもありましたように、日南市を含

め市町村職員を積極的に受け入れているところ

でございます。御質問にありましたとおり、福

岡は九州最大の都市圏でありますとともに、近

年、アジアとの経済・人的交流を深めてきてお

ります。このため、今後、北部九州はもとよ

り、成長著しい東アジアにおける市場の開拓、

経済交流の拡大を目指す本県にとりましても、

福岡の重要性はますます増大するものと考えて

おります。したがいまして、福岡事務所につき

ましては、九州を中心とする情報発信や産業・

観光等の活動拠点という従来の役割に加え、こ

れからは東アジアとの経済交流という視点を持

ちながら活動を行っていく、そういう必要があ

ると思っています。

○外山 衛議員 九州における重要拠点と考え

ますので、さらなる奮起、支援をお願いしたい

と思います。

続きまして、浄化槽についての質問でござい

ます。

下水道は、計画区域内であっても効率的とは

言えない地域の整備が取り残されている状況で

あります。処理した水が身近な河川の水質改

善、水量維持になるなど、多くのメリットがあ

る合併処理浄化槽を、地域の実情に合わせて効

率的に組み込んでいく必要があると思います

が、合併処理浄化槽の普及促進についてどのよ

うに取り組んでいるのかを、環境森林部長に伺
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います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県におきまし

ては、第２次宮崎県生活排水対策総合基本計画

に基づき、合併処理浄化槽や公共下水道などを

計画的に整備していくこととしております。合

併処理浄化槽については、市町村や関係団体と

連携し、くみ取りトイレや単独処理浄化槽から

の転換を含めた普及促進について、広く県民に

啓発するとともに、市町村が個人の浄化槽整備

に対し補助する場合、国と同様に補助対象額の

３分の１を補助しております。また、国に対

し、補助率の引き上げなど制度の充実が図られ

るよう、他の都道府県とともに要望を行ってい

るところです。

○外山 衛議員 合併処理浄化槽の普及促進の

ためには、市町村が計画的に整備することがで

きる市町村設置型浄化槽の整備が有効であると

考えますが、この事業を導入するには、住民と

の合意形成や下水道事業とのすみ分け、既存の

生活排水処理計画の見直しなど、対処すべき課

題が山積しているのが実情であり、県のバック

アップが必要であると考えます。そこで、県と

して、市町村設置型浄化槽の整備を推進するた

めどのような支援を行っているのか。また、こ

れまでの整備状況について、同じく環境森林部

長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 市町村設置型

浄化槽は、市町村が維持管理まで行うことか

ら、水環境の保全を図る上で有効でありますの

で、県におきましては、生活排水処理率が県平

均を下回る等の要件を考慮して、事業を実施す

る市町村へ補助を行うこととしており、その補

助率は、九州でもトップクラスの14％程度であ

ります。また、市町村に対し、事業の意義や仕

組みを説明するとともに、取り組み事例を紹介

するなど、情報の提供を行っております。な

お、平成22年度末で、２市１町において合計574

基が整備されております。

○外山 衛議員 ただいまの部長答弁にありま

したように、市町村設置型浄化槽はまだ少な

く、現在設置されている浄化槽のほとんどが個

人で設置しているものであります。市町村設置

型は、市町村が維持管理を行っておりますが、

一方、個人設置型は、管理が個人にゆだねられ

ております。本県の美しい水環境を保全するた

めにも、浄化槽をきちんと維持管理していくこ

とが重要であると考えます。そこで、浄化槽の

適正な維持管理を推進するためにどのような取

り組みを行っているのかを、環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 浄化槽の維持

管理につきましては、保守点検、清掃及び法定

検査の３つがありますが、市町村や社団法人宮

崎県浄化槽協会などの関係団体と連携して、街

頭キャンペーンやテレビ・ラジオでの広報活動

を行うとともに、浄化槽設置の際に講習会の受

講を義務づけるなど、その推進に努めていると

ころであります。また、適正な維持管理を推進

するためには、法定検査の受検率の向上を図る

ことが特に重要でありますので、平成22年度よ

り未受検者に対し、文書や電話等による啓発を

行っており、受検率は、21年度末の14.2％か

ら、24年１月末には35.9％と大幅に上昇してお

ります。さらに、指定検査機関や保守点検業者

等との連携による、検査を受けやすい仕組みづ

くりについて、浄化槽協会や財団法人宮崎県環

境科学協会等と研究を行っているところであり

ます。

○外山 衛議員 現在、日南市におきまして

は、市町村設置型の整備推進の計画が進められ
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ておるようですので、よろしくお願いしたいと

思っております。

続きまして、葉たばこ農家支援について伺い

ます。

昨年の廃作奨励によりまして、農家戸数で

約55％、面積で716ヘクタールが廃作となりまし

た。廃作した農家の品目転換の取り組み状況に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこ廃作

への対応につきましては、昨年８月の廃作募集

の動きを受け、直ちに「葉たばこ廃作に伴う対

策会議」などを立ち上げ、関係機関が一体と

なった支援を展開しているところでございま

す。特に、葉たばこからの品目転換につきまし

ては、農家経営の安定を図る上で重要であるこ

とから、既存品目の拡大や、加工・業務用で需

要が見込まれる品目を中心に推進を図っている

ところでございます。また、新品目にチャレン

ジするグループなどに対しましては、栽培講習

会や巡回指導による栽培技術の向上支援に取り

組んでおります。この結果、焼酎原料用カン

ショや里芋、バレイショなどの契約栽培への取

り組みが見られるとともに、深ネギなどの新た

な地域品目の導入が計画されるなど、現在まで

のところ、県全体で露地野菜を中心に、約430ヘ

クタールの品目転換が報告されております。県

といたしましては、関係機関と一体となり、技

術や経営面での指導、制度資金の活用や販売面

での支援を引き続き行うなど、廃作農家の円滑

な品目転換に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 続きまして、共同乾燥場がな

くなったため、一部減反せざるを得なくなった

ケースもあると聞いておりますが、対応策を農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 共同乾燥施設

の再編に当たりましては、関係者相互で協議を

重ね、新たに機能移転した共同乾燥施設をすべ

ての農家が利用して栽培を継続できるように、

検討を行ってきたところでございます。しかし

ながら、一部ではございますが、地理的な条件

などから作付を減少せざるを得なくなったケー

スもあると伺っております。このような場合の

対策といたしましては、施設の再編整備で不要

となった乾燥機械をＪＴの支援事業を活用して

導入し、乾燥作業を個人で行うなどの対応が考

えられるところでございます。今後とも、関係

機関・団体と連携を図りながら、引き続き安心

して葉たばこ生産に取り組める体制を整えてま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 あと２点伺います。廃作に伴

いまして不要となった共同利用施設の処分につ

いては、補助金返還が生じない対応ができてい

るのかを、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県において

は、国庫補助事業で整備された葉たばこ共同利

用施設の中で、今回の廃作に伴い補助金返還の

対象となる施設が５カ所ございます。これらの

施設が補助金返還の免除を受けるためには、当

該施設を地域活性化などに有効に活用していく

ことが要件となっていることから、これまで各

地域において、関係機関・団体等と一体となっ

て、施設の新たな活用方法を検討していただい

たところでございます。この結果、３つの施設

につきましては、活用方法の合意形成が図られ

ましたことから、現在、国との協議を進めてい

るところであります。また、残りの２カ所につ

きましても、引き続き、関係機関・団体と連携

を図りながら、補助金返還が生じないよう、施

設の有効活用などに向けた協議を進めてまいり
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たいと考えております。

○外山 衛議員 もう１点伺います。葉たばこ

からほかの作物へ転換する場合、どのような助

成措置があるのかを、同じく農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこから

他作物へ転換する場合の助成措置といたしまし

ては、特に希望が多い露地野菜の機械導入に対

応するため、県単の「園芸産地基盤強化緊急整

備事業」において、大根やゴボウ、里芋などの

選別機や収穫機などの導入支援を行っておりま

す。また、今回、国の４次補正で、新たに「葉

たばこ作付転換緊急対策事業」が措置されまし

たが、この事業につきましては、県が関係機関

・団体と連携を図り、いち早く事業周知すると

ともに、事業手続の支援を行ったことから、

リース方式による農業用機械やハウスの導入の

ほか、露地野菜の予冷庫などの共同利用施設の

整備など、現在のところ、事業費で約５億8,000

万円の申請がなされているところであります。

今後とも、県や国の補助事業を有効に活用しな

がら、葉たばこを廃作した農家が円滑に作付転

換が図られますよう、積極的に支援してまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いしておきま

す。

教育長に伺います。教育長は、平成20年４月

の教育長就任以来、多くの教育現場に直接出向

かれ、子供たちはもとより、多くの先生方との

触れ合いを大切にして、教育行政に当たられた

とお聞きしております。そこで、特に心に残っ

ておられることは何か、お伺いいたします。ま

た、先生方に託されている教育長としての思い

を、あわせてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） ありがとうございま

す。教育に携わる者の最高の喜びというのは、

私は、子供たちの輝くひとみとはじける笑顔に

出会うことであろうと、このように思っており

ます。教育長として、この３年11カ月余り務め

てまいりましたけれども、多くの子供たちに出

会い、そのひとみと笑顔に、たくさんの元気と

感動をいただいたところであります。特に印象

深く心に残っていること、いろいろございます

が、あえて２つだけ挙げさせていただきます

と、１つ目は、平成22年夏の全国高等学校総合

文化祭宮崎大会であります。口蹄疫の影響によ

りまして開催が危ぶまれましたけれども、秋篠

宮同妃両殿下並びに佳子内親王殿下の御臨席を

仰ぎまして、国内外から約２万名の高校生が本

県に集い、たくさんの元気と感動と笑顔を届け

てくれました。また、外山議員の娘さんであり

ます―きょうお見えになっているかどうかわ

かりませんが、生徒実行委員会のメンバーの一

人として活躍をいただきました。このように、

本県の高校生のすばらしさも全国に届けること

ができた、すばらしい大会ではなかったかなと

思っております。口蹄疫の影響によりまして、

宮崎県は大変沈んでおりましたけれども、その

ような中で、熱き太陽が一気に戻ってきた、そ

のような瞬間であったと思いますし、そのよう

な瞬間に教育者の一人として携わることができ

ましたことは、大変うれしく、最高の喜びでご

ざいました。２つ目でありますが、２つ目は、

子供たちが自分でつくった弁当を持って登校す

る「みやざき弁当の日」であります。これまで

もたびたびお答えをいたしておりますが、子供

たちの食育とともに、自立心や社会性を培い、

家族のきずなを深める取り組みでございます。

さまざまな教育的な意義があると考えておりま

す。私も「弁当の日」の様子を見学いたしまし
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たが、まさに宝物のように弁当箱を広げる姿、

そして元気よく「いただきます」という声に、

こちらのほうこそ元気をもらいまして、ますま

すこの「弁当の日」の取り組みというのを進め

ていかなければならないと、そのように意を強

くしたところであります。現在の県内の状況で

ありますが、各市町村教育委員会、学校、保護

者等の御理解をいただきまして、全国で最も多

い、県内の300校を超える実践校になっておりま

して、大きな広がりを見せているところであり

ます。この勢いをもっともっと加速させまし

て、まさに宮崎の教育の標準装備になってほし

いなと、このような思いであります。最後に、

先生方に対する私の思いでありますが、人は理

想や情熱を失ったときに老いると言われており

ます。教育は感動を失ったときに老いると思い

ます。先生方には、それぞれ専門的な資質、能

力を高めることはもちろんでありますけれど

も、一人の人間として、豊かな感性や情熱を

持って、日々接する子供たちの心に火をつけ

て、一生燃え続けるような、そのような感動を

与え続ける存在であってほしいと、このように

思っております。以上です。

○外山 衛議員 ありがとうございました。た

またまきょうは春休みで上に来ておりますの

で、ありがとうございました。

最後に、知事にちょっと申し上げます。前知

事が異色といいますか、特異な人でありました

ため、何かと煩わしいこともあろうかと思いま

すが、気にすることなく自然体でおられたらい

いと。時にあいさつ等で、前知事を引き合いに

出して、自虐的な発言をされることがあります

けれども、受けねらいであるとしても、今後は

やめられることをお勧めします。あなたはあな

たですから、必要ないと思います。リーダー

シップとは、決断する勇気、責任をとる覚悟で

あると思います。瓦れき処理の問題しかりであ

ります。腹を据えて、口舌の徒となることな

く、県政に取り組んでいただきたいと思いま

す。以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 寂しくなり

ますが、一般質問を始めさせていただきます。

私のほうにも、本日は、地元児湯郡からたくさ

んの傍聴者に来ていただいております。ありが

とうございます。そして、きょう実は、私の

妻、そして母、父も傍聴に来てくれました。特

に父は、私、議員活動12年になりますが、初め

て傍聴に来てくれました。私以上に緊張してい

るのではないかと思いますが、しっかりやりま

す。そして、まだ姿を見ることはできないので

すが、妻のお腹の中に宿った小さな命にも、私

の宮崎に対する熱い思いが届きますように、心

を込めた一般質問をさせていただきます。

（「おめでとう」と呼ぶ者あり）ありがとうご

ざいます。それでは、通告しておりました項目

について順次質問してまいります。前の方と重

複するところもありますが、物おじすることな

く、そのまま突き進みます。

まず、東南アジア戦略の実績と展望について

であります。

知事におかれましては、昨年、「オールみや

ざき営業チーム」とともに東アジアを訪問さ

れ、本県経済の発展と世界に開かれた宮崎を目

指すため、トップセールスを行われてきまし

た。経済成長著しい東アジアの市場をこじあけ

ていくべく、率先して足を運ばれたことは、大

いに評価するものであり、現地の勢いをじかに

肌で感じられたからこそ見えてきたこれからの

宮崎の課題、そして導いていく方向などが、今
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までに増して明確になられたことと思います。

私も西村議員とともに、知事が訪問された東ア

ジアの各都市を回り、知事が残された足跡にど

んな花が咲いているのかを探してきました。残

念ながら、まだ大輪の花を見つけるには至りま

せんでした。しかし、知事が種をまかれてきた

ことは間違いなく、「オールみやざき営業チー

ム」の活動は、香港マスメディアでも大きく取

り上げられ、宮崎が県を挙げて乗り込んできた

と、そのような内容の報道がされたようです。

そこで、ここからの二の矢、三の矢が大切で

す。それをどう撃っていくのか、そして東南ア

ジア戦略をいかに展開させていくのか、台湾・

香港・マカオ訪問の実績も含めながら、知事に

答弁いただきたいと思います。

以下の質問につきましては、質問者席から行

います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

昨年の東アジア訪問についてであります。台

湾・香港・マカオへの訪問につきましては、相

互交流の進展・拡大などを目指し、「オールみ

やざき営業チーム」としまして、交通、観光誘

客、ブランド、畜産の各分野の民間も行政も一

体となって、政府関係機関や企業などに対しま

して、宮崎を強力にアピールしてきたところで

あります。活気あふれる東アジアの各地で、直

接関係者の方々と意見交換をする中で、好意的

な対応や歓迎を受けました。また、大変親日的

な地域でもあります。今後につながる建設的な

提案を現地の旅行会社の社長さんからいただく

─「宮崎のグルメを初め、もっともっといい

ところを生かしてはどうですか」という提案を

いただいたところでございまして、各分野にお

ける可能性につきまして、大きな手ごたえを感

じたところでございます。こうしたトップセー

ルス、また、さまざまな県会議員の皆様の交流

等を通じまして、人脈をつくっていく、それか

らパイプを太くしていく、これは大変重要な取

り組みだろうというふうに考えております。一

方で、民間における双方向の幅広い交流の促進

や、近隣各県との連携推進、あるいはＰＲ表現

の創意工夫など、さらに積極的に推進していく

べき点、また考えていくべき点、見直していく

べき点というものを認識したところでございま

す。特に、南九州としての連携というのは、お

互いのセールスポイントというものが、例えば

畜産であり、温泉であり、温暖な自然環境であ

りということで、共通する部分も多くございま

す。宮崎だけで単独で勝負するというよりも、

連携して、南九州、さらには九州全体としてア

ピール力を強めていく、その中で宮崎としての

魅力というのも差別化を図っていく、そういう

戦略というのも大変重要だろうかというふうに

考えております。県では、近々、東アジア経済

交流戦略というものを立てまして、しっかりと

した方針のもとに、東アジアに向けてしっかり

とした足場を築いていく取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えております。これらの

地域とのビジネスチャンスの拡大、人・物の交

流を促進することによりまして、これを本県の

成長に結びつけていきたいというふうに考えて

おりますし、本県の認知度の向上、ブランドの

価値を高め、さらに「オールみやざき」という

観点に立って、総合的な情報発信や販売促進活

動に努め、東アジアの成長と活力というものを

本県に取り込んでまいりたいと考えておるとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 積極果敢に今後も東南アジア

戦略を進めていくという気概が示されたと受け
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取りました。

それでは、続いて、香港において、福岡県事

務所でレクチャーを受けてきました。その内容

は、福岡県は1964年から香港に事務所を開設さ

れており、今まさにインドネシアからインドへ

の進出のための足がかりを着々と固められてお

ります。さらに福岡市とも連携し、東南アジア

だけでも６カ国７都市と姉妹・友好都市締結を

成立されており、人・物の流れに太いパイプを

築かれています。輸出に関しては、県とＪＡが

共同出資して、株式会社福岡農産物通商を立ち

上げられ、国内へのギフト商品販売はもちろん

ですが、昨年だけでも香港のバイヤーに1,000品

目以上もの農産物及び加工品を売り込んでいま

す。さらに、香港直行便も１日２往復飛ばされ

ています。もっと驚かされたことに、国際機関

とも連動して、ベトナムのハノイにおいては、

環境関連事業、正確には下水処理に関する技術

協力から工事の請負までを行い、福岡県の建設

業者が現地の公共工事を施工しているという実

態まで説明をいただきました。

私はこれらの説明を聞きながら、焦燥感とい

いますか、怒りにも似た感情がわいてきまし

た。何でこんなに福岡と宮崎に差があるのか

と。ただ、これを人口規模や財政規模のせいに

したのでは何も始まりません。そこをぐっとこ

らえて、私は福岡の職員の方に、「これから東

南アジアで販路を拡大していく上では何が重要

か、どう取り組んだらいいですか」と教えを請

いました。すると、その一つに、商標登録の必

要性を教えられました。

お手元の資料をごらんください。これは間違

い探しをするための資料ではありません。見て

わかられるとおり、これは福岡県八女の特産で

ある「あまおう」のイチゴが４パック入る箱で

す。どれが本物がわかりますでしょうか。一番

下が本物ですね。さらに下の写真ですが、これ

はどちらが本物か。これは上のほうが本物の箱

であります。よくよく見るとばかげたデザイン

で、ちょっと確認すれば日本人ならすぐ見分け

がつきますが、実際これを購入するのは香港の

方々です。それも香港そごうというデパート

で120香港ドルで売られているこの「あまおう」

が、そのそごう周辺の出店でにせものが堂々

と12香港ドル、つまり10分の１程度で売られて

いたそうです。

２～３年前から農産物や加工品のにせものが

急激に流通するようになったため、福岡県事務

所では、県産ブランド品はもちろんのこと、福

岡から輸出される民間業者の商品名やロゴマー

クの商標登録をサポートしているとのことでし

た。もう皆さんも御承知のとおり、東南アジア

における商標登録の問題は、米のコシヒカリや

「ひとめぼれ」に端を発し、松阪牛について

は、商標登録を持っている中国人が松阪市に対

し、10億円でその権利を買うように迫ってきた

ということもありますし、お隣の鹿児島県で

は、中国の小売店の名称で「鹿・児・島」とい

う漢字がそのまま商標登録申請されて、これに

鹿児島が慌てて異議申し立てをしましたとこ

ろ、このたび、ようやくそれが認められたとい

うことがニュースになりました。鹿児島県は、

即座に、中国など５カ国でにせものの横行を防

ぐために、かごしまブランドである「さつま地

鶏」の名称やマーク、「かごしま黒豚証明書」

などの商標登録申請をされました。が、それで

も、その審査結果が出るまでには半年から３年

はかかるそうです。本県も宮崎牛を足がかり

に、みやざきブランドを販路拡大していく上

で、東南アジア、特に中国との関係、その商標
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登録の手続は不可欠だと思われますが、この件

に関しまして、商工観光労働部長の所見をお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中国にお

ける商標登録につきましては、県の上海事務所

におきまして、中国政府のホームページを日常

的にチェックし、県内企業等に対して、商標の

申請や登録の状況等について、速やかに情報提

供を行う体制をとっておりますが、既に一部の

加工食品では─これは本県の焼酎メーカーさ

んが中心になりますが─本県の企業も商標登

録を行っているところであります。また、宮崎

牛につきましては、今後も本県の重要な輸出品

目でありますことから、ＪＡ宮崎経済連におい

て、現在、中国における商標登録出願を検討中

であると伺っております。県といたしまして

は、みやざきブランドの農産品を初め、県産品

の輸出促進は、重要な課題であると認識してお

りまして、引き続き、商標登録の重要性につい

て、セミナー開催や相談業務などを通じて、輸

出事業者への啓発や情報提供、助言を行うな

ど、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 慎重かつ速やかに、この手続

が進んでいくことを期待いたします。

それでは次に、香港におきまして、旅行雑誌

を発刊されている出版社を訪問し、宮崎への誘

客に関する意見交換を行ってまいりました。香

港からの訪日旅行者数は、既に年間50万人を超

えており、対前年度比13％以上の伸びを示して

います。一方、宮崎への旅行者数は減少傾向甚

だしく、平成10年のピーク時には８万人以上も

の方々に来県いただきましたが、平成21年につ

きましては、2,600人余りにまで落ち込んでし

まっています。その中で、今後、効果的な誘客

事業を打っていくために、幾つかのヒントを持

ち帰ってまいりました。先ほど知事も申されま

したが、まず、香港からの誘客キーワードとし

て、温泉、グルメ、そして伝統行事への参加、

さらには結婚旅行ということが挙げられまし

た。ＧＤＰ７％の成長を続ける香港では、風光

明媚な海外で結婚式を挙げることがブームに

なっています。家族、親族も引き連れた、旅行

も兼ねての海外挙式が増加しており、訪問した

出版社でも日本結婚特集号というのを組まれ、

そこでは沖縄と北海道と岡山県が取り上げられ

ていました。本県は入っていません。そこで、

今後、40年前に新婚旅行ブームで沸いた本県に

再び、香港、中国から結婚旅行者を呼び込むた

めの仕掛けが必要ですし、何より本県には、他

県に勝るとも劣らないきれいなオーシャンビ

ューなどに囲まれた式場を抱える施設がたくさ

んあります。そこで、今後、どのような香港、

中国からの誘客対策を図っていくお考えがある

のか、恋旅を成功させております商工観光労働

部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東アジア

からの観光誘客対策につきましては、県といた

しましては、韓国、台湾、中国、香港の市場を

中心に、知事のトップセールス等による本県の

知名度向上や、旅行会社や航空会社が行う旅行

商品の企画・造成支援などに取り組んでおりま

す。また、九州観光推進機構を中心とした九州

全体のプロモーションや、南九州エリアなどの

県境を越えた広域連携による誘客に取り組んで

いるところであります。中でも、本県と同様に

台湾との定期便の就航が予定されております鹿

児島県とは、広域観光の視点から、台湾での商

談会をこれまでも共同で開催するなど、連携を

強化し、南九州周遊ルートのセールスを行って
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いるところであります。なお、議員から結婚旅

行という貴重な御提言をいただいたところでご

ざいますが、本県では、宮崎恋旅プロジェクト

に代表されるように、恋や愛にちなんだスポッ

トが豊富にあり、また、現地の旅行会社等から

もアドバイスをいただいておりますことから、

今後、課題となる結婚式や新婚旅行の受け入れ

体制の整備について関係者と協議を行い、現地

旅行会社へのプロモーションを図っていきたい

と考えております。

○図師博規議員 現地の旅行会社との接触もさ

れているということです。この商品化をぜひぜ

ひ進めていただきたいと思います。

それでは次に、県道整備と安全性の確保につ

いてお伺いしていきます。

県当局におかれましては、限られた財源の中

で、効果的なインフラ整備を進めていただいて

いることには、敬意を表するところでありま

す。しかし、ともすれば自動車優先となりがち

なインフラ整備を、住民目線、地域目線での整

備・改良につなげていくために、地元児湯郡の

例を取り上げながら質問してまいります。お手

元の資料をごらんください。裏面になります。

これは県道高鍋美々津線で、都農町都南橋の写

真です。この高鍋美々津線は、国道10号の東バ

イパス的役割を果たしており、近年の改良のお

かげで交通量が増大しております。しかし、都

南橋は、欄干のかさ上げ工事が施工されたこと

により、歩道部分が20センチしかなくなり、車

両が通行する際、歩行者は欄干の基礎工事部分

に上がって避難するというのが日常的になって

います。特にこの路線は、学校指定の通学路と

なっていることから、児童生徒が朝夕行き来

し、車にはねられる恐怖と橋から落ちてしまう

恐怖の間を綱渡りしながら、命がけで通学して

いると言っても過言ではありません。保護者の

方々が交通安全活動をされ、余りにも危険度が

高いということで、都農町のほうにその援助を

申し出たところ、都農町はこのたび、都南橋周

辺の児童を乗せ、橋を渡るところまで送迎して

いただくという対応をしてくれております。こ

れは全く心苦しいことではないでしょうか。こ

のように、県道や橋梁の整備・改良が行われつ

つも、安全性や地域目線が欠落していたので

は、整備効果が台なしになるばかりか、重大事

故の起因にもなりかねません。そこで、県内の

歩道整備に関して、未整備箇所がどれほどある

のか、また総延長と整備状況等を県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県が管理しま

す道路のうち、交通安全施設等整備事業の推進

に関する法律に基づく通学路として、720キロ

メートルが指定されており、このうち歩道の整

備率は69％で、225キロメートルが未整備区間と

して残されております。また、通学路における

歩道の年平均整備延長につきましては、交通安

全施設等整備事業や道路改良事業などによる整

備を合わせまして、平成21年度から23年度の平

均で約6.7キロメートルとなっております。な

お、本年度の交通安全施設等整備事業では、

約22億円の予算で、宮崎高鍋線毛作坂地区や木

城高鍋線青木地区など、26カ所の整備を進めて

おります。

○図師博規議員 未整備地区の総延長225キロ

で、年平均6.7キロの整備ということで、単純計

算しましても、30年以上その整備にはまだかか

るわけで、今、部長から弁いただきました交通

安全施設等整備事業の推進に関する法律に該当

しない、学校が指定する通学路というのは、今

の数字よりもはるかにまだ長い距離が残されて



- 249 -

平成24年３月６日(火)

いるわけであります。さらに、都農町の都南橋

もそうですが、新富町の一ツ瀬橋のように、歩

道部分がないに等しい橋梁も数多く県内にはま

だ見受けられます。繰り返しになりますが、限

られた財源の中で、地域の声をしっかりととら

えた整備・改良につながるよう、計画の見直し

を含め、安心・安全な暮らしを確保する道づく

りを進めていただきたいと思います。

それでは、次に移ります。自殺対策について

伺ってまいります。

まず、自殺対策についてでありますが、県が

どのような対策を打っているのか、それらの事

業に関する普及啓発活動はどのように取り組ま

れたのかを、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自殺対策を推

進するためには、自殺対策やうつ病等の精神疾

患に対する正しい認識の普及を図ることが不可

欠でございます。このため、県では、市町村や

民間団体等と連携を図りながら普及啓発に取り

組んでおりまして、９月の自殺予防週間や３月

の自殺対策強化月間を中心に、テレビＣＭや街

頭キャンペーン、県民フォーラムなどを実施い

たしまして、自殺対策等に関する正しい知識の

普及に努めているところでございます。また、

自殺予防のためには、悩みを抱える人に相談窓

口の存在を知ってもらうことが大切でございま

すので、相談窓口を取りまとめた「こころの電

話帳」の全世帯への配布や、街頭キャンペーン

等において自殺防止電話を案内するカード等の

配布を行うとともに、自殺対策専用のホーム

ページであります「みやざきこころ青Ｔねっ

と」を開設するなど、その周知に努めていると

ころであります。

○図師博規議員 私も精神保健福祉士として、

今まで、電話相談も含めて、自殺の相談対応に

当たらせてもらってきました。相談をされる

方々には、職場や家庭などの過度なストレス環

境の中で、生きがいを失い、自虐的になり、わ

らをもつかむ精神状態で何とか電話をかけてこ

られ、電話先で泣き崩れてしまう方も少なくあ

りません。直接カウンセリングするときに比べ

て視覚的な情報が少ないため、１本１本の電話

に細心の注意を払って対応いたします。自殺対

策電話相談事業「ライフネット宮崎」は、看護

協会、臨床心理士会、精神保健福祉士会が連携

して電話相談を受けているものですし、また、

ＮＰＯの宮崎自殺防止センターもその対応に当

たっていただいております。そこで、この電話

相談の実績についてはどうなっているのでしょ

うか、福祉保健部長、お答えください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 相談実績につ

いては、ただいま議員がおっしゃいましたＮＰ

Ｏ法人が運営いたします宮崎自殺防止センター

が、平成22年度において、一月当たり約150件の

相談を受けております。また、県の「ライフ

ネット宮崎」では、昨年３月途中からの開設で

はありますが、直近では、一月当たり約60件の

相談を受け付けており、その相談内容といたし

ましては、健康問題と経済・生活問題が半数を

占めております。自殺防止電話は、御指摘のと

おり、直接的に自殺を防ぐ観点から重要な役割

を果たしており、一層の周知を図ってまいりた

いというふうに考えております。

○図師博規議員 ぜひその周知を徹底していた

だきたいですね。関係者がその対応に当たると

きに、１日１本も電話がかかってこないという

日もあると聞きます。それではなくて、やっぱ

り多くの方にこの事業内容を知っていただき、

対応に当たるそれぞれの団体、担当者は、１本
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でも１件でも、多くの方々、県民の命に寄り

添っていきたいという気持ちが強くあります。

ぜひぜひ、さらなる事業の推進を行っていただ

きたいと思います。また、この電話相談事業

は、現在、聞くこと、傾聴することに重きが置

かれまして、もし相談者に医学的介入が必要な

場合、即座に医療機関につなげなきゃいけない

場合でも、そこまで、聞くまでで業務が終わっ

てしまうということもあります。今後、来年度

もこの事業が続けられるようですので、関係団

体と、もう一度話し合いの場を持っていただい

て、そういう医学的な、医療的な介入が必要な

ケースに対してどう対応したらいいのかなど

の、もう一歩踏み込んだ形の事業展開を検討し

ていただきたいと思います。

それでは次に、県民及び県職員へのメンタル

ヘルスサポートについてお伺いいたします。先

日、ある自治体の職員が、大量の睡眠薬と向精

神薬を服用され、自殺されました。その方は、

仕事以外でも地元のミュージカルに参加される

など、活発な活動をされる若者でした。まじめ

で仕事もできたことから、上司や同僚から頼ま

れごとが多く、仕事量もふえ続け、うつ病を発

症する前の２カ月は、勤務時間のうち時間外勤

務が100時間を超え続けていたということです。

業務と自殺の因果関係が明らかであったことか

ら、この方には公務災害の認定が出されまし

た。このような痛ましい出来事を起こさないた

めにも、県職員のメンタルヘルス管理は重要な

ことであります。それで、県におかれまして

は、月100時間を超えるような時間外勤務をして

いる職員がどの程度いらっしゃるのか、総務部

長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局におきま

して、月100時間を超えて時間外勤務をした職員

は、平成23年度、今年の１月末時点での数字に

なりますが、延べ52名であります。なお、所属

長は、職員に月80時間を超える時間外勤務を行

わせた場合は、疲労蓄積あるいは健康上の不安

の有無を確認の上、健康管理医による面接指導

を勧めることとしております。

○図師博規議員 この時間外勤務というのは、

過重労働をはかる一つの物差しに過ぎないわけ

でありますが、自治体は、雇用者、公務員に対

して、その方の心身の健康を損なうことがない

よう注意すべき安全配慮義務があります。以前

にも私はこの職員のメンタルヘルス管理につい

て取り上げたことがありますが、現在、自治体

がしなくてはいけない安全配慮体制がどれほど

とられておって、実績をどのように上げてい

らっしゃるのか、再度、総務部長にお伺いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局の職員に

対するメンタルヘルス相談体制につきまして

は、精神科医１名あるいは臨床心理士２名を配

置して、職員健康プラザで月に３回の相談を実

施しているほか、保健師や今年度から新たに配

置いたしました復職コーディネーターも、職員

あるいはその上司などからの相談に対応してい

るところであります。また、地方職員共済組合

宮崎県支部におきましても、県内の７医療機

関、それから２つのカウンセリング機関に相談

業務を委託しまして、精神疾患を早期に発見

し、治療に結びつけるための相談体制を整えて

おります。具体的な相談実績でありますが、平

成23年度、ことし１月末時点でということで、

職員など33名から143件の相談件数となっており

ます。

○図師博規議員 やはりそれ相当の数の相談が

寄せられていることがよくわかりました。た



- 251 -

平成24年３月６日(火)

だ、その実績、体制としては拡充されているこ

とも示されましたので、さらなるケアをよろし

くお願いいたします。

それでは次は、県民のメンタルヘルスサポー

トについてお伺いいたします。現在、国会で

は、労働安全衛生法の一部を改正する法律案の

審議が行われており、この法案が成立すれば、

事業主は労働者に対し、医師または保健師によ

る精神的健康の状況を把握するための検査を、

健康診断時などで受けさせることが義務づけら

れることとなり、また、労働者にも受診の義務

が課せられます。それでは、自営業者なりの

方々がどのようなメンタルヘルスサポートが受

けられるのか調べてみましたところ、特段それ

が事業化されているものはありませんでした。

そこで、今後、県主導で、市町村が実施する特

定健診や特定保健指導のときなどに、うつ病の

スケールテストやカウンセリングが受けられる

ような体制整備をしていくなど、さらに自殺対

策としてきめ細やかな展開が必要だと考えます

が、福祉保健部長、見解を教えてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、市町

村等の地域における自殺対策の一環といたしま

して、これまでＮＰＯ等が行う相談窓口やサロ

ンの開設・運営、見守り活動などを支援してき

たところでございます。このような中から、身

近な人の悩みや心身の不調に、早い段階で気づ

くための活動といたしまして、西諸地域の「１

日30人と話そう会」など、地域のきずなに着目

した取り組みが見られるようになってまいりま

した。県では、このような活動が他の地域にも

広がりますように、平成24年度から、新たに市

町村や民間団体が取り組みます「地域の絆づく

り」を支援することとしております。今御質問

がありました、市町村の特定健診時におけるカ

ウンセリング等につきましては、市町村の実施

体制など、課題があるものというふうに考えて

おります。自殺対策をより一層推進していくた

めには、地域の実情を十分に把握した上で、総

合的な対策に継続的に取り組む必要があります

ことから、今後とも、市町村等と連携を図りな

がら、きめ細やかな支援を積極的に進めてまい

りたいと考えております。

○図師博規議員 市町村並びに民間団体との密

な、そしてきめ細やかな連携をさらに期待いた

します。

それでは、次の質問に移ります。「図師はま

た福祉の質問か」と言われるかもしれません

が、現場に足を運んで聞こえてきた高齢者や職

員の方々の悲鳴にも似た声を代弁して、混迷し

ていく高齢者福祉サービスに強く警鐘を鳴らす

ために質問をさせていただきます。まず、増加

し続ける高齢者施設、特に有料老人ホームにつ

いてでありますが、その状況はまさに乱立とい

う表現が当てはまる状況となっています。一

方、県は、市町村の高齢者福祉ニーズを累積

し、それぞれの地域でどの程度の施設整備が適

当であるかを示す宮崎県高齢者保健福祉計画を

策定しています。これによりますと、今年度ま

でに県全体で１万2,190床の施設型サービスを整

備することになっています。このほかに、デイ

ケアやグループホームのように、住みなれた地

域に近い場所で介護サービスを受けることので

きる地域密着型サービスがあります。しかし、

この地域密着型サービスの整備が遅々として進

まない中、介護保険適用外の施設であります有

料老人ホームが、昨年９月の段階で15 5施

設4,834床であったものが、ことし２月には177

施設5,286床となっており、たった５カ月間で22

施設452床も増加しています。地域密着型サービ
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スの地域間格差は甚だしく、地域で暮らし続け

たくとも選択肢のない高齢者とその家族は、利

用料負担が割高になるとは知りながらも、介護

保険のきかない施設へ入所せざるを得ないとい

う状況があります。高齢者ニーズと地域性を把

握して、３年ごとに見直しが行われ、均衡ある

福祉サービスを構築した上で、住みなれた地域

で暮らし続けてもらうための指標となるべき高

齢者保健福祉計画が、現在は市町村から上がっ

てくる数字を足し算するだけのものになってい

ます。県民ニーズと乖離し続ける福祉の現場を

どうとらえ、また、高齢者保健福祉計画にのっ

とっていない有料老人ホームの整備、位置づ

け、乱立の状況について、どのような見解をお

持ちなのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 高齢者のニー

ズにつきましては、保険者である各市町村が、

日常生活圏ごとにニーズ調査を十分行った上

で、必要となる介護サービス量を見込んでお

り、県は、各市町村との意見交換を通じまし

て、その見込みを踏まえて、高齢者保健福祉計

画を策定しているところでございます。また、

本県の有料老人ホーム数は、御指摘ございまし

たとおり、大きく増加している状況にあります

が、特別養護老人ホーム等の介護保険施設とあ

わせて、要介護者の生活の場の一つとして、重

要な役割を果たしているところでございます。

そのため、高齢者保健福祉計画では、有料老人

ホームのうち介護つきのものは、特定施設入居

者生活介護として必要量等を計上しており、ま

た、住宅型のものは、在宅の方の場合と同様、

居宅サービスを受けることとなりますので、こ

の分を含めて、訪問介護、通所介護など、居宅

サービスの必要量の見込みのところで計上して

おりまして、大きな伸びを見込んでいるところ

であります。なお、今回の計画の策定に当たり

まして、有料老人ホームの運営等に関しては、

県の「有料老人ホーム設置運営指導指針」等に

基づきまして、必要な助言・指導等を行い、入

居者の安全・安心な生活が維持できるよう支援

していくことを明記したところでございます。

○図師博規議員 有料老人ホームにおいて、住

宅型のものは、居宅サービスを受けていること

と同じになりますと、さらりと答弁されます

が、有料老人ホームと自宅で受けているヘル

パーさんの介護が、同じところでくくられてい

くというのは、私は非常に違和感を感じるんで

すね。多分この時間内では、共通認識を持つと

いうことは到底できませんので、次の質問に参

ります。それでは、急激な高齢者施設の増加に

比例して、福祉分野の求人も増加することは当

然のことですが、その求人数がどの程度増加し

ているか、その実態をつかまれているのか、平

成21年度及び22年度の新規求人数を示してくだ

さい。福祉保健部長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎県福祉人

材センターが行っております福祉人材無料職業

紹介事業における新規求人数でございますが、

平成21年度が1,097人、平成22年度が1,744人と

なっております。

○図師博規議員 今、示していただきました。

前年度比で1.5倍以上も求人は伸びているわけで

すね。そりゃそうです。それだけ施設がふえて

いますから。それでは、その求人に対して、求

職者数、仕事につきたいと思っている方々はど

れぐらい伸びているんでしょうか。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 同じく宮崎県

福祉人材センターで行っております福祉人材無

料職業紹介事業における新規求職者数、まず数
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でございますが、平成21年度が1,043人、平成22

年度が860人でございます。伸びということでご

ざいますけれども、17.5％減少となっておると

ころでございます。

○図師博規議員 そのとおりなんです。減って

いるんです。もう一歩踏み込みます。求人は爆

発的に伸びているにもかかわらず、求職者は

減っている。それでは、その求職者が実際に採

用された人数を教えてください。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 同じく福祉人

材無料職業紹介事業における就職者数でござい

ますが、平成21年度が114人、平成22年度が120

人となっております。また、その福祉人材セン

ターでは、ハローワークと共同で就職面談会を

開催しておりますが、その就職者数は、平成21

年度が16人、平成22年度が29人となっておりま

す。

○図師博規議員 ハローワークとの数字も足し

合わせていただいた答弁でしたが、新規求人数

に対して10分の１以下の150人足らずしか就職に

つながっていないという、これは驚きを通り過

ぎて愕然としてしまいます。もちろんこの数字

にあらわれない就職者も中にはいらっしゃると

思いますが、余りにもマッチングがうまくいっ

ていないということが如実に示されました。地

域の高齢者施設に行くと、まず投げかけられる

のは、「介護職員を募集しても人が集まりませ

ん」とか、「やっと採用したら別の施設に引き

抜かれてしまい、残る職員が疲れ切ってしまっ

ています」など切実な声です。ある自治体で

は、公募して設置することが決まっていたグ

ループホーム２カ所に、職員が集まらないとい

うことで、開設期日を延期することも検討して

いるところがあったり、先日は別の特別養護老

人ホームを訪問したところ、やはり求人を出し

ても応募がないがゆえに、ヘルパー免許を持た

ない方でもいいから、とにかく紹介してもらえ

ないかという依頼を受けました。しばらくして

現状を確認しましたところ、この春卒業する普

通科の高校生２名を採用することになったとい

うことでした。高校新卒者の就職につながった

ことは喜ばしいことかもしれませんが、介護と

いう専門職、その戦力が安定的になっていって

くれるには、どれぐらいの時間がかかるんだろ

うという不安も抱いたところです。このよう

に、現在、県内の高齢者施設では、人材不足が

ゆえにヘルパー２級の資格も持たない方々を採

用しながらも、それでも介護職員が足りず、よ

うやく有資格者を雇用できたとしても、すぐに

ヘッドハンティングをされ、それまで築いてき

た高齢者との信頼関係の芽が次々に摘み取られ

ているというような現状があります。人材不足

が原因で、現任者の過重労働につながり、低賃

金と相まって、福祉職に従事される方々の心身

の疲労は日に日に大きくなっています。このよ

うな現状では、良質なサービス提供につながる

ことは全く期待できませんし、ストレスや疲れ

が原因で、介護事故や虐待が増加していくこと

は容易に想像できます。けさも、朝から別の県

の特別養護老人ホームの虐待の映像が出ており

ました。あれは他人事じゃないんです。そこ

で、これらの現状を改善するにつながるであろ

う、県が行われています福祉・介護人材確保特

別対策事業が平成21年から展開されています

が、この実績について、福祉保健部長、お答え

ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉・介護人

材確保特別対策事業につきましては、職場体験

事業など７つの事業を実施しており、これら事



- 254 -

平成24年３月６日(火)

業の一つである進路選択学生等支援事業におき

まして、養成施設が配置した専門員が高校等を

訪問いたしまして、福祉・介護の仕事について

紹介する活動などに対して支援を行っておりま

す。この事業実施の成果といたしまして、県内

の介護福祉士養成施設の入学状況について見る

と、平成21年４月の定員充足率は61％でありま

したが、平成22年４月は100％、平成23年４月

は83.9％となっており、これら専門施設の出口

といいますか、就職状況も９割以上が確保され

ているという状況でございます。なお、先ほど

お答えしました就職者数は、あくまで福祉人材

センターにおいて把握されているものでござい

まして、ハローワークの紹介事業により就職さ

れる方は、もちろん、議員もおっしゃいました

ように相当数といいますか─これは介護職だ

けのデータではありませんで、福祉関連職とし

て統計をとられておりますが─4,000名以上お

られるというのが実態でございます。

○図師博規議員 わかりました。とにかく人材

確保をしていくということが喫緊の課題である

ことは間違いないんですが、今述べられました

福祉・介護人材確保特別対策事業、この事業が

今年度いっぱいということもお聞きしておりま

す。この事業にかわるようなほかの事業を何か

考えられているのか、また、そのほかの事業で

どう対応していくのか、福祉保健部長、お答え

ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉・介護人

材確保特別対策事業につきましては、御指摘の

とおり、今年度で終了いたしますが、福祉人材

センターにおいて、無料職業紹介事業や合同面

接会、社会福祉施設体験学習会、訪問相談等の

各種事業を実施してまいりたいというふうに考

えております。さらに、高校生等の若年層に対

しましては、福祉・介護職の魅力を伝えるため

のガイドブック作成や、ホームページによる広

報等に力を入れるなど、引き続き人材の確保を

図ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 さらなる拡充を期待するとこ

ろであります。今回、この質問を練り上げてい

く際に、いろいろ質問を投げかけたかったんで

すが、答弁を求めることができない事柄がたく

さんありました。例えば、潜在的にヘルパー有

資格者の数がどれくらい県内にいるのか、また

有料老人ホームにおいて有資格者がどれほど配

置されているのか、また、この有料老人ホーム

が、特別養護老人ホームのような管理体制、特

に施設長が有資格者であるのかどうなのか、そ

のあたりの把握ができていますかということを

問うたところ、すべて「把握できておりませ

ん」と、その時点で明確な答弁をいただきまし

た。これでは、今後、どこに力点を置いた人材

確保をすればいいのか、どのようなアプローチ

をすればいいのか、また、県として、今後、高

齢者福祉サービスの質を向上させるために、ど

のような、どこに適切な指導を入れていけばい

いのか、そのあたりが果たしてできるのかとい

う不安も募りました。知事は９月の一般質問答

弁の中で、「今後、各種介護基盤の整備や福祉

に携わる人材の育成・確保に引き続き取り組

み、安心して心豊かに暮らせる福祉政策に取り

組む」と、県民に約束していただきました。そ

れでは、今まで質問をしてまいりましたが、そ

の内容を踏まえ、人材確保策を含めた福祉の現

場に光が差すような知事の答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘だと

いうことで、今、拝聴しておったところでござ

います。これから本県が「健康長寿社会づく

り」を目指すには、やはり福祉人材の確保とい
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うのは大変重要な課題でありまして、本県でも

高齢者保健福祉計画におきまして、こうした福

祉サービスの中核を担う介護福祉士、それから

社会福祉士、職種ごとにその養成の基本的な方

向性を定めて、さまざまな研修などに取り組ん

でおるところでございます。そういった人材養

成の仕組み、取り組みというのは進めてきまし

て、一定の資格を持った方はいらっしゃるわけ

です。ただ、御指摘がありましたように、問題

は、増大する福祉サービスのニーズに対応して

施設もふえていく、そのときに求人もふえてい

く、そこに求人、求職がマッチングしていない

というところかと思います。せっかく有資格者

がいらっしゃりながら、現場でその福祉を担う

力になっていない、その現実があるということ

でございます。今後とも、ハローワークとも連

携しながら、そのマッチングというものをしっ

かりと進めていく必要がございますし、国にお

きましても、介護職種の改善のためのいろんな

資金も提供していただいたところですが、なか

なか現場での十分な活用がなされていないとい

うところもございます。そういった制度も含め

た見直しについて、国に対してどのような要望

をしていく必要があるのか、それから、県とし

てどのようなことが今後できるのかというの

も、しっかりこの現場の実情も踏まえながら今

後とも考え、また取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

○図師博規議員 ぜひぜひ、知事がまた先頭に

立って、その事業に乗り込んでいっていただき

たいと思いますし、今回、質問には取り上げて

おりませんが、今、国が推奨しております東南

アジアからの人材確保、特に介護・看護の部分

への人材確保という事業も本県は皆無です。こ

のあたりも今後、重要な選択肢の一つになろう

かと思われますので、当局におかれましては、

十分な情報収集をしていただきたいと思いま

す。

それでは、以上をもちまして、一般質問を終

わらせていただきます。（拍手）

○外山三博議長 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２時44分散会


