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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員38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。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。後藤哲朗でございます。傍

聴席は相変わらず寂しい限りでございますが、

東九州自動車道の開通、九州中央自動車道の整

備が促進されれば、県北から若干お越しいただ

けるんじゃないかなと期待をしておるところで

ございます。

それでは、一般質問をさせていただきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

ようやく暑い夏を終えようとしています。私

の夏といえば、お盆、終戦記念日、そして高校

野球、甲子園でありますが、さらにことしはロ

ンドンオリンピック及びパラリンピックで選手

からたくさんの感動と元気を与えてもらいまし

た。特に、本県延岡出身の松田丈志選手の活躍

は皆様御承知のとおりであります。改めてスポ

ーツの意義、スポーツの持つ魅力、そして大切

さを痛感いたしました。

さて、御案内のように、本県は10数年後に２

巡目の国体の開催という大きな課題を抱えてい

ます。そのような中にありまして、行財政改革

の視点から知事は、原則として箱物凍結という

言葉を事あるごとに述べられ、スポーツ施設の

新設には厳しい姿勢を示されています。心身の

両面に影響を与える文化としてのスポーツは、

明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に欠かす

ことができないものと考えます。そこで、知事

にスポーツ振興に対する基本姿勢について、ま

ず２点お尋ねいたします。

１点目は、２巡目の国体開催を見据えて、ス

ポーツ施設の整備を進めていく必要があると考

えますが、知事の御所見をお伺いいたします。

２点目は、スポーツ施設の整備に当たっては、

県央集中ではなく分散して設置するべきと考え

ますが、県北地区に大規模な大会を開催できる

プールを整備するお考えはないか、御所見をお

伺いいたします。

次に、私の母校は、外山衛先輩の日南高校、

その前の年の夏の甲子園に出場しました延岡高

校であり、１年下のメンバーたちでした。１年

上の先輩方、そして同級生が県大会、九州大会、

強豪との遠征試合等々で徐々に強くなっていっ

たのが鮮明に記憶として残っております。以来、

大の甲子園ファンでありまして、あのアルプス

スタンドからの応援は、ふるさと宮崎への愛の

エールと思っております。そこで、知事の肝い

りでスタートしました「夢・実現 甲子園優勝プ

ロジェクト」でありますが、甲子園優勝に向け

てさらに支援を強化するべきだと考えますが、

御所見をお伺いいたします。

次に、地域福祉の推進による安全・安心なま

ちづくりについてお尋ねいたします。

地域福祉とは、誰もが住みなれた家庭や地域

で安心して生き生きとした生活が送れるよう、

困ったこと、悩み事を制度によるサービスを利

用するだけでなく、地域においてお互いに助け

られたり助けたり、持ちつ持たれつ、お互いさ

まという対等な相互の関係を築きながら、とも
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に生き、支え合う地域社会を実現しようとする

ことです。昨年６月に策定されました宮崎県総

合計画「未来みやざき創造プラン」アクション

プランでは、安心で充実した「くらし」構築プ

ログラムの重点項目１で、地域における福祉が

充実したくらしづくりの取り組みとして、福祉

・保健・介護・医療の連携による地域の支援体

制の整備をうたっております。また、重点項目

４では、地域ぐるみで取り組む安全・安心なま

ちづくりを掲げ、犯罪が起きにくいまちづくり、

交通事故のないまちづくりをうたっております。

これらの取り組みは、福祉のみならず、警察を

初め、教育委員会等との連携が必要になってく

るわけであり、そのほか、医師会、病院、保健

所等も考えられるところです。これら県レベル

での縦型組織での役割分担は、地域レベルでは

横同士の連携がとれていることが最も重要と思

います。そこで、地域レベルで連携をとるため

に、県レベルで連携をとった上で市町村や地域

と一体となって取り組むことが大変有益なもの

であると考えますが、総合計画の牽引役であり、

調整役でもある稲用総合政策部長に御所見をお

伺いいたします。

次に、県では、「共に支え合い、助け合う安

心な福祉社会づくり」を目指して、地域福祉支

援計画を昨年の３月に策定しています。そこで、

施策の展開の中で２点について土持福祉保健部

長にお尋ねいたします。

１点目は、地域福祉を支える人づくり、地域

活動のためのボランティアやリーダーの養成に

係る主な取り組みについて御所見をお伺いいた

します。

２点目は、みんなで支え合う仕組みづくり、

小地域における地域福祉を推進する拠点づくり

に係る支援策について御所見をお伺いいたしま

す。

次に、コンビニエンスストア各社との連携強

化についてお尋ねいたします。

コンビニ各社においては近年、地産地消や健

康増進、高齢者支援、環境問題等の取り組み等

による地域活性化を目的とした包括連携協定を

都道府県と締結する動きが広がる中、本県にお

いても企業との協働推進の観点から、平成19年

６月のローソンとの協定締結を初め、これまで

に３社と包括協定を締結し、相互の連携を強化

し、地域の活性化を図ることとしています。そ

こで、本県とコンビニエンスストアとの包括協

定の締結状況及び実際の連携状況について、稲

用総合政策部長にお伺いいたします。

次に、中山間地域対策について、３点お尋ね

いたします。

まずは、所要の改正と有効期限の10カ年延長

が提案され、去る６月に成立、公布され、来年

の４月１日から施行される予定の改正離島振興

法についてお尋ねいたします。主務大臣の追加

に見られますように、これまでの国土交通、総

務、農林水産に加え、厚生労働、文部科学、経

済産業、環境が追加され、事業計画が広範囲に

及ぶことが今回の改正の特徴の一つであります。

今後は、離島振興基本方針に基づき、振興計画

の作成、そして離島活性化交付金等事業計画の

作成となります。延岡市島浦町では、御案内の

とおり、離島振興の対象でいきいき集落にも設

定されているところであり、長年の課題であっ

た人の往来、物資の流通費用の低廉化、妊婦へ

の支援、子供の修学支援、地震・津波防災対策

等の交付金化、そして振興計画案の作成では、

住民の意見を反映させるための必要な措置を実

施することなどが今回の改正のポイントになっ

ているようです。そこで、このたび改正された
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離島振興法についてどのように受けとめておら

れるのか、また次期離島振興計画策定に当たっ

ては各市とどのように連携を図っていかれるの

か、稲用総合政策部長に御所見をお伺いいたし

ます。

２点目は、買い物弱者対策についてお尋ねい

たします。過疎化、高齢化の進展や、小売店の

廃業、路線バスの廃止などにより、食料品等の

日常の買い物が困難な状況に置かれている、い

わゆる買い物弱者は増加の傾向にあると言われ

ております。さて、県商工会連合会では昨年度

から「お年寄りに優しいＳＨＯＰＰＩＮＧ（買

い物）調査研究事業」、本年度は「お年寄りに

やさしい買い物弱者対策社会実験事業」を行っ

ています。その実施主体である委員会に県から

は、商業支援課、長寿介護課、中山間・地域政

策課が参画しているところであります。そこで、

中山間地域における買い物弱者対策について、

県の取り組みを米原商工観光労働部長にお伺い

いたします。

次に、中山間地域における道路の整備につい

てお尋ねいたします。延岡市教育委員会におき

ましては、義務教育９年間を見通した小中一貫

教育を推進するため、小中学校の再編計画を策

定したところであり、北方地区におきましては

４つの小学校と１つの中学校を再編し、平成26

年４月に、北方小中一貫校（仮称）が現在の北

方中学校に設置される予定です。これに伴い、

県道上祝子綱の瀬線及び大保下曽木停車場線を

スクールバスで通学する児童生徒の通学時間が

これまで以上に長くなります。これらの路線は

深い渓谷や急峻な山稜の麓にあり、線形が悪く

カーブが急で幅員も狭いため、バスの安全走行

が不安視されております。そこで、平成26年４

月の開校に向けて、児童生徒が安全で安心して

通学できるように、この２つの県道整備につい

て濱田県土整備部長の御所見をお伺いいたしま

す。

次に、産業の振興、企業立地の推進、クレア

パーク延岡工業団地企業立地促進協議会につい

てお尋ねいたします。

東九州メディカルバレー構想において、地域

活性化総合特区としての金融支援策が国の認定

を受け、また県北の地場企業１社が医療機器製

造業許可を取得するなど、徐々にではあります

が、構想の実現に向けた取り組みが進展してお

ります。そのような中、クレアパーク延岡工業

団地第２工区への企業誘致につきましては、５

月18日に、県、延岡市及び関係機関とクレアパ

ーク延岡工業団地企業立地促進協議会を設立し、

情報の共有化を図るとともに、機動性のある、

より効率的な誘致活動に取り組んでいかれると

お聞きしております。そこで、今後、どのよう

な活動を展開していかれるのか、米原商工観光

労働部長に御所見をお伺いいたします。

次に、水産業の振興、表層型浮き魚礁「うみ

さち３号」の再設置についてお尋ねいたします。

水産業の振興につきましては、「儲かる水産

業実現アクションプラン」「儲かる漁業実現プ

ロジェクト推進事業」の確実な遂行を大いに期

待しているところであります。さて、去る６

月15日に魚礁「うみさち３号」に搭載した全地

球測位システム（ＧＰＳ）の情報で本来の設置

場所から流されていることが判明、同23日に遠

見半島沖まで曳航して、チェーンなどを取り外

した後、陸揚げされています。この「うみさち

３号」は、日向灘沖に設置されている表層型５

基の１つで、県内漁業者の生活の糧となってい

る大変重要な魚礁であり、漁業を取り巻く情勢

については引き続き大変厳しいものがあります。
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そこで、この魚礁の早急な再設置が必要と思い

ますが、再設置に向けた取り組み状況について、

岡村農政水産部長に御所見をお伺いいたします。

次に、家庭教育の支援について２点お尋ねい

たします。

先月20日、県民総ぐるみきずなづくり、子供

を守るきずなづくり、企業による教育支援のき

ずなづくり等のテーマで、教育委員会、教育庁

生涯学習課の皆さんの御尽力のもと、県の武道

館で「県民総ぐるみ教育フェスティバル」が開

催されました。学校、家庭、地域のきずなを考

えさせられるすばらしい内容だったと、参加者

からお聞きしました。そこで、この開催の趣旨

と期待される効果について、飛田教育長に御所

見をお伺いいたします。

次に、親の学びの推進についてお尋ねいたし

ます。教育基本法第10条第２項には、「国及び

地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつ

つ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供

その他の家庭教育を支援するために必要な施策

を講ずるよう努めなければならない」と明記さ

れています。親学は、もともと臨教審答申に

「親となるための学習」という文言で盛り込ま

れ、政府の教育再生会議第１次報告にも、「教

育委員会、自治体及び関係機関は、これから親

になる全ての人たちや乳幼児期の子供を持つ保

護者に、親として必要な「親学」を学ぶ機会を

提供する」と明記されています。子供たち、児

童生徒に対して、先生、教師の皆さん方が幾ら

頑張っても、努力しても、家庭や親の教育力の

低下の懸念が払拭されていないのが現状ではな

いでしょうか。そこで、家庭教育の充実を図る

ために子供の発達の段階に応じた親の学びが必

要であると考えますが、飛田教育長の御所見を

お伺いいたします。

最後に、生活道路の交通環境整備についてお

尋ねいたします。

警察署と市町村道路管理者が提携して生活道

路の交通事故防止対策を推進する「ゾーン30」

は、生活道路の交通安全対策として有効な施策

であると思い、九州で最初に導入しました福岡

県博多区板付小学校周辺で実際、車を運転し、

通学路を歩いてきました。その抑止効果等を検

証してきたところであります。そこで、この生

活道路対策「ゾーン30」の具体的な対策と今後

の取り組みについて、加藤警察本部長にお伺い

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。

質問者席からの再質問もさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、スポーツ施設の整備についてでありま

す。県有のスポーツ施設は、昭和54年の宮崎国

体前に宮崎市の県総合運動公園に整備したもの

がほとんどであります。多くの施設は30年以上

を経過し、老朽化しておりますが、厳しい財政

状況の中、新たな施設の整備は難しいことから、

既存のスポーツ施設について定期的な改修や維

持補修を行っているところであります。今後、

２巡目となる国体─これまでのローテーショ

ンでいきますと10数年から20年後というところ

になるかというふうに考えておりますが─そ

の開催の検討がなされる際には、２点ほど検討

すべき点がございまして、まず前回の国体はほ

とんど県の県有施設で行われたということでご

ざいますが、今、市町村でもいろんな施設の整

備が進む中で、どのような県と市の施設の役割

分担をする中で開催するのかという検討も必要
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になってまいりますし、さらに県総合運動公園

等の施設の計画的な改修や整備について検討す

ることが必要になってくると考えております。

次に、県北地区へのプール整備についてであ

ります。県有のスポーツ施設につきましては、

県レベルの各種大会や全国レベル、国際レベル

の競技場としまして、利用者の利便性や施設が

集中していることのメリットなどを考慮しまし

て、県総合運動公園を中心に整備をしてまいり

ました。こうした集中的な整備という方針につ

いて今後どのように考えるのかということを整

理する必要があろうかというふうに考えておる

ところでございます。昨今の厳しい財政状況の

中、いわゆる箱物整備については原則、新規着

工を凍結しているところでありますので、県北

地域に新たなプールを整備するということは現

時点においては非常に難しいというふうに考え

ておるところでございます。

なお、先日、松田選手に県民栄誉特別賞を、

久世由美子コーチに感謝状を贈呈したわけでご

ざいますが、そのときに久世コーチからも、ぜ

ひプールの整備をという強い要望をいただいた

ところでございます。松田選手、また久世コー

チが、自分たちが頑張ることによって水泳の振

興、さらには延岡市の発展に何とか貢献できな

いかと。その熱い思いというものは我々として

もしっかり受けとめ、応えていくことが必要な

のではないか、そのように思っておるところで

ございます。具体的にどうするという答えを今

持っているわけではないわけでございますが、

地元延岡市とも相談をしながら、どのような対

応が可能なのかということは考えてまいりたい

というふうに考えております。

最後に、甲子園優勝に向けての支援について

であります。本年度から新たに県高校野球連盟

と連携をしながら、競技力強化推進校の指定や

全国の強豪校との招待試合などの取り組みを進

めているところであります。今回、夏の甲子園

大会の県予選では、この推進校による優勝は成

らなかったところであります。また、ノーシー

ドから本大会に勝ち進んだ宮崎工業は、よく頑

張ったところでございますが、残念ながら、強

豪相手に惜しい初戦敗退というところでござい

ました。大会参加の選手や関係者の皆様からお

聞きする言葉に、「甲子園で優勝したい」とい

う積極的な発言が多く聞かれ、本県高校野球界

が明確な目標に向かって確かな一歩を踏み出し

たのではないかというふうに捉えておるところ

でございます。これまでもやもやしていたもの

が、大きな目標を示して、それに向けて関係者

が共有をして心を一つにして歩き出した、進み

始めた、そこに大きな意義があるというふうに

考えております。甲子園優勝への道のりは一朝

一夕になし遂げられるものではない大変な難し

いことだと思っておりますし、県の支援だけで

どうにかなるという話ではないというふうに

思っておりますが、今後とも、県高野連を初め

とする関係団体と十分に連携を図り、対策を

しっかり検証しながら、県としてもより効果的

な支援を行ってまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、地域福祉の推進に係る県と地域の連

携についてであります。福祉・保健・介護・医

療の連携、あるいは犯罪や交通事故のないまち

づくりといった地域課題を解決するに当たって

は、さまざまな分野が関連してまいりますので、

幅広く市町村や関係機関、関係者が連携協働し

ていくことが重要であるというふうに考えてお
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ります。そのためには、県レベル及び地域レベ

ルのそれぞれの組織における横の連携、さらに

は県レベルと地域レベルにおける縦の連携を強

化し、創意工夫を凝らしながら、的確に解決策

を見出していく体制を構築していくことが大事

となってまいります。総合政策部としましても、

県民総力戦の旗印のもと、こうした県と地域に

おけるさまざまな連携が強化され、より効果的、

効率的に課題解決が図られていくよう総合調整

力を発揮してまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、コンビニエンスストアとの協定につい

てであります。コンビニエンスストアは、県内

各地に店舗を有し、地域住民の利便性の向上を

初め、新商品の開発・販売や情報発進力など多

くの機能を有しております。このため県では、

コンビニエンスストアとの連携を深め、地域の

活性化と県民サービスの向上を図ることを目的

に、株式会社ローソン、株式会社セブン－イレ

ブン・ジャパン及び株式会社南九州ファミリー

マートの３社と包括協定を締結しております。

これらの協定に基づきまして、県の特産品を活

用した商品開発・販売を初め、県の広報・観光

関連パンフレット等の設置によります情報発信

への協力、また口蹄疫や新燃岳による被害への

義援金やみどりの募金への協力、さらには子供

等の安全・安心の確保などへのサポートや、災

害時における物資の供給に関する協力など、多

方面にわたる連携協働を進めているところであ

ります。

次に、離島振興法の改正についてであります。

今回の改正につきましては、国の領域等の保全

など、離島の担っている役割の重要性に鑑み、

国が離島の振興施策を実施する責務を有する規

定を新たに設けるとともに、自然環境保全対策、

エネルギー対策の推進等の施策の充実や、ソフ

ト事業を中心とした新たな交付金制度の創設等、

近年の離島を取り巻く環境を踏まえた内容と

なっております。本県の対象地域であります島

野浦島、大島、築島におきましては、いずれも

人口の流出が顕著であり、その活性化を図るこ

とは大変重要であると認識しておりますので、

今回の法改正の趣旨も十分踏まえた離島振興計

画の策定等に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、離島振興計画策定に当たっての各市と

の連携についてであります。改正離島振興法に

基づく離島振興計画は、今後、国が公表を予定

しております離島振興方針に基づき、市が作成

する離島振興計画案の内容を反映し、県が定め

ることとされております。また、今回の法改正

では、市町村がその計画案を作成する際には、

地域住民の意見を反映させるための措置を講じ

る旨の規定が新たに盛り込まれております。県

といたしましては、離島振興方針策定等の動向

など随時情報の提供を行い、各市の計画案が円

滑に策定されるよう必要な支援を行ってまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、地域福祉を支えるボランティアやリー

ダーの養成に係る主な取り組みについてでござ

います。地域福祉を推進するためには、住民を

初め、福祉・保健・医療の関係者やＮＰＯ、ボ

ランティアなどの多様な主体が協働し、支え合

うことが重要であり、その活動を推進するリー

ダーを育成する必要があります。このため、県

におきましては、平成19年度から、地域の中で

指導力や調整力を持ったキーパーソンとなる地
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域福祉コーディネーターの養成研修を実施して

おり、これまでに289名を養成したところであり

ます。今後とも、県民の地域福祉に関する理解

を深めるとともに、地域福祉を支える人づくり

を推進してまいりたいと考えております。

次に、小地域における地域福祉を推進する拠

点づくりに係る支援策についてであります。近

年、家族や地域での支え合い機能の低下や住民

相互の社会的なつながりの希薄化など、地域の

セーフティーネット機能が脆弱化してきており

ます。このような中、誰もが身近な地域で安心

して暮らせるようにするためには、いわゆる自

助、共助、公助の連携を図る取り組みが必要で

あると認識しております。このため県では、市

町村における地域福祉計画の策定を支援すると

ともに、地域住民が主体となって行う見守り

ネットワークの形成や、ふれあいいきいきサロ

ン活動などに対しまして補助を行っているとこ

ろであります。今後とも、市町村と連携いたし

まして、地域福祉推進のための取り組みを支援

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○商工観光労働部長（米原隆夫君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、中山間地域における買い物弱者対策に

ついてであります。買い物弱者の問題につきま

しては、本県におきましても、高齢化の進展等

により今後ますます大きな課題になるものと考

えております。このような中、例えば美郷町で

は平成22年度から、県の「まちなか商業再生支

援事業」等を活用して、町の商工会と社会福祉

協議会が主体となり、ひとり暮らし高齢者世帯

を対象とした見守りを兼ねた宅配事業や、店舗

の少ない地域の公民館で食料品等を販売する

「出前商店街」に取り組んでいるところであり

ます。この結果、買い物などの利便性が向上し

たほか、利用者の安否確認や高齢者同士の交流

促進にも効果が上がっていると伺っております。

しかしながら、事業費の大半を補助金で賄って

いることから、事業の継続性や採算性をどう確

保するかが大きな課題となっているところであ

ります。この問題は、商業のみならず、地域住

民の生活支援や地域福祉の視点にもかかわって

くる問題でもありますので、今後とも引き続き、

関係部局や市町村、関係団体と連携し、地域の

実情に応じた多様なサービスについて検討して

まいりたいと考えております。

次に、クレアパーク延岡工業団地企業立地促

進協議会についてであります。県では、クレア

パーク延岡工業団地への企業立地を促進するた

め、延岡市や宮崎県産業支援財団などの関係機

関とともに、本年５月に企業立地促進協議会を

設立したところであります。本協議会では、現

在、団地のＰＲパンフレットの作成を進めてお

りまして、今後、東九州メディカルバレー構想

の推進も踏まえながら、県と市が一体となって

企業訪問活動や全国規模の工業見本市等でのＰ

Ｒブースの設置を行うなど、積極的な立地活動

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

浮き魚礁の再設置についてであります。御承

知のとおり、浮き魚礁「うみさち３号」につき

ましては、６月15日に流出を確認し、その

後、30日に、本体及び係留ケーブル等を延岡新

港に陸揚げいたしました。浮き魚礁の存在によ

り漁船は、漁場を探索するための余分な燃料を

使わずに済み、効率的な操業が可能となること

から、県としても漁業者の経営安定のため、可
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能な限り早期に再設置できることが大変重要で

あると認識をしております。今後、外部有識者

を交えた原因究明委員会を設置し、このような

事故の再発防止を図りますとともに、再設置に

向け、国と具体的な協議を進めてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（濱田良和君）〔登壇〕 お答

えいたします。

県道上祝子綱の瀬線及び大保下曽木停車場線

の整備についてであります。まず、県道上祝子

綱の瀬線につきましては、通行車両の安全確保

を図るため、現在、瀧下地区におきまして、待

避所の整備を進めているところでありまして、

本年度は、さらに菅原地区におきましても整備

を行うこととしております。また、県道大保下

曽木停車場線につきましては、平成22年度から

藤の木地区におきまして、部分的な改良や待避

所などを設置することによりまして、見通しを

よくしたり、離合場所を確保することを目的と

しまして、1.5車線的道路整備に取り組んでいる

ところであります。計画では18カ所の整備を予

定しておりまして、これまでに２カ所を完了し、

本年度は４カ所を整備することとしております。

議員御指摘のように、今後、スクールバスの運

行区間が延びることで両路線の整備はさらに重

要になりますことから、現在取り組んでいる事

業をできるだけ早く進め、安全な交通が確保さ

れますよう努めてまいりたいと存じます。〔降

壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、県民総ぐるみ教育フェスティバルにつ

いてであります。近年、人間関係の希薄化など

が指摘されておりますが、学校、家庭、地域や

企業・団体などが一体となって宮崎の教育を前

進させたい、そういう強い思いから、ことし初

めてこのフェスティバルを開催いたしました。

「絆」をメーンテーマに、「あいさつこそ絆づ

くりの原点」という基調講演、さまざまな分科

会、企業の教育支援活動の紹介などを行い、全

県下から教職員、保護者の方々はもとより、企

業の方、ＮＰＯの方など、750名を超える参加を

いただき、「地域のきずなの大切さを再認識し

た」などの感想をいただきました。今後、参加

者の方々が、子供たちのためにという熱い思い

で、挨拶見守り活動や、学校支援ボランティア

に取り組んでいただくなど、まさに県民総ぐる

みの教育が前進するきっかけになるものと期待

いたしております。

次に、子供の発達の段階に応じた親の学びに

ついてであります。親の行動や考えは、子供に

とって最も身近なお手本であり、子供の未来を

切り開く鍵にもなると私は考えております。現

在、県教育委員会では、保護者を対象とした家

庭教育学級の開催や、家庭教育支援ボランティ

アの養成、読書によって親子のきずなを深める

家読運動など、家庭の教育力向上のためのさま

ざまな施策に取り組んでおります。このような

中でありますが、近年、核家族化などにより親

のあるべき姿を学ぶ機会が少なくなってきたと

感じておりますので、今後、青少年など、将来、

親となる世代も含めて、親子のコミュニケー

ションづくりや子育てに必要な知識など、親と

して必要な学びの支援にこれまで以上に力を入

れていく必要があると考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○警察本部長（加藤達也君）〔登壇〕 お答え

します。

生活道路対策についてであります。「ゾー

ン30」とは、幹線道路に隣接する住宅地域等の
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生活道路における交通事故防止を目的に、ゾー

ン内を一律に時速30キロメートルの速度規制を

行うとともに、通過交通を抑制し、地域住民の

安全を確保しようとするものであります。具体

的には、スピード抑制のため、ドライバーが明

確に認識できるよう、「ゾーン30」の標識・標

示を行うとともに、歩行者の安全確保のために

路側帯の拡幅やカラー舗装を行うこととしてお

ります。また、通過交通の抑制を図るため、一

方通行や大型車の通行禁止等の規制を行うこと

としております。この事業は、平成28年度まで

の継続事業であり、県内31カ所を整備する計画

であります。今年度は県内で４カ所を整備する

こととしておりますが、この中には小学校が含

まれるところもありますことから、通学路の安

全対策の一環にもなると考えております。なお、

この「ゾーン30」の整備に当たっては、地域住

民の意見を聞きながら、道路管理者等と連携し

て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〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁いただきま

してありがとうございました。理解を深めるた

め、提言、要望を交えながら再度質問を行いま

すので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、地域福祉の推進、安全・安心な

まちづくりについてお尋ねいたします。主質問

でも述べましたが、県総合計画における安心で

充実した「くらし」構築プログラムの推進に当

たっては、従来型の縦組織ではなく地域密着型

の横断的な組織、地域住民による支え合いの仕

組みによって地域福祉を進める地区社会福祉協

議会等の活動を支援することが、一番安全・安

心なまちづくりにつながっていく有効な方法

じゃないかなと、そのように思っている次第で

す。地域では多くの課題を抱える中、関係課の

連携が必要となってまいりますが、これらの連

絡調整が具体的にはどのような形でなされてい

るのか、稲用総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） さまざまな課

題を解決するためには、まず県庁内での横の連

絡、そういうものをしっかりとっていくという

ことが非常に重要であるというふうに思ってお

ります。そのためにこれまで、それぞれのテー

マごとに推進会議等を設けまして、基本的には

主管部局が関係する部局と連携協力をしながら、

事業の推進、課題への対応というものを行って

いるところであります。私ども総合政策部とい

うことで、総合調整というような役割を担って

おるわけですが、各部局の課題等の把握に努め

るということが一つ、それから部局間の調整、

あるいは推進会議、これにも直接参加をいたし

まして、対応しているということであります。

今後、施策の効果を最大限発揮できるようにと

いうことでは、総合政策部としてはいろんなと

ころに関与してまいりたいというふうに考えて

おります。

○後藤哲朗議員 わかりました。今回の組織改

正、機構改革─やはり総合政策部というのは、

はっきり総合計画の牽引役であるとうたわれて

おりますので、どうぞよろしくお願いをいたし

ます。

次に、地域を支える人づくりについて要望さ

せていただきます。答弁にありましたように、

県民、地域の方々にまずは地域福祉に関する理

解を深めてもらうことが一番大切だという御答

弁でございました。地域福祉を支えていただい

ている中に、民生委員さんへの理解も大事なこ

とではないかなと私は思っております。民生委

員さんへ香淳皇后より贈られた有名な歌があり

ます。「さちうすき人の杖とも柱ともなりてい



- 157 -

平成24年９月14日(金)

たわる人そとうとき」、このとうとい人たち、

地域で福祉を支えていただいている方々が高齢

となりつつあります。この歌も昭和30年代の歌

であります。人材不足が顕著になってきており

まして、やはり人づくり、地域における福祉に

携わる人づくりというのが喫緊の課題と思われ

ますので、福祉保健部長、どうかよろしくお願

いをしておきます。

続きまして、コンビニエンスストアとの連携

強化についてお尋ねをいたします。実は先般、

私は、産学官連携で先進県であると言われてい

る岡山県に行ってまいりました。と申しますの

は、大学の学生さんたちとコンビニエンススト

ア各社と県の農政の部門で開発した地産地消弁

当というのが数年前からヒット商品だと、そう

いうことで行ってまいりまして、実はちょうど

私が行ったときにも、サークルＫサンクス店で、

「おかやま地産地消弁当コンクール」というの

をやっておりまして、この応募者が非常に多い

と。宮崎県にも食と農を考える県民会議という

すばらしい会議がございます。地産地消あるい

は食育関連。ここも岡山県食料自給率向上対策

会議、その中で音頭をとっているのがＪＡ関係、

畜産、そして岡山県栄養士会さんです。宮崎県

の食と農を考える県民会議でも、やはり栄養士

会さんが一生懸命頑張っていますが、コンビニ

との連携、食と農を考える県民会議におきまし

ては、１社しか入っておりません。出口―マ

ーケット・インと言われますけれども、販路は

ありませんけれども、やはりそういった方々に

もぜひ入会していただいて、地産地消を打って

いく。特にコンビニさんというのは子供さんか

らお年寄りまで利用されているということで、

非常に認知された、地域に貢献しているお店だ

ということで、コンビニさんも行政との連携を

とろうとしているので、その辺をお願いしたい

と思います。食の地産地消の推進に関して、県

内のコンビニエンスストアと連携した取り組み

をさらに推進する必要がありますが、岡村農政

水産部長に御所見をお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 消費者にとっ

て身近な存在となっているコンビニとの連携は、

本県の農畜水産物のＰＲや消費拡大を図る上で

大変有効であり、食の地産地消を推進するため

に大変有意義であると認識しております。これ

まで県としましては、商品ブランドであるめろ

めろメロンを使った菓子パンやスイーツ、また

佐土原ナスなどの地域特産品を活用した地産地

消弁当など、数多くの商品開発を支援してきた

ところでございます。今後は、本県の豊かな食

材をもとにした新商品の開発支援にとどまらず、

６次産業化などの新たな取り組みにより開発さ

れました商品の提案など、マーケット・インを

重視した新たな生産・販売戦略全般を強化して

いくという観点からも、コンビニとの連携をさ

らに一層進めてまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 次に、やはりコンビニエンス

ストアとの協働なんですが、県外の消費者に向

け効果的な情報発信が可能になるのではないか

と考えます。これまでにそのような取り組みは

行っていないのか、米原商工観光労働部長にお

聞きします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 全国に数

多くの店舗を展開し、毎日多くの方が利用する

コンビニエンスストアとの連携は、県外で宮崎

を発信する上で有効であると考えております。

このため、平成19年度から大手コンビニエンス

ストアと連携し、首都圏の店舗を中心に県産品

を使用した弁当やおにぎり、デザートなどを集

中的に販売する「宮崎フェア」を実施してまい
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りました。特に平成22年の９月と11月に口蹄疫

復興支援と銘打って、大手２社とそれぞれ連携

して取り組んだ「宮崎フェア」では、全国で合

わせて9,250店舗において30品目以上が販売され、

口蹄疫からの復興を目指す宮崎を強くアピール

することができたものと考えております。この

ほか、大手スーパーやファストフード店と協働

して情報発信した事例もあり、今後も、コンビ

ニエンスストアを初め、こうした情報発信力を

有する企業とのコラボレーションを進め、本県

の多彩な魅力を全国にアピールしてまいりたい

と考えております。

○後藤哲朗議員 主質問、再質問と、コンビニ

エンスストア各社との連携、企業協働、地産地

消を初めとした各種展開について提言をしなが

ら質問させていただきましたが、実は最終の目

的は、広範囲なフードビジネスの展開、宮崎ブ

ランドの新展開にコンビニとの連携を模索しな

がら、ひいては生産、製造、加工、流通等の拠

点整備であります。道路が整備されます。コン

ビニ各社ともそういった加工、拠点整備を狙っ

ておりますので、その辺の連携をしながら、ど

うか宮崎県内にいかがですかという企業誘致を

含め、そういった取り組みも大事じゃないかな

ということで提言をさせていただきました。

続きまして、買い物弱者対策事業についてお

尋ねをさせていただきます。実は先ほど申しま

した岡山県は、鳥取県と県境ということで、中

山間地域対策問題、特に買い物弱者対策に非常

に頭を痛めているところでありまして、ここが

移動販売車等々の補助に３分の２の200万の助成

をしている。移動販売車等々は最初の初期経費

がかかるということでそれに―ただ言ってい

ましたのは、やはりどうしても品ぞろえの面に

課題があるということで、今度はコンビニとの

模索をしているんです。品ぞろえはなかなか厳

しいと。採算、事業継続性にならないと。実は

私どもの会派の先輩方有志とＪＡ芦北、熊本県

の芦北に行ってみました。ここがコンビニさん

とＪＡがタイアップして買い物弱者対策をやっ

ております。というのが、品ぞろえをコンビニ

に任せて、ＪＡさんがデリバリー、御用聞きを

担当するということで、これは画期的な取り組

みじゃないかと。これは行政の持ち出しがない

ということなんですね。民間ができることは民

間にが原則ですので、商業振興―地域にある

お店屋さんを大事にしながら、採算性がとれな

いところをどう補助していくか、その辺にポイ

ントがあるんじゃないかなということです。

そこで、美郷町の取り組みにありましたよう

に、県の事業を活用し、町の商工会と社会福祉

協議会が主体となりまして、買い物支援や安否

確認とを組み合わせた、これは新しい福祉商業

のモデル構築に取り組まれております。まさに

地域の実情に応じた多様なサービスについて検

討していかないといけない次期課題かなと、そ

のように思っております。そこで、昨年度、県

商工会連合会が実施しました「お年寄りに優し

いＳＨＯＰＰＩＮＧ(買い物）調査研究事業」の

結果について米原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） 御質問の

ありました事業で取りまとめました報告書によ

りますと、まず県内約3,400名の高齢者の方々へ

のアンケートでは、買い物に不便を感じている

方は全体の27％であり、快適な買い物をする上

では、「歩いて行けるところに店が欲しい」

「バスや電車の充実」「移動販売」といった要

望が多いなどの結果が出ております。一方、県

内39商工会の事業者への実態調査や先進地視察
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の結果から、後継者不足や採算性の確保といっ

た問題があることも指摘されているところであ

ります。この事業全体を通じては、買い物弱者

へのケアを商業者や商工会が単独で行うことに

限界があり、行政や社会福祉協議会など関係機

関と連携を図りながら事業を推進する必要があ

ることや、引き続き、問題の解決につながる取

り組みが必要なことなどが今後の課題とされた

ところであります。

○後藤哲朗議員 昨年度の調査研究事業を受け

まして、今年度は「お年寄りにやさしい買い物

弱者対策社会実験事業」を実施していると聞い

ておりますが、その取り組み内容についてお聞

かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 昨年度の

調査研究事業の結果を受け、今年度、食料品店

が少ない川南町通浜地区では店舗の開設、商店

との距離がある諸塚村の七ツ山地区及び立岩地

区では移動販売を実施することとし、これをモ

デル事業として８月から半年間の社会実験を

行っているところであります。この中で、地域

住民の商品ニーズ、運営形態、行政や福祉団体

等との連携やコミュニティー機能のあり方など

を検証することにより、継続的な事業展開が図

られるような手法の構築を目指すこととしてお

ります。

○後藤哲朗議員 よろしくお願いしておきます。

次に、離島振興法の改正について要望といい

ますか、質問させていただきます。実は今回の

ポイントは、介護サービスや通学支援、自然環

境保全対策・エネルギー対策の推進、防災対策

推進等の施策の充実や、ソフト事業を中心とし

た新たな交付金制度の創設にあります。事業の

選択と集中ではなく、あれもこれもの取り合い

的要素がはっきり言って強いと。ばらまきとは

さすがに言いませんけれども、この要素が非常

に強い施策じゃないかなと思っております。そ

うなりますと、本気で離島振興に当たっていた

だき、県と、該当は日南市、串間市、そして延

岡市なんですが、その連携、特に県の国からの

情報収集力、そして指導力等にかかってまいり

ます。実際いかにお金を持ってくるかが今回の

改正のポイントですので、その辺は十分お含み

をいただいて、頑張っていただきたいと思いま

すが、決意を含め、部長のほうにひとつ。

○総合政策部長（稲用博美君） 国のほうで方

針がまた示されてくるということになります。

そういうことの中で、しっかりとした計画をま

ずつくるということが大事になると思いますが、

今、御質問ありましたような新しい制度として

の交付金、必要な交付金というものを宮崎県に

配分いただけるような努力をしっかりしたいと

思います。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

先ほど言いました地域福祉の推進、どうして

もこれは今回は重点ということで取り上げさせ

ていただいたんですが、アクションプランで地

域創造システムの構築とか地域有縁システムと

いうのがあります。この取り組みは、実は私が

昨年の９月議会で質問させていただきましたセ

ーフコミュニティ、これと方向性を同じくする

んじゃないかなと、そのように思います。セー

フコミュニティは、子供や高齢者が被害者とな

る事故や犯罪、虐待、災害等が起こる背景には

人間関係の希薄化や人々の孤立化などの問題が

あることから、人と人のつながりや地域のきず

なといった地域力の向上が何よりも重要である

との考え方に基づいております。地域福祉の推

進による安全・安心なまちづくり、そしてセー

フコミュニティの取り組みは、行政、地域、県
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民とが協働して築いていく必要があるんじゃな

いかなと、そのように思っております。そのよ

うな意味でも、地域有縁システムが構築されれ

ば、地域のさまざまな問題を解決に導いていた

だく大きな処方箋だと、私はそのように思って

おります。総合計画、これは地域有縁システム

というのをはっきりうたっておりますので、稲

用総合政策部長に切に要望をしておきます。

最後に、要望で申しますが、知事と教育長は

両翼でございますから─議長にもついでに要

望しておきますが、スポーツが心身ともに健康

な生活を営む上で不可欠なものと認識され、今

後、ますますその重要性が高まるものと考えて

おります。そのような中で、限られた予算の中

でスポーツ振興課の皆さんは、透明性、公平性

等を考慮しながら、競技力の向上等に御尽力い

ただいていますことにまずは敬意を表したい、

そのように思っております。

さて、全国都道府県対抗駅伝競走大会、女子

が毎年１月の第２日曜日に京都で、男子が翌週

の第３日曜日に広島で開催されています。これ

は放映時間もかなり長く、すごい人気というこ

とですが、過去３年の順位は、女子が33位、24

位、43位であります。男子が、21位、33位、21

位でありました。そのような中、創部目的を

「選手を育成・支援することで県が掲げるスポ

ーツランドみやざき構想を側面支援する」と

はっきりうたっております宮崎銀行女子陸上部

に、大いに期待がかかるところであります。ま

た、この陸上部の目標に、都道府県対抗女子駅

伝の代表選手を育成すると発表されています。

地元企業と自治体、行政との協働連携は、住民

の多様なニーズのもと、大変重要となりつつあ

ります。来年の４月１日に活動開始予定の宮崎

銀行女子陸上部にエールと感謝の気持ちを届け

たいのは、私だけではないと思います。スポー

ツの振興は、子供、児童、学生、高齢者に限ら

ず、実業団の皆さんにも目配り、気配りをしな

いといけません。県内では、柔道、陸上、ソフ

トボール等で優秀な成績を上げられる実業団選

手が数多くいらっしゃいます。国体の上位成績

を目指すには、これら実業団などの社会人選手

の活躍が必要不可欠であります。どうか元気な

宮崎づくりのためにも、スポーツ振興に御尽力

賜りますようよろしくお願い申し上げまして、

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○中野一則副議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党、右松隆央でございます。

知事が就任をされて１年７カ月経過したわけ

であります。御自身としましても、一生懸命取

り組んでおられるという意識で頑張っておられ

ると思っております。しかし、今、宮崎が置か

れている立場―一昨年の口蹄疫、そして鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳と、大きなダメージを宮

崎は受けております。そして、今の県民の生活

状況を勘案しますと、トップリーダーが普通の

取り組みでは到底、県の再生・再建ができない

ような状況である、そのように私は認識をいた

しております。今、知事に問われておりますの

は、腹をくくって、少々強引でも、宮崎の再生

・再建につながること、そして宮崎のイメージ

アップにつながることを断行していけるかどう

か、そこが問われているのだと思っております。

本県にとって肝心なところ、それはやはり危機

管理であろうかというふうに思っております。

危機管理の分野は、トップリーダーの政治的な

資質が顕著にあらわれるところであります。私

は、この危機管理の分野において知事の顔が余
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り見えない、そのように言わざるを得ないと感

じております。率直に申し上げて、肝心なとこ

ろに知事の物足りなさを感じているわけであり

ます。これから質疑をいたします地震・津波防

災対策はもちろんでありますが、水資源保全対

策、これも広義の危機管理であります。慎重過

ぎたり、あるいは国の動向ばかり気になり、打

つ手が遅くなれば、県民の生命・財産、そして

県の資源を守る上において致命的な状況を生み

出すことにもなってしまう、そのように考えて

おります。

歴代首相の指南役と言われる安岡正篤さんが

よく語られた言葉に、知識、見識、そして胆識

というものがあります。知識は、理解と記憶力

で得られる表面的な情報であります。そして、

知識がその人の人格や体験、あるいは直感力を

通じて見識になるわけであります。そして、胆

識とは、肝っ玉を伴った実践的判断力であり、

困難な事態にぶつかったとき、あらゆる抵抗を

排除して、断固として自分の所信を実践に移し

ていく力、これが胆識だと言っておられます。

もうおわかりだと思います。知事は知識と見識

はしっかりと持っておられます。私は今、知事

に必要なのは胆識、胆力だと感じております。

宮崎のために腹をくくって、勇気を持って諸課

題に当たり、再生・再建の礎を築いてもらいた

い、そのように強く申し上げさせていただきた

いと思っております。

知事に伺いたいと思います。就任して１年７

カ月が経過しましたが、本県の再生・再建は順

調に進んでいる、そのように考えておられるか、

スピード感はどうか、伺いたいと思います。そ

して、あわせて、みずから先頭に立ち、宮崎の

再生・再建を断固やり抜くためには、政治家と

してどのような資質が必要だと考えるか、伺い

たいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、本県の再生・再建についてであります。

私は昨年１月に、口蹄疫からの再生・復興を４

年間で取り組むべき県政の第一の課題に掲げて

知事に就任したところであります。もちろん、

これは畜産の再生のみならず、ダメージを受け

た経済、商工業の再生も含めてということでご

ざいます。その後、御指摘がありましたような

鳥インフルエンザや新燃岳の噴火、東日本大震

災と災害が相次ぎ、厳しい県政運営を余儀なく

されたところであります。特に東日本大震災は、

我が国におけるターニングポイントとも言うべ

き大変な大災害でありました。さまざまな影響

が及んでおります。このような状況の中、県政

運営の枠組みとなる総合計画を初めとする各種

計画や経済活性化対策「みやざき元気プロジェ

クト」を取りまとめ、これらの推進に当たりま

しては、緊急的な対応とともに、中長期的な課

題にも対応するため、アクションプランや工程

表を策定し、スピード感を持って取り組みを進

めてきたところであります。

先日、アクションプランにつきまして、外部

評価委員から、おおむね順調との報告をいただ

いたところでございますが、県民にとっては県

内経済の回復を実感できないのではないか、さ

らには災害に強い県土づくりの前倒しが必要で

はないか、そのような御意見、御提言もいただ

いたところでござまして、解決すべき課題や検

討すべき事項は、多岐にわたるものと考えてお

ります。就任して２年目となる本年は、本県の
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確かな未来を築いていくための再生・再建の新

しいステージとなる重要な年であります。岩戸

開きの年としたい、そのように考えております

ので、引き続き、力強く前進してまいりたいと

考えております。

次に、再生・再建をやり抜くための政治家と

しての資質についてであります。世界的な不況、

また、たび重なる災害などもありまして、本県

の経済や県民生活が大変厳しい状況にある中、

先行きが不透明な状況にあるときだからこそ、

政治家は将来を見据え、明確なビジョンと戦略

を示すこと、そしてそれを県民にしっかりと伝

え、その目標を共有しながら前進していくこと、

そして緊急時の危機管理も十分に念頭に置きつ

つ、みずから先頭に立って断固実行していくた

めの強い意志と能力が求められると考えており

ます。私としましては、今後とも研さんを重ね、

議員から御指摘もありました胆識というものも

しっかりと磨きながら、宮崎を愛する政治家の

一人として、何よりも知事として、山積する行

政課題に的確に対応し、県政の目標に掲げる新

しい「ゆたかさ」の創造に挑戦し続けてまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○右松隆央議員 アクションプランの評価につ

いては、私は、これはしっかり精査しなければ

いけないというふうに思っております。実体が

しっかりとある中身で精査されているのか、こ

れから残り３年ありますが、しっかりと進捗を

進めてもらいたい、そのように考えております。

それから、やはり胆識を持ってしっかりと、今、

大きなかじ取りが必要なときでありますので、

全力を尽くして頑張ってもらいたい、そのよう

に考えております。

それでは、まずは、「みやざき東アジア経済

交流戦略」について伺ってまいりたいと思いま

す。

先月の８月16日から３泊４日の大変強行スケ

ジュールでありましたが、商工建設常任委員会

の山下委員長を初め、中野一則議員、押川議員、

そして新みやざきの田口議員とともに、香港と

上海に現地調査に行ってまいりました。そこで

は、現地でしか得られないような貴重な情報や

見聞を得ることができたと考えております。そ

こで、幾つか伺っていきたいというふうに思っ

ております。

まずは、ことしの３月に、以前の「みやざき

県産品東アジア販路拡大戦略」を見直しまして、

新たに「みやざき東アジア経済交流戦略」を策

定したわけであります。この中で、輸出体制の

強化について、構築について考えてまいりたい

というふうに思っております。直近ですが、平

成23年度の農畜産物の輸出量は218トン、そして

額にして２億9,900万円になっています。この数

字は、お隣の鹿児島県と比較をすると約５分の

１程度であります。東アジアの経済成長に魅力

を感じ、そして九州各県が販路の拡大にしのぎ

を削る中、本県もますます東アジアのマーケッ

ト開拓、開発に力を入れていかなければならな

い、そのように考えております。そこで、商工

観光労働部長にお伺いしたいと思います。対中

国及び主要輸出先である香港への輸出拡大に向

け、今後どのように取り組んでいかれるか、戦

略展開の具体策をお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中国と香

港に分けてお答えさせていただきたいと思いま

す。

まず、中国についてであります。中国は、富

裕層、中間層が増加し、世界の消費市場として

今後も有望な市場である一方、福島原発事故の
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影響もあり、現在のところ、農産物や加工食品

の輸出には厳しい制限があるなどの課題も見ら

れるところであります。したがいまして、今後

の取り組みとしましては、上海市及びその周辺

を中心として、現在輸出可能な焼酎や菓子など

の品目に絞り、現地小売店等におけるテスト販

売や商談会の実施などにより、販路拡大に努め

てまいりたいと考えております。

次に、香港についてであります。香港は、自

由貿易で輸出に取り組みやすく、県産品の定番

化の実績も上がっているところであり、またＪ

Ａ宮崎経済連において現地事務所が開設される

など、一層の輸出拡大が期待される重要な市場

であると考えております。今後の取り組みとし

ましては、宮崎牛、カンショなどの高品質な農

畜産品や、漬物、調味料、焼酎といった加工食

品全般を対象といたしまして、物産フェアの開

催や海外見本市への参加による取引機会の拡大、

バイヤーや輸出仲介業者の新規開拓に取り組む

など、本県産品の認知度やブランド価値を高め

ながら、販路拡大に取り組んでまいりたいと考

えております。

○右松隆央議員 今、部長が詳しく御答弁され

ましたが、部長が言われたことをやはりしっか

りと取り組んでいく、そのためには現地の県事

務所の体制が大変大事だというふうに私は思っ

ております。そこで、幾つか提案をさせていた

だきたいというふうに思っております。

まず１つ目に、上海事務所の体制についてで

あります。上海県人会の方々といろいろと意見

交換をさせていただきました。その中で、大変

耳が痛い御意見もございました。それを率直に

申し上げますと、宮崎事務所が弱いから明確な

アプローチや人脈拡充になかなかつながってい

かない、そして県からの派遣職員をあと１人で

もふやしてほしい―今度の責任者は20代とい

うことです。大変すばらしい青年だと私は思っ

ております。ただ、その人が言うには、年齢が

若過ぎると企業人から見れば相手にされないケ

ースもある、上海とはそういうところだという

ことを―これは上海で初めて海外から名誉市

民をいただいた方の重い言葉であります。他県

の取り組みと比較をさせていただきました。鹿

児島県が配置をしている上海マーケット開発プ

ロデューサーというものがございます。これに

匹敵するような経験豊富な人材が現状では配置

をされていない、そのように考えております。

新しい人が初めて赴任して、引き継ぎ、開拓を

やられているわけであります。これではやはり

大きな成果を得るというのは大変なことだとい

うふうに思っている次第であります。派遣につ

いての具体的な話をいただいたんですが、やは

り県から派遣した職員がしっかり事務所を、体

制を引っ張っていくという、それが大事だとい

うことを強く言われていた次第であります。

また、もう１つの現地調査先である香港につ

いて目を向けていきたいと思います。本県の東

アジアへの輸出状況でありますが、農産物では

全体の数量で実に87％ものシェアを香港が占め

ております。他県、鹿児島県の牛肉輸出量のう

ち、これも70％が香港になっています。いかに

香港が東アジア戦略において最重要の輸出先に

なっているか、これは本県のみならず、九州各

県の輸出状況から見てもわかることであります。

海外事務所の設置状況を見てみますと、鹿児島

県は上海と香港に、おのおのジェトロの中に事

務所を設置しております。それから、福岡県も

同じように上海と香港に設置をいたしておりま

す。そこで、知事にお伺いしたいと思います。

宮崎県の上海事務所の体制拡充、並びに先進他
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県のように香港に県事務所を設置する、新設す

る考えはないか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私も上海に参りました

ときに県人会の皆様から、今、議員が御指摘の

ような要望なり御意見をいただいたところでご

ざいますし、昨年香港に参りましたときも、市

場の魅力について実感をし、さらに力を入れて

いかなくてはならない、そう痛感したところで

ございます。伸びゆくアジアの活力を取り込む

ために「みやざき東アジア経済交流戦略」を定

めたところでございますが、上海事務所は、平

成14年３月に現地職員１名の体制でスタートし

たわけでございますけれども、昨年度から宮崎

銀行からの派遣を受けるなど、現在では現地職

員を合わせて総員４名体制に拡充を図っておる

ところでございます。ますます重みの増す上海

事務所─一層の施策展開を図ろうとする中で、

今後のあり方をしっかり考えていく必要があろ

うかと考えております。

また、香港につきましては、この経済交流戦

略を推進する上で最も重要な市場の一つである

というふうに考えており、今後の効率的な事業

展開、また県内企業の現地活動支援など、より

一層集中的に進めていく必要があろうかと考え

ておりますし、現に事業に取り組んでおられる

県内の企業の方からも強い要望もいただいてお

るところでございます。御提言のありました件

につきましては、そのようなことを踏まえて、

今後検討してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、新設を前向きに検討し

ていただければありがたいなというふうに思っ

ております。香港に新設する場合は、最初は

ジェトロ─これは日本貿易振興機構でありま

すが─の中に事務所を設けるとか、そういう

形でもいいのかなと思っております。やはり県

人会の方が、もっとジェトロを活用してもらい

たいということも、あわせて言われておりまし

た。九州でジェトロの国内事務所がないのは宮

崎県と佐賀県だけです。ですから、やはりジェ

トロの活用方法はしっかりと研究していく必要

があるというふうに思っております。

続きまして、先進他県の取り組みを調べてい

く中で幾つかの参考例が見当たりました。その

中で、マーケット戦略ロードマップというもの

があります。おおむね10年をめどに、県産品輸

出の物流ルートを確保していく。そして、安定

した販売市場として確立を図るために、具体的

な工程表を作成しております。前半の５年、そ

して後半の５年という２段階に分け、まず認知

され、評価を受け、そしてブランドを定着させ

ていくという、そこに到達するためにさまざま

な戦略が書かれているわけであります。私は、

本県の「みやざき東アジア経済交流戦略」も、

大変中身が濃いものだと評価をさせていただい

ております。これに加えて、さらに進化をさせ

てはどうかというふうに思っているわけであり

ます。そこで、商工観光労働部長に伺いたいと

思います。上海初め、中国並びに香港のマー

ケット戦略における具体的なロードマップを作

成してはいかがかと思いますが、お考えをお聞

きしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東アジア

市場の開拓に向け、施策を具体的に推進してい

くに当たりましては、国、地域ごとに経済状況

や消費動向等を踏まえた事業展開が必要となり

ますので、関係部局の意見も聞きながら、ロー

ドマップの作成については検討してまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、その取り組みによって

さらなるマーケット開拓、開発に結びつけて
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いってもらうことを期待しております。

この項目では最後の質問になります。今年

度、24年度の当初予算『みやざきの元気・安心

創出予算』では、海外交流駐在員設置事業

で1,906万6,000円、みやざき県産品東アジア販

路拡大総合推進事業として同じく1,937万1,000

円など、約4,000万円の東アジア関連予算が組ま

れております。しかし、決してこれで十分だと

は私は思っておりません。鹿児島県では今年度、

最重点施策に位置づけられております上海マー

ケット開発推進事業、これだけで6,133万4,000

円組まれております。そこで、知事にお伺いし

たいと思います。上海初め、中国並びに香港の

マーケット開発及びＰＲ展開において、来年度

以降、予算枠を拡充する考えがあるのか、伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 一連の御質問がござい

まして、本県の経済・産業の発展を図る上で東

アジアの市場開拓―この経済交流戦略を進め

ていく大変重要な課題の御指摘を今いただいて

いるものというふうに考えております。知事の

役割を考えたときも、これまでは霞が関に行っ

て予算を獲得してくる、それは今後とも重要な

わけでございますが、今後は、やはりアジアと

のパイプをつくっていく、そこに経済の交流戦

略を推進していく、これも大変重要な役割では

ないかというようなことを認識しております。

したがいまして、来年度以降の事業展開に当

たっても、先ほど組織のあり方の御指摘もござ

いましたが、費用対効果も見きわめながら、必

要な予算についても措置をしてまいりたいと考

えております。

○右松隆央議員 ぜひ、知事が言われる選択と

集中という中で、予算の確保に向けて取り組ん

でいただきたい、そのように考えております。

そして、宮崎ブランドの確立に全力で取り組ん

でいただきたいと思っております。

それでは、続きまして、３つ目の項目に移り

たいと思います。取り組みによっては、宮崎が

浮上する再生・再建の最大のチャンスになり得

ると思っています、記紀編さん1300年記念事業

について伺っていきたいと思っています。

古事記の舞台の７割が本県であります。した

がって、神話の、そして古事記の本家本元は宮

崎県であるという強烈な自負を、県民の一人と

して抱いている次第であります。同じ古事記の

舞台となっている島根県では、来年は出雲大社

の60年ぶりの大遷宮ということであります。こ

れに組み合わせて、「神話博しまね」を強力に

推し進めているわけであります。本県は、こと

しに入って記紀編さん事業の取り組みを始めた

こともありますので、古事記編さん1300年に当

たることしは、出おくれもいたし方ないという

ふうに思っております。しかし、８年後の日本

書紀編さん1300年に照準をしっかり合わせて、

それまでの９年間の取り組みをしっかり進め、

日本のふるさと、神話の地、宮崎を大いに全国

にＰＲし、観光誘客や経済効果を現実的に図っ

ていかなければならないと考えています。そこ

で、総合政策部長にお伺いしたいと思っており

ます。９年間にわたる記紀編さん1300年記念事

業の目標をどこに置いて、特に観光誘客や経済

効果、県民への意識定着などに関して具体的に

どのような成果を出そうとしているのか、お伺

いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 記紀編さん

1300年記念事業のねらい、これは３点ございま

す。１点目は、神話・伝説や史跡を初めとする

宮崎の宝を再認識しまして、郷土に対する愛着

や誇りを深めるということ。２点目は、県民の
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知恵と力を結集して、新たな県づくりに向けた

意識の高揚を図るということ。そして３点目は、

本県の宝を県内外に情報発信して、観光交流の

活発化、ひいては県内経済の活性化につなげて

いくということであります。このようなねらい

を実現するために、さまざまな施策が相まって

事業効果を高めていく必要があるというふうに

考えております。関連施策や事業を記紀編さ

ん1300年記念事業として総合的、一体的に推進

することによりまして、広く県民意識の高揚を

図りつつ、県内外からの観光誘客に弾みをつけ

るなどして、本県経済の浮揚が図られるように、

全庁的に取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

○右松隆央議員 ぜひ、確固たる成果を出して

いただきたいと強く願っております。島根県は、

２年前の取り組みから来年の出雲大社大遷宮ま

での４年間で、観光入り込み客、延べ累計で500

万人の増、そして観光消費額が200億円という数

値目標を打ち出しております。やはり本県も、

９年間における具体的な数値目標を設定して推

進力を高めてもらいたい、そのように強く求め

るものであります。

あわせて予算規模についてであります。島根

県は、ことし24年度当初予算─本県より少し

少ないですが─5,277億円のうち、地域の魅力

づくりとにぎわい創出に30億円を組んでいます。

その中で、「神話博しまね」プロジェクトに12

億79万円の予算措置をされております。まさに

選択と集中で、この機会を逃すまいと、徹底し

て力を入れているわけであります。これだけの

選択と集中は、トップである知事にしかできな

いことであります。本県では、「神話のふるさ

と みやざき温故知新ものがたり」スタート

アップ事業として、推進協議会の設置及び運営

に20 0万円、核イベントの実施と情報発信

に4,800万円、合計で事業費が5,000万円であり

ます。これでは初年度としては太刀打ちできな

いということになるわけであります。このこと

を踏まえて、知事にお伺いしたいと思います。

島根県との取り組みの違いは、規模、予算とも

申し上げたとおりであります。神話の本家本元

である本県でも、この９年間を宮崎浮上の最大

のチャンス、そして文字どおり、選択と集中に

よって予算を拡充してこの事業に取り組むべき

と考えますが、知事のお考えをお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

た「神話博しまね」については、私も先日、現

地を視察する機会を得たわけでありますが、や

はり出雲大社という圧倒的な存在感、そして人

を集める力のある資源というものを核としまし

て、大きな集客効果を期待した観光イベントと

して、非常に力を入れておられるなということ

を感じたところでございます。

一方で、出雲大社並びにヤマタノオロチとい

うものが前面に出ているというような状況でご

ざいますが、本県の場合はこれとはまた一味違

いまして、記紀ゆかりの神話や伝説、史跡など

が県内各地に存在する、島根とはまた違った魅

力や強みがあるのではないか、これをうまく活

用して、宮崎ならではの創意工夫を凝らしなが

ら事業を展開していく必要があるのではないか

というふうに考えております。ただ、余りにも

あまねく身近なものとしてあるものですから、

改めて県民としてそれを認識し、十分説明がで

きるのだろうかというところがあるわけであり

ます。先ほど部長の答弁がありましたように、

まずは県民としてそれをしっかりと理解する、

そして、それに親しむ、楽しむ、そうすること
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によって外に対する発信力を増す、そのような

取り組みが大事ではないか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日本書紀

編さん1300年の８年後も見据えながら、中長期

的な視点で、記紀編さん1300年の取り組みを宮

崎の未来を切り開く一つの大きなきっかけにし

てまいりたい、そのような形で積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、宮崎が大きく飛躍して

いくためにも、経済効果をしっかり生むような

事業にしてもらいたいというふうに思っており

ます。

さて、９年間の事業において、さまざまな仕

掛けが必要だというふうに考えております。そ

して、将来にわたって観光資源として、誘客や

おもてなしにつながるようなハード整備も必要

になってこようかと思います。その一つとして、

ひむか神話街道に目を向けてみたいと思います。

率直に申し上げて、現状ではこの街道は名前倒

れで、魅力がまだ足りないというふうに思って

おります。そこで、商工観光労働部長にお伺い

したいと思います。ひむか神話街道の魅力を高

め、観光誘客に結びつけていくためにも、道筋

道筋に観光の案内板を設置するなどして、おも

てなしの面においても街道の魅力を高めてはい

かがかと思いますが、部長の考えをお聞きした

いと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ひむか神

話街道につきましては、県や沿線市町村におき

まして、街道の道筋に、周辺の観光地や見どこ

ろを案内する案内板などの設置を進めていると

ころでございます。古事記編さん1300年を契機

といたしまして、今後とも市町村と連携しなが

ら、神話・伝説ゆかりの地への案内板の充実な

ど、ひむか神話街道の魅力向上に努めてまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、取り組んでいただきた

いと思います。

この項目、最後に、知事にまたお伺いしたい

と思います。記紀編さん記念事業の基本コンセ

プトの中に、「みやざきの未来を創造していく

契機にしたい」と、大変大きく重みのある文言

が入っております。本事業に対する知事の思い、

本気度をぜひお伺いしたいというふうに思って

おります。

○知事（河野俊嗣君） 古事記編さん1300年と

いう願ってもない機会、これを単なる一過性の

打ち上げ花火のようにしてお祝い騒ぎをして終

わりにしたらいかんと思います。先ほど答弁し

ましたように、宮崎のあらゆるところに、いろ

いろ隅々までしみ渡っている古事記という要素

というものを、改めて足元を見詰め直す、そし

て単に過去を振り返る、過去にこういう物語が

ありましたということではなしに、そこに込め

られたさまざまなメッセージ─なぜ我々が今

ここにいるのか、こういう暮らしをしているの

か、そういう今までの我々の来し方というもの、

それからいろんな自然災害の経験、そういうも

のも含めてメッセージが込められているんだと

思います。我々が守るべき人としてのルールと

いいますか、そういったところも神話という形

で、ちょっと形を変えてメッセージが込められ

ておりますので、それを読み取って将来の地域

づくりにも生かしていきたい、そんな思いから

「温故知新」というコンセプトを掲げておりま

す。古事記の序文にも「稽古照今（けいこしょ

うこん）」、古（いにしえ）を稽（かんが）え

て今を照らすという言葉があるわけでありまし

て、それは古事記が編さんされた目的にもかな

うものであろうかというふうに考えております。
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県のみならず、市町村や民間団体で今、さまざ

まな動きが広がりつつあるところだと思います

が、今後とも、これをもっともっと広げていく、

さらには、島根県や奈良県─今度11月には知

事とシンポジウムを東京で行いますが─そう

いった関係県とも連携を図りながら、より広が

りを持った、また腰を据えた取り組みというも

のを進めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 知事の思いは大変よく伝わる

ものがあったと思っています。事業として、そ

れをしっかり形にしてもらいたいというふうに

思っております。

今週火曜日に、新聞記事に大きく出ていまし

たが、宮崎市観光協会が、神武天皇のお船出に

ちなみ、「神武天皇ご東遷キャンペーン」を組

み、協会職員、それから観光業関係者18人が７

日間かけて橿原市を目指して、東征にゆかりの

地を今めぐっております。あの構想は、実は、

県議会の観光議連と宮崎県ホテル旅館業組合と

の意見交換の中で出てきた話であります。その

ときの提案は、神武東遷キャラバンとして、古

代船「おきよまる」を模した船を浮かべ、もし

くはフェリーなどに積んで、知事みずからが観

光大使となって乗り込み、そして県議も同行し

て、大々的に宮崎県を全国にアピールしたらど

うか、そういう提案があったわけなんです。ま

さしく本気度がしっかり伝わる取り組みの一つ

だというふうに感じた次第であります。体を

張った、そして予算も大きくつけた本物の取り

組みを強く望むところであります。

続きまして、４つ目の項目に入りたいと思い

ます。防災都市づくりについてであります。

まず、都市防災総合推進事業について伺って

まいりたいと思います。この事業は国交省都市

・地域整備局の所管になっております。東南海

・南海地震における防災対策推進地域に指定を

された地域、これは東南海・南海地震により著

しい被害が生じるおそれがある、防災対策を推

進する必要があるという地域でありまして、本

県では、宮崎市、延岡市、日南市、日向市、児

湯郡新富町、東臼杵郡門川町の４市２町が指定

をされております。この指定をされた地域は都

市防災総合推進事業の対象となり、具体的なメ

ニューとして、災害危険度判定調査、地区公共

施設等整備、都市防災不燃化促進などがござい

ます。交付率は２分の１から３分の１になって

おります。ちなみに、この事業は全国でさまざ

まに活用されております。例えばハード対策で

いえば、高知県四万十市では津波避難タワーの

設置で活用されております。平成21年度の予算

執行状況は、全国で123件、24億5,500万円に

なっています。そこで、県土整備部長にお伺い

したいと思います。この都市防災総合推進事業

を過去５年間で実施した市町村と、その事業内

容を伺いたいと思います。また、今年度以降実

施を予定している市町村があればお伺いします。

あわせて、県として今後、この事業をどのよう

に活用していくのかお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 都市防災総合

推進事業は、ただいま議員御指摘のとおり、地

震や津波等による災害に対し、ソフト対策から

ハード対策まで多種多様なメニューにより防災

対策を実施できる事業でございます。市町村で

の過去５年間の実績としましては、宮崎市にお

きまして、平成18年度から20年度にかけ、大規

模地震の発生を想定した災害危険度判定調査や、

地域住民が防災に関する認識を深めるためのイ

ベント等を行っております。また、今年度以降

につきましては、同じく宮崎市が津波ハザード

マップの作成に取り組むと聞いております。県
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といたしましては、対象の市や町に対し、この

事業のさらなる周知に努めますとともに、事業

の活用を促していきたいと考えております。ま

た、県が実施できる事業もございますので、津

波浸水想定を踏まえた上で、対象の市や町と連

携を図りながら、防災対策への活用について研

究してまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 この事業は、やはり眼目はハ

ード対策だというふうに考えています。避難タ

ワーの話はしました。それ以外でも、避難停留

所や高台に避難するための避難階段の整備にも

これが使われております。本県の防災対策、特

にハード整備は、先進他県と比べて極めておく

れていると言わざるを得ないわけであります。

これは、さきの２月議会で、私への答弁で知事

が率直に認めて答えられているところでありま

す。ぜひ、活用できるものはしっかり活用して

いただいて、早急に地震対策を講じてもらいた

いと、今定例会でも改めて強く要望する次第で

あります。いろいろ順序はあろうかと思います

が、既に取り組んでいるところがありますから、

しっかりとそのあたりのことは頭に入れて、対

策を講じてもらいたいというふうに思っていま

す。

それから次に、土地の利用規制・誘導並びに

集団移転についてであります。この問題も、南

北に400キロに及ぶ本県の地震・津波対策として、

将来的にはいずれ真剣に考えるときがやってく

る問題だと認識しております。特に、目の前に

太平洋が広がる沿岸部の住宅密集地や、標高が

低く近くに逃げ場がない、高台がないなど、そ

ういった地域は生命にかかわる問題として、今

まさに東日本大震災を教訓にし、そして南海ト

ラフ巨大地震の被害想定が発表されたことを受

けまして、行政がどこまでかかわっていくかを

考えていかなければならない時期に来ているの

だというふうに思っております。そこで、お伺

いしたいと思います。津波による危険が著しい

と考えられる区域に、法律では認められており

ます災害危険区域の指定を考えている沿岸市町

があるかどうか、また同区域にあわせて、昨

年12月27日に施行された津波防災地域づくり法

に基づき、県がこれから指定をされます津波災

害警戒区域並びに特別警戒区域に対して、将来

的に土地利用の規制・誘導、あるいは集団移転

を考えている沿岸市町があるかどうか、県土整

備部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 建築基準法に

基づく、津波による災害危険区域の指定につき

ましては、沿岸の５市５町に確認しましたとこ

ろ、現時点で指定を検討しているところはござ

いませんでした。また、津波災害警戒区域及び

特別警戒区域に対する土地利用の規制・誘導や

集団移転につきましては、今後、県による津波

浸水想定等の内容を踏まえ、検討されていくと

聞いております。

○右松隆央議員 この後、触れますが、今求め

られている地震・津波に強いまちづくりでは、

土地の利用や施設整備による対策についても、

具体的に最大クラスの津波による浸水リスクを

住民に周知した上で、地域の合意形成を図りな

がら、できるだけ浸水リスクの低い地域を居住

地域にするなど、土地利用の計画も組み合わせ

た対策が必要である、そのようにされておりま

す。県としても、将来にわたり、あらゆること

を想定して万全に取り組み、そして県民の生命

と財産を守ることが、これからの地震・津波防

災対策に求められている方向性だと認識してお

ります。ぜひこれからも、沿岸市町と一緒に

なって津波対策に全力で取り組んでもらいたい、
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そのように考えております。

さて、地域防災計画並びに都市計画について

質問をしてまいりたいと思います。東日本大震

災の教訓を踏まえて、今、各県で地域防災計画

の見直しが進められております。本県でも、こ

としの２月に地域防災計画の見直しが図られた

ところであります。県の地域防災計画の見直し、

これは大変重要な指標となるものであります。

市町村の地域防災計画はもちろんでありますが、

防災計画に基づき策定する市町の推進計画は、

まさに都市計画あるいは区域マスタープランに

も関連が出てまいります。ですから、計画の見

直しの中身も極めて大事になってきます。そこ

で、お伺いしたいと思います。津波対策を進め

る上で、地域防災計画や都市計画などの関連す

る計画が有機的に連関する仕組みが必要だと考

えているわけでありますが、それについて県の

考えを伺いたいと思います。そして、あわせて、

それぞれ今後の具体的な改定のスケジュールと

改定のポイントについて、危機管理統括監並び

に県土整備部長にお伺いしたいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 津波対策

を進める上では、中長期的には津波災害に強い

まちづくりが大きな対策の一つでございまして、

先ほど来、議論がございました津波防災地域づ

くりに関する法律の中でも、その考えが示され

ているところでございます。同法によりますと、

今後は、市町村が推進計画を策定し、それに基

づいてソフト・ハードを含む総合的な対策を進

めることとされております。この中で特に、さ

まざまな津波対策のための施設や避難体制の整

備、特別警戒区域の設定による適切な土地利用

への誘導などを、地域の状況に応じて組み合わ

せる形で計画を策定することが求められており

ます。また、この推進計画は、都市計画上の市

町村マスタープランとの調和、または市町村地

域防災計画との整合性を図ることが求められて

おりまして、これらの点が改定のポイントにな

ろうかと思っております。スケジュールに関し

てですけれども、計画改定の前提となる地震・

津波の想定見直しについて、現在、県において

作業を進めているところでございますので、改

定のスケジュールとしては、来年度以降になる

ものと考えております。

○県土整備部長（濱田良和君） 都市計画の整

備等の方針につきましては、県において、都市

計画区域マスタープランを定めております。こ

のプランの改定のスケジュールにつきましては、

現在国が進めている都市計画法の改正や県の地

域防災計画の見直し等を踏まえる必要がござい

ますので、これらの見直し後に対応してまいり

たいと考えておりますが、改定に当たっては、

新たに津波防災に関する視点を盛り込むことが

ポイントになると考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、改定作業を鋭意進めて

いただきたい、それを願っております。

さて、この項目、最後に、知事にお伺いした

いと思います。先日の南海トラフ巨大地震によ

る本県の甚大な被害想定は、関係各所に大きな

衝撃を与えたところであります。そこで、本県

における今後の取り組みの中に、九州各県との

連携強化として、「南海トラフ巨大地震対策九

州ブロック協議会」に、幹事県として主導的な

立場で参加するというふうにあるわけでありま

すが、九州を先導する立場として、知事の強い

メッセージをいただければと思います。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震に

ついては、本県が九州で最も大きな被害を受け

るという想定が発表されたところでありまして、

県民の皆さんの間にも大変な不安が広がってい
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るのではないか、しっかり国、県、市町村、関

係機関が連携をしながら、これに対処する、進

めていく必要があろうかというふうに考えてお

ります。先般設置をされました九州ブロックで

の協議会─九州各県の協議会でございますが

─においては、宮崎県が幹事県になりまして、

積極的に参画するとしたところでございます。

国難とも言うべき大規模、広範囲な地震・津波

災害に対しましては、国や関係機関との連携強

化、また九州各県が一体となって取り組むこと

が大変重要であるというふうに考えております。

この問題につきましては、私自身が先頭に立っ

て九州内の議論を取りまとめまして、必要な法

制度や支援スキームの整備なども国に要望して

まいりたいと考えており、先日の会議に先立ち

まして、中川防災担当大臣とも―南海トラフ

の被害想定が出たその翌日に来県をしていただ

いたわけでございますが―直接、意見交換し、

要望をしたところでございます。

今後、国におきましては、南海トラフに対応

した特別措置法なり支援メニューの検討、九州

ブロック単位でのこういう協議会での検討、さ

らには、県内において沿岸10市町と県が一緒に

なった協議会をつくっての対策など、今答弁し

ましたような被害想定を、県で改めてつくって

いくというような作業が進むわけです。それを

短期、中期、どのように進めていくのか、県民

の皆様には避難路、避難経路、さらには建物耐

震化などの取り組みを進めていただく、それを

どのような形で進めていくのかということをわ

かりやすく御説明しながら進めていく必要があ

ろうかというふうに考えておるところでござい

ます。知事就任に際しまして、「常在危機」と

いう言葉でお示しをしましたとおり、危機対応

というものは最大の課題の一つというふうに認

識しておりますので、この南海トラフ地震への

対応というものも全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

○右松隆央議員 全体像としてもわかりやすく

入ったところでございます。やはり幹事県とし

て主導的な立場で、それにふさわしいような津

波防災における模範的な対策をしっかり今後も

検討していただきたい、そのように思っている

ところであります。

それでは、最後の項目に移りたいと思います。

水資源保全対策について伺いたいと思います。

私は、今年度設置された水資源保全対策特別

委員会に所属をしているわけであります。何回

かの委員会を経て、もう既に設置期間の半分が

経過をしているわけでありますが、率直に申し

上げて、この問題において、執行部とのすれ違

いや温度差を感じざるを得ないわけであります。

本県の大事な地域資源である水源地保全、そし

て森林の土地取引における危機感の共有を図っ

ていきたい、そういう観点で３つの質問をして

まいりたいと思っております。

まず、なぜこの問題に取り組むことになった

のか。これは、御承知のとおり、外国資本によ

る森林買収が平成24年、ことしの５月現在で北

海道を初め６県で計786ヘクタールが確認されて

おります。これによって、我が国の土地制度や

売買規定、あるいは地籍の調査、土地に関する

さまざまな重要問題が浮かび上がってきたこと

が、そもそものきっかけになっています。具体

的には、土地所有に関する規制がないこと、あ

るいは地下水の取水制限がないこと、また水ビ

ジネスとしての水源林の購入問題などが挙げら

れるわけであります。そして、国の対策が極め

ておくれているということが、この問題をさら

に深めることになっています。水循環基本法案、
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これも３年前から国会で研究会を立ち上げてい

るにもかかわらず、なかなか成立できないでい

ることにしびれを切らした地方自治体が、北海

道を初め、埼玉、群馬と、条例を制定し、地域

資源を自分たちの手で守ろう、そういう取り組

みをしているわけであります。本県としても、

今現在は外国資本の森林買収はないということ

ですが、ふるさとの大事な水資源を、問題が発

生する前にいかに未然に守っていくか、このこ

とを真剣に考える必要がある、そのように認識

している次第であります。そこでまず、総合政

策部長にお伺いしたいと思います。県内の山林

売買で、過去５年間に県外者が購入した１ヘク

タール以上の国土利用計画法に基づく届け出件

数と面積、及び利用目的について伺いたいと思

います。

○総合政策部長（稲用博美君） 国土利用計画

法に基づきます平成19年度から平成23年度まで

の届け出件数は、全部で1,335件ございます。こ

のうち県外者によります本県の山林を含む売買

等で１ヘクタール以上の取引は42件ということ

で、全体の3 . 1％となっております。面積

は4,238ヘクタールということで、利用目的とし

ましては、林業・育林が33件、資産保有が８件、

商業施設が１件でございます。

○右松隆央議員 県外者が購入をするというこ

とは、不在村森林所有者ということになります。

私は、この不在村森林所有者に占める県外在住

者の割合のデータも整理する必要があるという

ふうに思っております。林業関係者以外の県外

の、例えば投資家などが購入をすれば、これは

やはり外国資本に渡ることも含め、さまざまな

リスクがより大きくなるというふうに考えてお

ります。今後、県外者が購入するケースが増加

するというふうに想定されます。今のところは、

この数字で全体の3.1％、５年間ですから、さほ

ど多くはないんですが、今後の、将来も含めて

対策の必要性を強く感じる次第であります。

そこで、どういう対策が必要なのか、一つの

提案をさせていただきたいというふうに思って

おります。先進県、具体的には福井県で条例と

ともに導入の検討が進められている、森林売買

監視システムの構築であります。森林売買監視

システムとは、民有林のうち、地価高騰抑止以

外で水源エリアを守るために特に適正な土地利

用の確保を図る必要のある区域を、関係市町村

の意見を踏まえて監視区域として設定して、地

下水の取水規制を検討したり、資産保有の中身

をチェックしたり、あるいは土地売買の資料提

出を所有者に求めたりすることのできるシステ

ムのことであります。そこで、環境森林部長に

お伺いしたいと思います。宮崎の山林と水源を

将来にわたって守るために、本県においても、

この山林売買監視システムの構築について検討

してみてはどうかと思いますが、お考えをお聞

きしたいというふうに思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 御質問にあり

ましたように、外国資本による森林の売買につ

いては、県内では確認されておりませんけれど

も、国の調査によると、北海道等で売買事例が

確認されているところであります。今後、県内

でこのような事例の発生も考えられますため、

現在、国に対して、その監視や情報の共有化の

強化を要望しているところであります。御質問

にありました山林売買監視システムのうち、地

価高騰抑止以外での監視区域の設定につきまし

ては、水源地を保全するため監視区域を設定す

るものであり、また資産保有の中身のチェック

につきましては、森林の保有目的を確認できる

手法ではないかと感じたところであります。今
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後、関係部局と連携を図りながら、研究してま

いりたいと考えております。

○右松隆央議員 最後に、知事にお伺いしたい

というふうに思います。今までの質問、答弁を

受けて、山林売買監視システムの構築、さらに

は土地取引の事前届け出─これはもう例があ

りますが─の条例制定も視野に入れた、知事

の御認識あるいは御見解をお伺いしたいという

ふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） まずは、本県の森林が

県土の76％を占めているということで、国土の

保全や水源の涵養、地球温暖化の防止というも

のもあります。安らぎの提供というのもありま

すし、ユネスコエコパークに登録をされた綾の

ような照葉樹林など貴重なものもありますし、

多面的な価値、多面的な機能を有しておる、県

民のかけがえのない財産であろうというふうに

考えております。これをしっかり守っていくた

めに、適切な整備保全は大変重要な課題だとい

うふうに考えております。今いろいろ御指摘が

ございました他県の取り組み―売買監視シス

テムの状況、条例の制定など、取り組みがなさ

れているようでありますし、国において議員立

法で検討されております水循環基本法案、その

動きなどもよくよく研究をしながら、我が県と

して何ができるのか、何をなすべきなのかとい

うものをしっかり考えて対応してまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 本県の水資源をいかに守って

いくか、これは今後も特別委員会で委員の皆さ

んと一緒にしっかりと議論してまいりたい、協

議してまいりたいというふうに思っております。

以上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）

○中野一則副議長 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45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、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団、河野でございます。一般質問させてい

ただきます。

知事は、８月10日の定例記者会見で、社会保

障と税の一体改革、消費税の増税法案成立につ

いて、「我が国の将来、社会保障のあり方、財

源確保という意味で、大変重要な一歩を踏み出

すことになるのではないかというふうに思って

おります。これがまた御破算になると、一から

の議論になってしまいますので、そういう一つ

物事が進んだということ、もちろんその増税を

めぐって、それから、増税の国民生活の影響に

対する方策というものは、しっかりといろいろ

考えていく必要がありますが、そういういろん

な課題はあるにしても、前へ進んだということ

は、高く評価したいというふうに考えておりま

す」と答えておられます。我が会派の代表質問

においても、同じ趣旨の答弁をなされました。

知事の答弁にありますように、増税は国民生活

と直結していきます。ただ、住民の身近なとこ

ろで生活を守る知事は、長く続く県財政の厳し

さから、増税による地方財源の充実を強く感じ

ていることでありましょう。今回の消費税収に

ついては、年金、医療、介護並びに子育てに対

処するためとされています。そこで、知事に２

点お伺いいたします。

今回の社会保障と税の一体改革において、子



- 174 -

平成24年９月14日(金)

育て支援に本格的に乗り出すことについて、知

事の認識を伺います。

２つ目、消費税の増税法案の審議の中で、税

率引き上げに際して、公共事業を含む景気対策

が必要とされたが、そのことについて知事の見

解をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終え、後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、社会保障と税の一体改革における子育

て支援についてであります。社会保障と税の一

体改革につきましては、近年の急速な少子高齢

化の進展の中で、現役世代も含めた全ての人が

より受益を実感できる社会保障制度の再構築と

しまして、消費税増収分を、現在の年金、医療、

介護の社会保障費に加え、未来への投資を強化

するため、子育て支援に拡充されたところであ

ります。我が国の将来の活力というものを考え

た場合に、子育て支援は大変重要なことと考え

ておりまして、これも重要な取り組みではない

か、重要な一歩ではないかと考えておるところ

でございます。

本県におきましては、子育て支援について、

「未来みやざき創造プラン」や「次世代育成支

援宮崎県行動計画」に基づきまして、「日本一

の子育て・子育ち立県」を目指し、総合的、計

画的に取り組んでいるところでございまして、

子育て支援に対して、国の財源が確保されるこ

とに大変期待をしておるところでございます。

今後、詳細な制度設計の検討が行われますが、

地域の現場を抱える地方の意見が十分反映され

るということが重要であると考えておりますの

で、国と地方の協議の場などを通じ、地方の実

情に即した制度となるよう、国に対して強く要

望してまいりたいと考えております。

次に、消費税増税時の公共事業を含む景気対

策についてであります。消費税の増税法案では、

経済状況の好転が税率引き上げの条件とされて

おります。今後、国におきまして、成長戦略や

事前防災・減災等の分野への資金の重点配分な

どによりまして、経済成長や景気回復に向けた

施策の検討が行われることとなっております。

御質問の公共事業を含めた景気対策でありま

すが、本県の社会資本整備のおくれや公共事業

の県内経済への影響の大きさというもの、さら

には、南海トラフの巨大地震を想定いたしまし

た、道路、港湾等の防災インフラの整備の必要

性などから、本県経済の活性化や県民生活の安

全・安心の確保を図る点から、大変重要と考え

ております。本県といたしましても、積極的な

景気対策を踏まえた財源の確保等に取り組んで

まいりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○河野哲也議員 先ほど知事も述べられました

が、社会保障と税の一体改革の中で、未来への

投資を強化するため、子育て支援を拡充したこ

と、これは大変大きな意味があると思います。

子育て関連３法案では、公明党が提案させてい

ただいた考え方をもとに修正がなされ、現行の

認定こども園の拡充、一定の基準を満たした施

設であれば原則として認可し、財政支援する認

可制度を前提とした仕組みの導入、小規模保育、

家庭的保育などの多様な保育に対して、財政支

援を行う地域型保育給付の創設、子育て関連で

懸案であった市町村の保育の実施義務について

は、引き続き義務を担うようになりました。そ

して、２年をめどとして、総合的な子ども・子

育て支援を実施するための行政のあり方を検討

するとしております。
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そこで、子育て、家庭教育支援について福祉

保健部長にお伺いいたします。まず、本県にお

ける子育てを取り巻く環境の変化をどう認識し

ているか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 核家族化等の

進行によりまして、親族や地域とのかかわりが

希薄化して、子育て家庭の孤立化が進んでおり

ますことなどから、子育て家庭の育児に対する

不安感や負担感が拡大をしているところでござ

います。また、勤労者世帯の約半数が共働き世

帯となるなど、ライフスタイルが多様化する中

で、子育てを考える上では、職業生活と家庭生

活の両立を可能とする働き方への見直しが重要

となってきております。こうした状況は、おお

むね全国と同様でございますけれども、本県は、

保育所の待機児童がゼロであるなど、充実した

保育環境や、元気な子供を育む豊かな自然、さ

らには地域のきずなが残されているなど、全国

と比較いたしますと、恵まれた子育て環境にあ

るものと認識をしております。

○河野哲也議員 本県においては、恵まれた子

育て環境にあるとの答弁でございました。これ

は、後ほどただしてまいりたいと思いますが、

大事な視点になってくると思います。国におい

ては、1990年に出生率が大きく落ち込んだ

「1.57ショック」以来、さまざまな施策を打ち

出してきました。2003年の「少子化社会対策基

本法」を初め、「次世代育成支援対策推進法」、

近年では、2010年に「子ども・子育てビジョ

ン」を閣議決定し、少子化への対策を行ってき

ました。そして、このたびの一体改革でござい

ます。いずれも、子供を安心して生み育てるこ

とができる環境、保育サービスの充実を掲げて

います。確かに、働く保育ママにとっては大事

な視点であります。しかし、これだけで、少子

化に対処するための施策、子育てに伴う喜びを

実感させる配慮という、それぞれの基本理念を

実現できるかというと、大きな懸念がございま

す。ここで、本県の子育て支援の基本的な考え

方を伺っておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 子育て支援に

つきましては、本県の恵まれた子育て環境を生

かしながら、「次世代育成支援宮崎県行動計

画」に基づきまして、ライフステージに応じた

保育サービスの提供や、子育てに係る経済的負

担の軽減、仕事と家庭の両立支援などを行って

おります。また、子育ては社会全体で支援して

いくことが重要でありますことから、昨年度か

ら展開しております「未来みやざき子育て県民

運動」により、子育てを応援する機運の醸成を

図るなど、各種施策を総合的に推進してまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 やはり、今の答弁のように、

子育て・家庭教育支援の施策で、保育サービス

の充実が、親の仕事と家庭の両立支援に重点が

置かれていること、つまり、量的な充実になっ

てしまっている感があります。何かすこんと抜

けている感がありまして、実はこれを確信した

出来事がございました。今回の質問に際して、

実は、私、教職員のコンプライアンスのほうの

調査をしようと思いまして、元同僚の先生方が

県下にいらっしゃいますので、時間のあるとき

に取材をするつもりでありました。しかし、そ

れを超える先生方の苦悩をお聞きしたところで

ございました。

実は、私の元同僚の一人が、昨年、今まで見

たことのない学級崩壊を御自分で経験したとい

うことでした。私は、その元同僚を力のある教

師だと思ったんですけど、その教室で起こって

しまったと。これ以上詳しく述べると支障がご
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ざいますので、８月に参加しました教育関係の

サマーセミナーで似た報告があったので、少々

長くなりますが、紹介します。

これまでの学級崩壊は、新卒教師や未熟な

教師の教室で生じていた。ところが、最近は、

評判のよかったベテラン教師、学校の中心に

なってきた教務主任などの教室でも起こる。

教室の騒がしさが今までの比ではなく、離職

する先生もいるほど。学級騒乱と言ったほう

がぴったりする。原因は不明だ。ただ、１つ

や２つの原因ではない。多重的だ。学校が壊

れていくこの現象を「新型学級崩壊」と名づ

ける。わかっている限りの現象を紹介する。

東北地方の静かな農村。１学級35人。その

うち、シングルマザーは11人で、シングル

ファーザーが２人の学級だ。親は働くのに忙

しく、子供に教えることを飛ばして、叱り、

どなり、たたいて育てる。子供は学校で友達

をたたき回る。

東京の高級住宅街。かつて親からたたかれ

ていた子は、学級で２～３人だった。今はた

たかれない子が２～３人だ。両親の間で子育

ての押しつけ合いが目立つ。子供をどう育て

るのかという知識、親学というものが欠如し

ている。

子供の前で担任の悪口を言う親がいる。か

つてそんなことはなかった。親から担任の悪

口を聞いた子供は、教師の言うことを全く聞

かなくなる。担任を「くそばばあ」とどなり

散らすようになる。

などなど。

確かに、学級崩壊は、教師、学校に責任があ

ることも多々あります。しかし、元同僚の話を

聞くと、親が親になっていないことを強く感じ

ました。私は、親としての学びが必要であると

考え、調査を進めました。すると、このことは

もう全国的な動きになっていました。かつて日

本にあった子育てがなくなったと、伝統的な子

育ての復活を提唱し、親学を確立している研究

者もいます。例えば授乳のとき、目を見て言葉

をかけながらする。今、「梅ちゃん先生」があ

りますけど、まさにあの子育てです。そして、

笑いかけ、あやすということ。そして、「高い、

高い」とリズム運動をするということ。私たち

の年代はまだ当たり前と思っていたんですけど、

これが、ヤングマザーというんでしょうか、若

いお母さんの間では、ベッドに赤ちゃんを乗せ

て、ミルクを授乳させながら携帯をいじってい

るとか、そういう状況が見られるという報告が

ありました。

もう１つ、また、山口県在住の教育者が提唱

した「子育て四訓─乳児はしっかり肌を離す

な。幼児は肌を離せ、手を離すな。少年は手を

離せ、目を離すな。青年は目を離せ、心を離す

な─」を生かした親学の研究会。また、富山

県には、親を学び伝える学習プログラムがあり

ます。島根、栃木にも親学プログラムがありま

した。乳幼児期、学童期、思春期等、継続でき

る内容でございました。本県にもぜひ必要だと

考えます。教育長にお伺いします。子育て、家

庭教育においては、親になるための学習、親と

しての学習が必要であると考えますが、本県の

取り組みについてお伺いをします。

○教育長（飛田 洋君） 今、議員がお話にな

りました事例、非常に重く受けとめさせていた

だきながら聞かせていただきました。近年は、

核家族化あるいは近隣の地域の人とのつながり

の希薄化というようなことから、これまでうま

く受け継がれてきた子育ての知恵、そういうも

のが親から子あるいは次の世代へと伝わること
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が、まさに親としての学習の機会が減少してき

ているのではないかと考えております。現在、

県教育委員会では、学校やＰＴＡと連携して、

家庭教育学級、それから家庭教育支援ボラン

ティアの養成、そういうような親としての学習

の支援に取り組んでいるところであります。３

月の文部科学省の家庭教育検討委員会の報告書

にこんな記載がありました。「親の学びは、親

となった後のみならず、親になる前の世代から

必要である」と。この視点は、実に大切にすべ

き視点だと思っております。今後、本県でも、

今の取り組みに加えて、こういう視点から、子

供の発達の段階に応じた継続的なプログラムの

開発を研究していきたいと考えております。

○河野哲也議員 確かに家庭教育学級はあるん

です。あの設定はあります。しかし、系統的な

教材とか、親になるために育つ、そういうもの

がないんです。熊本県では、平成16年に、家庭

教育の指針となる「くまもと家庭教育10カ条」

が作成されて、子供たちに、基本的な生活習慣、

人に対する思いやり、善悪の判断など、基本的

なマナーやルールを身につけさせることは、家

庭の重要な役割であると示し、さらに、平成19

年に「熊本県子ども輝き条例」が制定されて、

子育てに関する保護者の第一義的役割というの

を条例で明確にしていると。このことから、条

例をもととしてさまざまなプログラムをつくっ

ているという実践も報告されています。プログ

ラムの件も言いましたが、例えば、熊本県の

「子ども輝き条例」のように、家庭教育を支援

する条例の制定は考えられないか、福祉保健部

長、お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、条

例の制定はないわけでございますけれども、平

成22年３月に策定した「次世代育成支援宮崎県

行動計画」に基づきまして、家庭教育への支援

を含め、子育て支援サービスの充実や仕事と子

育ての両立支援など、各種施策の総合的な推進

に県民総ぐるみで取り組んでいるところでござ

います。熊本県の条例につきましては、議員御

指摘のとおり、保護者の役割など幅広い内容と

なっておりますので、熊本県やその他の県の状

況等も調査しながら、条例制定の必要性につい

て検討してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 前向きな答弁と受けとめてい

きたいと思います。実は、先ほど後藤議員も引

用されましたが、平成18年度に教育基本法が改

正されました。第10条において、保護者が子の

教育について第一義的に責任を有すること、そ

れから、国及び地方公共団体が、保護者に対し、

家庭教育支援のための学習の機会及び情報提供、

そのほか、家庭教育を支援するために必要な施

策を講じるように定めています。そこで、先ほ

ど部長のほうからありました次世代育成支援宮

崎県行動計画、後期分の22年から26年の５年間

の内容を確認しました。その後期の策定の資料

としている子育てに関する不安感や負担感の内

容で、１位はやっぱり経済的なことです。２位

に─49％も占めているんですが─子供の接

し方やしつけの方法が正しいかという不安が親

にある。そういう結果が策定の資料にあるにも

かかわらず、親として学ぶシステムというのが、

この後期の本計画のどこにも見当たりません。

教育基本法があり、そして推進法があって、先

ほどの文科省の検討委員会など、さまざまな中

で、親が育つ機会と情報を設けろと言っている

にもかかわらず、ないわけです。これはどうな

のかなというのを非常に思います。

その象徴というんでしょうか、まさに、親と

して学ぶ場として情報提供している放課後児童
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クラブ―放課後の学童の教育とかそういうも

のを支援している児童クラブ─そこで親も学

べているんです。延岡の児童クラブを私、調査

しましたけど。私は、22年に、放課後児童クラ

ブの全額補助について質問させていただきまし

たけど、その後、改善されているか、福祉保健

部長に、ちょっと確認をしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 放課後児童ク

ラブへの補助につきましては、国が示した補助

基準額を上限といたしまして、市町村に対して

交付する国庫補助制度となっておるところでご

ざいます。県の補助制度につきましては、平

成23年度に、放課後児童クラブの運営内容の充

実を図る観点から、補助基準額等の見直しを行

いまして、国の補助基準額に近づける努力を

行ったところでございます。厳しい財政状況の

中ではありますけれども、子育て支援体制の充

実を図る上で重要な役割を担っていることから、

今後とも、県内クラブの運営実態を把握する調

査を実施するなど、現状を十分把握いたしまし

て、総合的な視点から支援の充実について検討

してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 熊本、それから鹿児島は、全

額補助です。さっき言いました親が育つ場の提

供をしている放課後児童クラブ等の現場で働く

職員の処遇等の改善とかしていかないと、子供

に結局影響していくと。どうか来年に向けての

検討を前向きにお願いしたいと思います。

「しっかり抱いて、下におろして、歩かせよ」、

日本の子育ての知恵でございます。断絶させて

はいけないと強く思います。再度、教育長、早

急に親学プログラム作成に入りませんか、答弁

をお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 親としての学習とい

うのは実に大切だと思います。例えば、いろん

な視点があると思うんですが、どういう方を対

象にするのか、就学前の親、それから、小学生

・中学生の親、高校生の親、さらには親となる

前の世代の方々、それから、どういう機会に学

習するのか、あるいは既存のやっていることと

どう整理するのか、そういうものをしっかり研

究して考えていきたいと思っております。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。

防災・減災ニューディールについての質問に

移らせていただきます。

社会保障と税の一体改革をめぐる３党修正合

意で、経済対策の項目に、公明党が政府に対し

て提言を行いました「防災・減災ニューディー

ル」への取り組みが盛り込まれました。その要

旨は、消費税率の引き上げによる経済への影響

等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災

等に資する分野に資金を重点的に配分すること

など、我が国経済の成長等に向けた施策を検討

するということでございます。防災・減災ニュ

ーディールの柱は、大きく２つあります。１つ

は防災・減災。今後、補修・整備が必要な道路

や橋などのインフラ整備を早目、早目に行い、

災害に強い国づくりで防災力を高め、国民の命

を守ること。２つ目はニューディール。真に必

要な公共投資を集中的に前倒しで行うことで、

景気のニューディール（新規まき直し）をし、

雇用を拡大し、経済成長を図る。コンクリート

の耐用年数というのは50～60年と言われており

ます。高度成長期に整備が進んだ道路、橋など

の社会資本の多くが、経年劣化してきており、

補修・再整備が必要となってきています。本県

の2,000余りの橋も、2009年時では50年を経過し

たものが８％だったものが、2030年には54％に

達します。集中的に前倒しで公共投資に予算を

回すことで、早目に計画的な改修ができ、長期
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的には大幅なコスト削減にもなります。また、

将来的に必要な社会資本整備に公共投資を集中

することで、防災力を向上し、雇用の確保、需

要の拡大、デフレの改善、それによる税収増、

ひいては財政再建につながるというふうに確信

しております。

そこで、県土整備部長にお伺いします。本県

では、橋梁の長寿命化計画について取り組んで

いらっしゃいますが、現状についてお伺いいた

します。

○県土整備部長（濱田良和君） 県が管理して

いる橋梁は約2,000橋ございますが、その多くが

高度経済成長期に整備されておりまして、20年

後には、架設後50年を経過する割合が半数を超

えるなど、今後、高齢化が急激に進行してまい

ります。このまままいりますと、更新の時期が

集中しますことから、多額の費用を負担できず

に、安全な交通を確保できなくなるおそれがご

ざいます。このため、平成22年度に橋梁の長寿

命化修繕計画を策定いたしまして、継続的な点

検と適切な診断を行った上で、状態が悪くなる

前に補修を行う予防保全型の維持管理へ転換す

ることによりまして、コストの縮減や平準化を

図ることとしております。今年度は、この計画

に基づきまして404橋の点検を行い、53橋で塗装

やコンクリートのひび割れ補修、高欄の取りか

えなどを行うこととしております。

○河野哲也議員 計画を読ませていただきまし

た。最後の資料のほうに、今後100年間において、

仮に全ての橋梁に事後的な対策を行って全橋更

新を想定した場合、総額7,520億。点検を継続し、

重要度の違いによるめり張りをつけ、現時点で

想定される更新のみを見込んだ提案シナリオと

いうのができ上がっていますけど、これが2,270

億で済むと。つまり、5,000億の縮減が見込まれ

るという、本当にわかりやすい図を提供してい

ただきましたが、単純計算で、年間23億の財源

確保をしなきゃいけないということになります

けど、この予算の確保をどのように考えている

か、お伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 橋梁につきま

しては、道路施設の中でも特に重要な構造物で

ございますので、適切な維持管理を実施し、安

全・安心な交通の確保に努めていく必要がござ

います。そのため、必要となる予算について、

厳しい財政状況の中ではございますが、優先的

に確保することとしておりまして、今年度は、

当初予算ベースで、国の交付金事業として約８

億7,000万円、県単独事業として約７億2,000万

円の、合計約15億9,000万円の予算を措置してい

るところでございます。今後も引き続き、国に

対し強く要望を行うなど、必要な予算の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 今後の国の動きになりますけ

れども、先ほどの３党合意の中に、事前防災及

び減災に資する分野に資金を重点的に配分する

という項目がありますので、ぜひ、国に強く要

望していっていただきたいと、そのように思い

ます。

私が、防災・減災等に資すると確信している

全天候フォレストベンチ工法研究会主催の報告

会が東京で開催され、参加いたしました。来賓

の政治評論家の森田実氏は、「さきの３党合意

に、公明党が提案した防災・減災ニューディー

ルが盛り込まれたことについて、テレビのコメ

ンテーターは、無駄な公共事業だと大合唱して

いるが、とんでもないことだ。学校の耐震化を

進め、津波防災のために海岸沿いの防潮堤を建

設するなどの公共工事は、子供の命を守り、国

民を守るためには、とても大事なことだと思う。
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こういう公共工事は広義で福祉政策だと考える

べきだ。そういう中で、私もここ２～３年、

フォレストベンチの普及のために動いてきたが、

環境に優しいフォレストベンチについても、地

方議員の方が熱心に地方議会で取り上げ、着実

に広がりつつある。やがて日本中に普及され、

国民の命が守られ、コンクリートではなく緑に

囲まれる社会になることを祈りたい」と、述べ

られておりました。日南市出身の栗原先生が開

発したのり面工法等、さまざまに応用できる全

天候フォレストベンチ工法は御存じでしょうか。

フォレストベンチ工法というのは、全天候で

すね、大雨、大雪、竜巻、津波であっても、そ

れに対応できる、栗原先生のふるさと日南の棚

田を着想として、斜面を階段状につくり変えて、

森を再生する技術でございます。垂直面は倒れ

ないようにアンカーで固定し、間伐材を使って

水と空気の出入りを自由にして、斜面の安定を

高めています。コスト面、環境面に利点がある

とされています。圧巻は、３・11の東日本大震

災の大津波において、コンクリートで固めた防

波堤、のり面は粉みじんに破壊された中で、見

事に気仙沼の民家を津波から守り抜いたという

ことでございます。我が党の宮崎市議団が気仙

沼の現地に調査に行き、確認をしてまいりまし

た。そこで、このフォレストベンチ工法を採用

した県発注ののり面工事等の実績はあるのか、

お伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県におきま

しては、これまでに、平成15年度に西都市内の

道路ののり面工事で１件、平成16年度に延岡市

内の避難場所ののり面工事で１件の、合計２件

の実績がございます。

○河野哲也議員 私は、延岡の現場、避難所と

なっている名水小学校の裏山にその工法で施さ

れたものを調査させていただきました。もう８

年たっていますが、見事に自然と調和して、崩

れていませんでした。不思議なことに、そのす

ぐ前ののり面はコンクリート壁でした。最近の

施工でした。すごくアンバランスというか─

見たときにですね。この工法は、結局、平成16

年が最後ですから、８年間採用されていないと

いうことになります。言いかえると、これだけ

災害に強い効果的な工法を、今の担当者は知ら

ない可能性があるなというふうに─失礼で

しょうか。実はそう思ったのは、先日の合同政

策勉強会の折、木材を使った公共事業の事例説

明の中に、この全天候フォレストベンチ工法が

入っていなかったからです。効果的な工法なの

に入っていない。さまざまな工法について職員

が研さんしているとの報告がありましたけど、

ちょっと疑問の残るところでございました。こ

のような効果的な工法での事業、橋梁の長寿命

化など、本県に拠点を置く地元業者で仕事がで

き、木材を含めた地元の資材で進めていけるこ

の防災・減災ニューディール政策のお話を関係

者とすると、必ずくっついてくるのが、一般競

争入札、そして総合評価。「今の入札制度じゃ

ねえ」というふうに、中小の企業さんはもうあ

きらめてしまいます。起死回生の絶好のチャン

スと捉えていただければいいんですけれども。

県は、入札制度について試行を重ねながらやっ

てきているわけですが、今回の議会においても

議論されているように、まだまだ問題視されて

いるようです。今後、多くの橋梁補修工事等が

発注されることになると思いますが、地産地消

の観点から、県内業者が受注しやすい入札制度

になっているか、伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県発注の建設

工事につきましては、地域における建設産業の
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果たす役割等を考慮しまして、一部の特殊な技

術を要する工事などを除き、原則として県内業

者に発注しているところでございます。橋梁補

修工事につきましても、原則、県内業者に発注

することとしておりまして、昨年度は、全て県

内業者が受注をしているところでございます。

○河野哲也議員 ありがたいことでございます。

今後とも、自分たちの地域は自分たちで守る防

災・減災の観点からも、真面目に取り組んでい

る県内業者への優先的な発注をお願いしたいと

思います。

農政水産部長にお伺いします。環境農林水産

常任委員会で、山形県の米澤佐藤畜産を視察さ

せていただきました。「宮崎県高鍋藩生まれ！

山形県米澤藩育ち」をキャッチフレーズとした

鷹山牛を、残念ながら堪能することはできませ

んでしたが、30カ月を過ぎた宮崎生まれの威風

堂々の肥育牛に出会うことができました。福島

原発事故の風評被害で一時期厳しい状況に陥り

ましたが、少しずつ、本当に少しずつですけど、

回復しているとの報告を受けました。「なせば

成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のな

さぬなりけり」との鷹山公の言葉どおり、今で

きることを全て手を打っているとの印象を受け

ました。本県においても、口蹄疫後、畜産経営

再開の支援として、今後の畜産のあり方で、販

売戦略を念頭に置いた県産牛の新たな食肉生産

の検討に結論が出たのでしょうか。関係者の間

では県の動向に注目していると聞きます。そこ

で、今後の宮崎牛の目指す方向について、ブラ

ンドの発展を基本としながら、多様なニーズへ

の対応を検討するということでありましたが、

その後の検討状況をお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛につき

ましては、これまで、いわゆる霜降りを重視し

た改良を行い、ブランドを確立してまいりまし

た。社会構造や消費者の志向が変化する中で、

宮崎牛の将来像としまして、まず、霜降りにつ

いては、高級食材としての希少性の観点や、海

外戦略の素材として重要であるということは、

共通認識だと考えております。一方、うま味を

示す脂肪酸の含有量による違いや、飼養管理に

よる差別化など、消費者の選択肢の幅を広げる

工夫も必要であると考えております。さらに、

赤身肉志向が高まるものの、このクラスは、輸

入牛肉と競合する問題があるなどの意見もござ

います。現在、宮崎県畜産新生プロジェクトの

ワーキングチームにおいて、このような論点を

踏まえ、食肉生産のあり方等を検討していると

ころであり、今年度末に向けて一定の取りまと

めを行ってまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 昨年11月議会で確認したこと

を再確認します。儲かる農業の実現を目指す第

七次宮崎県農業・農村振興長期計画を策定され

ました。この計画を県全域で推進していくため

には、それぞれの地域が、その特色を生かしな

がら、地域独自の個性的な農業・農村づくりを

進めていくことが重要だとされました。そのた

めに、それぞれの地域の特性や課題に応じた農

業・農村の振興を図るためのアクションプログ

ラムを策定するとのことでした。そこで、地域

が主体性を持って、地域特性を生かした農業生

産の構造改革に取り組むことが重要であると考

えますが、県の考え方をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業従事者の

減少や農産物価格の低迷が続く中で、農業を核

としてきた地域が今後も持続的に発展するため

には、地域の中心となる経営体、基幹品目、土

地利用のあり方などについて、地域としての明

確なビジョンが必要でございます。水稲や畜産、
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園芸が入りまじった多様な農業生産が展開して

いる本県において、地域ごとにこのようなビ

ジョンを策定し、実行に移していくには、何よ

りも、地域を取りまとめるリーダーが中心と

なって合意形成を図り、改革を進めていただき

たいと考えております。県といたしましても、

地域の中心となる農業者の育成に努めるととも

に、具体的な地域からの要望、提案に対して、

コーディネート機能を発揮し、国・県の事業な

どを活用しながら、積極的な支援をしてまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、地域の声を受けとめる

場を設定していただいて、支援していただきた

いと思います。

水産業振興について２点お伺いします。「み

やざき瞬間グルメ」開発事業について。鮮度低

下が早い等の理由で、地元中心に消費される水

産食材を生かした料理を、「瞬間グルメ」と位

置づけ、商工業者・団体と連携し、その情報発

信や普及により、水産物の消費拡大と付加価値

向上を図るとしています。ブランド化にもつな

がる積極的な事業と考えますが、モデル的なも

のとして集中させるのか、全県下で広く展開す

るのか、開発事業の取り組みについてお伺いい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「みやざき瞬

間グルメ」開発事業は、今お話にありましたと

おり、鮮度落ちが早いために地元でしか味わう

ことができない食材について、漁業者と地元料

理店とが連携して料理を開発し、地元に来て食

べていただくということで、漁業者の所得向上

と地域活性化につなげることを目的としており

ます。

本事業の具体的な進め方といたしましては、

県内全域を対象とした公募により、「瞬間グル

メ」になり得る食材の発掘と料理の開発に取り

組むグループを選定し、その活動を支援してい

くこととしております。現在、ハモの卵を使っ

た料理の開発など、２グループが取り組みを開

始しておりますが、今後さらに、取り組むグル

ープ数を拡大し、これまで意識されてこなかっ

た新たな魅力としての「瞬間グルメ」を広く普

及させてまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 もう１つ、非常に関係した事

業で、「儲かる水産業実現アクションプラン」

を掲げて、儲かる漁業実現プロジェクトの推進

を事業化されておりますけど、漁業者の声とし

て、直接販売、それから産地加工を望む声が延

岡関係は非常に高いです。県としてどのように

流通・販売対策に取り組むか、お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 儲かる水産業

を実現するためには、魚価向上対策が非常に重

要な課題であることから、県におきましては、

ことし３月に策定いたしました「儲かる水産業

実現アクションプラン」に基づき、商品形態の

多様化、また、販売体制の多様化、県産水産物

の知名度アップを柱とした取り組みを進めてお

ります。具体的には、県産水産物の消費拡大を

図るため、宮崎カンパチを初めとしたブランド

の育成や、「宮崎イセエビいただきマンス」な

どのＰＲを展開するとともに、水産物販売のモ

デルとなるような加工品の開発や輸出などの取

り組みを推進しております。また、このような

取り組みを一層効果的なものとするため、漁協、

系統団体と連携を図りながら、全県域を対象と

した加工・販売体制づくりについても、現在検

討を進めております。

○河野哲也議員 具体的な検討をどうかよろし

くお願いします。

教育長にお伺いします。昨年９月の議会での
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いじめに関する質問で、私は、いじめをなくせ

るのは教師だけだと述べました。もっと先生方

に、いじめは、子供の命にかかわる犯罪である

という認識を持っていただきたいと述べました。

学校では、いじめの発見をどのように行ってい

るのでしょうか。いじめを発見したとき、学校

ではどのように対応するか、方法を示すことが

できるのでしょうか。校長が、いじめを「わか

りませんでした」。絶対にあってはならないこ

とですと、昨年結びました。大津市の中学２年

生の男子生徒が、昨年10月、いじめを苦に自殺

したとされる問題も、やはり一緒でした。そこ

で確認です。学校において起きたいじめ問題の

解消の最終的な確認は誰が行うのか、お伺いし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 各学校におきまして、

いじめが発生した場合には、その解消に向けて、

保護者との連携のもと、関係職員が役割を分担

しながら、いじめられた側、いじめた側、双方

の児童生徒に対して、きめ細かな支援・指導を

行っているところであります。その解消したか

の確認につきましても、校長が中心となり、関

係教職員や保護者と連携しながら、当該児童生

徒がどう変わっていったかを観察するとともに、

その気持ちを十分に把握した上で、最終的には

校長が判断しており、解消後も児童生徒を見守

り続けているところであります。

○河野哲也議員 そうです。繰り返すようです

けれども、校長が「わかりませんでした」と。

絶対言ってはいけない言葉だというふうに思い

ます。本県は、いじめの認知件数が全国的に見

て少ない状況でありますが、その要因をどう分

析しているか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） いじめは非常に発見

しにくく、わかりにくい面もありまして、単に

認知件数だけでそれを判断することはできない

と思っておりますが、いじめが少ない要因につ

きましては、各学校におけるいじめ対策委員会

等がしっかりと機能して、いじめ防止対策の効

果が上がっていること、また、全教育活動を通

して、児童生徒の人権意識、それから自尊感情

の育成などがなされていること、さらには、家

庭や地域の教育力が機能している環境や風土の

よさが宮崎にあることなどが、相乗的に効果を

上げていることがその要因ではないかと考えて

おります。

○河野哲也議員 本県の各学校は、いじめの発

見システムと対処システムがしっかり確立して

いると判断してよいでしょうか。であるならば、

ぜひ発信をしていただきたい。私は、やっぱり

宮崎の教師集団を信頼したい。信頼することが、

力を発揮できるというんでしょうか、そういう

状況になるというふうに思います。

さきに述べましたが、宮崎は、人材を育てる

環境が壊れることなく、まだまだ存在している

と、私は思っています。民間の研究所が、「い

い子どもが育つ」都道府県ランキングを発表し

ています。例えば、「自分によいところがある

と思いますか」というのは、宮崎は80.7％の子

供が肯定的に回答しています。「将来の夢や目

標を持っていますか」ということも、上位です。

自分を否定せず肯定しているということは、育

つ環境というのが本当に正常であるのではない

かというふうに私は思います。

それで、実は、宮崎が２回連続トップなんで

す。全国１位なんです。この「いい子どもが育

つ」都道府県ランキングで。そこで、知事にお

伺いします。「いい子どもが育つ」都道府県ラ

ンキングなどのよい結果について、本県教育の

構築のために生かすべきであると思いますが、
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「日本一の子育て・子育ち立県」を目指してい

る知事の考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘があり

ました、民間のシンクタンクが発表しておりま

す「いい子どもが育つ」都道府県ランキング、

これは、平成22年度、文部科学省が調査をしま

した全国学力・学習状況調査のアンケート調査

を分析して、知・徳・体それぞれの観点を踏ま

えて、総合的に分析されたもので、今お話がご

ざいましたように、平成19年度に引き続き、２

回連続全国トップであったということでありま

す。２回続けてトップだったということで、子

育てに対する質の高さというものが証明された

のではないかと、大変誇らしく思っておるとこ

ろでございます。

この結果は、今も御紹介がありましたが、例

えば、「将来の夢や目標を持っている」とか、

「人が困っているときは進んで助けている」、

こういった調査項目などにおきまして、宮崎の

子供たちが全国的にも高い結果を示したことが

評価されたということです。保護者を初めとす

る県民の皆様、そして、学校現場の先生方と一

体となって、子供たちを育んでいただいた成果

のあらわれではないかと、大変心強く思ってい

るところであります。また、長年にわたり、家

庭や地域の中で受け継がれ、培われてまいりま

した子育てに関する宮崎のよき風土、こういっ

たものも反映されているのではないかというふ

うに考えておるところでございます。

この調査結果に見られるような、本県教育の

よさや強みというものを守り、それをしっかり

伝えていくこと、引き継いでいくことは、我々

世代の責務ではないかと考えておりますし、日

本全国の中でもそういうよきものを残している

この宮崎が果たすべき役割、責務ではないか、

そういうふうに考えておるところでございます。

今後、「日本一の子育て・子育ち立県」の大き

な励みとして生かしてまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 以上で終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 私は、串間

市選出、自由民主党の岩下斌彦でございます。

本日、傍聴席には、艱難辛苦、つらく苦しい

ときに御指導、御協力いただいた方、そしてま

た、本日の質問内容に関係する方々、また、地

元からもおいでいただいております。大変お忙

しいところをありがとうございます。今回の質

問も、串間の声、県民の声に沿って質問をさせ

ていただきますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

串間市内が一望できる高畑山というところが

あります。その高畑山に登り、周りを眺めてみ

ますと、遠くには志布志湾、そして、眼下には

緑豊かな、のどかな田園風景が広がっておりま

す。しかし、のどかで時間がゆったりと流れて

いるようでありますが、串間市には課題が山積

しております。

市制発足当時、人口は４万3,000人ほどありま

した。この４月には２万人を切り、今月１日に

は、人口は１万9,874人になってしまいました。

雇用の場が少なく、少子高齢化、過疎化が進み、

いまだに人口減少が続いております。かつては

にぎわいを見せていた中心市街地の商店街も、

シャッターがおりたままで、人通りもまばらに

なってしまいました。それでも、商工会議所の

会員の皆さん、そして若者たちは、地元に活気

を取り戻そうと知恵を絞り、汗を流して頑張っ

ております。串間市の再生は、農業基盤の強化

と観光の振興にかかっていると思います。観光
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客数を平成11年と平成22年で比較してみますと、

この11年間でございますが、39万8,500人から17

万3,200人と、約22万5,000人も観光客が減少し

ております。

そこで、知事にお聞きいたします。観光政策

についてでありますが、今後、本県及び串間市

の観光振興に県はどう取り組んでいくお考えな

のか、お伺いをいたします。

以下の質問につきましては、質問者席からさ

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。

本県には、美しい景観や日本発祥にまつわる

神話や伝承、豊富な海の幸・山の幸、また、マ

リンスポーツからスキーまで、さまざまなスポ

ーツを年間通して楽しめる環境など、多彩な観

光資源を有しているところであります。これら

の魅力を向上させ、県内外からの誘客につなげ

るために、各地域においてさまざまな取り組み

が進められているところでありますが、例えば

都井岬では、案内サインや駐車場などのハード

整備とともに、ガイド養成などソフト面での充

実にも取り組まれているところでありますし、

県もこれに対する支援を行ってきたところであ

ります。また、御崎神社を宮崎観光遺産に指定

し、勇壮な都井岬火まつりを一村一祭にそれぞ

れ選定しておるところでありますが、「恋旅」

の取り組みにおきましても、青島から鵜戸神宮、

都井岬などをめぐるルートを推奨コースに組み

込むなど、さまざまな切り口で串間市の魅力の

発信を行っているところであります。さらに、

串間市の新たな観光スポットとして定着をした

イルカランドと鹿児島県の施設とが連携し、都

井岬の御崎神社と佐多岬の御崎神社を結ぶカッ

プル向けのドライブロードを「ラバーズロー

ド」としてＰＲするなど、県境を越えた取り組

みも進んでいるところであります。

私も先日、イルカランドに参りましたときに、

ショーの始めに、「イルカランドで楽しまれた

方は、都井岬を訪れたり、また、日南を楽しん

だり、どうぞ周遊をしてください」と、そのよ

うなアナウンスをされておりまして、非常にい

い取り組みだなというふうに思ったところでご

ざいます。また、先日、南那珂地区の円卓トー

クが串間市、旧吉松家住宅において行われたと

ころでございますが、林業によって財をなされ

た方の住宅ということで、すばらしい歴史的な

資産、資源もあるんだなというふうに思ったと

ころでございます。さらには、最近では、道の

駅などで、シイラを使ったいろんな新しい御当

地グルメの開発などもされているようでありま

すし、「ツールドにちなん・くしま」という、

日南と連携をした自転車のツーリングなど、い

ろんな取り組みをされているということを実感

しております。やはり大事なのは─もちろん

串間もさまざまな魅力的な要素はあるわけであ

りますが─隣の日南、それから志布志という

ところと連携をしながら、広域的な連携で観光

の魅力を高めていくこと、周遊のメニューをつ

くっていくこと、これは大事であろうかという

ふうに考えております。

今後とも、そうした市町村等との連携を図り

ながら、さらなる観光資源の開発や磨き上げを

行うことによりまして、観光振興、さらには地

域の活性化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 イルカランドに知事が行かれ

て、そして、新聞だったでしょうか、イルカの

背につかまって泳いでいらっしゃる姿が今、目

に浮かびました。大変ほほ笑ましい状況でござ
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いましたし、今の話を伺いまして、ある意味で

は、本当に串間に注目していただいているんだ

なという気がいたしております。課題山積でご

ざいますが、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

それでは、地域政策につきまして、総合政策

部長にお伺いをいたします。

串間市が23年度から、県内で３番目に地域創

造計画に認定をしていただきました。串間市で

は、観光リーディングプロジェクト、まちなか

クロスプロジェクト、海遊ロードプロジェクト、

安心と生きがい創造プロジェクト、ローカルエ

ネルギー推進プロジェクトなど、５つのコンセ

プトを掲げ、いろいろな取り組みを計画してい

るようでありますが、県としてはどのような支

援を実施しておられるのか、その内容と予定額

についてお伺いをいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 地域創造計画

は、中山間地域の市町村の分野横断的で総合的

な地域計画に対しまして、関係部局が所管する

補助事業等を連携して投入し、支援を行うもの

であります。平成23年度に認定いたしました串

間市の「南国みやざき最南端！くしま跳ね駒プ

ロジェクト」は、農業、観光、商工業の各分野

の連携によりまして、新たな串間市の魅力を創

出する内容となっております。県といたしまし

ては、市内の案内サインの整備、都井岬を中心

とした各観光ポイントにおける体験メニューの

開発やガイドの養成、福島港エリアでのクルー

ジングツアー開催等、交流人口増加への取り組

みを初めとしまして、岬の駅の運営事業、そし

て、くしま市民活動交流センターの開設準備事

業、さらには、幸島ドライブインを拠点とした

市木地区での地域住民の生活支援事業等に対し

て支援を行っております。現在の計画では、平

成23年度から25年度まで、これは総事業費で約

５億7,000万円となっておりますが、県の補助金

等の総額は約２億円となる予定でございます。

○岩下斌彦議員 ただいまのお話のように、23

年度から25年度までの３カ年の事業でございま

すが、これからいろいろその姿が見えてこよう

かというふうに思います。ただ、気になります

のは、25年度の事業終了後でございますが、県

はどのように対応していただくのか、総合政策

部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 地域創造計画

で予定されております事業は、今後の串間市全

体の地域づくりの基盤を整備する内容となって

おります。串間市におかれましては、今後とも、

この計画を核としまして、さまざまな地域づく

りの取り組みが進められるというふうに考えて

おります。県といたしましても、各部局とも連

携を図りながら、串間市の地域づくりの取り組

み、あるいは観光振興が図られるよう─25年

度で地域創造計画は終わるわけですが─26年

度以降もさまざまな形で引き続き協力してまい

りたいというふうに考えております。

○岩下斌彦議員 各部局とも連携を図りながら

ということでございます。ここにおそろいの各

部長様方、どうぞ、何かそういった支援関係が

ありましたら、アドバイスなりをお願いしたい

というぐあいに思っております。引き続き御協

力をお願いします。

次に、県内の修学旅行について教育長にお尋

ねします。県内の小学校の修学旅行は、私の経

験でもそうでございますが、50数年前から鹿児

島県方面でございます。時代が大きく変化した

今でも、県内の小学校230校のうち193校、84％

の小学校が鹿児島県だそうであります。それ以

外の西臼杵方面からですと、熊本が近いんで
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しょうか、熊本方面に行っているそうでありま

す。県内各地の小学校では、ふるさと教育とか

ふるさと学習に積極的に取り組んでおられると

聞いております。しかし、なぜか修学旅行は鹿

児島県であります。そこで、小学校における修

学旅行を宮崎県内で実施してはどうかと思いま

すが、教育長のお考えをお願いします。

○教育長（飛田 洋君） 小学校の修学旅行に

つきましては、その狙いや教育的な意義を踏ま

え、安全性や経済負担等、児童の実態等にも配

慮し、各学校が保護者の理解を得ながら判断し

て実施しているところであります。宮崎の伝統、

文化など、そのよさを子供たちに体験させ、実

感させることは、郷土愛を育むとともに、宮崎

への誇りを深めるなど、本県教育推進の上でも

極めて意義深いことであります。したがいまし

て、遠足や宿泊を伴う学習など、さまざまな機

会を通して、宮崎のよさに一層触れさせること

が大切であることを、校長会などの際に伝えて

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 今、議会でも話が出ておりま

すが、知事が県民総力戦で取り組もうとされて

おります記紀編さん1300年記念事業、また、県

民100万泊運動。今こそ、宮崎の歴史、伝統、文

化に触れるときが来たのではないかというふう

に思います。ぜひ、校長会で御協議いただけれ

ばと思っております。よろしくお願いします。

次に、私の地元串間市でも、立派な施設を備

えた小学校２校が閉校したままになっておりま

す。そのまま放置されております。県内の市町

村立小中学校において、廃校になった学校数と

活用されている学校数について、旧教育事務所

ごとに伺います。また、今後、県教育委員会と

して、廃校施設の活用について、市町村教育委

員会にどのように働きかけをしていくのか、教

育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 過去10年間に廃校と

なった市町村立小中学校は50校ございますが、

平成24年５月１日現在で、建物が現存している

のは44校であり、そのうち活用されております

のは、約６割に当たる26校であります。旧教育

事務所区分ごとの内訳を申しますと、宮崎教育

事務所管内では、廃校が４校で、うち活用され

ている学校が３校。南那珂管内では、廃校３校、

うち活用１校。北諸県管内では、廃校２校、活

用１校。西諸県管内では、廃校１校で、活用は

ございません。児湯管内では、廃校４校で、活

用はございません。東臼杵管内では、廃校26校、

うち活用17校。西臼杵管内では、廃校10校、う

ち活用４校となっております。県教育委員会と

いたしましては、引き続き、市町村教育委員会

へ、廃校施設の活用事例や利用可能な補助制度

の紹介に努めるとともに、活用に向けた事務手

続に関する助言を行うなど、市町村教育委員会

の取り組みを支援してまいりたいと考えており

ます。

○岩下斌彦議員 今お話をいただきましたのは、

過去10年間の廃校の数でございますが、それ以

前に廃校された学校というのもかなりあるはず

でございます。制度上、いろんな問題もあろう

かと思いますけれども、もったいないというふ

うに思います。企業に貸し出すなり、あるいは

売却して民間で活用したり、そういうようなこ

ともできるのではないかなと。そういった点で、

ひとつこれからもどうぞよろしくお願いを申し

上げたいと思います。

次に、鳥飼議員も質問されましたが、同じ質

問になろうかと思いますけれども、お許しをい

ただきたいと思います。学校訪問でいろいろな

現場を見せていただきました。そういった中で、
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臨時の先生方が非常に多いんじゃないかなとい

うふうに感じました。また、新学期になりまし

て新しい年度を迎えると、「またうちは臨時の

先生やった」という話も、保護者同士の会話の

中で聞かれることもありました。お聞きいたし

ます。小中学校では臨時の先生が多いように思

いますが、臨時的任用講師の任用はどのように

行われているのか。また、子供たちの教育環境

としては、臨時的任用講師よりも正職員の採用

をふやすべきだと考えますが、教育長の考えを

お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 臨時的任用講師の任

用につきましては、県教育委員会において、任

用希望者の登録制度を設けておりまして、その

登録制度に基づき、校長がその学校の実情に応

じて、適任となる人材の面接をした上で、適正

な任用を行っているところであります。

臨時的任用講師は、公立学校教員数の約１割

でありますが、児童生徒数の減少による今後の

学級減への対応、さらには、育児休業等への代

替職員などのために必要な人員を任用している

ものであります。また、正規職員の採用につき

ましては、児童生徒の減少や退職予定者数の推

移、教員の年齢構成等を総合的に判断すると、

増員はなかなか厳しい状況でございますが、可

能な限り増員を図り、来年度は、今年度の採用

者118名に対し、27名増の145名の採用を予定し

ておりまして、その中には、養護教諭の前年比

９名増や、前年度採用のなかった中学校家庭科

等の６教科の採用を行うなど、計画的な採用に

取り組んでいるところであります。

○岩下斌彦議員 今議会でも話題になっており

ますように、いじめ、不登校、あるいは学級崩

壊、こういった問題がいろいろ出ております。

臨時の先生で頑張っていらっしゃる方もいるん

ですが、なかなか採用に至らない先生もいるよ

うに感じます。しかし、これが40歳になります

と、もう受験資格もなくなる。いわば県教委だ

からこそ、こういった臨時的任用ができるので

はないかなというふうに思いますし、618人の臨

時の先生は、産休・育児休業の代替の職員はや

むを得ないといたしましても、余りにも多いよ

うな気がいたします。宮崎県は教育に力を入れ

ると。そういった方向性の中では、やはり自信

を持って子供に対応できる正職員の採用が必要

ではないかと思うんですが、保護者あるいは児

童生徒のニーズも考慮すべきだと考えます。御

検討をお願いいたしたいと思います。

続きまして、農政水産部長に農業政策につい

て伺います。

食用カンショの産地である串間市の奈留地区

では、20数年前に土地改良事業に取り組み、生

産をしておりますが、土壌が痩せてきているよ

うでございます。耕作農家の方々は、収量が減

り、規格外品が出てくるようになり、できるだ

け早く客土することを望んでおります。奈留地

区から、畑に客土を行う土地改良事業の要望を

受け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、農政水産部長にお伺いをいた

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） 串間市の奈留

地区におきましては、昭和58年度から平成６年

度にかけて県営農地開発事業に取り組み、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、土壌が降

雨等により流され、生産量の減少や品質の低下

が見られていることから、客土による表土確保

の整備等について要望が上がっており、県では、

現在、串間市や土地改良区と計画内容について

協議を行っているところでございます。本件に
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つきましては、地元とも連携を図り、必要な客

土の確保といった事業を行うための課題などを

速やかに整理した上で、円滑な事業化ができま

すよう努めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 当の土地改良区の会長さんが

いらっしゃいましたが、耕作農家の方々の印鑑

ももうそろって、持っておられるようでござい

ます。余り時がたってしまいますと、高齢化も

進んでくるということでございますので、ちょ

うど20数年前にやったその支払いがそろそろ終

わるのではないか、この元気なうちにぜひまた

客土事業に取り組んでいただければありがたい

というふうに思います。どうぞよろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、きょうの傍聴席にも関係者の方

がおいでになっているのではないかなというふ

うに思います。近年、農業分野では、農家の高

齢化の進展による担い手不足も問題になってお

ります。食用カンショの産地であるＪＡ大束で

も、ここ数年、農家の高齢化により労力不足が

発生し、栽培面積の減少や出荷作業のおくれな

ど、産地の維持が困難になっております。その

ため、ＪＡ大束では、新たに、カンショの洗浄、

選果、箱詰めなどの出荷作業をＪＡ大束が受託

する取り組みを計画しております。このような

作業受託は、新たな雇用の創出にも期待できる

など、重要な取り組みであり、今後の定着に向

けた支援が必要と考えますが、農家の作業労力

を軽減するＪＡ大束の取り組みに対する県の支

援について、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農家の高齢化

や担い手の減少が進む中で、一旦確立した産地

を維持・発展させていくには、産地全体でのた

ゆまない努力が必要でございまして、農業団体

が果たす役割もますます重要度を増してきてお

ります。ただいま御紹介がありましたＪＡ串間

市大束の取り組みにつきましても、多大な労力

を要する食用カンショの出荷作業の一部をＪＡ

が一元的に受託することにより、作業能率の向

上が期待できるほか、意欲ある担い手の経営規

模の拡大や、需要に即した出荷の徹底による有

利販売などにもつながる意欲的な取り組みでは

ないかと考えております。県といたしましては、

地域みずからが、変化する環境に的確に対応で

きる体制づくりを進めていくことが大変重要で

あると考えておりまして、国や県の事業を活用

した共同利用施設などの条件整備や、関係機関

・団体と連携し、作業受託の拡大やシステム化

を促進するなど、総合的な支援に努めてまいり

たいと考えております。

○岩下斌彦議員 これからもＪＡ大束の皆さん、

そして協力される方々、そういった方々から、

振興局を通じてまた部長のほうにもお話があろ

うかと思いますが、どうぞよろしく御指導のほ

ど、お願い申し上げます。

続きまして、６次産業にも関係することを御

質問させていただきたいと思います。ＪＡ大束

では、女性部が、カンショ、キンカン等を用い

た加工品づくりに取り組んでおり、今後、６次

産業として発展することを期待いたしておりま

す。先日、ジェイエイ食品開発研究所の方にお

伺いをいたしました。それで、地域の特産品と

して売れる加工品を開発するためには、商品企

画の段階から販売先をしっかり見据えて、専門

家の意見を聞きながら取り組む必要があるとい

うふうに指摘をいただきました。県は、儲かる

農業の実現に向け、６次産業化の推進に取り組

んでおられますが、ＪＡ女性部等が取り組む６

次産業化に対してどのような支援策があるのか、

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（岡村 巖君） 本県農業の新

たな成長産業化を図り、儲かる農業を実現する

ためには、６次産業化の取り組みを、さまざま

なレベルで幅広く推進することが重要であると

考えております。中でも、本県農業を支えてい

るＪＡ女性部などが、地域の資源を活用し、６

次産業化に取り組むことは、所得の確保はもと

より、地域の雇用の創出や活性化に大きくつな

がるものと考えております。県としましても、

このようなＪＡ女性部の取り組みを積極的に支

援することとしておりまして、農業経営多角化

チャレンジ塾等のスキルアップ対策や、マー

ケットインの商品開発に必要な加工や販売の専

門知識を有するプランナーの派遣をするととも

に、６次産業化に必要な機械施設等の支援を行

い、儲かる農業につながる着実な６次産業化に

向けた助言・指導やフォローアップ等に丁寧に

取り組んでまいります。

○岩下斌彦議員 どうぞよろしくお願いを申し

上げます。大きな企業とかそういったのが地域

にあれば、６次産業化といった取り組みもある

んでしょうけれども、そんなに大きな企業もご

ざいません。また、生産者みずからが、そう

いった６次産業に取り組もうという気概を持っ

ておりますので、ぜひ、また御指導をお願いし

たいと思います。

次に、今、串間のほうで取り組んでいる農業

者がいらっしゃいます。モデル的な立派な農業

経営をされているというふうに思います。おじ

いちゃんがいて、そして、夫婦がいて、男の子

３人が農業を一緒にやっていますし、長男、次

男さんは奥さんも農業にかかわって、農業法人

としてかなりの生産額を上げて、一生懸命取り

組んでいる方がいらっしゃいますが、そういっ

た話も含めて質問をしたいと思います。

串間市管内には、農業後継者とともに農業生

産法人を立ち上げ、積極的な雇用を行うことで、

規模拡大を進める先進的な担い手ができており

ます。このような担い手は、カンショに加え、

水田ゴボウを経営品目に加えるなど、工夫を行

い、周年雇用ができるよう工夫しておりますが、

即戦力として雇用できる人材を地域で確保する

ことに大変苦労をしておられます。地域の雇用

の場が少ない串間でございますが、今後、雇用

型の農業法人の育成が重要であると考えます。

県は、農業による雇用創出に向け、どのような

支援を行っていくのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業従事者の

減少や高齢化が一層進行する中で、農業生産を

維持・拡大するとともに、雇用創出による農村

地域の活性化を実現するためには、雇用の受け

皿となるような農業法人の育成が大変重要であ

ると認識しております。このため、県では、み

やざき農業経営力強化支援事業などにより、農

業法人の安定的な雇用を支援するとともに、社

団法人宮崎県農業法人経営者協会や宮崎県農業

会議と連携した経営多角化、労務管理等につい

ての研修会の開催、あるいは、国の「農の雇用

事業」の活用により、この４年間で約400人の新

たな雇用が創出されたところであります。県と

いたしましては、引き続き、国の事業も効果的

に活用しながら、農業法人の育成を進め、農業

の新たな成長産業化と農村地域での雇用の創出

に努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した。ど

うぞよろしくお願いを申し上げます。

さらに質問をさせていただきます。宮崎県は、

今後、東アジアに向け、本県の農産物を輸出す

る事業展開を図っていくといたしておりますが、
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本県農産物の輸出の状況及び将来性と今後の取

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（岡村 巖君） 本県農産物の

輸出につきましては、香港やシンガポール等の

海外量販店でのフェアへの参加支援や、シンポ

ジウムの開催などの取り組みの結果、カンショ

を中心に年々増加しております。カンショにつ

きましては、100グラム程度の小さいサイズのも

のが東アジアの食文化にマッチしており、さら

なる取引拡大が期待されております。また、先

月開催された香港ティーフェアにおいて、本県

産の煎茶が好評を得たことや、贈答用としての

キンカンの人気が高いことなど、輸出に向けて

有望な品目も数多くございます。今後とも、オ

ールみやざきによる輸出のエンジンとして設立

しました「みやざき『食と農』輸出促進協議

会」を核に、産地と輸出商社等の連携による県

内の港から直接輸出するモデル実証や、最適な

鮮度保持対策を確立するための輸送試験などに

取り組み、関係団体、民間企業と一体となって

本県農産物の輸出促進に努めてまいりたいと考

えております。

○岩下斌彦議員 今、100グラム程度の小さなサ

イズの芋が人気があるということでございます

が、大変ありがたいと思います。小さな芋とい

うのは、以前は捨てておりました。畑に残して、

後は耕運機でまぜてやっていたものが現金化さ

れるということで、特に農業に携わっている高

齢の方々は、その売り上げがあるということで

大変喜んでおります。また、東アジア方面につ

いて4,000万もの売り上げがあり、昔捨てていた

芋を売っていただいているというのは大変あり

がたいと思いますが、今後、積極的な販売関係、

輸出関係についてお力をいただきますようにお

願いいたします。

それでは、次に、農業関係についてまた御質

問をさせていただきたいと思います。農業を取

り巻く情勢は大変厳しい状況にありますが、生

産者が希望を持てるような農業振興について、

どのような姿勢で取り組んでいくのか、お尋ね

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業を取り巻

く情勢は、改めて申し上げるまでもなく、大変

厳しい状況にございます。しかしながら、農業

は、本県の基幹産業として確固たる地位を築い

ており、本県全体の発展を支えるために、今後

ともあらゆる手だてを尽くして振興を図らねば

ならないと考えております。そのためにも、ま

ずは、本県農業の足元を固めることが重要でご

ざいますので、もう一度、県内関係者が一丸と

なって、収量の向上やコストの削減などの土台

の強化を進めていきたいと思います。その上で、

この激変する時代を生き抜くには、これまでの

既成概念にとらわれず、新たなチャレンジを恐

れない姿勢が大変重要であると考えております。

例えば、先進的、革新的な生産技術の導入によ

る産地・経営の改革の促進、他産業が持つ経営

資源やノウハウを積極的に活用する農商工連携

や６次産業化の取り組み、また、生産者が主体

となった農水産物輸出などによる新たな販路の

開拓等に、積極的に取り組む意欲あふれる農業

者を、県としても全面的に支援し、生産者が夢

と希望を持てる宮崎県農業を実現させてまいり

たいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、都井漁港、立宇津港で

は、静穏度の工事に取りかかっていただいてお

りまして、完了しております。また、福島港の

浮き桟橋は、９月後半には完成するというふう

な状況を聞いておりますし、また、見にも行っ
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ておりますが、漁業関係者は大変喜んでいると

ころでございます。ありがとうございます。そ

こで、同じく静穏度を図るため、都井漁港毛久

保地区と市木漁港舳地区の整備状況について、

お伺いをいたします。

○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

ろでございます。都井漁港毛久保地区につきま

しては、調査・設計を終えたことから、本年度、

防波堤工事に着手することとしており、市木漁

港舳地区につきましては、昨年度着手した内防

波堤の工事を引き続き進めることとしておりま

す。今後とも、予算確保を図りながら、事業の

着実な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 どうぞよろしくお願いを申し

上げます。

そしてまた、以前、環境農林水産常任委員会

のほうに籍を置かせていただきまして、マウン

ド魚礁のことについていろいろお聞きをいたし

ておりました。そのマウンド魚礁は将来、大変

可能性のある、漁獲量に伴う成果が上がるので

はないかというふうに、以前から聞かせていた

だいていたところでございますが、宮之浦沖合

地区のマウンド魚礁の取り組み状況について、

農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮之浦沖合地

区につきましては、本年度、都井岬沖約３キロ

メートル、水深80メートルの海底に、自然石を

用い、長さ135メートル、幅75メートル、高さ15

メートルのマウンド魚礁を築く本工事に着手す

ることとしております。マウンド魚礁を設置し

ますと、海底付近の栄養豊富な海水が、植物プ

ランクトンによる光合成ができる水深まで湧き

上げられ、食物連鎖の原理から、餌となるプラ

ンクトンを食べようと周辺の魚が増加します。

また、マウンド魚礁は、それ自体が魚を集める

魚礁としての機能も持っておりますので、この

設置は、周辺海域の漁業に極めて有益と考えて

おります。今後とも、予算確保を図りながら、

計画的な事業の推進に努めてまいります。

○岩下斌彦議員 連続して質問をしております

が、串間にとっては大変大事な第１次産業のこ

とでございますので、質問をさせていただいて

おります。かつて、都井地区ではウニ漁が盛ん

でございました。以前見ましたら、水産加工会

社ではウニが山と積まれまして、黄金色をした

ものでございました。それをまぜながら瓶詰め

とかそういったのをされているのを見ていまし

たが、今ではその水産会社も仕事をやめられて

おります。なぜかといいますと、その海域では

もう藻がないわけです。ですから、ウニをとっ

ても中身はほとんど入っていない。製品にもな

らないような状況でございます。藻場がいかに

大事かというのを、感じをつかんだところでご

ざいますけれども。そこで、藻場造成について

お伺いをいたします。藻場は、水産資源をふや

し、安定的な漁獲量を確保する上で、大変重要

な役割を果たしておりますが、本県における藻

場造成について、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） 本県では、藻

場が衰退し、これを餌とするウニやアワビの漁

獲量も減少傾向にありますが、近年の研究によ

り、海藻の生産力と魚類やウニによる食害との

バランス崩壊が原因ではないかと推定されたと

ころでございます。このため、平成22年度から、

漁業者が、水産試験場の指導のもと、魚類進入

防止の囲い網や、ウニの密度調整、海藻移植な
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どの藻場保全活動を進めた結果、ホンダワラ等

の大型海藻の藻場で一定程度の回復が認められ

るとともに、テングサ等の小型海藻の着生によ

りウニの実入りが改善するなど、成果が上げら

れております。県といたしましては、今後とも、

このような漁業者活動を支援し、ウニなどの漁

獲量増大につながるよう、大型海藻のみならず、

小型海藻も含めた藻場の維持回復の取り組みを

定着させるとともに、魚類やウニの生態、行動

に着目した藻場造成場所の選定や造成方法の研

究等により、藻場の一層の拡大に取り組んでま

いりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 以前から質問をいたしており

ましたが、今、回答をいただきました。小型海

藻、下草を含めた藻場の維持・回復に取り組む

ということでございますが、来年度予算にもか

かわることでございます。ぜひ、そういった意

味では、来年度予算に向けて努力をしていただ

きたいと思うし、漁師の皆様が将来に希望が持

てる取り組みでありますので、よろしくお願い

を申し上げたいと思います。

次に、県土整備部長に道路整備についてお伺

いします。

ことし６月27日、最大24時間雨量272ミリが降

りまして、山の中腹付近から斜面崩壊が発生し、

多量の雨水と土砂崩れにより道路が崩壊して、

交通どめになっている国道448号市木―名谷間の

復旧の概要と復旧の見通しについて、お伺いを

したいと思います。きょうの新聞にも出ており

ましたが、手短にお願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道448号につ

きましては、長期間全面通行どめとなっており

まして、沿線住民の皆様を初め、関係者の皆様

方には大変御迷惑をおかけしております。災害

発生後、直ちに調査・設計を行いまして、復旧

工法について国とも協議を行いました結果、山

手側斜面の不安定土砂を除去し、落石対策を実

施するとともに、欠壊した道路の復旧を行うこ

とといたしました。既に一部の工事に着手して

いるところでございまして、今後は、現場の安

全管理に十分留意しながら、先日、串間土木事

務所が地元説明会でお示ししましたとおり、12

月24日には通行再開できるよう全力を挙げてま

いります。

○岩下斌彦議員 続きまして、串間市がかなり

以前から要望、陳情を繰り返しております、国

道448号の市木から名谷間のトンネル整備の取り

組みについて、県土整備部長にお願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 市木地区から

名谷地区間につきましては、海岸線沿いの急峻

な地形に加え、地質が悪く、また、地すべりの

危険箇所も多く存在する厳しい条件のため、整

備となりますと、どうしてもトンネル主体とな

ることから、膨大な事業費が必要となります。

このため県におきましては、現在、地すべり調

査や観測を実施するとともに、コスト縮減のた

めに、一部現道が活用できないかなどにつきま

しても、あわせて検討を進めているところでご

ざいます。当区間の整備の必要性は十分に認識

しているところでございまして、国道448号につ

いては、本年度から、夫婦浦トンネルに着手し

たところもございまして、これを含む県内の事

業中区間の進捗状況や、道路予算の推移を見き

わめながら、今後、この区間の整備につきまし

ても検討してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 たびたび通行どめになり、通

行どめになりましたら、半年間以上、車の通行

ができません。人の命、そしてまた、流通、交

通を守る道路でございますので、何とぞ国への

働きかけ─串間のほうからもすると思います
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が、ぜひ、県のほうでもお力をいただければと

思っております。

続きまして、同じ場所に近いのでございます

が、串間市市木の舳地区の急傾斜地崩壊対策工

事の進捗状況について、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（濱田良和君） 舳地区につき

ましては、平成20年９月の台風13号に伴う豪雨

により斜面が崩壊しましたことから、昨年度、

事業に着手したところでございます。今年度は、

詳細設計や用地測量を行う予定でございまして、

用地取得等が順調に進めば、来年度にも工事に

着手したいと考えております。今後とも、地元

の皆様の御協力をいただきながら、事業の進捗

を図ってまいりたいと存じます。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。

次に、高速道路についてでございます。高速

道路の運動を始めまして28年、私がかかわりま

して28年が経過をいたしました。そこでやっと

いい話が来たところでございますが、高速道路

の日南―志布志間について質問をさせていただ

きます。東九州自動車道の日南―志布志間につ

きまして、本年度の国の予算内示に合わせ、

「計画段階評価を進めるための調査箇所」と示

されたところであり、事業化に向けて一歩前進

したものと期待をしているところであります。

東九州自動車道の日南―志布志間の計画段階評

価を進めるための調査の進捗状況について、県

土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 東九州自動車

道の日南―志布志間につきましては、現在のと

ころ、国が概略ルートや構造の検討を実施して

おります。この検討を踏まえまして、国におい

ては、今年度内に計画段階評価に着手する予定

であり、この評価は、地域の課題や事業の進め

方に関する地元の御意見も踏まえながら進めら

れるというふうにお聞きしております。県とい

たしましては、一日も早い事業化へ向け、日南

市、串間市とも連携しながら、国が行う調査や

計画段階評価に協力してまいります。

○岩下斌彦議員 高速道路実現、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。

次に、こども政策につきまして、福祉保健部

長にお伺いいたします。

以前、小宮山厚生労働大臣は、保育園でも教

育をしており、幼稚園でも預かり保育が75％で

なされているとして、現場は一緒になってきて

いるとの認識を示した上で、大人の都合で行政

上ばらばらになっている状況を解消するため、

子供の視点で改革をしたいというふうに強調さ

れておりました。そこでお尋ねいたしますが、

国がこれまで推進してきました総合こども園構

想は一体どうなったのか、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘の総合

こども園でございますけれども、国で昨年度決

定された「子ども・子育て新システムに関する

基本制度」において、小学校就学前の児童に対

する学校教育・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まして、

本年３月に、子ども・子育て新システム関連３

法案の一つとして、総合こども園を創設するた

めの法案が国会へ提出をされたところでござい

ます。

その後、本年６月の社会保障と税の一体改革

に関する３党合意により、総合こども園法案を

撤回いたしまして、現行の認定こども園制度の

改善を図ることとされまして、８月10日に、認

定こども園法の一部改正を含む子ども・子育て
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関連３法が可決・成立したところでございます。

○岩下斌彦議員 次に、厚生労働大臣は、先ほ

ど言いましたように、全国の幼稚園で75％が預

かり保育を実施しているというふうに言ってお

ります。宮崎県内の私立幼稚園で実施されてい

る預かり保育の実施園数、及び幼稚園型認定こ

ども園で預かっているゼロ歳から２歳児の児童

数について、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） 私立幼稚園の

預かり保育につきましては、平成23年度115園全

園で実施をされております。また、幼稚園型認

定こども園で預かっておりますゼロ歳児から２

歳児の児童数につきましては、本年６月１日現

在、認定を受けている27園合計で536人となって

おります。

○岩下斌彦議員 ただいま答弁をいただきまし

たけれども、県内に32の認定こども園がありま

す。認定こども園では、教育と保育を行ってお

ります。つまり、幼保連携であります。幼稚園

型の認定こども園では、保育園と格差のない幼

保連携型を希望いたしております。今、この現

状のままでいきますと、幼稚園の存続は大変危

ぶまれます。戦後、今まで幼児教育に携わって

きた幼稚園、大変大きな効果が上がっていると

いうふうに思いますけれども。そこで、今後、

幼児教育の重要性を考慮して、幼保連携型の認

定こども園の推進を積極的に図っていく必要が

あると思いますが、県の考えを福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 幼保連携型認

定こども園でございますけれども、これは、認

可されている幼稚園、そして保育園それぞれが

連携をいたしまして、一体的に子供の教育及び

保育などを行う施設であることから、多様な保

育ニーズに対応した有効なシステムであると認

識をしております。先般成立いたしました認定

こども園法の一部改正により、この幼保連携型

認定こども園は、現行の認定制度から認可制度

へ移行することとされ、その認可に当たりまし

ては、市町村への協議や審議会など合議制の機

関の意見の聴取を実施しなければならないとさ

れたところでございます。県といたしましては、

改正法の施行後は、これら地元市町村の意見な

どを十分参考にしながら、適切に対応してまい

りたいというふうに考えております。

○岩下斌彦議員 先ほど答弁をいただきました

けれども、ゼロ歳から２歳児の乳幼児は536人と

いうふうに言われました。これは、以前からよ

く言われている、待機児童がいないということ

にはつながらないのではないか。536人の子供た

ち―ゼロ歳から２歳児でございますが―は

待機児童に値するんじゃないかというふうに

思っております。需要調整に合致しているかど

うかということでよく言われておりますけれど

も、ぜひ、今後の子供たちの幼児教育と保育の

ために、認可に向けた御検討をお願いしていき

たいと思います。

今、認定こども園の話をしていただきました

けれども、認定こども園に対する支援について

は、さらに充実を図るべきと考えますが、県の

考え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） 認定こども園

でございますけれども、先ほど申し上げました

ように、小学校就学前の子供に、幼児教育、保

育を提供する機能などを有している施設である

ことから、県といたしましても、重要な役割を

担っているものと認識しております。このため

県では、現在、認定こども園の運営費や施設整

備への支援を行いますとともに、今回の補正予
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算案において、認定こども園への移行を予定す

る私立幼稚園等の耐震化に対する助成事業を新

たに加えるなど、支援の充実を図っていくこと

といたしております。また、子ども・子育て関

連３法の本格施行後においては、認定こども園

に対して、施設型給付の名称で財政支援が実施

されることとなるところでございますけれども、

詳細は今後検討されると伺っておりますので、

支援の充実が図られるよう、国のほうへ要望し

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 昨年度は、認定こども園は20

園ほどでございました。今お話のように、認定

こども園、今32園に膨らんでおります。まだま

だ希望があるようでございます。担当の方はよ

く御存じだと思いますが、ぜひ、幼児教育と保

育の充実のために取り組みをお願いしたいと思

います。幼稚園側は、認定こども園をしながら

何とか幼児教育の充実に努めたいと努力をして

おりますので、よろしかったら現場を見ていた

だくなり、知事もぜひ、いいところばかりじゃ

なくて、本当に頑張っている県内の幼稚園に少

しでも足を踏み込んでいただいて、現場を見て

いただくとありがたいというふうに思います。

最後になります。安心こども基金は、一部を

除き、24年度で終了すると伺っております。子

ども・子育て施策の充実を図るには、安心こど

も基金の延長が重要であると思いますが、県と

してどのような対応を行っていかれるのか、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 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

推進を目的に造成いたしまして、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

備などに活用をしているところでございます。

しかしながら、一部を除き、御指摘のとおり本

年度までで終了する予定となっておりますこと

から、県といたしましては、基金の延長及びそ

の事業メニューの充実について、引き続き、全

国知事会などあらゆる機会を捉え、国へ要望を

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 これで私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、18日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時48分散会


