
２月28日（木）



平 成 2 5 年 ２ 月 2 8 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

6番 内 村 仁 子 （ 同 ）

7番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

8番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

9番 右 松 隆 央 （ 同 ）

10番 二 見 康 之 （ 同 ）

11番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 押 川 修一郎 （ 同 ）

25番 山 下 博 三 （ 同 ）

26番 黒 木 正 一 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 加 藤 達 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政策調査課長補佐 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議案第60号及び第61号追加上程

○外山三博議長 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。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第60号及び第61

号の送付を受けましたので、これらを日程に追

加し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

今回の補正は、国の緊急経済対策の実施に伴

う経費について措置するものでありまして、国

土強靱化を推進するための公共事業や各種基金

の積み立て等を行うものであります。補正額

は、一般会計483億4,596万4,000円であります。

これに要します歳入財源は、分担金及び負担

金16億5,196万5,000円、国庫支出金309億5,202

万5,000円、繰入金４億232万8,000円、諸収

入3,294万6,000円、県債153億670万円でありま

す。この結果、一般会計の歳入歳出予算規模

は6,026億689万4,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、公共事業でありますが、国からの補助

金等を受けて実施する道路、河川、土地改良、

治山事業等の補助・交付金事業と、国が実施す

る直轄事業への負担金とを合わせまして約398億

円を措置することとしております。各種基金へ

の積み立てにつきましては、追加交付される補

助金等を森林整備加速化・林業再生基金や緊急

雇用創出事業臨時特例基金等へ積み立てること

としております。その他の事業としまして、災

害発生時に市町村等と共同して情報を収集し提

供するためのシステムを構築する新総合防災情

報ネットワーク整備事業や、農業協同組合等が

行う施設整備に対し助成する強い産地づくり対

策整備事業等を行うこととしております。

次に、宮崎県副知事の定数を定める条例の一

部を改正する条例についてであります。

県におきましては、「復興から新たな成長

へ」を合い言葉に、フードビジネスの展開や東

アジア経済交流戦略など部局横断的な取り組み

を積極的に推進することとしており、職員が一

丸となって、これまで以上に攻めの姿勢で各種

施策に取り組んでいくためには、私の補佐や職

員の指導のほか、重要なプロジェクト等の総括

を担う副知事の役割がさらに重要になるものと

考えております。また、副知事には、国や市町

村、関係団体等との密接な連携を図るという大

切な役割もあり、地元出身者も含む副知事２人

制とすることで、これらの連携がさらに強力と

なり、県政運営に大きな効果が期待されるとこ

ろであります。副知事２人制につきましては、

これまでも各方面からさまざまな御意見をいた

だいてきたところであり、熟慮を重ねた結果、

副知事２人制の導入について判断するに至りま

したことから、関係条例の改正を行うものであ

ります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ
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いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから代表

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

代表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、自由民主党、中野 明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。今回の質問は、「失われた20年」を

念頭に質問をいたします。

20年間のデフレが続いた国はどこにもありま

せん。今回のアベノミクスで円安、株高で、国

民も何とか景気がよくなるのではないだろうか

という感じを持っておられるのではないでしょ

うか。失われた20年間で本県は何を失ったので

しょうか。統計調査課から本県の主要データを

入手しました。まず人口でありますが、平成20

年と19年前を比較しますと４万3,000人の減少で

あります。世帯数は逆に５万8,866世帯増加して

おります。これは１人暮らし、２人暮らしがふ

えたという理由であります。核家族は減ってお

ります。０～14歳の年少人口は約６万6,000人の

減少、15～64歳の生産年齢人口、宮崎県を支え

る労働力でありますけれども、９万1,000人の減

少であります。65歳以上の老年人口は約11

万1,000人の増加、高齢化率は平成５年が16.13

％、平成24年が26.65％であります。小中高の生

徒数、トータルで見ますと、平成23年と19年前

を比べると７万2,814人の減少であります。農家

数、平成22年と20年前を比較しますと２万3,000

戸の減少であります。耕地面積、平成23年と22

年前を比べますと8,600ヘクタールの減少となっ

ております。農業産出額、平成23年と20年前を

比べますと843億円の減少であります。林業就業

者、昭和60年と平成22年を比較しますと3,942人

の減少、林野面積は58万9,000ヘクタールでほぼ

変わりません。

素材生産量、平成23年と22年前を比べます

と19万立方メートル増加、原木の安くなる理由

かなと。新設住宅着工戸数を見ますと、平成23

年と21年前とを比較しますと１万507戸の減少で

あります。製造業事業所、平成22年と20年前を

比較しますと950事業所の減、従業者数は２

万217人の減少であります。製造品出荷額は平

成22年１兆3,120億円で大体横ばいであります。

工場立地件数、平成23年と20年前を比べますと

９万6,000件の減少であります。宮崎空港利用状

況、本当に私はこれが宮崎県の経済事情を反映

しているのかなと思いますけど、平成23年と14

年前を比べますと110万7,000人の減少でありま

す。平成７～19年の13年間は300万人台を維持し

てきました。平成20年からは200万人台でありま

す。本当に宮崎の経済事情、このようなことか

なと思います。

自動車保有台数、平成23年と22年前を比べる

と26万7,000台の増加、これは税収がふえます。

労働者月間給与総額、平成23年と19年前を比べ

ますと月２万2,000円の減、年間26万4,000円の

減少ということであります。一方、生活保護被

保護者数、平成23年と20年前を比べますと6,240

人の増加ということであります。大体1,000人当

たり15名ということになります。県内総生産

額、これは名目でありますけど、平成21年が３

兆4,700億円、10年前と比較しますと年間2,216

億円の減少ということであります。１人当たり

平成25年２月28日(木)



- 18 -

県民所得は平成21年が206万8,000円、９年前と

比べますと26万円落ちております。観光客数

は、統計ですけど、大体1,200万人台を維持して

いるということであります。

こんな数字を見ますと、本当に宮崎県の将来

はどうなるのかな、そんな思いがするわけであ

ります。そこで知事に質問をいたします。知事

の任期１期目４年の折り返しの時期に入りまし

た。県の主要データは景気回復によって簡単に

解決するとは考えられない状況であります。こ

のままでは県勢はじり貧の状態であると思いま

す。県勢の現状が維持できるか、下降するか上

昇するか、このことは県政トップリーダーとし

ての知事の手腕に負うところが大と考えます

が、知事の考えをお尋ねいたします。

次に、政権交代に伴い、国は24年度補正予算

と25年度予算を一体的に編成し、日本経済の再

生を目指すとしているが、本県の当初予算及び

追加補正予算の考え方とその特徴について、知

事にお伺いいたします。

次、総合政策部長にお尋ねいたします。フー

ドビジネス推進課の設置でありますが、現状の

フードビジネス関連事業の実態を踏まえ、課の

設置目的、役割、予算規模はどのようなことか

お尋ねいたします。

次、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

県内主要データでも商工業を取り巻く環境は大

変な状況であります。商工観光労働部は、企業

で言えば研究開発部門、製造部門、販売部門、

つまり売り上げを上げて利益を出す部門であり

ます。商工業、観光分野が県勢にとって大変重

要な役割を担っております。にもかかわらず商

工の予算は、一般財源ベースで見ますと平成13

年度が86億8,700万円、平成24年度が60億7,600

万円、平成13年度の70％という数字でありま

す。新年度、25年度は全体で483億5,900万円、

このうち中小企業融資制度貸付金と人件費を除

きますと、つまり真水の部分でありますが、117

億3,600万円となっております。県内製造業を取

り巻く状況は本当に厳しく減少方向でありま

す。予算も減少方向であります。このような状

況下の宮崎県の商工業をどのように考え振興す

るのか、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。

次、農政水産部長にお尋ねいたします。県内

主要データでも農業を取り巻く環境は大変な状

況であります。幾ら入れてもいい数字は出てこ

ない。第七次宮崎県農業・農村振興長期計画を

何回か今回見てみました。一方では、地元の農

家の人たちと話をすると、長年培った経験と技

術をもって、ただ黙々と働いておられます。こ

の振興計画と現実との乖離を感じざるを得ませ

ん。国富では、たばこ、お茶、ハウス園芸、畜

産、露地野菜は将来も持続可能であろうと私は

考えておりましたけれども、たばこ、お茶が既

に衰退しております。「儲かる農業」と言って

も、農家はコスト計算ができません。なぜな

ら、価格は市場で需要と供給で決まるからであ

ります。５年、10年先の本県農業をどのように

考えるかお尋ねいたします。

次、会計管理者にお尋ねいたします。県財政

においても、このように財政が逼迫しますと、

公金の管理と運用は非常に重要と考えておりま

す。本県の状況はどのような状況になっている

のかお尋ねいたします。

以下、質問者席で質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、県勢の上昇に向けた覚悟についてであ

平成25年２月28日(木)



- 19 -

ります。議員からも御指摘がありましたとお

り、少子高齢・人口減少時代の到来や社会経済

情勢の変化などもありまして、本県の主要な

データからは大変厳しい状況が見てとれるとこ

ろであります。さらに、本県では平成22年以

来、相次いで大きな災害に見舞われましたこと

から、県勢の浮揚に向けて待ったなしの状況に

あることを痛感しているところであります。そ

うした中、昨年来の宮崎牛の日本一連覇などに

よりまして、県民みんなが前を向いて進んでい

こうという機運が徐々に盛り上がっている今こ

そ、「復興から新たな成長」を合い言葉に、次

のステップへと力強く歩を進めるべきときが来

たものと考えておるところであります。景気の

「気」は気持ちの「気」と言われることもある

わけでありますが、明るい話題が続く今こそ、

気持ちも明るく前向きに、県民の皆様はもちろ

ん、県議会や市町村、関係団体の皆様と一体と

なりまして県勢の浮揚に向けて、私がその先頭

に立って全身全霊を傾けてまいりたいと考えて

おります。

次に、当初予算案等についてであります。平

成25年度当初予算案につきましては、財政改革

の着実な実行を図りながら、当初予算編成方針

において特別重点施策に位置づけました、「新

しい時代を切り拓く「成長産業」の育成」を初

めとする３つの重点施策を積極的に推進するこ

となどを基本に編成したところであります。具

体的には、県税や地方交付税が減少する厳しい

状況ではありましたが、地域経済活性化・防災

対策特別枠を大幅に増額いたしまして、公共事

業の追加措置を初め、30億円のみやざき成長産

業育成加速化基金や５億円の宮崎県大規模災害

対策基金の設置など、県内経済の活性化や防災

・減災対策に積極的な措置を講じたところであ

ります。また、国の緊急経済対策と歩調を合わ

せ、補正予算にも積極的に取り組むこととした

ところでありまして、本日提案させていただき

ました追加補正予算案では、特に公共事業につ

いて398億円を措置しておりまして、25年度当初

予算案と合計した公共事業予算額は、24年度当

初予算から40％増となる1,310億円を確保したと

ころであります。今後は、この追加補正予算と

当初予算を一体的に執行しながら、停滞してい

る県内経済の活性化や県民の安全・安心な生活

環境の確保等を進めて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〕

○総合政策部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答

えいたします。

フードビジネス推進課の設置目的等について

であります。本県の豊富で良質な農林水産物を

核とした１次から３次産業までの総合的な食関

連産業の成長産業化を目指しまして、現在、み

やざきフードビジネス振興構想の策定を進めて

いるところであります。この構想の具現化のた

めには、商品の企画から生産・製造、販売に至

る全ての段階に市場ニーズを組み込んでいくこ

とや、産業間の垣根を越えた連携と参入の促

進、さらには産業人材育成やネットワーク機能

の強化など、さまざまな食関連産業分野の総合

力の結集が鍵を握ると考えております。このた

め、庁内各部局や各事業者、農業・商工団体、

大学や金融機関等との総合調整機能を担う司令

塔的な組織としまして総合政策部にフードビジ

ネス推進課を設置し、産・学・官・金挙げての

推進体制の構築や、分野横断的なプロジェクト

チームによります新たなビジネスモデルの創出

等を主導していくこととしたものであります。

これらの事業を推進するための予算としまして

は、約3,000万円を計上しているところでありま
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す。以上であります。〔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。

商工業の振興についてであります。本県経済

を活性化し、県民所得の向上や雇用の確保を図

るため、商工業の振興につきましては、これま

でも地場企業の経営安定や新技術・新商品開

発、販路拡大等の取り組みに対し支援を行うと

ともに、地域の特性を生かした企業立地の促進

などに取り組んできたところであります。一

方、長引く景気低迷の中、地域間・国際間競争

の激化や少子高齢・人口減少の本格化等によ

り、本県の商工業を取り巻く環境には非常に厳

しいものがございます。

このような中、とりわけ本県の中小企業は、

これまで地域の経済と雇用を支え、地域づくり

の担い手として本県の経済活動の全般にわたっ

て重要な役割を果たしてきておりますことか

ら、今議会では宮崎県中小企業振興条例を提案

させていただいたところであり、これを契機と

して、特に中小企業の新たな成長・発展を促す

ために、中長期的視点に立った産業人材の育成

や、経営革新・新規創業、販路開拓の取り組み

への支援などに力を入れていきたいと考えてお

ります。また、本県経済を将来にわたって牽引

する産業として、農商工連携等によるフードビ

ジネスの展開や東九州メディカルバレー構想の

推進、アジア市場の開拓等にも積極的に取り組

んでいくこととしており、今後とも、本県商工

業の振興に一層努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

５年、10年先の本県農業についてでございま

す。本県農業につきましては、担い手の減少、

また高齢化という構造的な課題に加えまして、

国際化の進展や燃油・配合飼料価格の高騰と

いった外的な要因も重なり、農業産出額の低下

傾向にも歯どめがかからず、非常に厳しい状況

にあるものと認識をしております。しかしなが

ら、そのような中でも、宮崎牛の全共２連覇

や、他の業種とも連携した新しい産地の形成な

ど、本県農業の新しい姿を予感させる取り組み

が着実に芽生えており、本県農業が人、もの、

技術などのあらゆる面で非常に高いポテンシャ

ルを持っていることを、改めて確信をしている

ところでございます。県といたしましては、こ

れらの本県農業の貴重な財産を将来にわたって

最大限に生かすため、マーケットの変化に対応

した経営構造の転換・強化を基本としつつ、産

業間の垣根を越えたフードビジネスなどを積極

的に推進することにより、確固たる基幹産業と

して、県民の希望となるような宮崎県農業を実

現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〕

○会計管理者（豊島美敏君）〔登壇〕 お答え

いたします。

公金の管理・運用についてであります。昨今

の厳しい財政状況の中、確実かつ有利な方法で

公金の管理及び運用を図っていくことは大変重

要であると考えております。このため、まずは

収入、支出の状況の的確な把握に努めるととも

に、１つには、ペイオフ対策などによる元本の

確保、２つ目として、いつでも現金化が可能な

流動性の確保、そして３つ目として、収入確保

のための効率性の追求を基本的な考え方とし

て、資金の性格に応じて定期預金や国債等によ

り運用を行っているところでございます。この

結果、今年度は、本年１月末現在で約１億8,000

万円の利息収入を得たところであります。今後
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とも、適切な公金の管理を基本としながら、安

全かつ効率的な運用に努めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○中野廣明議員 知事の答弁、本当に「言うは

易く行うは難し」であります。最終的に知事が

何年やられるかわかりませんけど、知事の通信

簿は、さっき言ったようなデータがどう動いた

かじゃなかろうか。200～300万円の事業を評価

してＡとかＢとかつけて、しようがないなと

思っております。ぜひ通信簿、可山優三─優

良可の可がたくさんあって優は３つにならない

ように、しっかり頑張ってください。

それから総合政策課、フードビジネスであり

ますけれども、私は最初は、６次産業化と農商

工連携について、商工と、もうちょっとすみ分

けしたらいいんじゃないかなと思って質問をつ

くりよったら、いきなりフードビジネス推進課

が出まして、頭がこんがらがってしまって─

今回はまたフードビジネスとの三角関係ができ

たんです。これはかなり難しいと思います。事

業を考えんで司令塔なんておこがましいです。

私は、産学官金、新しい言葉が好きです。金

―何の金かわかりませんけど、金融界なんか

いろいろ入ってきます。銀行なんかはリスクが

あるところには金は絶対貸しません。会議には

出席するかもわかりませんけど。そういうこと

でしっかり検証させてもらいたい。私は成功し

ないだろうな、そう思っております。

商工観光労働部、観光、南九州なんかを見て

いますと、本当に厳しいなと思うんです。商業

もそうであります。工業もそうであります。

「地域の特性」とかよく出てきますけれども、

私は地域の特性が何かわからんのです。とにか

く知事、先頭に立って、足で稼ぐ仕事をしない

とだめじゃないかなと思っていますので、ぜひ

商工業の振興、予算もしっかりつけて頑張って

もらいたいと思います。

次に、農政水産部であります。農政水産部、

大事な部門でありますけれども、数字を見ても

本当にいい数字が出てきません。極端なことを

考えると、農政水産部の人件費をみんな農業に

回したらいいんじゃないか、そのくらい成果が

出ていない。それだけ難しいということであろ

うと思いますけれども、とにかく、きれいごと

ばかり言っていないで、足元を見ながら、現実

を見ながらしっかり政策を立てていただきた

い。特に農政は国の補助事業を使うんです。副

知事には悪いですけれども、なかなかマッチせ

んようなのがあるわけです。ただ国の補助金が

あるから使おうとかそういう部分もありますか

ら、しっかり頑張ってもらいたいと思います。

会計管理者、いかに利息を稼ぐか。私は支払

い利息を聞こうと思ったら、それは財政課の話

だったんですね。それで、利息をいかに稼ぐか

ということでありますけど、十分運用を頑張っ

てもらいたいと思います。

次に、知事に質問いたします。私は47年間、

ちょっと長いかなと思いますけど、この県庁敷

地内でうろうろしております。この10年間は議

会棟から執行部をじっと見てきました。特に官

製談合は知事の指示であります。預け問題は、

公金の個人的流用は論外として、予算執行残の

流用であります。結果としては、職員のコンプ

ライアンス（法令遵守）の欠如という形で、不

本意な結果として終わったなと思っているんで

す。それをぶり返す気はありません。ただそれ

を今も引きずっているというようなことであり

ます。宮崎県職員倫理規程ができました。これ

は国がつくった─ノーパンしゃぶしゃぶの後

につくったんです─コンプライアンス、法令
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遵守といって今もずっとやってきている。県庁

職員は真面目に机に座って仕事をしています。

「風通しのいい職場環境の醸成」とか「県民目

線に立った行財政改革の推進」ということを耳

にしますが、実は私は閉塞感を感じている。閉

塞感を。倫理規程では頭から利害関係者との飲

食、ゴルフはだめです。原則禁止されておりま

す。県民目線と言うならば、それぞれの部が関

係業界と気軽につき合いができるような雰囲

気、そして現場の生の声を聞くことによって、

効率的、効果的な行政推進ができるんじゃない

かと考えております。閉鎖的な雰囲気をなくす

には、知事の考え次第、改善次第だと思います

けど、知事の考え方をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

た倫理規程、いろんな御指摘のあった過去の過

ちというものを二度と繰り返さないという強い

覚悟のもとに定めて、さらに遵守を徹底してま

いりたいと考えておるところでございますが、

一方で、今御指摘がありましたように、関係業

界等との意思疎通が以前と比べるとやりにくく

なったのではないかという声があるのも確かで

あります。現場の声を聞いて県の施策に生かし

ていくのは、大変重要なことであると考えてお

ります。私も、「対話と協働」、さらには「県

民目線による行政サービスの提供」を基本とし

て県政運営に取り組んでいるところでありま

す。倫理規程なり一定のルールは守るべきであ

りますが、その中で、必要以上に萎縮をしたり

閉塞感があったりということではいけないと

思っておるところでございまして、機会あるご

とに職員に対しては、積極的に現場に足を運ん

で意見交換を行うなど、県民の皆様の生の声を

拾い上げて、「足で稼ぐ」というふうなことを

おっしゃいましたが、円滑で効果的な行政運営

に努めるよう促してまいりたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 市町村長とか団体からも、

「県庁は変わったな」、そんな声が聞こえま

す。また、県庁職員は、電気を消して、暗闇と

は言いませんけど、薄明かりの中で飯を食って

いると。消化がいいのかなと思ったり。それか

ら知事、「オール県庁」という言葉、私はこれ

は知事のひとり言に聞こえるんです。議会言葉

だと思うんです。一般では全然そんなのは聞き

ません。ぜひそういうふうにならないように頑

張ってください。

次に、県職員の旅費は原則交通費は実費、県

内は交通費以外は雑費として１日200円支給、東

京までの交通手段は、宮崎から羽田間、浜松

町、ＪＲ山手線までが実費支給されます。例え

ば国富から東京日帰りしますと、宮崎空港に行

きます。駐車料は出ません。交通費なし。これ

は通勤手当に入っているからということで、県

庁までは出るそうですけど、出ません。それか

ら東京都内移動、雑費1,100円、これは通信連絡

費、目的地内交通費。出張すれば赤字だと、最

近みんな言っています。東京日帰りとなると、

早朝、夜帰宅などあります。残業代も出ませ

ん。最近は上司が部下に「出張してくれ」とい

うような状況もあると聞いております。こんな

状況で職員のやる気が出るのかなと思うんです

けど、知事の考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 旅費制度についての御

指摘がございました。これまでもさまざまな御

意見、またいろんな御批判等も踏まえた中での

見直しを重ねて、現在の形になっておるところ

でございますが、基本的に業務上必要な経費と

いうものは、旅費に関する条例に基づいて支払

われているものと考えておるところでございま
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す。御指摘のとおり、職員のやる気の醸成とい

うのは大変重要なことであると考えております

ので、旅費事務の簡素化に努めて負担を軽減す

るとか、公務に必要なものについてはしっかり

公費で賄えるようにするということ、そのよう

な旅費制度ということを、これからもいろんな

形で環境づくりに努めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野廣明議員 県内１日出張して200円とい

うことです。県職員が気持ちよく働ける環境に

するのか、私はその差は見えない損失だと思う

んです。県民の批判で変えたということであり

ますから、昼飯をなくせという批判があったの

か、私は全然わかりませんけど、ここら辺は

しっかり出すものは出して、そしてむちを入れ

んと、くつわを引っ張っておって、むちだけ入

れたって走りません。この間、諸塚に行こうと

思って黒木正一議員に、「諸塚で200円で飯が食

える食堂があるか」と聞いたら、「ありませ

ん」ということでした。弁当持っていかんと

しゃあない。そういう状況でありますから、知

事、これは何とかしないと、職員のやる気が出

ないというのは本当に大きな損失です。

次、海外に行ったときの雑費はどうなってい

るか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（四本 孝君） 外国旅行の旅費

は、条例によりまして国家公務員の旅費を基準

として支給することとされております。具体的

に宿泊料あるいは日当について１日当たりの定

額が定まっておるわけですが、日当の４分の１

が雑費ということでございます。

○中野廣明議員 金額は言われたですか。

○総務部長（四本 孝君） 外国旅行の場合の

日当は、職あるいは地域によりまして段階が幾

つかございまして、別表形式で定められている

ものでございます。例えば職員が……（｢香港｣

と呼ぶ者あり）香港の場合の日当は3,600円とい

うことになっております。

○中野廣明議員 香港に行って１日3,600円、

昼飯は食えるかなと思います。ただ、香港に

行ったり、これから営業活動したり、客を呼ん

だりするにはやっぱり人間関係なんです。飲ん

だり食ったりするようなですね。タクシー代も

どこに行けば何ぼ取られるかわからんような状

況ですから、本当に東アジア戦略をやろうとす

れば、その辺まで含めてやらなきゃだめです。

知事が１回行けばそれでいい、そんなものじゃ

何にもなりませんから、ぜひいろいろ臨機応変

に考えてもらいたいと思います。

次、道州制について。道州制については、こ

れまで政府、経済界、地方公共団体において賛

否両論の議論が行われています。このような

中、安倍内閣は、道州制基本法なるものを議員

立法で、今回の予算成立後に提出する方針との

報道がされています。このような状況下で、県

議会でも賛否両論ありますが、その前に、道州

制について、知事の所見、九州知事会における

議論等の現状をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私としましては、住民

に身近な行政につきましては、国の関与等を廃

止し、できる限り地方に任せるよう、国と地方

のあり方を見直す必要があると考えておりまし

て、可能な限り地方分権を進めていくべきだと

いうスタンスに立っています。その中で、道州

制につきましても、地方分権の確立に向けた選

択肢の一つとして前向きに議論すべきものであ

ろうというふうに認識しております。さまざま

な視点から、幅広く国民的な議論が十分に行わ

れるべきものと考えております。
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九州地方知事会におきましては、新政権にお

きましての道州制の議論を大変注目しておると

ころでございます。これまでも知事会でもさま

ざまな議論がされておりましたが、新政権にお

ける今後の方針なり―今、道州制はいろいろ

言葉は飛び交っておりますが、具体像、具体的

な設計イメージというものがまだ示されていな

い状況でございます。今後、具体的な設計に当

たりましては、インフラ整備がおくれている地

域と都市部との格差拡大への懸念にどう対応す

るのか、さらには、道州間、道州内の財政調整

のあり方とか、国と地方の債務の取り扱いなど

さまざまな論点があるわけでありまして、そう

いったことをしっかり議論して、国民的な議論

を経て決断なり判断をすべきものと考えており

ます。

○中野廣明議員 次、副知事の２人制について

お尋ねいたします。先ほど知事が説明はされた

ようでありますけど、再度お尋ねいたします。

きょう、副知事の２人制の条例が提出されまし

た。副知事の業務は知事を補佐することで、２

人の必要性については、まだ私にはしっかりわ

かりません。なぜなら、知事になったことがな

いからであります。副知事２人制に対する知事

の眼目はどのようなことか、お尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどの提案説明と重

なる部分もございますが、改めて御説明申し上

げますと、本県が置かれている状況、口蹄疫な

どのさまざまな災害からの再生・復興というも

のが新たな段階を迎えているという認識のもと

に、今後、フードビジネスの展開、さらには、

今御指摘のあった東アジア経済交流戦略など、

復興から新たな成長に向けた各種の施策を積極

的に取り組んでいこうとしておるところであり

ます。また、経済対策や道州制も含めた地方分

権などさまざまな国の施策なり打ち出し方針に

も迅速かつ的確に対応していく必要があるな

ど、私の任期の後半に当たります来年度以降

が、本県にとりまして大変重要な局面を迎えて

いるのではないかという認識でございます。

このような中、職員が一丸となって攻めの姿

勢で各種施策に取り組んでいくためには、私の

補佐や職員の指導のほか、フードビジネスも含

めた重要なプロジェクトが幾つもこれから立ち

上がるわけでありまして、そういった総括など

を担う副知事の役割がさらに重要になるものと

認識をしております。このため、今回、副知事

を２人体制としまして県庁内の執行体制の強化

を図りますとともに、地元出身の副知事を起用

することで、県議会を初め市町村、関係団体な

どとのよりきめ細かな連携を図りながら、本県

の将来の成長に向けた県政運営を行ってまいり

たいと考えているところでございます。これま

でも県議会、また経済界を含め各方面からいろ

んな御意見をいただいてきたところでございま

すが、本県の置かれている今のような状況とい

うものを判断した上で、今回、副知事２人制の

導入について判断するに至り、条例を提案させ

ていただいたところであります。

○中野廣明議員 私はしっかりした考えをまだ

持っていませんけど、副知事の給料と県内出張

の200円がどうしても錯綜するんです。一方で

は200円に削って、一方は２人にするのかという

ような、そんな気が私はいたします。

次、入札制度の見直しについてお尋ねいたし

ます。５年前の官製談合の後、業界、県職員の

法令遵守の欠如という不本意な結果で一般競争

入札に移行しました。この間、一般競争入札制

度も最初から完成された制度ではなく、業界等
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の意見を聞きながら改善されてきているが、新

たに若手技術者の育成とか雇用の欠如、入札事

務の繁雑化等々いろいろな問題が発生しており

ます。また、協会からの脱退、後継者が育たな

いとか、建設業界の崩壊も懸念されるところで

あります。このことは災害発生時の対応にも重

大な支障が生じるのではないかと懸念をいたし

ております。

このようなことを踏まえ、自民党として入札

制度改革プロジェクトを立ち上げ、検討を行っ

てまいりました。鹿児島県では指名競争入札限

度額をだんだんと引き下げて、現在、5,000万円

以下を地域経済対策として知事の判断で行って

いるとのことでありました。熊本県は現在3,000

万円以下、災害のあった阿蘇地域では5,000万円

ということになっておるようであります。こと

しの１月、建設業協会、会員508名であります

が、指名競争入札についての賛否のアンケート

調査が行われました。賛成64.9％、反対が21.6

％、無回答が13.6％でありました。また、国で

も今回の補正の公共事業を迅速かつ円滑に執行

するために指名競争入札で手続を短縮するとの

国交相の記事がありました。今回の補正では県

だけが従来の一般競争入札での執行となれば、

県の発注時には応札する業者もいない、工事も

できない、そんな状況になりかねない、その責

任はどこにあるのかと思います。このような状

況を踏まえ、知事の決断次第と思いますが、業

界の要望も考慮し、新年度から3,000万未満の土

木事業は指名競争入札と一般競争入札の併用を

導入し、災害工事は迅速かつ円滑に施工できる

指名競争入札にすべきと考えますが、知事の英

断をお聞きいたします。

○知事（河野俊嗣君） 入札制度につきまして

は、一般競争入札への移行後、改革と並行しま

して、さまざまな団体との意見交換等も行いな

がら、制度の検証と見直しに努めまして、地域

要件の細分化など、地元の建設業者が受注しや

すい環境づくりに取り組んできたところでござ

います。議員の御指摘にありましたように、昨

今、東日本大震災や九州北部豪雨などの大規模

な自然災害が相次いで発生をするという状況も

ございます。本県におきましては、南海トラフ

の巨大地震、深層崩壊など大規模災害の発生が

想定される中で、被災時の復旧・復興において

は、迅速かつ円滑な施工の確保が求められてい

ると認識をしておるところでございます。この

ため私としましては、今後とも、技術と経営に

すぐれ、地域に貢献できる建設業者が伸びてい

ける環境づくりに努めますとともに、災害対応

力の強化という観点から、一般競争入札を基本

としながらも、指名競争入札の活用も含め、透

明かつ効率的・合理的な競争環境のあり方につ

いて検討してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 早急に決断、実行していただ

きたいと要望しておきます。

次、住宅供給公社についてであります。県議

会が平成11年度に行財政改革特別委員会を設置

し制定された「宮崎県の出資法人等への関与事

項を定める条例」、いわゆる関与条例に基づ

き、経営評価の実施状況や経営報告等を県議会

に報告しております。また、昨年12月に、関与

条例の点検、評価制度に基づき各公社等の改革

の進捗状況や経営改善の状況等の評価が公表さ

れております。その中で県住宅供給公社につき

ましては、「廃止を含めた法人のあり方につい

て早急に結論を出す必要がある」との記述があ

りました。県住宅供給公社についての３次評価

を踏まえ、今後、県としてどのように取り組ん

でいかれるのか、知事にお伺いいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 宮崎県住宅供給公社

は、昭和41年、勤労者に対しまして居住環境の

良好な住宅を供給することを目的として設立し

て以来、これまで１万戸余の住宅を供給してま

いりました。しかしながら、民間住宅産業の成

長など社会経済情勢の変化によりまして、住宅

供給という所期の目的はおおむね達成したと言

える状況となっております。全国の状況を見ま

しても同様に、役割を終えたことなどを理由と

して約半数が解散の方向となっておりまして、

今回の評価というものも一つの時代の流れだと

いうふうに認識し、受けとめておるところでご

ざいます。このようなことから、当公社につき

ましては今後、将来的な解散を見据えて、賃貸

管理施設等の保有資産の整理計画を策定の上

に、入居者の皆様やテナントの方々など関係の

皆様の御理解と御協力をいただきながら、段階

的な事業の縮小について助言・指導してまいり

たいと考えております。

○中野廣明議員 次、総合政策部長にお尋ねい

たします。総合政策課の事務分掌を見ますと、

総合計画、政策評価事務が大半を占めているの

かなと思っております。政策評価事業は各部各

課にわたり、かなりの労力をつぎ込んでいると

思っております。政策評価の担当者がこれにや

りがいを感じているかどうか、甚だ疑問であり

ます。政策評価事業についても再検討すべきだ

と思っております。部として統計調査課もある

ことだし、もうちょっと大局的観点に立って宮

崎県のシンクタンク的な役割を担うべきだと思

うが、部長の意見をお尋ねいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 総合政策課は

県政運営のかじ取り役ということで、気概を

持ってその役割を担っているつもりでございま

す。常日ごろから大所高所の視点に立って現状

分析や将来予測等に取り組みながら、新たな政

策課題へも迅速・的確に対応できるようにとい

うことで体制を整えているところでございま

す。今般策定いたしました、来年度以降の県政

運営の基軸に据えます「復興から新たな成長に

向けた基本方針」、あるいは「県民の暮らしと

経済・雇用を支える当面の対応方針」につきま

しても、総合政策課が中心的な役割を果たして

つくり上げたところでございます。

また、政策評価の関係でございますが、アク

ションプランの達成状況の把握や課題の整理・

分析、さらには、外部委員からの幅広い意見の

聴取等を通じまして、県政の重要施策の効果的

な推進に活用しているところでございます。な

お、大変煩雑化しているんじゃないかというよ

うな御指摘がありましたが、今年度の評価につ

きましては、手法の簡素化を図りますととも

に、外部委員の意見、提言をより重視する方向

へと見直しをしたところであります。今後とも

効率的かつ効果的な運用に努めてまいりたいと

考えております。

○中野廣明議員 かじ取り役ということであり

ます。総合政策部は偉いんですよね。総合政策

でよくもなるし悪くもなる県政であります。知

事、頑張ってください。

私は人の目はごまかせないと思うんです。議

員もそうだ。部長、今言われたようなことは自

画自賛じゃないかなと思う。自信過剰じゃない

かなと思う。誰もそんなに思っていない。私が

わからんのは、部長のところでつくっている計

画、構想、プラン、ビジョン、方針、戦略、違

いがわからんのです、頭が悪いから。違いを教

えてください。

○総合政策部長（稲用博美君） 県で策定して

おります計画等につきましては、総合計画のよ
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うな県政の大きな方向性を定めるもの、その総

合計画のもとに分野あるいは部門別のもの、さ

らには下のほうで実際にそれを動かしていくた

めのものに至るまで、さまざまな性格の計画が

ございます。それぞれ名称をどうつけるかとい

うことにつきましては、はっきり言いまして明

確なルールは設けておりません。

○中野廣明議員 皆さん、わかりましたか。私

はわかりません。知事、わかりますか、違いが

言えますか―言えないでしょう。私は、県民

目線といったら……。こんなことばかりつくっ

ておってね。もうちょっと簡略に見やすいよう

に。これは計画倒れですよ。みんなそんなこと

を感じている。迅速に対応している―迅速に

計画しておるだけです。中身は一般の事業を寄

せ集めているだけです。もうちょっと地に足が

ついたことをやっていただきたいと思います。

それからこの政策評価、なかなか意見がかみ

合いません。私はこれには人件費がかなりか

かっていると思います。本当に政策評価をする

職員がこれでやりがいを感じていると思うん

だったら、県庁職員、県の執行部、これから大

したことないなと思うぐらい、この事業は無駄

が多い。税金の無駄遣いだと思っています。こ

れについては予算の内容まで入っていくべき

じゃないかなというぐらい無駄な事業だと思っ

ていることを言っておきます。

次、総務部長にお尋ねいたします。当初予算

で新たに２つの基金が設けられていますが、基

金を設置する意義、目的についてお伺いをいた

します。

○総務部長（四本 孝君） 基金につきまして

は、特定の目的の事業を行うための財源をあら

かじめ確保しておくことで、県税や地方交付税

などの増減にかかわらず、必要な事業を安定

的、継続的に実施していくことが可能になると

ともに、一定の期間に実施する県の施策や全体

の事業規模等を、議会や県民の皆様に、より具

体的にお示しできるメリットがあるものと考え

ております。平成25年度当初予算案でお願いし

ております、みやざき成長産業育成加速化基金

につきましては、平成29年度までの５年間に行

うフードビジネスを初めとする成長産業の育成

の加速化や、成長産業等を支える県内中小企業

の振興のための財源として活用することとして

おります。また、宮崎県大規模災害対策基金に

つきましては、明確な年限は設けておりません

けれども、今回の当初予算案で積み立てること

にしております５億円につきまして、今後おお

むね３年間に行う、県内における大規模災害対

策として必要な事業、あるいは東日本大震災被

災者等支援に活用することとしております。

○中野廣明議員 基金が最近やたらに目立つん

ですよね。いろいろ理由はありますけど、我々

側から言いますと、何か集めて基金にして使う

ことは一緒です。例えば新年度、新規35億あり

ますよね。それの取り崩しが７億1,800万あるわ

けです。そうしますと、予算の支出には35億と

７億1,800万がダブって計上されるわけです。25

年度当初の積立額は48億、取り崩し額が450億、

これからどれだけダブっているかまでは計算で

きませんでした。悪く言えば予算を膨らますた

めにするんじゃないかと言えんこともないんで

す。昔は基金は果実でやっていましたけど、今

は取り崩しですからね。その辺も含めてしっか

り、ダブり計上については注記でもするぐらい

していただきたいと思います。

それから次、バランスシート、行政コスト計

算書については、もっと有効活用を図るべきだ

と思いますけど、総務部長。
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○総務部長（四本 孝君） 本県におきまして

は、広く県民の皆様に、県の財政状況あるいは

財政運営に関心を持っていただけるよう、さま

ざまな形で情報提供を行っておるわけでござい

ますが、御質問のバランスシートあるいは行政

コスト計算書等につきましても、毎年度の決算

ごとに作成をして公表しているものでございま

す。バランスシートでは、これまでの財政運営

により蓄積された資産や負債の状況等を示して

おり、また行政コスト計算書では、単年度の行

政活動に係る費用とその活動により生じた使用

料などの収益を対比させて、税収等で賄うべき

行政コストを明らかにしているところでありま

す。これらのことは、情報開示による説明責任

の履行という点で意義深いと考えております

が、今後さらに、他県の財政状況との比較、あ

るいは受益者負担の適正化、施設管理の効率化

等における活用につきましても検討してまいり

たいと考えております。

○中野廣明議員 バランスシート、熊本、鹿児

島とか見ましたけれども、ちょっと悪いけど、

宮崎のが一番見にくかったです。ぜひいろいろ

研究してもらいたい。

このバランスシート、複式簿記では、執行部

では言いたくない数字、我々議員としては知り

たい数字、例えば投資額、出資金の合計、基金

の合計、あるいは債務保証の合計とか、厚い予

算書の何冊かに載っているんだが、わからん。

ただ、複式簿記をつけてもらえば一覧でわかる

んです。知事の手持ちでもわかります。ぜひこ

れを活用していただきたい。そのためには、｢宮

崎県の財政」、これはいろいろ載っています。

載っていますけど、なかなか今言ったようなの

は見つからない。見にくいというのがあります

から、この一番後ろに１ページか２ページでも

いいです。貸借対照表と損益計算書２枚ぐらい

でもいいから、部長、ぜひこれを載せてもらい

たいんですけど、どうですか。

○総務部長（四本 孝君） 「宮崎県の財政」

でございますが、これは「財政事情の作成及び

公表に関する条例」に基づきまして年２回作成

して、６月と12月に公表させていただいている

ところでございます。バランスシート等につき

ましては、県のホームページで公表していると

ころでございますけれども、議員からの御指摘

もございますので、今後、「宮崎県の財政」へ

の掲載方法等について検討を行い対応してまい

りたいと考えております。

○中野廣明議員 ぜひ、新年度の後半ぐらいか

ら何とか頑張って載せていただくようお願い申

し上げます。

次、商工観光労働部長にお尋ねいたします。

現在、企業の海外進出など日本の社会情勢を考

えると、宮崎で製造業が増加する要素は考えら

れません。今年度で中小企業金融円滑化法が終

了いたします。円滑化法施行前の年と昨年度の

倒産状況、保証協会の保証状況、代位弁済はど

のような状況か、円滑化法による条件変更の状

況はどのようなことか。また、円滑化法終了後

の国、県の対応はどのようになるのか、商工観

光労働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 円滑化法

関連の幾つかの御質問でございました。

まず、企業の倒産状況についてであります。

中小企業金融円滑化法が施行される前年の平

成20年は、件数が107件、負債金額が804億円、

平成24年は同じく68件、197億円と、いずれも減

少しております。

次に、信用保証協会の保証状況についてであ

りますが、平成20年は保証承諾件数は7,588件、
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金額が750億円、24年は同じく4,849件、385億円

と、いずれも減少しております。また、代位弁

済の状況につきましては、平成20年は件数が565

件、金額が45億円、24年は同じく391件、27億円

と減少しているところであります。

次に、中小企業金融円滑化法に基づく県内の

条件変更の状況についてでありますが、九州財

務局の調査によりますと、平成24年９月末まで

に延べ１万7,460件が実行されております。

次に、円滑化法終了後の国、県の対応につい

てであります。まず、国におきましては、金融

機関に対し、法の期限到来後も貸し付け条件の

変更等や円滑な資金供給等に努めるよう強く指

導がなされているところであります。さらに、

中小企業の経営改善、事業再生支援のため、中

小企業経営力強化支援法に基づく支援機関の認

定や、経営改善計画の策定費用を補助するなど

の総合的な対策を講じていくこととしておりま

す。県といたしましても、中小企業等経営基盤

強化支援事業による経営支援を引き続き進める

とともに、経営指導を行う関係団体、金融機関

等に対し、経営支援体制の充実を要請してまい

りました。

このような中、昨年７月に発足いたしました

「みやざき経営アシスト」、これは信用保証協

会が事務局でございますが、これまでに約50社

の相談に応じてきており、昨年末には地元の全

金融機関等が業務提携して「みやざき事業再生

ファンド」も設立されるなど、多様な支援機関

による相談体制の整備が進められているところ

であります。また、県の融資制度につきまして

も、平成25年度に全体の金利を引き下げるとと

もに、中小企業の経営力強化、経営再建等のた

めの新規融資枠の拡大や、経営改善を促進する

ための新たな貸付制度の創設、事業再生を図る

中小企業への融資制度の拡充など所要の改正を

行うこととしており、今後とも金融の円滑化に

向けて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。

○中野廣明議員 長く丁寧に説明いただきまし

た。私は何でこのことをいつも聞くかという

と、製造業を新しくつくるというのは非常に難

しいんです。いかに今ある製造業、中小企業を

守るかということが大事だと思っておるわけで

す。倒産といいますと、一般には1,000万円以上

が倒産。代位弁済は1,000万以下も入っているん

です。200～300万とか。これで見ても24年が391

件、ほとんど倒産と同じだと私は思うんです。

それから円滑化法を利用した企業は県内で１

万7,460件、今年度いっぱいで円滑化法がなくな

るわけです。それで、この人数の中には、口蹄

疫以後に借り入れした人たちが旅館やらいっぱ

いおられるんです。その後、景気はよくなって

いませんから、払う資金は出てきていないんで

す。景気がよくなれば生き延びられる企業があ

るわけです。そこら辺の対策をしっかり。国も

いろいろやりましたが、人数が少ないです。企

業を見るのに２～３日でオーケーですよという

わけじゃない。いろんな角度から見るとかなり

時間がたちますから、ぜひしっかり頑張ってい

ただきたいと思っております。

次、県の融資制度、銀行へ預託しております

が、融資制度の実績はどのようになっておりま

すか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県の融資

制度における平成24年度の金融機関への預託実

績は319億円余でございまして、これに金融機関

が約３倍の協調融資を行うため、中小企業に対

する融資枠は938億円となります。この融資枠に

対する融資実績の割合ですが、直近の平成25年
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１月現在の平均融資残高が634億円余でございま

すので、比率で言いますと67.6％となっており

ます。なお、22年度の割合は、同じように見ま

すと77％、23年度は71.5％となっております。

○中野廣明議員 この預託制度、県が銀行から

利息をつけて金を借りる。それを銀行に無利子

で預託するという制度です。３カ年平均を見ま

すと消化率が70％ぐらいということになります

と、約100億円の金が銀行の中に眠っているとい

うことなんです。銀行はそれを県から借りて、

それをまたどこかに回して利息を稼いでいる。

極端な言い方をすればね。日銀の当座預金なん

かに行っている。この100億円はもったいないと

思うんです。部長、融資制度を見直して、円滑

化法が切れる１万7,460人の人たちのための―

ファンドなんていうのはいろいろ難しいが、

ファンドをつくっても簡単に出ませんから―

新しい融資制度を検討してもらいたいと思うん

ですけど……。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県の融資

制度につきましては、中小企業の経営安定や成

長を促すため、預託金制度や保証料補助制度に

よりまして、長期で低利の融資を提供しており

ます。また、円滑な資金提供が図られるよう、

信用保証協会の代位弁済の一部については損失

補償を行うなど、県の融資制度、特に小規模・

零細企業への融資について大きな役割を果たし

ていると考えております。

お尋ねの見直しでございますが、これまでも

急激な経済情勢の変化などに迅速に対応するた

めに随時見直しを行ってきておりまして、先ほ

どもお答えしましたとおり、平成25年度も改正

を行うこととしております。また、見直しに当

たりましては、本年度も、金融機関、商工団

体、信用保証協会、さらに中小企業再生支援協

議会等と３回の研究会を開催するなど意見交換

を重ねているところでございまして、今後と

も、中小企業にとって県融資制度がより充実し

た利用しやすい制度となるよう、見直しに努め

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 ぜひ頑張ってもらいたい。

これは要望ですけど、保証協会は大きな役割

を持っていると思うんです。ただ、保証協会の

理事、役員を見ますと、九州管内で専務理事が

一銀行から来ているのは宮崎県ぐらいなんで

す。これは銀行間の競争がありますから、ぜひ

部長、今後、対応、考え方をまとめて改善して

もらいたいと思います。

次、観光についてお尋ねいたします。宮崎空

港の利用状況は、ある意味では宮崎県の経済状

況を反映していると思います。平成７年から19

年まで13年間は300万人を維持し、平成20年から

利用状況は200万人台に減っております。最高で

平成９年の351万6,000人で、平成23年の240

万9,000人では110万7,000人の減少ということで

あります。この空港利用状況ですね。大分まで

の高速道路、唯一の楽しみでありますが、４年

先には全線開通いたします。鹿児島では一昨

年、新幹線が開通しました。最初、鹿児島―台

湾も週２便でしたけれども、もう４便になりま

した。そして上海便は週２便。宮崎は台湾週２

便、韓国３便であります。南九州３県の24年度

観光予算、熊本が３億4,100万円、鹿児島が４

億9,500万円、宮崎が２億8,000万円、これは単

純比較であります。こんな状況でありますけ

ど、宮崎県の観光をじっと見ていますと、本当

にこのままでいいのかな、そんな危機を感じて

おります。一方、鹿児島、熊本県は、九州議連

で見ていますと、何か躍動感があるな、そんな

気がしてなりません。これも新幹線のせいかな

平成25年２月28日(木)



- 31 -

と思いますけど、このままだと宮崎は取り残さ

れると思います。部長の意見をお尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県の観

光につきましては、団体から家族や小グループ

へといった観光形態の変化、長引く景気の低迷

などに加えまして、近年は口蹄疫や新燃岳の噴

火、東日本大震災等の影響を受けるなど、御指

摘のとおり厳しい状況にございます。このため

県におきましては、豊かな自然や神話や伝承、

多彩な食材などの本県観光の強みを生かしなが

ら、「ゆっ旅」「波旅」「恋旅」「神話旅」

「花旅」といった５つの旅を中心に、さまざま

な切り口による観光資源の磨き上げや情報発信

に取り組むとともに、緊急的な誘客対策にも取

り組んでまいりましたが、おっしゃるとおり、

まだまだ十分な回復には至っていないものと受

けとめております。一方で、スポーツキャンプ

・合宿の誘致や受け入れ等を行う「スポーツラ

ンドみやざき」のような着実な成果を上げつつ

ある取り組みもございます。

観光につきましては、ホテル・旅館業界にと

どまらず、飲食業、運輸業など幅広い分野に関

係する裾野の広い産業と受けとめておりまし

て、その振興に向けては関係者が一丸となって

取り組むことが重要であり、それが成果につな

がるものと考えております。このため、今後、

関係業界の方々と十分に連携をして、例えばス

ポーツランドみやざきのような取り組みをさら

に伸ばすとともに、本県の観光資源の一層の磨

き上げや積極的なキャンペーン等の展開を図っ

てまいりたいと考えております。

また、観光需要の増大が見込まれるアジアか

らの観光客誘致に向けましては、本県と韓国、

台湾の間に就航している国際定期便の活用を中

心に、特に近県と、県境を越えた広域的な誘客

の取り組みを一緒になって強化をするなど、一

層の観光振興を図っていきたいと考えていると

ころでございます。

○中野廣明議員 本当に私は、観光は厳しいな

と思うんです。「ゆっ旅」「花旅」とか、いろ

いろツアー商品をつくるのはいいと思います。

しかし、観光地は変わらんのです。名前が変わ

るだけでね。私はそういう心配もしています。

それから、磨き上げといっても時間がかかる

んです。間尺に合わん。そんなことを考える

と、宮崎の観光、今成功している事例、コンベ

ンション、スポーツランドとか、やっぱり県庁

中心。行政、我々もそうですけど、足で稼ぐ、

引っ張ってくる観光に力を入れるべきじゃない

か、私は今そんな感じを持っております。新年

度以降の国内、国外からのコンベンションの誘

致状況と、さらに、今言ったように行政、業界

一丸となってコンベンション誘致に取り組むべ

きと考えますが、部長の意見をお尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） コンベン

ションの誘致につきましては、これまでサミッ

ト外相会合を初め、多くの国内外の会議等の受

け入れを行ってきており、宿泊や飲食などによ

る地域への経済効果はもとより、国内外に向け

て広く宮崎のＰＲが図られ、観光客のリピー

ター化等も期待できますことから、県では、み

やざき観光コンベンション協会や関係市町村と

連携いたしまして取り組んでいるところでござ

います。本県には、シーガイアに代表されるコ

ンベンション施設や、全国屈指のゴルフ場など

を有するリゾート環境とともに、西都原、飫肥

城下町、綾ユネスコエコパーク等のアフターコ

ンベンションに対応できる観光資源や、多彩な
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食の魅力など、コンベンション開催の決め手と

なる条件が備わっていると考えております。今

後とも、長年にわたって培ってまいりました人

的ネットワークや経験を生かしながら、議員の

御質問も踏まえて、さらに情報収集に努め、行

政と民間が一体となって、積極的な誘致活動に

引き続き取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○中野廣明議員 コンベンション、大事だと思

います。ただ、いろいろ中身を見ますと、どれ

ぐらい行政が引っ張ってきたのか、民間が多い

んじゃないか、そう思います。ぜひ行政中心に

なって足で頑張ってもらいたい。知事、そのた

めにはしっかり旅費ぐらい出してください。

次、もう一つ知事に質問いたします。行政主

導の成功例が「スポーツランドみやざき」であ

ろうと思います。さらなる推進をすべきである

と思っております。今、宮崎中心でありますけ

れども、いろんな部門を県内各地に広げること

が、かなりの広がり、経済効果につながるん

じゃないかと思っての質問であります。今回、

松田丈志オリンピック記念プール建設に向けて

３万人の署名活動が始まっております。松田選

手はビニールハウスプールで練習し、北京、ロ

ンドンオリンピックで銅メダル２個、銀メダル

を獲得し、県民に感動と勇気を与えてくれまし

た。県も積極的に支援し、延岡を水泳のメッカ

にし、県北の地域活性化につなげるべきと思う

が、その考え方をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 「スポーツランドみや

ざき」の取り組みは一つの成功例ではないか

と、御指摘にあったところでございます。こう

いうスポーツ合宿や大会の誘致に加えまして、

県民自身がさまざまな形でスポーツを楽しむこ

とができる環境づくりというものも、スポーツ

ランドみやざきの推進に当たって大変重要なこ

とであると考えております。今回、延岡市の皆

さんが、松田選手のオリンピックでの活躍を機

に、水泳を核とした地域づくりを進めていこう

という動きが盛り上がっていること、その熱い

思い、また地域のまとまりというものは大変心

強いものがあると考えておるところでございま

す。御提言のプール整備につきましては、県が

県の事業として県北地域に新たに整備するとい

うことは、厳しい財政状況の中において大変難

しいものがあると考えておるところでございま

すが、松田選手、久世コーチを初めとする県北

地域の皆様の思いにつきましては、しっかりと

受けとめたいと考えているところでございま

す。今後、地元延岡市の意向もお聞きしなが

ら、どのような対応が可能なのか、しっかり知

恵を出してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 私も、最初から県が金を出

す、そんな話じゃなかろうと思っています。地

域の皆さんと知恵を出すとか、そういう知事の

スタンスが必要だと思います。知事が発案すれ

ば募金も集まるんじゃないですか。そういう意

味でも大事だと思っております。それから、い

ろいろ後で質問します、防災施設の一環、阪神

・淡路大震災の教訓なんか見ますと、地震の

後、断水して全く水がなかった。だから、教訓

としては大禍に備えた防水槽が必要だとかあり

ます。そんなのを兼ねれば、そっちからも金が

来るんじゃないか。いろんな知恵の出し方があ

るということであります。余り突拍子ですか

ね。

それから次、全国高校総合文化祭は、口蹄疫

の後の冷え切った状況の中で、業界は大変感謝

しておりました。青島太平洋マラソン、26年前

になりますが、県が100万円出しまして、旅館組
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合、ＪＴＢ、ＭＲＴで始めた事業なんです。知

事が今、宣伝に出ているでしょう。下手な宣伝

をするよりか、情報発信と宿泊の実利が得られ

るような全国発信のイベントをもう１つ、２つ

つくるべきじゃないか、努力すべきじゃないか

と思っておりますけど、知事の考えをお聞きい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 先日、ホテル旅館業組

合の方と話をする機会があったんですが、今回

の２月、ＷＢＣの合宿もあって、「非常によ

かった。ありがたかった」という声を伺ったと

ころであります。観光客の誘致、それから国内

外への本県のＰＲに加えまして、地域経済の活

性化を図っていく上では、こういうイベントと

か大きな事業を誘致するのは大変効果があるも

のだと考えております。昨年は、古事記編さ

ん1300年を記念しました「古事記ゆかりのご当

地グルメまつり」でありますとか、浅野温子さ

んの「よみ語り」など、さまざまなイベントを

開催したところであり、ことしで申し上げます

と、宮崎恋旅とコラボレーション（連携）しま

した、延岡市で３月に開催される「東京ガール

ズコレクション」の誘致でありますとか、本県

で３つ目のプロゴルフトーナメントである「ア

クサ・レディース」の開催につきましても、県

として支援を行ってきたところでございます。

今後とも、こうした発信力の高いイベントの誘

致や開催支援に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中野廣明議員 古事記もそうです。１年ぐら

い大きいイベントをやらないと、シンポジウム

ぐらいしておってはつんとも言いません。ぜひ

頑張って大きいイベントをつくって……。知

事、宮崎版でテレビに出ておってもだめです。

全国版に出るようにならんと。ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

次、質問に入ります。10年前の話をぶり返し

たくないんですけど、宮崎県の国際化は、シー

ガイア効果、特にオーシャンドームが東アジア

からの目玉として海外からの観光を呼び込んだ

ものと思っております。３割がシーガイアグ

ループ、７割は市内のホテルに宿泊をしており

ます。私は、観光も小説、映画と同じで主役が

いないとだめだと思っているんです。今、宮崎

は主役がいない。何を題材に売るのかなと思う

んですけど、そうなったときに、オーシャン

ドーム、あのまま朽ち果てるのか、どうするの

か。県、宮崎市、セガサミーでオーシャンドー

ムの再活用について再検討ぐらいしてもいいん

じゃないか。最初から金を出しなさいというこ

とじゃないんです。知事の考えをお聞きいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） シーガイアのあり方、

オーシャンドームのことも含めてということで

ありますが、これまでも私も、セガサミーホー

ルディングスの里見会長と何度かお話をさせて

いただきまして、先日もソフトバンクのキャン

プの激励に行きましたときに直接お会いをし、

また意見交換をする機会もございました。担当

部局も含めて、機会あるごとにこうした意見交

換を行っておるところであります。今、シーガ

イア内の施設につきましては、ゴルフコースの

リニューアル、またクラブハウスのリニューア

ルなど新たな展開が常に進んでおりますし、

オーシャンドームを含むシーガイア全体の今後

の事業方針につきましては、現在も検討を継続

され、また新たなプランを幾つか提案をいただ

けるというような状況だと伺っております。御

指摘のありましたとおり、観光には目玉が必

要、呼び物が必要と。確かに重要な御指摘だと
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思います。シーガイアというものは本県観光の

一つの核であると考えておりますので、この検

討結果が明らかにされる段階で、宮崎市ととも

にしっかりと連携しながら対応を図ってまいり

たいと考えております。

○中野廣明議員 このシーガイア、金を出すこ

とばかりじゃありません。あそこの場合は固定

資産税が大きいんです。あれだけの資産、コン

ベンションもそうですけど。よそは県が持って

いるわけです。せめて市と県といろいろ話し

て、固定資産だけでもかからんようにすれば、

まだ事は進むと思っているんです。ぜひ前向き

に対応していただきたいと思います。カジノが

来れば一番いいんですけど、なかなか来ませ

ん。

それで、これから、質問ではありません、私

の要望でありますけれども、宮崎県の国際化は

ダンロップフェニックストーナメントから始

まったと。本県の国際化は佐藤棟良さんの功績

が大だと思っているんです。旧北郷町の社会福

祉協議会に7,000万円、県社会福祉協議会に３

億2,000万円、約４億円。県の出した25億円には

足りませんけど。しかし、宮崎県の国際化、国

際空港、これも佐藤さんの恩恵、いろいろ最初

からね。知事は余り御存じないかと思いますけ

れども。私は今でも佐藤さんの力があって国際

化が進んだと思っているんです。佐藤さんは何

の役職もないんです。企業一筋です。もう94

歳。そうなってきますと、国際化の観点からで

もいいから、佐藤さんに何か表彰ぐらいあって

もいいのかなと、そういう気がしております。

これは要望でもありません。ひとり言です。

次、農政水産部長にお尋ねいたします。今、

地産地消、地産地消と言われておりますけれど

も、地産地消のこれまでの取り組みと、県内量

販店等における県産食材の利用状況と今後の取

り組みをお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の食の地

産地消の取り組みにつきましては、設立12年目

を迎えた「みやざきの食と農を考える県民会

議」を中心に、1,400名を超える地産地消推進協

力員の自主的な活動を支援するほか、地場産物

ならではの新たな魅力を掘り起こす「しゅんか

んグルメ」のＰＲなど、消費需要の喚起を強化

しているところであります。このような中で

も、県内スーパー等における県産食材の活用の

取り組みは、規模や波及効果も大きく、極めて

重要と考えておりますので、卸売市場における

県内青果物の取扱量とあわせて、より実態を正

確に把握できるよう検討を進めてまいりたいと

存じます。さらに今年度からは、みやざきブラ

ンド対策において、県産青果物を販売する「み

やざき棚」を設置するなどの取り組みも進めて

いるところでありますので、今後、関連対策と

の連携を強化しつつ、地域経済の活性化につな

がる、より効果的な取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○中野廣明議員 地産地消も幅が広くなりまし

た。特に農産物については、主婦が買い物をす

るのはスーパーだと思うんです。スーパーにあ

るのをとりあえず買う。だったら、宮崎県の主

な産品、どれぐらい宮崎県で消費されている

か、これぐらいは数字ぐらい拾ってやらんと、

ただ地産地消、地産地消とやったって、宣伝の

無駄遣いになると思うんです。ぜひしっかり数

字をとってください。

それから知事、質問じゃないですけど、みや

ざき木づかい県民会議というのができたんで

す。県民会議は知事は好きですけど。それで、

陳情か何か知事室に行った。昔の松形さんのと
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きと違って応接台がかわっていた。あれは杉

じゃないですね。何でこれを杉でせんのかな、

立派な杉だったら、いい宣伝になるのに。何

か、言っておることとやっておることが違うん

じゃないかな、そんな気がいたしました。答弁

は要りません。

次、県土整備部長にお尋ねいたします。平

成28年度に東九州自動車道が、清武南から北九

州まで開通いたします。本当に久々に元気の出

る話であります。そこで、国富町、都城市、門

川町に設置予定のスマートインターチェンジの

進捗状況はどのようなことになっているか、お

尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） スマートイン

ターチェンジの整備は、地域振興や利用者の利

便性向上はもとより、防災の観点からも大変重

要であると考えております。これまで、議員の

御質問にございました県内の３カ所におきまし

て、地元自治体が主体となり、関係機関による

勉強会を重ね、住民の皆様等への説明会を開催

するなど、整備に向けた取り組みを進めてきた

ところでございます。昨年末には、３地区でそ

れぞれ地区協議会が設立され、採算性や整備効

果等を取りまとめた実施計画書が承認されたこ

とから、今後、国に対し、連結許可の申請を行

う予定となっております。スマートインター

チェンジの早期事業化につきましては、知事を

先頭に、県と関係の８市町で構成する「宮崎県

スマートＩＣ整備促進協議会」等による、国や

西日本高速道路株式会社などに対する要望活動

を繰り返し行ってきたところでございます。県

といたしましては、引き続き、関係の市町と連

携しながら、平成25年度の３カ所同時の事業化

に向け、積極的に取り組んでまいります。

○中野廣明議員 これは久々の明るい話題であ

りますから、ぜひ頑張って、一日でも早くつ

くっていただきたいと思います。

次、防災・減災について質問いたします。東

日本大震災の復興はなかなか進んでおりませ

ん。本県は約400キロメートル、太平洋に面し、

今後、南海トラフ大地震が想定されます。地震

発生の予想はできません。事前の対策が大変重

要であると考えております。県では23年度、24

年度の２カ年で、地震防災戦略策定事業の見直

しを行っておりますが、その進捗状況はどう

か、危機管理統括監にお尋ねいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 地震防災

戦略策定事業についてでございますが、これ

は、本県における地震・津波による被害想定を

見直し、被害を最小限とするための減災目標を

検討するための基礎データを得ることを目的と

した事業でございます。本事業は、御指摘があ

りましたように23年度、24年度の２カ年事業と

してお願いしておりますが、予算額は6,102

万8,000円で実施しているところでございます。

初年度の23年度は、日向灘地震の震度分布や、

それに伴う津波の高さ、浸水状況などについて

検討を行い、中間報告を公表したところであり

ます。また24年度は、内閣府が東南海・南海地

震について、日向灘を含む南海トラフ巨大地震

として新たな想定を示したことから、その内容

に即した検討を行ってきたところでございま

す。さらに、平成23年12月に制定されました津

波防災地域づくり法に基づき、津波浸水想定に

ついて国交省との協議も重ねながら、先般、２

月13日に公表させていただいたところでござい

ます。これらの過程で新たな知見やさまざまな

条件設定などが加わったことから、県の作業量

が大変大きく増加したところでございまして、

今議会において増額補正をお願いしているとこ

平成25年２月28日(木)



- 36 -

ろでございます。また、作業量の増加と、国の

内閣府の被害想定が大きくおくれているという

状況から、今年度中の事業完了が困難というこ

とで、来年度への予算の繰り越しも、あわせて

お願いしているところでございます。

○中野廣明議員 要は国の想定がおくれて、お

くれたということかなと思います。計画も大事

ですけれども、津波なんていうのは、防波堤を

ずっとつくるわけにはいかんのだから、とにか

く早く逃げる、避難する、それが大事だと思う

んです。まだいろいろすることがあると思うん

です。

それで、阪神・淡路大震災の教訓。兵庫県の

前の副知事の芦尾副知事は、大震災のときの副

知事で、県庁に２時間かかって歩いて行ったと

いう話を、この間いろいろ電話で聞きました。

いかにこの教訓を生かすかということだろうと

思います。阪神・淡路大震災は、大震災を想定

しておらず、事前に十分な対策が講じられてい

なかったため、被害の拡大を食いとめることが

できなかった。通信手段としては、電話が不通

になり、単車、自転車が有効な連絡手段。初動

体制は、地震が勤務時間外、夜発生で少数の職

員しか集まらなかった。組織体制、初動期は、

参集した職員がいろんな部署で配置についたた

め、計画しておったとおりの組織ができなかっ

た。動員─職員が登庁できない状況下での活

動体制の整備が必要だということであります。

いろいろ訓練しておりますと、ときには夜間、

交通機関の不通時の実戦訓練が必要ではない

か。それから水─全て断水ということで、自

然水、川、海水、井戸、プールも使えなかった

ということで、消防職員も不足した。停電で消

防署のシャッターがあかずに消防車が出るのが

おくれた。救助用資材が不足したということで

あります。それで全て断水、そんなときに耐震

性防火水槽が必要ですよと書いてあります。救

助─消防、自衛隊、警察の到着がおくれ、結

果として建設業者の重機、備品、救助用資材機

材の調達、自主防衛組織あるいは地域市民の協

力でやった。簡単ですけど、ロープが少なかっ

たというようなことであります。消防、自衛

隊、警察の連携がとれなかったというようなこ

とであります。医療についても、とにかく医療

品が不足した。病院に負傷者が押し寄せるため

に、病院内の救護班の編成は現実的ではない。

災害時要援護者への配慮─障がい者、高齢

者、乳幼児等要援護者に対する支援が必要。そ

れから仮設トイレができたら、今度はバキュー

ムカーがなかったとか、ボランティア受け入

れ、支援物資も、個人支援物資は仕分けが困難

だと。組織的な支援に限る。こんなことは金を

かけずにできるはずだと思うんです。市町村、

いろいろ分担があります。まずこういうのを

しっかり公表していただいて、何々どこと提携

しました、そんな話ではなく、もうちょっと県

民に手近なところの対応をぜひ頑張ってもらい

たい。

それで、統括監に質問ですけれども、市町村

共同で過去の大災害の教訓を生かした対策を講

ずるべきと思うが、現在はどのような取り組み

状況か、お尋ねいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 議員の御

指摘がありましたように、過去の大規模災害に

おいては、さまざまな課題が明らかになったと

ころでございまして、そこから得られた知見を

貴重な教訓とするのは大変重要なことだと考え

ております。例えば、平成７年に発生しました

阪神・淡路大震災では、これは全国的な取り組

みとしてでございますけれども、緊急消防援助
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隊や防災士制度の創設が行われたほか、本県で

得られた教訓の例といたしましては、平成17年

の大きな台風災害、また翌18年の竜巻災害を受

けまして、市町村と連携して、住民への情報伝

達方法の改善、または早期避難の呼びかけ、防

災士の養成や自主防災組織の強化等に取り組ん

でまいりました。また、想定される大規模な地

震・津波災害に対しましては、昨年12月に、沿

岸部10市町とともに宮崎県津波対策推進協議会

を設立し、住民の避難対策を初めとする諸対策

の推進に一致協力して取り組んでいくこととし

たところでございます。

さらに、大規模災害になればなるほど、広域

的な連携が必要となりますことから、県内９カ

所に後方支援拠点を設置し、市町村の総合運動

公園などを全面的に使用できるよう、協定を締

結したところでございます。今回御提案させて

いただいております当初予算案におきまして

も、大規模災害への取り組みについて新たに５

億円の基金を創設し、市町村と連携したさまざ

まな事業を計画しているところでございまし

て、今後とも十分に意思疎通を図りながら、ま

た、御指摘がありましたように、具体的な事案

を積み上げて、災害への備えを進めてまいりた

いと考えております。

○中野廣明議員 人命にかかわる大事なことで

ありますから、積み上げをひとつよろしくお願

いいたします。

次、警察本部長にお尋ねいたします。このよ

うな大災害の教訓を生かした県警独自の対応は

どのような状況になっているのか、お尋ねいた

します。

○警察本部長（加藤達也君） 東日本大震災で

は、災害警備本部の人員が不足したり、災害対

策の活動拠点となる警察施設が損壊したりする

など、警察運営上の反省、教訓が数多く見られ

ました。県警といたしましては、この反省、教

訓を踏まえ、昨年１年間、災害警備本部体制の

拡充、業務継続計画の策定、関係団体等との災

害支援協定の締結等、既存の警備計画や警備体

制等を幅広く見直したところであります。ま

た、警察署におきましても、大規模災害発生時

に警察署が損壊したときに備え、県の施設や大

学等と協定を結び、警察署の代替施設を確保し

ております。さらに、これらの見直しをもと

に、昨年11月には大規模災害初動対応訓練を警

察本部と警察署が一斉に実施し、迅速・的確な

対応要領を確認したところであります。今後と

も、県、市町村、関係機関・団体と緊密に連携

して、発災時における救出・救助活動や治安維

持など、的確に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○中野廣明議員 本当に警察官も命を賭しての

対応になろうかと思います。常日ごろしっかり

訓練して頑張ってもらいたいと思います。黄金

の70時間ということがありました。地震発生か

ら最初の３日間は、人命を救助するために非常

に重要な時間であると。１日目の生存率は80

％、２日目が25％、３日目が20％、そういう数

字であります。常日ごろ予定しておっても、そ

れができないのが災害ですから、ぜひその辺も

含めて、計画、計画と大きいことばかりじゃな

くて、このような小さい積み重ねをぜひお願い

しておきたいと思います。

次、いじめ、体罰について質問をいたしま

す。今回の大津市のいじめ問題、私はテレビを

見ながら本当に腹が立った、義憤を感じまし

た。あのような悲劇を宮崎では絶対出さない、

あっちゃならぬ、そんな気持ちでの質問であり

ます。私は、教育基本法を初めて真面目に見ま
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した。文字だけ抜粋しますと、「個人の尊厳」

「真理と正義の希求」「教育は、人格の完成」

だそうです。勉強していい点数を取れと書いて

あるかなと思ったら、そんなことは書いてあり

ません。教育の目標は、「道徳心を培う」「正

義と責任」「自他の敬愛」「生命を尊び」、そ

ういういろんな言葉があって、いかに人格形成

かなと思うんです。これを見ながら、あくまで

も報道の範囲で大津の対応を見ていますと腹が

立った。

ちょっとそれと違いますけど、教育委員長、

今、教育委員会の形骸化と言われております。

制度の見直しが話題にもなっております。教育

委員長は４期、６年目になりますけど、教育委

員会トップとして教育委員会制度についてどの

ような意見をお持ちか、お尋ねいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 現行の教育委員

会制度についてでありますが、独立の執行機関

として、政治的な中立性や継続性、安定性の確

保がなされるとともに、さまざまな職業や年齢

の委員による合議体として、広く地域住民の意

向が反映されるものと考えております。近年、

本県では、教育現場を把握するため、学校訪問

を積極的に行っております。また、問題意識の

共有化を図るため、知事、副知事や公安委員

会、市町村教育委員会との意見交換を実施する

など、関係機関との連携を図りながら、活性化

に努めております。現在、教育委員会制度の形

骸化が言われる要因の一つには、私は教育委員

会の姿が見えにくいということがあると思いま

す。情報発信は重要な課題と捉えております。

しっかり取り組んでいく必要があると感じてお

ります。今後とも、教育委員会制度の趣旨を十

分に生かし、教育行政のさらなる推進に努めて

まいりたいと考えております。

○中野廣明議員 今回の大津市の事件、１人の

子供の命を奪ったこの事件について、教育委員

長自身、何を考え、委員長としての使命をどの

ように感じられたか、お尋ねいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 今回の大津市で

の事件につきましては、担任や学校が学校内で

のいじめを把握していたにもかかわらず、適切

な対応をとらなかったこと、また、市の教育委

員会におきましても、学校を指導する教育委員

会の役割を放棄し、事実調査やいじめの認定作

業を学校任せにするなど、明確な指導をしな

かった状況があったことなどが、市が設置した

第三者委員会のまとめとして報告されておりま

す。このようなことは、決してあってはならな

いことであると考えております。今後、本県に

おいて同様の事態を招くことのないよう、学校

や教育委員会が、警察などの関係機関とこれま

で以上に緊密な連携を図りながら、それぞれが

迅速に責務を果たし、いじめの未然防止、早期

発見、早期解消に全力を挙げ、子供たちが安心

して学び、あすに希望が持てるよう、そして生

きる力を育む学校において生きることを諦める

子供が出ないよう、そういうことが絶対起きな

いように取り組んでいかなければならないと痛

切に感じたところであります。

○中野廣明議員 ぜひ、本県ではああいう事件

がないように適切、果敢に取り組んでもらいた

いと思います。

次、教育委員会として、大津市の事件後どの

ようないじめ防止のための対策がされたのか、

本県のいじめの状況はどのようになっている

か、お尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 大津市の事件を受け

まして、本県でいじめの緊急実態調査をいたし

平成25年２月28日(木)



- 39 -

ました。その結果、今年度の４月１日から９月

７日までの本県のいじめの認知件数は、児童生

徒がいじめられたとアンケートに答えたような

ものも含めましてですが、1,477件でありまし

た。このような状況を本当に深刻に受けとめ、

県教育委員会といたしましては、定期的に各学

校においてアンケート調査や教育相談等を実施

し、いじめの早期発見、早期解消に努めるとと

もに、子供たち一人一人が大切にされる集団づ

くりや、お互いに尊重し合う心の育成など、道

徳教育の充実を図るように、市町村教育委員会

や各学校を指導したところであります。

○中野廣明議員 本県も、どこからいじめかと

かいろいろありますけれども、その中でも13件

はかなり程度が激しいのかな、そんな報告もあ

るようであります。

次、お尋ねいたします。こういういじめが学

校であった場合、責任体制がしっかりしている

のかなと思うんです。一義的にはその学校の校

長、担任に責任があると思うんですけど、責任

があやふやになっている。最終的には教育委員

長になってきますけど、私は校長だと思うんで

す。教育長の意見を聞かせてください。

○教育長（飛田 洋君） 学校におけるいじめ

の解決には、学校がまず責任を持って解決すべ

きだと思います。その際に大事なことは、教育

委員会も、そして関連機関である警察とかいろ

んなところも一緒になって、問題解決にしっか

り取り組むべきだと考えております。

○中野廣明議員 学校が取り組むけど、ああい

う事件が起こった場合の一義的な責任は校長先

生、担任にあるんじゃないかと聞いておる。学

校とか言っておるから、あんな問題が起きるん

です。

○教育長（飛田 洋君） 今の議員の御指摘の

ように、学校に責任があることですが、校長の

責任のもとで、学校全体で組織的に対応すると

ともに、保護者や地域の方々、関係機関とも適

切な連携を保ちながら、学校と市町村教育委員

会が一体となって、いじめの解決に取り組むよ

うに指導してきているところでありまして、教

職員には、学校における教育活動において児童

生徒の安全の確保に十分配慮することが当然求

められるわけであります。また、いじめを含

め、学校において児童生徒の命や身体、精神等

に大きな影響や危害が及ぶおそれがある場合に

は、状況に応じ適切な措置を講じなければなら

ないと考えております。したがいまして、学校

で起こりましたいじめ等によって、子供たちの

身体等の安全が確保できないときには、当然、

関係職員、校長は責任をとるべきだと考えてお

ります。

○中野廣明議員 最初の一言だけ聞きたかった

んですけど、そういうことでしっかり責任を明

確にすべきだと思っております。

ここが私は一番聞きたかったんですけど、

今、子供たちが、現場のいじめを知りながら知

らぬふりをするという態度、それから学校の先

生も中には、そういう現場を知りながら知らな

いふりをするというようなこの学校現場、私は

教育というのは何だろうなと思うんです。一生

懸命勉強する前に、まず、子供たちがいじめを

見つけたら、しっかり先生に言うなり友達に言

うなり、そういうのが本来の人間形成の教育

じゃないか。勉強ができても、そんなことじゃ

だめだなと思うんですけど、そういう環境をど

う思いますか。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおりだ

と私も思います。私が小さいころ祖父が、「ひ
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きょうなことをするな。おまえは誰も見ていな

いと思うだろうけど、おてんとうさんが見ちょ

っぞ」というような話を繰り返し語ってくれま

した。不正を許さぬ、そういう強い正義感を

持った子供たちをきちっと育てていくために、

道徳教育とか教科を通してしっかりやるべきだ

と思いますし、いじめはひきょうなことだ、い

じめは絶対やってはならぬと。それに、見てい

て放置するのは同じだぞというようなことを

しっかりと指導していくべきだと考えておりま

す。

○中野廣明議員 それでは、教育長には最後の

質問ですけど、常に本県もいじめの実態がある

ようであります。こういう場合は犯罪になる前

にしっかり対応する。そのためには学校ごと

に、先生、ＰＴＡ、地域住民、警察をメンバー

とする、いじめ、体罰、モンスターペアレント

に対する校内暴力対策、そんな協議会。きのう

テレビを見ていましたら、法律で第三者協議会

を設置するようになるみたいですけど、法律に

なる前でもいいですから、そういう考え方はな

いかお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 学校、家庭、地域、

関係機関が一体になって教育を推進していくこ

とは本当に大事だと思いまして、現在、多くの

本県の学校では、保護者とか地域の方々から御

提言をいただいて学校運営に生かすような学校

評議委員会というのを設置しております。それ

から、地域ごとに警察、関係機関も含めた生徒

指導連絡協議会を設置するなどして、学校が抱

える諸問題について外部の方の協力をいただき

ながら、今後の対応のあり方などを協議すると

ともに、具体的な対応を行っているところであ

ります。今後とも、いじめその他の問題も含め

まして、保護者はもちろんのこと、地域の

方々、警察などの関係機関ともより一層連携、

協力して、一体となって対応していく体制をこ

れまで以上に整えていくことが大切だと認識し

ております。

○中野廣明議員 きのう帰りに、車の中でいじ

めについて聞いていました。最後に記憶に残っ

ているのは、いじめに対して、子供に対して

は、先生、親なりの本気度が一番大事だという

ことです。私もそうだろうなと思いました。教

育委員長、教育長、宮崎県では絶対こんな事件

は起こさないという覚悟で頑張っていただい

て、起こったら私は徹底的に責任追及をしたい

と思っていますから、頑張ってください。

最後に、警察本部長にお尋ねいたします。悲

惨ないじめでとうとい若い命をみずから絶って

いる。いじめと犯罪の仕切りが非常に微妙だと

思います。そして青年、未成年の境もありま

す。このようないじめに対する警察としての対

応と立場はどのようなことか、お尋ねいたしま

す。

○警察本部長（加藤達也君） 学校におけるい

じめ問題の対応につきましては、教育上の配慮

等の観点から、一義的には教育現場における対

応を尊重しつつ、犯罪等の違法行為がある場合

には、被害少年や保護者等の意向、学校におけ

る対応状況等を踏まえながら、警察として必要

な捜査、補導等の対応をとっているところであ

ります。また、いじめ問題につきましては、学

校との連携が重要であると考えておりますの

で、学校・警察連絡協議会やスクールサポー

ター制度などの活用によって、学校等における

非行防止、犯罪被害防止教育の支援、情報交換

等の取り組みを行っているところであります。

今後とも、学校との連携によるいじめの未然防

止、被害拡大防止について、積極的に取り組ん
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でまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 警察は非常に微妙なところ、

余りしゃしゃり出ても批判を受ける、遅かった

といや批判を受けるわけです。とにかく情報を

しっかり共有しないと。私は、教育上の配慮と

いうことで、何で学校に警察官が行ったらいか

んのかなと不思議でたまらんのです。荒れた学

校というのはわかっておる。おまわりさんが１

人でもおったら、ちょっとはよくなるんじゃな

いかなと思うんです。とにかく、犯罪、事故、

自殺のないように頑張っていただきたいと思い

ます。

以上できょうの質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時に再開いたします。

休憩いたします。

午前11時57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、自由民主党、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

を代表して質問させていただきます。

まず、知事の政治姿勢について。

河野知事は、８年前に、総務省から本県の総

務部長として宮崎へ来られて、官製談合、裏金

の問題、口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の

噴火災害等の対応など、本県が直面した困難を

その時々の役職で職責を全うされました。その

ような経験を踏まえて、知事になられて、早く

も折り返しの年を迎えました。そこで、知事の

政治姿勢に対して次のような意見もあります。

宮崎公立大学の有馬晋作教授によると、「知事

には、県庁トップの行政マンと、重要な事案を

政治判断で決める政治家の両面がある。河野知

事は調整型で、政治家としての側面が弱い」

と、新聞で報道されておりました。知事は、若

くて、スポーツマンで、話も上手で、ソフトな

感じがあり、女性にも人気があります。反面、

知事の政治姿勢に対して、情報発信力が足りな

い、リーダーシップをもっと発揮してほしいと

いう声があるのも事実であります。そこで、知

事はリーダーとして、自分の熱い思いや考えを

県民に対してメッセージとしてわかりやすく

はっきりと伝えるべきだと考えます。知事の考

えをお伺いいたします。

次に、知事は、「県民との対話と協働」を信

条に、フェイスブックやツイッターを使い、県

民との対話を通して県民総力戦に取り組む一

方、庁内サイト「知事の窓」で職員との連携を

図り、県政運営に取り組み、対話と協働に努め

ています。一方で、県執行部と議会は車の両輪

とも述べられておりますが、議会は、議場で議

論し、県勢の発展のために努めるのが当然であ

ります。しかし、公式、非公式を問わずに、

もっといろんな場面で意見を交わすことも必要

ではないかと考えます。そこで、知事の考えを

お伺いいたします。

次に、新たな成長に向けてギアチェンジした

いと知事は言われ、定例記者会見で、「今後

は、そういった、いわゆる宮崎牛の連覇とか各

種スポーツ競技大会での優勝など、明るい光と

いうものをもっともっと強いものにしていく。

もっともっと元気の出る宮崎にしていく。新た

な成長に結びつけていく「復興から新たな成長

へ」というものを言葉に掲げて、この任期を務

める」と言われております。「光あふれる未来

に向けて～元気なみやざき成長予算」とする予
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算案を上程されています。そこで、平成25年度

当初予算編成に当たって、知事はどのように

リーダーシップを発揮したのか、知事にお伺い

をいたします。

次に、ＴＰＰについて伺います。安倍総理

は、オバマ大統領との会談で、環太平洋経済連

携協定、いわゆるＴＰＰについて協議し、聖域

なき関税撤廃が前提条件でないことが確認され

たということで、ＴＰＰ交渉参加に向けて大き

く一歩を踏み出したと考えます。また、25日の

自民党役員会では、安倍総理から、「交渉に参

加するかしないかの判断、時期も含めて私に任

せてほしい」との発言があり、一任を取りつけ

たとの報道もあります。このように、ＴＰＰに

ついて国は大きく動き出しております。

改めて述べるまでもなく、ＴＰＰは、原則、

例外なき関税撤廃を前提としており、本県の基

幹産業である農業に壊滅的な影響を与えるばか

りでなく、企業が相手国政府に損害賠償を提起

できるＩＳＤ条項が導入される危険性があるな

ど、私たちの生活を一変させる内容をはらんで

おります。そこで、政府に対して、公約で示し

たＴＰＰに関する６項目の判断基準の堅持や、

徹底した情報開示と国民的議論の実施を求めて

いくべきだと考えますが、第１次産業が基幹産

業である本県の知事としての、今回のＴＰＰに

関する国の動きについての考えをお伺いいたし

ます。

次に、東九州自動車道は、開通する区間が相

次ぎ、整備が進む今、県勢発展に大きく寄与す

るメリットと、デメリットのストロー現象を起

こさないように、県内各市町村や県民が知恵を

出し、地域の活性化に取り組まなければなりま

せん。このように整備が進む東九州自動車道を

活用した今後の県全体の振興について、知事は

どのように考えているのか、お伺いをいたしま

す。

次に、県北の東九州自動車道は、宮崎、大分

両県をまたぐ区間等の整備が進み、私も祝賀会

に参加させていただき、両県民を初め、両県の

関係者とお祝いをいたしました。しかしなが

ら、いまだにめどが立っていない九州中央自動

車道及び東九州自動車道清武南インターチェン

ジ以南の整備促進の取り組みについて、県土整

備部長にお伺いをいたします。また、都城志布

志道路の予算措置を含めた取り組みについて

も、あわせて県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

次に、副知事にお伺いをいたします。口蹄疫

からの復興についてであります。

平成22年の県民手帳を開き、４月20日を見ま

した。そこにはボールペンの赤い文字で、「口

蹄疫発生、県で協議」となぐり書きしてありま

した。また、「口蹄疫」という文字も漢字と片

仮名で書かれてありました。過去、平成12年３

月25日にも口蹄疫が発生していますが、短期間

で終息したこともあり、私自身、口蹄疫ウイル

ス自体の認識が疎かったことも事実でありま

す。平成22年の発生当時、環境農林水産常任委

員長としての職責から、中村議長より、対策会

議にオブザーバーとして出席するように命じら

れ、農家の方々及び関係団体などの苦しい状況

や、非常事態宣言発出による県内経済への打

撃、県民生活等への多大な影響を目の当たりに

しました。口蹄疫は二度と出さない、「忘れな

い そして 前へ」の合い言葉のとおり、風化

させないための取り組みを今後も続けていかな

ければなりません。そこで、口蹄疫の発生から

間もなく３年が経過しますが、口蹄疫からの再

生・復興対策についての総括を副知事にお伺い
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いたします。

次に、宮崎の林業について伺います。

今回の補正予算で、国は、強い林業・木材産

業構築緊急対策で924億4,200万円を計上してい

ます。対策のポイントは、「輸入木材に対抗し

得る強い林業・木材産業を構築するため、木造

公共施設やバイオマス利活用施設の整備等の需

要拡大」云々とありまして、結びに「総合的な

取り組みを支援します」とあります。それを受

けて本県は、森林整備加速化・林業再生基金積

立金として48億5,100万円余の積み増しの提案が

あります。確認でありますが、基金の活用は、

木造公共施設やバイオマス利活用施設の整備等

の需要拡大等の取り組みについて活用されると

考えていいのか。

次に、もう１点は、昨年は原木の需給バラン

スが崩れ、１立方メートル当たり平均価格

が6,900円台で、本年１月の１立方メートル当た

りの平均価格も8,600円台と価格の低迷が続いて

おり、伐採後の植林等も踏まえた持続可能な材

価、１立方メートル当たり１万2,000円にはほど

遠い状況であります。そのような中、需給の安

定を目指して県木材市場連盟が発足されるな

ど、取り組みも図られています。また、一部報

道によると、このところ、為替が円安に振れた

ことで輸入品が値上がりし、割安な国産材への

需要が出てきたことや、春以降に住宅着工件数

がふえるとの予測から、価格が押し上げられて

いるということであります。しかしながら、ま

だまだ直接的に森林所有者等への所得につな

がっておらず、多くの課題が残されておりま

す。そこで、宮崎の林業に対する感想と、今後

の本県の林業が発展していくためにはどのよう

な施策に取り組むべきか、あわせて副知事にお

伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。質問者

席から以下の質問については行わせていただき

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、リーダーとして県民の皆様へのメッ

セージについてであります。議員から過分のお

言葉を頂戴いたしまして、恐縮に思っておると

ころでございます。心の支えに頑張ってまいり

たいというふうに考えております。

県政を運営するに当たりまして、「対話と協

働」という基本姿勢のもとで、相次ぐ災害への

対応や再生・復興への取り組み、さらには、み

やざき元気プロジェクトを初めとする経済活性

化など、さまざまな施策におきまして、私なり

の思いや考えを積極的に発信し、実行に努めて

きたところであります。一方で、県民の皆様に

対するメッセージは、わかりにくい、明確でな

いのではないか、いろんな御指摘をいただいて

おるところでございます。政治家として思いを

伝えること、その言葉やメッセージは大変重要

なものというふうに考えております。そのあり

方につきまして、今後はさらに、今の御指摘も

踏まえ、私なりに思いを明確にし、よりわかり

やすく伝えること、そして、リーダーとしての

言葉に磨きをかけ、アピール力を高めてまいり

たいと考えております。

次に、県議会との対話についてであります。

私は、「対話」を県政運営の基本姿勢の一つと

しまして、公務に限らず、与えられた時間をフ

ルに使いまして、県民の皆様はもちろん、広く

各界各層の方々と直接向き合ってまいりまし

た。ことしに入って休みもとれないような状況

であるわけでございますが、御指摘がありまし

たように、県政の車の両輪である県議会の皆様
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に対しましても、議会中に限らず、例えば県内

各地で行事が行われる際などでも、出席されて

いる方々、また、地域の実情などについて話を

伺うよう心がけてまいったところでございま

す。議員、議会との対話の重要性は十分認識し

ておりますので、今後は、御指摘も踏まえ、さ

らにあらゆる機会を捉えて、より緊密な対話が

図れるよう、コミュニケーションが図れるよう

努めてまいりたいと考えております。

次に、当初予算案についてであります。平

成25年度当初予算案につきましては、私の４年

間の任期の折り返しの予算であります。特に、

相次いだ災害の発生などにより停滞をしており

ます県内経済の活性化と、昨年、国から示され

た南海トラフ巨大地震の被害想定等を踏まえた

防災・減災対策の２点につきましては、喫緊の

課題として、強い問題意識を持ちまして予算編

成に臨んだところであります。このため、ま

ず、当初予算編成方針におきまして、「復興か

ら新たな成長へ」を合い言葉としまして、特別

重点施策としました「新しい時代を切り拓く

「成長産業」の育成」を初めとします３つの重

点施策を掲げ、重点的な予算措置を行うことを

指示したところであります。また、関係省庁に

も足を運び、さまざまな財源確保にも努めたと

ころであります。実際の予算編成作業におきま

しては、県税や地方交付税の減少など極めて厳

しい財政状況の中で、大変難しい判断となった

ところでありますが、地域経済活性化・防災対

策特別枠というものを大幅に増額いたしまし

て、特に、新たな成長を担うための「みやざき

成長産業育成加速化基金」につきましては、私

の判断で思い切って30億円に引き上げるという

指示をさせていただきました。また、５億円の

宮崎県大規模災害対策基金や、特別枠における

公共事業の追加措置等につきましても、同様

に、私みずから指示し、予算案の大幅な上積み

を行ったところでございます。

次に、ＴＰＰについてであります。第１次産

業を基幹産業とします本県にとりまして、ＴＰ

Ｐ交渉に参加した場合、農林水産業のみなら

ず、地域の経済・産業全体への大きな影響が懸

念されますことから、これまでも直接、国や県

選出の国会議員等に対しまして、まずは、各分

野への影響、対応方針等につきまして十分に国

民に情報開示をすること、さらに、丁寧な意見

交換の実施によりまして、国民的な合意を形成

すること、そして、合意形成がなされないまま

拙速な参加表明をしないことを繰り返し要請し

てきたところでございます。御質問にありまし

た先般の日米共同声明そのものは、直ちにＴＰ

Ｐ交渉への参加決定を意味するものではないと

認識しておりますが、ここに来て事態は日々急

展開をしておるところでございます。今後、政

府においてどのような情報提供がなされるの

か、また、どのような方針が表明されるのか、

注視してまいりたいというふうに考えておりま

すし、今後の事態の推移を踏まえまして、情報

の収集や分析の強化を図るために、庁内に部局

横断的な対応本部の設置を検討しますととも

に、引き続き、国等に対しまして、地方の声を

十分踏まえた慎重な対応を求めてまいりたいと

考えております。

最後に、東九州自動車道を活用しました県全

体の振興についてであります。整備が着実に進

みつつあります東九州自動車道は、東九州振興

の起爆剤として大きく期待される一方で、地域

が本格的な競争にさらされ、都市部へと人や金

が流出をする、いわゆるストロー効果や、地域

が単なる通過点となってしまうことへの懸念な
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ども指摘されているところであります。こうし

た中、高速道の整備効果を本県の振興に確実に

つなげていくためには、食や観光などの資源を

最大限に生かして、地域の魅力の磨き上げや産

業競争力の強化等を通じまして、県外から人や

物の流れを積極的に取り込むとともに、国内外

に向けて物を売り込んでいく「地産外商」を強

力に推進していく必要があるものと考えており

ます。

このため、県におきましては、これまでも、

高速道整備を見据えながら、港湾整備や物流の

効率化、大分県との連携による東九州メディカ

ルバレー構想の推進、記紀編さん1300年記念事

業の展開などに取り組んできているところであ

ります。また、それぞれの地域におきまして

も、観光や水産業など県境を越えたさまざまな

振興策が今、進められているところでありま

す。今後は、広域観光周遊ルートの形成や、

フードビジネスを初めとする成長産業の育成を

一層加速化させていくことが重要だと考えてお

りまして、「東九州の新時代をつくる」という

強い信念のもとに、九州全体との有機的な高速

道路ネットワークの構築も図りながら、官民一

体となった攻めの姿勢で、東九州自動車道の整

備効果を県全体の振興に最大限生かしてまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○副知事（牧元幸司君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、口蹄疫からの再生・復興対策の総括に

ついてでございます。これまで、口蹄疫からの

再生・復興方針及び工程表に基づきまして、市

町村、関係団体、畜産農家などと一体となりま

して、さまざまな取り組みを進めてきたところ

でございます。畜産分野につきましては、まだ

まだ多くの課題が残されております。防疫体制

の強化に関しましては、議員御指摘のように、

風化をさせないということがまずもって重要で

ございますけれども、一定の前進があったと考

えておりますし、全国和牛能力共進会での日本

一連覇を契機といたしました販路拡大の展開な

ど、前向きな動きが出てきているところでござ

います。一方、口蹄疫により大きな影響を受け

ました県内経済につきましては、口蹄疫復興対

策運用型ファンドなどを活用いたしまして、活

性化に努めているところでございます。しかし

ながら、日本全体の景気の低迷等もございまし

て、引き続き厳しい状況が続いているところで

ございます。

このような中、本県の畜産、さらには産業全

体がより力強く復興し、成長するためには、こ

れまでの取り組みの成果を踏まえつつ、新しい

ステージへと進むべき時期に来ておるのではな

いかと考えているところでございます。具体的

には、畜産につきましては、３月末に策定予定

の「畜産新生プラン」に基づきまして、生産性

の向上や販売力の強化など、安全・安心で付加

価値や収益性の高い畜産に向けた取り組みを着

実に進めていくことが重要であると考えており

ます。さらに、先般、策定をいたしました「復

興から新たな成長に向けた基本方針」に基づき

まして、今後の本県の核となる成長産業の育成

を加速化させ、地域経済、産業全体の活力向上

を図る取り組みを有機的・重点的に進めてまい

りたいと考えているところでございます。

次に、森林整備加速化・林業再生基金につい

てでございます。この基金は、間伐等の森林整

備の加速化と、森林資源を活用した林業・木材

産業を初めとする地域産業の再生を図ることな

どを目的といたしまして、国が交付する補助金
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をもとに、県においても基金を造成しているも

のでございます。今回の国の補正に伴いまし

て、本県では48億5,100万円余りの積立をお願い

しているところでございます。県といたしまし

ては、森林所有者の所得向上や林業・木材産業

の活性化を図るため、今後、この基金を有効に

活用し、御質問にございましたように、木造公

共施設やバイオマス利活用施設の整備を積極的

に推進いたしますとともに、林業事業体や人材

の育成などに取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。

次に、林業発展のための施策についてでござ

います。本県は、豊富な森林資源を有し、林内

路網や高性能林業機械等、生産基盤の整備など

を積極的に進めてまいりましたことから、杉生

産量日本一を21年間続けているところでござい

ます。また、大型製材工場の整備や人工乾燥施

設の積極的な導入などによりまして、製材品出

荷量につきましても全国３位と、我が国有数の

林業・木材産業をリードする県となっていると

ころでございます。私も実際に本県の山林に足

を運びまして、多くの林業・木材産業の関係の

皆様方と直接お話をしてまいりました。この中

で、豊富な森林資源と林業関係者の熱意という

ものを実感いたしまして、本県の森林はまさに

宝の山であるというふうに感じたところでござ

います。

一方で、林業を取り巻く環境につきまして

は、御指摘のございましたように、林業従事者

の高齢化が進み、木材価格は、円高や景気の影

響などによりまして、昨年６月に過去最低とな

るなど、大変厳しい状況が続いております。し

かしながら、最近の円安によりまして外材の輸

入が減少傾向にあり、木材製品価格が上昇して

いるとともに、木材利用ポイント制度の創設、

木材バイオマス発電施設の建設など、前向きな

動きも出てきているところでございます。この

ようなことから、私は、今こそ、関係業界や行

政が一体となりまして、林業・木材産業の振興

を図るための取り組みを一層推進していくこと

が必要であると考えているところでございま

す。

具体的には、１つ目には、高性能林業機械の

導入などによる効率的な作業システムの構築

や、路網の集中的な整備を進める、これらによ

りまして、さらなる低コスト林業を進めていく

ことでございます。２つ目には、県産材の県民

による地産地消の推進や、公共建築物への利用

推進などによりまして県内での利用拡大を図る

とともに、「チームみやざきスギ」による県外

や東アジアへの県産材の販路拡大を図りますこ

と。そして３つ目には、木質バイオマス発電

や、農業分野での木質バイオマス暖房機の積極

的な導入などによりまして、森林資源の新たな

活用を推進することなどが重要であると考えて

いるところでございます。このような取り組み

によりまして、本県の林業・木材産業につきま

しては、力強い産業として再生できることを確

信しているところでございます。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。

高速道路及び都城志布志道路に関する取り組

みについてであります。

まず、高速道路につきましては、整備効果を

県全体の振興につなげていく観点からも、残さ

れたミッシングリンクをつなげていくことが大

変重要であると考えております。このため、こ

としに入ってからも、知事が会長を務める九州

中央自動車道建設促進協議会が先月28日に、ま
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た、東九州自動車道につきましても、建設促進

協議会として同月10日にそれぞれ緊急提言を行

い、国土交通省及び財務省等に対し、平成24年

度補正予算及び平成25年度当初予算の確保によ

る整備促進、さらには未事業化区間の早期事業

化を強く訴えてきたところであります。県とい

たしましては、今後とも、一日も早い全線供用

に向け、県議会や市町村を初め、民間の皆様と

も連携しながら、引き続き、国や関係機関に対

して強く訴えてまいります。

次に、都城志布志道路についてであります。

この道路は、都城インターチェンジと志布志港

を直結し、南九州圏域の経済活性化や大規模災

害への防災対策の強化に欠かせない地域高規格

道路でありまして、その効果を十分に発揮する

ためには、早期に全線の供用を図ることが大変

重要と考えております。このため、県では、国

や鹿児島県とも連携しながら、事業中区間の整

備促進に努めてきたところでありまして、平

成24年度の補正予算におきましては、国が施行

しております国道10号都城道路に16億7,000万

円、県が施行しております梅北工区に４億6,000

万円の事業費が追加配分され、今後の事業進捗

にも弾みがつくものと期待しているところであ

ります。県といたしましては、引き続き、整備

に必要な予算の確保を図るとともに、鹿児島県

や関係団体とも連携しながら、唯一の未事業化

区間であります県境部の平成25年度の新規事業

化を強く要望するなど、都城志布志道路全線の

早期供用に向け、全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。先

ほど、知事の政治姿勢に関して、議会との対話

を十分図っていただけるということであります

ので、その分はお願いしておきたいというふう

に思います。

それから、先ほど、道路ができて県勢発展に

どうつなげるかというところで、新しいキー

ワードとして「東九州の新時代をつくる」とい

うことも、ある種、今出てきたものかなと思っ

ていますので、そういう意気込みで県政運営を

図っていただきたいと思います。

最後に、ＴＰＰについてですけれども、これ

はちょっと聞き漏らしたかもしれませんが、Ｔ

ＰＰに対する対応のための委員会みたいなもの

をつくるということでよろしいんですね。わか

りました。ありがとうございました。

では、次の質問に移らせていただきます。

昨年末の政権交代で安倍政権が誕生しまし

た。そして、「アベノミクス」と言われる、金

融緩和、財政出動、成長戦略の３本の矢が発表

をされ、功を奏したのか、円安になり、株価も

上昇し、景気は「気」の影響とも言われるよう

に、さい先よい船出となりました。2013年度の

政府予算の一般会計は92兆6,115億円で、実質的

には７年ぶりの減額予算でありますが、内訳を

見ますと、公共工事は昨年と比べて0.3％の増、

社会保障費も10.4％の増となっております一方

で、地方公務員の給与削減で地方交付税は減額

となりました。そこで、知事にお伺いいたしま

すが、政権交代に伴って、本県の平成25年度当

初予算編成等にどのような影響があったのか、

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国の平成25年度予算案

につきましては、12月の政権交代に伴い、１月

に概算要求の入れかえが行われまして、通常よ

り１カ月程度おくれて決定をされたわけであり

ますが、防災対策やインフラの老朽化対策など

に重点的な措置が講じられ、日本経済の再生に

向けまして、24年度の補正予算と一体的に、15
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カ月予算として編成されたところであり、全国

に比べておくれております本県の社会資本整備

にも弾みがつくものと評価をしておるところで

ございます。今回、地域自主戦略交付金の廃止

による各省庁の交付金等への移管とか、地方公

務員の給与削減要請に伴う地方交付税の減少、

農業農村整備事業の増額など、いろんな見直し

の措置が行われたわけでありますが、特に、農

業農村整備事業の増につきましては、対応する

県の公共事業予算を今年度と比べ9.5％の増とし

たところであります。このような国の措置につ

きましては、可能な限り情報の収集に努め、本

県当初予算案へ適切に反映させたところであり

ます。

○十屋幸平議員 次に移ります。本県の財政状

況は、県税や地方交付税の減収と社会保障関係

費の自然増等によりまして、毎年200億円を超え

る収支不足が見込まれております。その中で、

今年度の重点施策である地域経済の活性化、安

全・安心で豊かな地域づくり、新しい時代を切

り拓く成長産業の育成などを推進するために、

予算編成に当たりまして、国の予算の獲得に知

事としてどのように取り組んだのか、お伺いを

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 自主財源に乏しく、財

政基盤の脆弱な本県であります。停滞している

県内経済の活性化や、県民の安全・安心な生活

環境の確保を図るインフラの整備など、さまざ

まな課題に対応していくためには、国の交付金

等を十分に確保することが必要であろうという

考えのもとに、25年度予算編成に当たりまして

は、昨年から、必要とする予算の確保に向けま

して、国に対して積極的な働きかけを行ったと

ころであります。政権交代後も、具体的には、

年明け早々に県関係国会議員への説明の場を設

けまして、南海トラフ巨大地震対策を初め、道

路や港湾、農業生産基盤など、社会資本整備に

必要な予算の重点配分などにつきまして、支援

を要請するとともに、関係省庁に対しまして

も、政務三役はもちろんでありますが、事務方

のところまでも直接私が足を運びまして、数度

にわたり要望活動を行ってきたところでありま

す。国の予算の確保につきましては、県議会の

皆様にもさまざまな形で積極的に取り組んでい

ただいておりまして、感謝を申し上げるところ

であります。今後とも、あらゆる機会を捉えて

国への働きかけ、財源の確保に努めてまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 知事がみずから足を運んでお

願いしてきたということでありますけれども、

そうしないとなかなか、自主財源の乏しい本県

にとっては厳しい状況ということでありますの

で、今後また頑張っていただければというふう

に思います。

次に、国の平成24年度補正予算は、東日本大

震災からの復興加速等のための復興・防災対

策、成長による富の創出、暮らしの安心・地域

活性化策や、日本再生に向けた緊急経済対策な

ど、全体の財政支出額は10兆2,815億円でありま

す。この国の緊急経済対策に伴いまして追加提

案されました補正予算について、どのような考

えを持って組まれたのか、知事にお伺いをいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 今申し上げましたよう

に、本県は、全国に比べ、社会資本整備が大き

くおくれているという認識のもとに、物流の効

率化等によります産業の振興はもちろんのこ

と、南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえま

した防災・減災対策を強力に進めていく必要が

ある。さらには、道路や港湾などのインフラ整
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備というものを積極的に進めていきたいという

ことでございます。そのような基本的な考え方

のもとに、本日追加提案をいたしました24年度

の補正予算案につきましては、国の緊急経済対

策に伴いまして、公共事業を中心に措置したも

のであります。今回、公共事業等の地方負担額

を軽減するための、いわゆる「地域の元気臨時

交付金」が措置されることなどもありますの

で、本県が必要なインフラ整備を進めるチャン

スであるというふうに捉えまして、積極的に国

の補正予算、その財源を確保するよう、関係部

局に強く指示をし、また、私みずからも働きか

けを行ってきたところでございます。公共事業

以外にも、雇用の確保や森林整備等に活用する

基金の積み立てを初め、農業用施設の整備な

ど、いずれも地域の雇用や経済に波及効果が期

待できる事業を計上しているところでありま

す。25年度当初予算案と一体として執行しまし

て、地域経済の活性化に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 今、予算に絡みまして一連の

質問を知事にさせていただきました。答弁の中

に「強く指示をして」とか、一生懸命頑張って

いるというのがわかったわけでありますけれど

も、冒頭に申し上げましたとおり、知事として

のリーダーシップを発揮されて、組織を動かし

ながらやっていただかなければ、なかなか県勢

発展につながらないと思いますので、そのあた

り、ことしは折り返しの年でありますから、

しっかりと頑張っていただきたいというふうに

思っております。

次の質問に移ります。職員給与の引き下げ等

についてお伺いしますが、国は、東日本大震災

の復興財源として、国家公務員の給与を平成24

年４月から２年間、平均7.8％下げていることを

理由に、地方公務員給与の削減を求め、地方公

務員給与費を9,000億円削減する一方で、その見

合い分として、防災・減災事業や地域活性化等

の緊急課題に対応するための特別枠を同額

の9,000億円設定しました。しかしながら、都道

府県は、平成11年度から23年度までに２兆円の

給与カットを実施しておりますが、その間、国

は給与を削減しておりません。また、地方にお

いては、職員定数の削減など、行財政改革にも

積極的に取り組んできている中での今回の削減

につきましては、納得ができないものだと考え

ます。さらに、今回の件について、総務省の地

方財政審議会会長・神野直彦東大名誉教授は、

「給与は、地方公務員法や人事委員会勧告等に

基づき、各自治体が決めるのが原則。それでも

国が求めるなら根拠が必要だ」と述べられてお

ります。いわゆる地方自治の本旨に反するので

はないかということであって、私もそのように

考えております。また、地方交付税の不交付団

体であります東京都は、給与の引き下げを拒否

しておりまして、自治体のばらつきもさること

ながら、不公平も出てきます。そこで、今般、

国から要請のあった職員の給与削減について、

知事の考えと今後の対応をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の職員の給与であ

りますが、人事委員会勧告に基づきまして、国

や民間との均衡を図りながら決定してきたとこ

ろであります。これは地方公務員法の定めると

ころであるわけであります。それに加えまし

て、厳しい財政状況のもとで行財政改革に積極

的に取り組んできたところでありまして、具体

的には、1,000人を超える職員数の削減や管理職

手当の10％カット、さらには特別職の給与等の

カットや見直しなどによりまして、平成17年度

からの累計額は約100億円と、大幅に人件費の削
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減に努めてきたところであります。しかしなが

ら、今回の国からの要請というものは、このよ

うなこれまでの努力というものが考慮されてお

らず、極めて遺憾であると言わざるを得ないも

のと考えております。ただ、その一方で、国に

おいて閣議決定がなされ、地方交付税が削減さ

れ、歳入が減るという現状につきましては、重

く受けとめる必要があるというふうに考えてお

るところでございます。今後、職員の給与削減

につきまして、大変難しい判断ではあります

が、本県の財政状況や地域経済への影響、さら

には職員の士気の確保といった点も考慮しなが

ら、慎重に検討してまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 どうしても権限、財源を握ら

れていまして、国のやることに、ノーとは言い

ながらも従わざるを得ない状況があるというふ

うに思います。しかしながら、地方交付税法の

第３条の２の中に、「地方自治の本旨を尊重

し、条件をつけ、又はその使途を制限してはな

らない」というふうにありますので、やはりこ

のあたりはしっかりと国に、逆に言えば、法律

を守りなさいよというぐらいの強い気持ちを

持ってやっていただかなければいけないなとい

うふうに思っております。これはまたいろいろ

議論もさせていただきますが、けさ、中野議員

からありましたように、道州制等いろんな法律

ができるとは言いながらも、国はなかなかその

あたりで権限、財源、人間―人間だけ押しつ

けてくるかもしれませんが、議論がなかなか進

まないところかなというふうに思っております

ので、これからまた県議会としても議論してい

かなければいけないと認識をいたしておりま

す。

次に移ります。記紀編さん1300年記念事業に

ついてであります。

本事業は、既に御存じのように、平成24年か

ら平成32年の９年間の取り組みで、総仕上げは

全市町村が参加する国民文化祭を開催し、本県

の宝を再認識し、新たな県土づくりに生かすと

言われています。また、本年度の取り組みに関

して知事は、「県民が歴史的な宝を見詰め直

し、認識を深めることができた」とも述べられ

ております。記紀編さん1300年記念事業の基本

構想も策定されまして、いよいよ事業を推進す

る時期に来ていると考えております。本年度

も、県内各市町村や団体と連携して、さまざま

なイベントや啓発事業に取り組まれております

が、新聞のコメントで、日本銀行宮崎事務所長

の方は、「単発イベントが多いため、県全体の

魅力アップや県外への発信につながっていな

い」と指摘しています。つまり、県としては一

生懸命に頑張っています。しかしながら評価は

分かれるところであります。本県が苦手とする

ＰＲ対策でも、テレビなどの視覚に訴える取り

組みも必要ではないかというふうに考えており

ます。そこで、記紀編さん記念事業のＰＲ、情

報発信を強化すべきだと考えます。そして、新

設する記紀編さん記念事業推進室はどういう役

割を担うのか、総合政策部長にお伺いをいたし

ます。

○総合政策部長（稲用博美君） 記紀編さん

1300年記念事業は、教育・文化、観光、地域振

興等、幅広い分野で長期的に取り組んでいくも

のでありまして、部局横断的な施策の総合調整

等を継続的に行っていくために、新年度の組織

改正において「室」を設置しまして、県の体制

を対外的に明確に示すことにより、市町村や民

間との連携・調整を一層緊密に進めて、取り組

みの強化を図ることとしたものであります。
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また、今後の事業展開の方向性を示す基本構

想が策定されまして、事業の企画段階から実施

段階へと進むべき時期に来ているということ

や、県内外への情報発信等、観光交流の活発化

をより強力に推進するために、商工観光労働部

の観光物産・東アジア戦略局に組織を移管しま

して、「神話のふるさと」としてのブランドイ

メージのＰＲや、県民総語り部化を目指しまし

た県民の理解促進などを軸に、同一局内で一体

感を持って関連事業を推進していくというふう

にしたところであります。

○十屋幸平議員 これは提案ですけれども、ロ

ゴマークがありますね、あのステッカーをつ

くって、県内外を走るトラック協会に協力して

いただいてステッカーを張るとか、宮崎交通さ

んは県民向けに張っていただくとか、大相撲の

場所で宮崎牛を贈るときに何かそういうものを

やるとか、今度は３月ですか、東京ガールズコ

レクションがありますが、そういう県外に向け

ての情報発信にうまくもっと使っていただけれ

ばというふうに、これはお願いをしておきたい

と思います。

次に、物流問題についてお伺いします。今回

は海上輸送のみについて質問をいたします。

今月、２月７日から８日にかけて、自民党の

有志12人で宮崎カーフェリーに乗船しまして、

物流や農産品の販売等の調査を目的に、旅行客

の皆さんと船旅を楽しみました。そして大阪南

港に向け出港しました。船旅は、私も大学生時

代、細島港から東京まで行って以来で、船酔い

をしないかと心配しながらの出港でしたけれど

も、多少揺れましたが、快適な船旅をさせてい

ただきました。乗船した後に、トラックの積み

込み作業も調査する中で、宮崎の基幹産業の農

畜産物や工業製品等を積み込んだトラックが所

狭しと乗船しまして、本県の物流の下支えを、

カーフェリーやトラック業界等が担っているこ

とを改めて認識し、物流の重要性も確認をいた

しました。

本県は、物流について、宮崎県物流対策推進

本部会議のデータをもとに、対策や取り組みを

検討されております。その中で、長距離フェ

リー航路の課題として、次のような点が指摘さ

れています。まず１点目は、カーフェリーは、

人流・物流の両面で大きな役割を果たしている

ことから、航路の維持・充実や、修学旅行等の

利用促進を図る必要があること。また、カー

フェリーの船舶のリプレースが大きな課題とし

てあることも認識されております。そこで、本

県の将来を見据えた物流戦略をどのように考え

ているのか、総合政策部長にお伺いをいたしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 物流対策は、

大消費地、大都市から遠い本県の産業振興にと

り大変重要な課題であると認識しておりまし

て、東九州自動車道の開通が迫るなど、本県を

取り巻く環境が大きく変化する中で、今後、物

流対策を積極的に推進するためにということ

で、本年度、宮崎県交通・物流ネットワーク戦

略を策定しているところであります。この中で

は、大きく２つの物流戦略を掲げております。

１点は、県内産業発展を支える物流網の構築の

推進であります。道路網や重要港湾の整備促進

等によりまして、効果的な物流網を支えるイン

フラ等の整備を図るとともに、内外定期航路の

維持・充実等によりまして、さまざまなニーズ

に対応できる輸送手段の充実を図ってまいりま

す。２点目は、物流効率化の推進であります。

外貿における45フィートコンテナの活用等、先

進的な取り組みでありますとか、ロット拡大の
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推進等によりまして貨物の集約化を図るととも

に、大都市からの直送化の促進等によりまし

て、下り荷の確保を図ってまいります。今後、

産業界等としっかり連携を図りながら、これら

の戦略に基づきまして、物流対策を積極的に推

進してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○十屋幸平議員 今、答弁の中にも下り荷とい

うことがありました。宮崎県物流対策推進本部

会議でも、慢性的な下り荷の確保の困難な状況

が認識されております。そこで、提案を含めて

お伺いいたしますが、下り荷確保対策として、

県には大阪事務所や東京事務所が設置されてお

ります。その事務所に総合交通課の職員を配置

するか、または事務の分任をするなどの取り組

みはできないか。海上輸送について、下り荷の

問題を含めた今後の具体的な取り組みについ

て、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 海上輸送は、

低コストで大量輸送が可能であり、今後の物流

効率化を図る上で大変重要な輸送手段でありま

す。長距離フェリー航路を初めとしました海上

輸送の利用を促進し、その維持・充実を図るこ

とは、本県の産業振興にとりましても必要なこ

とであります。現在、県では、陸上トラック輸

送等から県内発着の海上輸送等へシフトした貨

物に助成を行います物流効率化支援事業の活用

により、その利用を促進しているところであり

ますが、今年度からは、本県の課題である下り

荷の不足に対応するための割り増しを設けるな

ど、支援の拡大を図ったところであります。ま

た、宮崎県交通・物流ネットワーク戦略におき

ましても、下り荷確保を戦略の一つとして掲げ

ることとしております。今後、情報の共有化を

含めまして、県外事務所も十分に活用しなが

ら、県外荷主への働きかけ等、下り荷の確保に

向けて、海上輸送の利用促進に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に移ります。先ほど、基幹

産業の下支えをトラック業界とカーフェリーが

担っていることを改めて認識したと述べまし

た。宮崎カーフェリーの船は、建造から15年が

過ぎまして、間もなく更新時期を迎えます。し

かしながら、燃油価格は、平成22年の１キロ

リットル当たり５万313円が、平成25年は６

万6,400円と、高騰を続けておりまして、企業経

営のコストに占める割合が42％以上となり、経

営を圧迫しております。今後の動きとしまして

も、燃油が投機の対象とのことであって、なか

なか燃油が下がることは見込めません。本県の

物流を支える海上輸送に大きな影響が出ると考

えられます。そこで、長距離カーフェリー事業

者の船舶リプレースに対して県の支援が可能か

どうか、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） 本県のように

大消費地から遠隔地にありますいわゆる条件不

利地域では、長距離フェリーの航路は、その物

流を担う重要な輸送手段であるというふうに考

えております。長距離フェリーの建造につきま

しては、大変多額の費用がかかるというふうに

伺っておりますので、リプレースに当たりまし

ては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構の中に船舶共有建造制度というのがあ

り、この活用も考えられます。その活用等に向

けて支援をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

○十屋幸平議員 今おっしゃったように、鉄道

建設・運輸施設整備支援機構の船舶共有建造制

度というのがあって、その中身は、結局、赤字

の会社にはそれは適用できないということで、
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現在、宮崎カーフェリーさんは厳しい状況であ

りますので、なかなかこれを申請しようといっ

ても難しい。そして、船は大体17年ぐらいで建

造し直さなきゃいけないということが言われて

おります。新しい船になると、３割でしたか、

燃油も、それから経営のコストも下がるという

ことで、新造船をつくれる見込みは立つんです

けれども、もともとそのお金の出どころがない

というところが大きなネックです。県が宮崎の

ものをどう運ぶかということを考えたときに

は、例えば関係団体はたくさんあると思うんで

すが、そういう方々にいろんな形で応援をして

もらうとか、そういうことは考えられないのか

というのが、今回の私の考えであります。それ

がなくなりますと、高速道路はさっきみたいに

できました、大分に行く、志布志に行く、博多

に行く、じゃ、宮崎の物流を支えるのは誰です

かと。知事は地産地消とよく言われますけれど

も、まさに、物流においてもそうだと思うんで

す。その地産地消の運ぶ人がいなくなってし

まったら大きなダメージだと思います。今でも

志布志だったり大分に流れています。ですか

ら、そのあたりを考えたときには、やっぱり真

剣に考えていただかないと、行く行く困ってし

まうのは我々県民だということでありますの

で、しっかりそのあたりを検討していただきた

いというふうに思っています。

次に移ります。宮崎港は、南九州の物流拠点

として国際貨物を取り扱い、油津港では、２棟

目の県営上屋が増設されるなど利便性の向上が

図られ、また、クルーズ船が入港するなど、観

光面でも活用が図られております。本県の重要

港湾のうち、細島港は、平成22年度に重点港湾

に指定され、17号岸壁及び埠頭の整備や、ガン

トリークレーン、コンテナヤードの拡張で国際

貨物の基地としての役割を担っております。今

回、宮崎45フィートコンテナ物流特区を申請

し、３月下旬に認定されるようであります。こ

のことが本県経済の活性化と県内港湾の振興に

つながり、県勢の発展に役立つものと考えま

す。また、東九州自動車道や九州中央道の整備

が進むことで、細島港の扇のかなめとしての重

要性がますます増してまいります。そこで、細

島港の国際ターミナル整備事業が進む中、将来

ビジョンとして今後どのような貨物の集荷に向

けて取り組むのか、県土整備部長にお伺いをい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 細島港におき

ましては、ただいま議員がおっしゃいましたよ

うに、大型岸壁の整備や東九州自動車道などの

整備が進んでおりますことから、これまで以上

に港を利用しやすい環境が整ってきているとこ

ろでございます。現在、貨物の集荷につきまし

ては、宮崎県ポートセールス協議会におきまし

て、県、市及び港湾利用者が一体となって取り

組んでいるところでございますが、今後は、細

島港周辺企業の医療関連製品や繊維製品などの

貨物はもとより、現在、県外の港を利用してい

る太陽光エネルギーや自動車関連製品などの貨

物につきましても、その集荷に向け、引き続

き、積極的かつ効果的なポートセールスに努め

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 同じことを二度言います。先

ほども総合政策部長に私が言いましたように、

結局よそに流れているんですね。だから、そう

いうものをするためには、やはり自前といいま

すか、宮崎発の企業が頑張らないといけないと

いうことでありますので、そのあたりもしっか

り取り組んでいただきたいと思います。

それに関連して次の質問に移りますが、道路
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整備、鉄道貨物や港湾整備のハード整備、そし

て、ポートセールスのソフト事業、商工業の製

造品や企業誘致、農林産物等の集荷体制など、

物流はさまざまな関係が絡んでまいります。そ

のような視点で、総合的に物流対策に取り組む

物流専門の組織を県庁に設置してはどうかと考

えますが、県の考えを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） 物流は、農林

水産業、製造業を初め、産業全般にわたり、ま

た、関係先あるいは物流の体系もそれぞれ異

なっておりますことから、庁内の関係部局はも

とより、民間事業者の実情も十分把握しながら

施策を進めているところであります。庁内にお

きましては、知事を本部長とする物流対策推進

本部におきまして、部局横断的に物流対策を推

進しております。今後、物流対策につきまして

は、宮崎県交通・物流ネットワーク戦略に基づ

き、官民で連携して強力に推進していくことと

しておりますので、御質問の専門組織の設置に

つきましては、より効果的な推進体制のあり方

という観点から、引き続き研究してまいりたい

と考えております。

○十屋幸平議員 先ほどから何度も言います

が、物流については総合的に取り組まないと、

なかなか１課、２課、３課ぐらいでは力が弱い

といいますか、目が届かない部分もありますの

で、ぜひこのあたりは検討をしていただきたい

と思います。研究してまいりたいということで

お答えいただきましたけど、私、平成19年にあ

る提案をして、研究をいただきました。今回ま

た同じような質問をしようと思いましたら、私

が質問した内容について事業化されていますと

いうことで、５年経過した後に事業化しまし

た。５年後を楽しみにはできませんので、でき

れば早急に研究から検討にでも格上げいただい

て─道路じゃないんですが─今回、いろん

な課の新設を横断的にやっていますね、そうい

うことが絶対必要だと思うんです。ですから、

これは要望にとどめておきたいと思いますの

で、そのあたりをお願いしたいと思います。

次に移ります。防災問題についてでありま

す。

３・11の東日本大震災から間もなく２年目を

迎えます。本県では、宮崎大学やベンチャー企

業の地震工学研究開発センターが、マグニチ

ュード９を想定し、津波が内陸部３キロまで進

入するなどの被害想定を出しました。また、平

成23年12月には、津波の災害から国民の生命・

身体及び財産の保護を図るため、市町村による

推進計画の作成、また、一定の開発行為及び建

築物の建築等の制限などを盛り込んだ「津波防

災地域づくりに関する法律」が制定をされまし

た。そして、昨年８月29日には、内閣府が、南

海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ

の第１次報告で、本県の死者数４万2,000人、建

物損壊８万3,000棟などの津波浸水の被害想定を

公表しました。それを受けて、本年２月13日に

県では、内閣府の想定にない海岸の堤防、水

門、２級河川のデータも使って、最大クラスの

津波による影響を考慮し、津波浸水想定を公表

いたしました。県はようやく、新たな地震・津

波対策を盛り込んだ本格的な地域防災計画の見

直しに動き始め、平成25年度中に計画をまとめ

る予定であると聞きます。被害が想定される県

内市町は、それを受けての地域防災計画の策定

をしなければならず、県の対策が急がれます。

そこで、東日本大震災を踏まえた県地域防災計

画の見直しがおくれていると思いますが、今後

の見通しと取り組み状況について、危機管理統
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括監にお伺いをいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 県の地域

防災計画の見直しにつきましては、南海トラフ

巨大地震に関する国の被害想定作業がおくれて

おりますことから、今、議員から御指摘があり

ましたように、確かにおくれているというのが

現状だと思います。一方で、県の地域防災計画

につきましては、できることから順次見直しを

行うという考えに立ちまして、昨年度は、ＤＭ

ＡＴ等の災害医療体制の整備に関する修正、ま

たは水防法に基づく水防計画に津波災害に関す

る内容を加えるなどの改正を行ったところでご

ざいます。また、今年度につきましても、津波

に関する情報伝達の改善や避難誘導体制の確

保、後方支援拠点の指定等による広域防災体制

の強化、自主防災組織の充実等による地域防災

力の強化などを中心に、改正に向けた検討作業

を進めているところでございます。さらに、先

般、南海トラフ巨大地震等による津波・浸水想

定を公表いたしましたが、これらの地震・津波

への対応等につきましては、来年度以降、地域

防災計画に盛り込みたいと考えているところで

ございます。今後とも、地域防災計画の見直し

につきましては、国の検討状況を踏まえ、市町

村とも連携しながら、適時的確な見直しを進め

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に移ります。南海トラフ巨

大地震がきょう起きるか、1000年後に起きるか

わかりませんが、県は、いつ発災しても県民の

生命と財産を守る義務があります。そこで、南

海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、国の

動きを待たずに県としてやらなければならない

取り組みとして、例えば避難経路の整備や避難

タワーなど、市町との連携で進める施策から率

先して取り組んでいくべきだと考えます。県と

して、今回、大規模災害対策として基金を設置

し、事業を進めると聞いておりますが、どのよ

うに取り組んでいるのか、知事に考えをお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 大規模災害は、いつ発

生するか予測がつかないという状況の中で、や

るべきことは山積しております。基本的な考え

方としては、国、県、市町村というものが連携

をしながら、短期・中期・長期でできることか

ら取り組んでいくということでございまして、

そのような考え方のもとに県としても取り組ん

できたところであります。具体的には、広域支

援体制構築のための９カ所の後方支援拠点の確

保でありますとか、地域防災力向上のための人

材育成としての防災士の養成、また、県庁の災

害時の機能確保・強化のためのＢＣＰの策定と

運用などを進めてきたところであります。さら

に、来年度は、５億円の宮崎県大規模災害対策

基金を設置しまして、必要な対策として、沿岸

での避難場所・避難経路の確保、消防の常備化

・広域化、広域連携の強化などに取り組んでま

いりたいと考えております。これまでも、南海

トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会の幹事

県を本県が務めております。また、沿岸の市町

との宮崎県津波対策推進協議会などで、縦・横

の連携の強化も図っているところでございま

す。今後とも、私みずから先頭に立って、これ

ら以外のソフト、ハード両面含めて、積極的

に、また着実に対策の推進を図ってまいりたい

と考えております。

○十屋幸平議員 しっかり取り組みをお願いし

たいと思います。

次に移ります。東日本大震災では、行政組織

は、ハード、ソフト両方とも大変な被害を受け

て、復興・復旧に向けての取り組みが一番おく
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れたということを報道等で知っておりますけれ

ども、本県では、大規模災害時の司令塔として

の県庁舎の役割を考えて、防災拠点施設整備調

査検討委員会を立ち上げ、４回の会合が開催さ

れて、次のような点が協議をされております。

まず初めに、必要な機能・性能についての議論

でありますけれども、大震災後、直ちに使用で

きる耐震性能、災害時の人員・物資の輸送や情

報収集のためのヘリポートの設置など、さまざ

まな点が検討されております。また、一方で、

留意点として次のような点も挙げられておりま

す。必要最小限の財政負担とする必要があるこ

と、大地震に備えての早期整備の必要性、職員

が参集しやすい場所に整備することなどが記載

されております。そこで、防災拠点庁舎の整備

検討の進捗状況について、総務部長にお伺いを

いたします。

○総務部長（四本 孝君） ただいま議員から

御指摘というか、お話がありましたとおり、本

県の災害応急活動の中核となる防災拠点庁舎の

整備につきまして、現在、専門のコンサルタン

トに調査を委託するとともに、防災や建築の専

門家を含む検討委員会において、御意見をいた

だきながら検討を行っているというところでご

ざいます。今のお話にもありましたとおり、こ

としの１月に第４回目の検討委員会を開催いた

しまして、この庁舎の機能・規模や整備場所に

関して、想定されるさまざまな整備パターンが

コンサルタントから提示をされまして、災害応

急対策上の視点からの検討が行われたところで

ございます。その後に、今月の13日に県の新た

な津波浸水想定が公表されました。これにより

ますと、この県庁域は浸水をしないということ

でございますけれども、この結果を踏まえまし

て、今後さらに詳細な検討を行うということに

しております。防災拠点庁舎の整備検討につき

ましては、引き続き、この検討委員会において

専門的な見地から御意見をいただくとともに、

県議会を初め、県民の皆様の御意見を十分お聞

きしながら検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 結びのところにありましたよ

うに、県議会を初め、県民の皆様の御意見を十

分お聞きしながらということでありますので、

そのあたりで検討をしっかりとやっていただき

たいというふうに思います。

次に移ります。難病対策についてでありま

す。

厚生労働省の難病対策委員会は、医療費助成

の対象疾患の拡大や、重症疾患者の所得に応じ

た自己負担の提言がなされています。そして、

助成費用は国と都道府県で折半が原則でありま

すが、これまで長年の懸案であった都道府県の

超過負担の解消が、2014年度予算で解消する方

向で調整されていると報道されています。本県

では、難病患者数約8,0 0 0人、総事業費11

億7,800万円で、国負担は、予算不足を理由に２

億6,400万円と４分の１程度であり、早期の是正

が求められます。そこで、難病患者に対する医

療費の公費助成が見直されますが、見直しに向

けたこれまでの取り組みと見直しの内容につい

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） まず、これま

での県の取り組みでございます。県では、難病

患者団体から要望のありました５疾患を公費助

成の対象疾患とすること、並びに議員から御指

摘のありました、国が本来補助すべき額が５割

程度しか交付されていないことによる県の超過

負担の解消や、難病対策の法制化などにつきま

して、厚生労働省に対し、全国衛生部長会や直
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接訪問による要望を行うなど、さまざまな機会

を捉えまして継続的に働きかけを行ってきたと

ころであります。

次に、見直しの内容でありますが、厚生労働

省の難病対策委員会が取りまとめた提言の中

で、医療費助成対象疾患の要件が示されました

ので、対象疾患は拡大するものと見込まれてお

ります。また、本年１月27日、総務大臣、財務

大臣、厚生労働大臣の間で、難病の公費助成に

つきまして、平成25年度の国庫補助金を積み増

すこと─約90億積み増しがされております。

それから、平成26年度予算において都道府県の

超過負担の解消を実現するよう、法制化等につ

いて調整することが合意をされたところでござ

います。

○十屋幸平議員 次に、見直しに当たっては、

重症患者に自己負担を求めることや認定手続の

際の指定医の受診など、患者の負担増につなが

る内容も検討されておりますので、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） 議員御指摘の

とおり、難病対策委員会が取りまとめました提

言では、助成対象疾患が見直される一方で、こ

れまで自己負担のなかった重症患者を含めまし

て、所得に応じた負担を求めることや、認定手

続に際し、指定された医師の診断を受けること

などが示されているところでございます。公平

で安定的な公費助成の仕組みを構築することや

認定手続をより厳正に行うことを踏まえた提言

ではありますが、難病対策の法制化に当たって

は、患者の負担が増加しないよう検討されるこ

とが重要と考えておりますので、法制化の動き

を十分注視してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 それでは、次に移らせていた

だきます。自殺対策についてであります。

これまでも本会議で、私を初め、各議員が自

殺対策について質問いたしました。議論を重ね

てまいりました。本県の自殺者数は15年連続

で300人以上で、10万人当たりの自殺者数は27.7

ポイントと高く、全国４位という厳しい状況で

あります。一人の自殺者の背景には、事業不振

から失業、負債、そして家族の不和、生活苦、

心の変調へと４つの要因が重なり合って、連鎖

して自殺に至るということであります。また、

自殺者の７割の方が関係機関に相談している実

態があり、自殺者の小さなサインを見逃さない

ゲートキーパーの役割が重要であると考えま

す。今回、県は、自殺者対策を総合的に推進す

る地域福祉保健・自殺対策担当の組織改正をし

て、積極的に自殺対策に取り組む姿勢を明確に

したことは評価したいというふうに思っており

ます。そこで、県では、自殺対策行動計画の見

直しなど、地域での対策強化を進めようとして

おりますが、本県の自殺者の状況と今後の対策

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） 厚生労働省の

統計によりますと、本県の自殺者数は、御指摘

がございましたとおり、平成９年以降、300人を

超える状況が続いておりまして、平成19年の394

人をピークに、その後３年連続で減少し、22年

には307人となっていましたが、23年にはやや増

加し、312人となっており、深刻な状況が続いて

いるものと考えております。

このため、県では、これまで、民間団体で構

成される宮崎県自殺対策推進協議会等と連携を

図りながら、総合的な対策を継続的に実施して

きたところでございますが、自殺対策をより実

効性あるものとするため、平成25年度からは、

新たに市町村自殺対策緊急強化モデル事業を実
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施してまいります。この事業では、市町村と一

体となって、地域の実情に応じたきめ細やかな

対策を推進することとしており、市町村が住民

を対象に、こころの健康調査を実施し、その調

査結果に基づき、独自の行動計画の策定を行う

場合、国の研究機関からアドバイザーを派遣す

るなどの支援を行うこととしております。

○十屋幸平議員 今回の自殺に対する質問であ

りますけれども、子供の自殺について伺いたい

というふうに思います。先日から、体罰による

高校生の自殺、いじめによる中学生や学校の統

廃合中止を訴えての小学生の自殺が報道され

て、非常に心が痛みます。報道では、「死にた

いと思うことがある」という割合は、小学生高

学年からふえ始め、中高生では２割から３割に

なり、「誰かに死にたいと打ち明けられたこと

があるか」と聞けば、２割の中学生が「ある」

と答えています。警察庁の統計で、19歳以下の

自殺者は、2010年は552人、2011年は600人を超

えております。文科省の発表では、ここ数年の

児童生徒の自殺者が年間150人前後で推移してお

ります。また、県の「こころの健康に関する県

民意識調査」では、自殺予防対策の意識とし

て、「学校でのいのちの教育の充実」と答えた

割合は52.3％と最も高く、「いのちの教育」の

重要性が浮き彫りとなりました。また、文科省

においては、先進的な取り組みをしているアメ

リカの教育を参考に、小・中・高に自殺予防教

育の導入について検討を始められたというふう

にも言われております。そこで、子供の自殺対

策についてどのような取り組みをしているの

か、福祉保健部長と教育長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉保健部に

おきましては、今年度、思春期における心の健

康を支援するため、精神保健福祉センターにお

いて、児童生徒向けのウエブサイト「宮崎ここ

ろの保健室」を開設いたしまして、心の健康に

関する知識の普及や相談先の紹介、メールによ

る相談等を実施しておるところでございます。

さらに、同センターでは、思春期の精神的な問

題で悩む本人や家族の個別相談に精神科医が応

じます「思春期精神保健診療相談」や高校生向

けの出前講座、フォーラムなどを実施しており

ます。今後とも、教育委員会等と連携を図りな

がら、子供の心の健康への支援に取り組んでま

いりたいと考えております。

○教育長（飛田 洋君） 自殺を予防するため

には、児童生徒に命を大切にする心や態度を育

成していくとともに、子供たち一人一人が自分

のよさに気づくこと、さらにはいじめの未然防

止など、安心して生活できる環境づくりが大変

重要であると考えております。各学校では、道

徳の時間や各教科等において命を大切にする教

育の充実に努めることはもとより、自分のよさ

や友達のよさが実感できる学校づくりや、児童

生徒の小さなサインを見逃さないよう、定期的

にアンケート調査や教育相談などを実施いたし

ております。県教育委員会におきましては、本

年度の新規事業である、「命や絆を大切にす

る」宮崎の道徳教育充実事業において、心に響

く自作の教材、そういうものを作成しながら、

命のとうとさについて深く考えさせる教育の充

実を図るとともに、子供同士が支え合いながら

お互いの抱えている課題を共感する、「わか

る、わかる」と子供たちが助け合うような活動

を「ピア・サポート」と呼んでいるんですが、

そういう活動をさらに推進することといたして

おります。また、スクールカウンセラーの配置

や、いつでも相談できる電話相談窓口の設置な
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ど、教育相談体制の充実に努めているところで

あります。

○十屋幸平議員 そこで、県の実数をお知らせ

いただきたいんですが、子供の自殺者数はどう

なっているのか、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） 厚生労働省の

統計でございますけれども、23年の本県の自殺

者数312人のうち、10歳から20歳未満の方が５人

おられます。10歳未満の方はおられません。ゼ

ロでございます。

○十屋幸平議員 10歳から20歳未満が５人とい

うことであり、これがゼロになるように願って

おりますので、またしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、ＢＳＥ検査廃止についてお伺いいたし

ます。

昨年10月、内閣府食品安全委員会は、牛肉の

輸入規制緩和について、「人の健康リスクへの

影響は無視できる」と答申されています。ま

た、我が国は、本年５月の国際獣疫事務局（Ｏ

ＩＥ）の清浄国の認定を目指して取り組んでお

ります。そこで、今般、ＢＳＥ検査は、国産牛

の安全性が確保されたとして、国において、対

象月齢がことし４月から31カ月以上に引き上げ

られる状況であります。対象外まで対応するこ

ととなる現行の全頭検査について、食の安全・

安心や風評被害等、いろいろな御意見はありま

すが、私個人的には、必要性がなくなりつつあ

るのではないかと思っております。そこで、担

当部としてどのように考えるのか、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） ＢＳＥの検査

対象となる牛の月齢でございますが、本年４月

から31カ月に引き上げられることとなっており

ます。しかしながら、一部の自治体が全頭検査

を継続した場合には、検査済みと未検査の牛肉

が市場に混在するなどの混乱を招くことになる

ため、国は、現行の補助制度を継続することと

しており、各自治体にも全頭検査を見直す動き

がないという状況でございます。このため、県

といたしましては、国産牛肉の安全性は十分に

確保されていると考えておりますが、当面は全

頭検査を維持していくこととしております。し

かしながら、さらに検査対象の月齢の引き上げ

が予定されていることや、ＢＳＥの清浄国とな

る準備が進められていることから、国は、その

タイミングで、地方自治体においても国に合わ

せて全頭検査を見直すことが必要との見解を示

しております。県といたしましても、今後、こ

うした国の意向等を考慮しながら、対応につい

て検討してまいりたいというふうに考えており

ます。

○十屋幸平議員 これはまたいろいろ議論が分

かれるところでありますので、しっかりと議論

してまいりたいというふうに思います。

次に進みます。中国木材株式会社の進出につ

いてであります。

これは、中身はいろいろ皆さん御案内のとお

りでありますので、今回、旭化成との用地交渉

が始まりまして、地元としては、林業関係者も

含めて期待を持って見守っております。そこ

で、中国木材株式会社の進出がおくれた理由は

何か、そして、今後、県はどのように支援して

いくのか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 進出がお

くれた理由でございますが、中国木材株式会社

によりますと、リーマンショックに端を発した

世界同時不況やその後の円高、さらには東日本
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大震災の影響等を注視しながら、慎重に進出時

期を見きわめていたためと伺っております。中

国木材の進出には、林業関係者を初め、地元経

済界からも大きな期待を寄せておりますことか

ら、県としましては、計画に沿って、一日も早

く、かつ円滑に進出できるよう、中国木材に働

きかけるとともに、地元日向市や関係部局等と

連携・調整を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 次に、中国木材進出を本県の

林業の振興につなげるには、県はどのように対

応していくのか、環境森林部長にお伺いをいた

します。

○環境森林部長（堀野 誠君） 中国木材株式

会社が１月に地元に説明した進出計画によりま

すと、間伐材など未利用木材を活用した集成材

の部材や、バイオマス燃料を製造する工場のほ

か、曲がり材などの低質材や大径材を活用した

集成材工場を整備することになっております。

中国木材の進出によりまして、本県の課題と

なっております大径材や低質材等の新たな需要

が生まれ、森林所有者への利益還元や林業・木

材産業の活性化が期待されるところでありま

す。県としましては、日向市などと連携し、計

画されている事業が着実に実行されるよう支援

するとともに、覚書にあります原木の安定的な

供給や、中国木材が使用する船舶や乾燥施設の

利用などについて、県内の製材業者や素材生産

業者との連携・協調が進むよう、働きかけてま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 県が音頭を取って四者協議を

しっかりやっていただいて、一日も早い進出を

お願いしておきたいというふうに思っておりま

す。

次に、林業大学校の設置についてお伺いをし

たいと思います。

全国には、林業大学校は６校ありまして、

我々県議会自民党の環境農林水産部会は、京都

府船井郡京丹波町の京都府立林業大学校を調査

してまいりました。そこの学校の教育理念は、

実践的な技術・知識を身につけて第一線で活躍

できる人材の育成、森林保全活動から野生鳥獣

害対策まで幅広い地域活動を支える公共人材の

育成、森林組合等林業事業体の経営力の向上を

支える人材の育成、また、西日本唯一の林業専

門大学校として開校しております。そういうい

ろんな特色ある内容があります。本県は、御案

内のとおり、森林面積は県土の76％に当たりま

して、59万ヘクタールを有し、杉素材生産は平

成３年より21年間連続日本一であります。これ

までも本県は、林業に対してさまざまな施策に

積極的な取り組みを実施されまして、森林資源

や全国トップクラスの生産基盤など、高いポテ

ンシャルがあると。そして、先ほど副知事は、

宝の山だということもおっしゃいました。それ

を生かすためにも専門的な人材育成の教育機関

が必要であると考えます。そこで、中山間地域

の活性化の視点も踏まえ、林業担い手の育成機

関として、中山間地域に林業大学校を設置する

考えはないか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県の基幹産

業である林業の振興を図るためには、意欲と能

力のある人材を確保・育成していくことが特に

重要であります。このため、県では、国の「緑

の雇用事業」を活用して新規就業者を確保する

とともに、基幹林業作業士養成事業等により、

年間約200名を対象に、林業就業に必要な免許や

資格取得等の実践的な研修を行い、林業技術者

や現場技能者等の担い手を体系的に育成してい
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るところであります。林業大学校につきまして

は、農業との併設を含め、京都府や岐阜県など

６府県に設置されておりますので、県といたし

ましては、中山間地域に設置した事例など他県

の状況や、県内でのニーズ等について今後研究

してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 これは後ほど時間がありまし

たら、また議論したいと思います。

次に移ります。水産業の振興についてであり

ます。

これは、もう、るる皆さん御案内のとおりで

ありますので、漁獲高の向上対策、浮き魚礁の

早期設置、燃油高騰対策について、県はどのよ

うに取り組んでいくのか、また、本年度の新規

事業として、漁業協同組合機能・基盤強化推進

事業が、３年間の事業期間として３億3,900万円

計上されております。そこで、漁業協同組合の

機能・基盤強化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） 初めに、漁獲

高の向上対策でございますが、漁獲量の確保と

魚価向上の２つの側面から取り組んでおりま

す。漁獲量の確保では、魚種ごとの資源状況を

科学的に評価し、資源状況に応じて禁漁期間の

設定や稚魚放流等を組み合わせた、実効性の高

い資源管理を進めているところでございます。

また、魚価の向上では、地域における加工販売

などの６次産業化を推進するとともに、県内全

域を対象に、漁協や系統組織が連携し、より効

果的な魚価向上やＰＲに取り組む体制づくりを

指導しているところでございます。

次に、昨年流失いたしました浮き魚礁の「う

みさち３号」につきましては、県北地域の重要

な漁場でありますことから、平成25年度内ので

きる限り早い時期に設置するために、今議会に

補正予算をお願いしているところでございま

す。

最後に、燃油高騰対策でございますが、国と

漁業者が一定額を積み立てる「漁業経営セーフ

ティーネット構築事業」の加入促進を図るた

め、平成24年度に漁業経営安定対策資金を創設

し、本県漁業者の加入率が大幅に向上したとこ

ろでございます。今後とも、円安等による燃油

価格の動向や漁業経営の影響も注視しながら、

国に対する積極的な要望も含め、本県漁業の経

営安定に必要な対策の実施に鋭意努めてまいり

たいと考えております。

次に、漁業協同組合の機能・基盤強化の取り

組み状況についてでございます。本県の漁協

は、組合員数や水揚げ金額の減少等により、収

支や財務の状況が悪化し、信用事業や販売事業

といった漁業活動を支える事業の遂行に懸念が

生じております。このため、漁協及び系統団体

を初め、関係市町及び県が参画する漁協及び系

統組織機能基盤強化推進協議会において、持続

可能な漁協の体制や事業のあり方について検討

し、昨年９月には、県北、県中、県南の３地域

ごとの事業連携や信用事業の信漁連への統合を

基本とする推進方針を決定したところでありま

す。県といたしましては、信用事業の統合に向

けた各漁協の信用事業譲渡に際し必要となる借

入金の金利負担を軽減するための予算措置を、

今議会にお願いしているところでございまし

て、系統団体や市町とも十分連携を図りなが

ら、漁協の機能・基盤強化を着実に進めてまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。

次に、公共事業についてであります。

これは午前中に答弁がありまして、指名競争

入札も検討するということでありますので、よ
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ろしくお願いしたいと思います。

５年前の官製談合で、前知事の行った行き過

ぎた入札制度の導入や公共工事の縮減で、県内

の建設業許可業者や従事者が大変激減いたしま

した。そこで、地域の災害対応等に重要な役割

を果たしている建設業者及び若い人材の育成に

ついて、今後、県としてはどのように取り組ん

でいくのか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 県におきまし

ては、社会資本の整備や維持管理、また、災害

対応等に重要な役割を果たしております地域の

建設業者の育成を図るため、入札制度におきま

して、総合評価落札方式における「地域企業育

成型」の創設や地域要件の細分化など、地元の

建設業者が受注しやすい環境づくりに取り組ん

でいるところでございます。また、将来の建設

産業を担う若手技術者の育成確保につきまして

も、重要な課題であると認識しており、産業開

発青年隊による人材の育成や、総合評価落札方

式における新規学卒者の雇用に対する評価を

行っておりますとともに、新たに、高校生を対

象とした出前講座や建設業のイメージアップな

どにも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。今後とも、地域に貢献する建設業者が伸び

ていける環境づくりに努めますとともに、建設

業界や関係機関とも連携を図りながら、若手人

材の育成・確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。

東日本大震災では入札不調等があったり、ま

た、コンクリート等の資材の高騰があります。

そしてまた、配置技術者の問題、発注の平準化

など、品質確保と公共事業を円滑に執行するた

め、県は今後どのように取り組むのか、県土整

備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 今回の緊急経

済対策は、地域経済の活性化に資するものであ

ると認識しておりますことから、県としまして

は、補正予算の円滑な執行を図るため、技術者

の専任を要する建設工事におきましては、国の

方針に基づき、当面の間、密接な関係のある５

キロメートル程度以内の２つの工事について兼

務が可能な取り扱いとするほか、技術者の専任

を必要としない工事における配置技術者の雇用

要件の緩和など、受注者の負担軽減につながる

取り組みについて検討しているところでござい

ます。

また、資材などの単価につきましては、市場

取引の実態調査をもとに、単価の適正な設定を

行っているところであり、契約後におきまして

も、価格が高騰した場合には、請負代金額の変

更が可能となることを工事請負契約約款におい

て定めておりますので、これに基づき適正に対

処したいと考えております。さらに、これらに

加えて、発注規模の適切な設定に努めるなど、

入札不調の対策を講じることとしております。

県といたしましては、現場の管理も十分に行い

ながら、公共工事の品質確保を図り、補正予算

の円滑な執行に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 いろいろ議論はしており、中

身はわかっていらっしゃると思いますので、よ

ろしくお願い申し上げたいというふうに思いま

す。

次に、体罰について伺います。

大阪市立桜宮高校の高校生が体罰を苦に自殺

したことは、絶対にあってはならないという事

件だと思います。私も、ミニバスケットボール

少年団を21年間指導してきまして、その経験を
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踏まえて質問をいたします。

当時、私には、まだ子供はおりませんでし

た。個人のスキルやチームプレーの技術指導の

あり方など、わからないことばかりで、手探り

でやっておりました。しかし、自分の経験だけ

では指導できないことに気づきまして、少年団

の指導者研修で資格を取得して、バスケット

ボールですから、バイブルと言われますピート

・ニューウェル著のバスケットボールの技術や

コーチング等の内容がぎっしり詰まった本が３

巻ありまして、分厚い本を読みあさり、そして

また、ほかのいろんな本も読みあさりました。

指導を始める前に自分で決めたことが２つあり

ました。１つは、絶対に選手をたたかない。も

う１つは、選手と保護者に対して、練習をさぼ

る子は、プレーがどんなに上手でも試合では使

わないと、そういう約束をして、それを徹底し

て守りました。その理由は、バスケットボール

競技が好きになってほしいということからであ

りました。しかしながら、負けてばかりいると

選手も保護者も不満がたまってまいります。試

合で勝つことは、喜びやきつい練習を乗り越え

たときの達成感、そして感動もありまして、こ

れが大きな心の糧となるということも実感をい

たしました。

今回の体罰については、日本のスポーツ文化

にも影響するのではないかというふうに考えて

おります。日本は、武道という礼節や、指導者

への尊厳と厳しい規則や上下関係が求められる

世界であります。欧米のように、スポーツは娯

楽として楽しむ競技として割り切って取り組む

状況との違いがあるのではないかと、個人的に

は考えております。

そこで、新聞報道で公表した、教職員に対し

て行った体罰の調査結果について、過去５年間

の懲戒処分のうち、体罰はどのような状況で

あったか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 昨年度までの過去５

年間において、体罰による教職員の懲戒処分の

件数につきましては、計21件であります。校種

別では、中学校が13件と最も多く、高等学校が

６件、小学校が２件であります。発生場面は、

部活動中が７件、授業中が４件などでありま

す。また、体罰のきっかけといたしましては、

指導に従わない、口答えをするなどの児童生徒

の態度によるものが全体の７割という状況であ

ります。これらの体罰発生の背景、原因といた

しましては、教職員の体罰に対する認識の甘

さ、指導技術の不足などがあるものと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 そして、もう一つは、そこで

公表された以外にも潜在的なものがあるのでは

ないかと思いますが、その実態把握はどのよう

にされるのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、従来から、体罰が発生した場合には、速や

かに報告をするよう指導してきたところであり

ます。しかしながら、今回の大阪の高校の事件

を極めて重く受けとめまして、本県でも、その

ようなつらい思いをしている児童生徒を決して

出してはならない、そういう思いから、現在、

全学校の全生徒、全保護者、全教職員を対象と

するアンケート調査を行っております。中で

も、児童生徒、保護者のアンケートにつきまし

ては、家庭で厳封をしていただいて、校長に厳

封したまま届け、それを校長が開封するという

手法で、見過ごされている体罰はないか、実態

調査に努めているところであります。そして、

その調査で、校長が体罰であると認識した場合

には、その後の適切な対応ができますように十
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分配慮はいたしますが、児童生徒、保護者とい

う立場、それから教職員という立場、両方の立

場から丁寧な聞き取りをさせることとしており

ます。

○十屋幸平議員 懲戒と体罰の区別というか、

そのあたりは非常に難しい問題であると思うん

ですけれども、そのあたりで体罰防止に向けて

教育委員会としてはどういうふうな対策を講じ

ていくか、再度お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

平成21年度に、指導資料「体罰ゼロの学校づく

り」という資料をつくったんですが、それを活

用するなど、これまでも体罰防止の取り組みに

努めてまいりました。今後も、生徒指導関係の

研修会あるいは部活指導などに関する研修会等

におきまして、体罰によらない指導方法をより

積極的に取り入れながら、体罰防止の徹底に努

めてまいりたいと考えております。あわせて、

児童生徒や保護者がいつでも安心して相談でき

るような教育相談体制の一層の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。また、各学校

におきましても、教職員が体罰防止について意

識をさらに高め、相互に何でも相談し、ある意

味では牽制できるような風通しのよい職場環境

づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。今後とも、体罰は絶対許せませんが、教え

るプロとして、体罰にはよらないが、正すべき

は正し、鍛えるべきは鍛える、そういう毅然と

した指導ができるような教職員の育成に努めて

まいりたいと思います。

○十屋幸平議員 その毅然とした教職員になる

ように指導していただきたいと思います。

それとまた裏腹に、教職員の不祥事について

質問しなきゃいけないという情けない話でもあ

りますが、これはもう何も申さずに、どういう

ふうに再発防止に向けて取り組むか。この前新

聞を見ていたら、県立佐土原高校の高塚究教諭

は、15年間毎日、手書きの「真心学級通信」を

出していると。そういうすばらしい先生もい

らっしゃるんです。そういう先生と不祥事を起

こす先生とを同列に扱いたくないと思います。

ですから、そのあたりで再発防止はどうする

か。

○教育長（飛田 洋君） 昨年６月の議長から

の申し入れ等を踏まえまして、県と市町村教育

委員会が一体となって、不祥事防止及びコンプ

ライアンスの取り組みを進めるために、昨年７

月に宮崎県公立学校コンプライアンス推進協議

会を設置し、外部の有識者等からの講話や意見

聴取も行ったところであります。さらに、全学

校において、コンプライアンス推進委員会の設

置など、推進体制の整備を図るとともに、定期

点検や服務規律強化月間などの具体的な取り組

みを全県的かつ組織的に推進してまいりまし

た。また、懲戒処分に係る氏名の公表を拡大す

るとともに、人物評価をより重視する方向で教

員採用試験の改善を進めております。加えて、

不祥事発生の原因等の分析も行ったところであ

り、今後のさらなる防止対策の検討に生かして

まいりたいと考えております。このような取り

組みを進めてまいりましたが、処分件数につい

ては減少傾向が見られるところでありますが、

残念なのは、重大な事案も発生しており、本当

に申しわけなく思っているところであります。

このため、今後とも引き続き、市町村教育委員

会と十分連携しながら、教職員一人一人の自覚

をより一層高めるための対策を粘り強く講じ、

組織を挙げて不祥事の再発防止に取り組んでま

いりたいと考えております。

○十屋幸平議員 しっかり取り組んでいただく
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ことを要望しておきたいと思います。

次に、サイバーネット対策についてでありま

す。

スマートフォンは急速に拡大しております。

総務省や東京大学が調査した結果、高校生が51

％、社会人では70％が利用しております。そこ

で、宮崎県警は、サイバー犯罪が体験できるア

プリを独自に開発したと聞きます。そのスマー

トフォンアプリによる情報流出体験システムの

内容と取り組みについて、警察本部長にお伺い

をいたします。

○警察本部長（加藤達也君） スマートフォン

は、通話機能を有する小型のコンピューター

で、利用者が必要なスマートフォンアプリをイ

ンストールして使用するところが従来の携帯電

話と基本的に異なります。このスマートフォン

アプリの中には、知らない間に保存している個

人情報を外部に送信するものがあります。その

ため、この種のスマートフォンアプリを利用す

ることによる危険性を体験できるシステムを独

自に開発したところであります。具体的には、

スマートフォンでこのシステムからダウンロー

ドしたアプリを利用することで、スマートフォ

ンに保存された電話帳や写真などの情報が流出

する状況を確認することができるシステムで

す。現在、このシステムを使って、中学・高校

生を初め、県民の皆様を対象に実施している

「サイバーセキュリティカレッジ」等におい

て、スマートフォンアプリの利用上の注意を呼

びかけているところです。今後も、情報流出体

験システムを積極的に活用して、県民の皆様の

サイバー犯罪被害の防止のための意識啓発に努

めてまいります。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

次は、警察本部長にまたお尋ねしますが、南

海トラフ巨大地震での避難のために、国道の信

号機に対して標高表示ができないか、お伺いい

たします。

○警察本部長（加藤達也君） 一般論で申し上

げれば、道路交通法では、信号機にその効用を

妨げるような工作物や物件は設置してはならな

いこととなっております。しかし、標高を表示

することは、県民の安全を確保する上で必要で

ありますことから、標高の表示について、道路

管理者から設置の申し入れがあった場合には、

道路管理者と協議の上、当該表示が信号機の効

用を妨げないものであれば設置を認めることと

しております。なお、これまでに日南市の国道

において、道路管理者と協議の上、信号柱に標

高の表示を設置したものがあります。

○十屋幸平議員 今のを受けまして、危機管理

統括監、道路管理者に対して信号機への標高表

示を要請する考えはないか、お伺いをいたしま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 大規模な

津波への備えとして、県民が生活するさまざま

な場でその場所の標高をわかりやすく表示する

ということは、防災上の観点からも大変有益な

ものと考えております。これまでにも、市町村

や道路管理者などにより、さまざまな場所で標

高の表示がなされているところでございますけ

れども、危機管理局といたしましても、できる

だけ多くの県民の方々がふだんの生活の場で標

高表示を意識していただけるよう、信号機への

表示も含め、広く呼びかけてまいりたいと考え

ております。

○十屋幸平議員 次に移ります。次は、工業用

水についてであります。

東九州メディカルバレー構想の一環として、

医療機器関連産業が進出している地域へ企業が
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進出する際のインフラ整備や、リスク分散のた

めに市町村が工業団地を整備する場合、県はど

のような支援を行うのか、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） 各市町村

におかれましては、企業立地を円滑に進めるた

め、その受け皿となる工業団地や進入道路、給

排水設備等のインフラ整備を行っておられると

ころでございます。このうち、大規模な工業団

地を整備される場合につきましては、広域的な

経済波及効果が見込まれますことから、立地環

境の調査や取りつけ道路の整備などに対して、

県として助成を行っているところでございま

す。

○十屋幸平議員 東九州メディカルバレー構

想、いろいろ取り組まれますけれども、企業が

来るためにはインフラ整備が必要だと思いま

す。その一つとして、日向市は、今議会冒頭

に、市の内陸部のほうに工業団地の造成を示唆

しております。それを受けて質問しますけれど

も、東九州メディカルバレー構想の連携のあり

方として、医療機器関連産業の集積を目的に、

工業用水道事業法の給水区域外に工業団地を整

備する場合、現在の工業用水道施設から給水す

ることは可能かどうか、企業局長にお伺いいた

します。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局が経営して

いる工業用水道でありますけれども、この給水

区域は、条例で日向臨海工業地区、いわゆる細

島工業団地でございますけれども、ここと定め

られております。したがいまして、これ以外の

新たな工業団地に給水する場合には条例の改正

が必要となりますが、その場合に、企業局の経

営や、あるいは既存ユーザーへの影響等、検討

する課題がございます。したがいまして、関係

部局と十分連携を図りながら、総合的に判断す

る必要があるというふうに考えております。

○十屋幸平議員 この件につきましては、また

これから議論させていただきたいというふうに

思っております。

次に、県立宮崎病院の建てかえについてであ

ります。

これは、基幹災害拠点病院としての位置づけ

でありますので、県民の命を守るという視点か

ら、どのように整備していくか、病院局長にお

伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院は、

災害発生時には、被災した患者の治療はもとよ

り、被災地域の医療機関に対しまして必要な支

援を行うなど、重要な役割を担うことになりま

すが、その中心的役割を担う救命救急センター

については、近年の医療機器の増加等により手

狭となっておりまして、十分な対応をすること

が困難な状況にございます。また、国が定める

基幹災害拠点病院の指定要件の一つであります

専用のヘリポートが病院敷地内に設置されてい

ないなど、防災面での施設・機能の充実が必要

となっているところでございます。さらに、宮

崎病院の建物自体、建築後約30年を経過してお

りまして、給排水設備等の老朽化が進みますと

ともに、患者、家族のプライバシーへの配慮や

療養環境の改善の点から、病室の個室化やアメ

ニティーの向上を図るなど、病院全体の機能充

実の面からも改修が必要な状況となっておると

ころでございます。このような課題を踏まえま

して、現在、既存建物の一部改修から全面的な

改築まで、考え得る選択肢について検討を行っ

ているところでございます。今後、その検討し

た選択肢をお示しした上で、病院内外の意見も

参考にしながら、また、財政負担も十分勘案し
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ながら整備の方向性を決定したいと考えており

ます。

○十屋幸平議員 災害に関して言えば、先ほど

県庁舎の建てかえの財政負担の話もありまし

た。同じようにまた大変難しいとは思います

が、そのあたり、どちらも県民の生命と財産を

守るということが大前提にありますので、その

あたりは早急に御検討いただいて、方向性を出

していただければというふうに思います。

最後になってきているんですけれども、低投

票率の現状認識と対策についてであります。

これまでの衆議院選挙、首長選挙、そして県

知事選、我々県議会議員の選挙は、投票率はだ

んだん下がっておりまして、若い方々の意見が

政治に反映されていないことがうかがえます。

国、県、市町村の議員の選挙や首長の選挙は、

有権者の生活に直結していることが理解されて

いないことが、政治への興味と投票行動に結び

つかないものと考えております。選挙管理委員

会主催の「わけもんの主張」が開催されまし

て、その中で、「若い小中学生の時期から政治

家と接する機会が必要」、そしてまた、「若者

が恩恵を受けられなくてあきらめがあるのでは

ないか」などの意見が発表されました。私たち

県議会議員も、それぞれの立場で有権者に情報

を発信して、政治への関心を高める取り組みを

行っております。しかしながら、なかなか有権

者と県議との距離が埋まらないのも事実であ

り、お互いがどのように取り組みをすれば、そ

の距離を縮めて投票行動に結びつけることがで

きるのでしょうか。そこで、投票率低下の原因

と投票率向上への取り組みをどのように行って

いくのか、選挙管理委員長にお伺いをいたしま

す。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 選挙は、民

主政治の基盤をなすものでございまして、政治

に参加する最も重要な機会でもありますが、最

近行われた衆議院選挙や市町村選挙の大幅な投

票率の低下は、選挙管理委員会といたしまして

も、有権者の政治離れが相当進んでいるのでは

ないかと、大変な危機感を抱いているところで

あります。このため、選挙管理委員会といたし

ましては、少しでも投票率の向上を図るため、

短期的には、これまで若者の政治意識の向上を

主眼にして取り組んでおりました各種研修事業

などをさらに充実させ、長期的には、将来有権

者となる子供たちが早い機会から政治や選挙に

対して関心を持つことが、政治参加の意識を高

めるために大変重要な視点であることから、学

校における政治教育を、教育委員会と連携しな

がら取り組んでまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、投票率の向上を図る

ためには、常日ごろから有権者の皆さんが選挙

への関心を持っていただくことが大変重要であ

りまして、選挙管理委員会といたしましては、

市町村等の関係団体とも十分連携を図りなが

ら、効果的な選挙の常時啓発に取り組んでまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 言われましたように、「わけ

もんの主張」のところに、議員との距離といい

ますか、なじみがないというのが一番だと思う

ので、我々も学校に行ってしゃべる機会があっ

たりすれば、お話しできるのかなと。後ろにい

らっしゃる皆さんは、いろんなお話が上手であ

りますので、そのあたりも教育委員会で活用い

ただければ、例えば母校に行って話すとか、そ

ういうこともできるのかなと思っています。そ

して、政治とそれこそ生活が密接に結びついて

いるということをどのように理解していただく

かということを、やはり双方が考えていかない
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といけないというふうに認識いたしておりま

す。

これで一通りの質問は終わりました。環境森

林部長、林業大学校の話を。頭の中に何がある

かといいますと、いわゆる宝の山があります。

森林資源があります。そこに住んでいる方がい

らっしゃる。そこをなりわいとされている。川

中があります、川下があります。大学校を中山

間につくるのは、もちろん、そこの過疎化対策

ということもありますが、今回、中国木材が出

てくるということがあって、その流れができて

くることによって、県北圏域一帯を一つのモデ

ルとして、人はそこで生まれて、物流も発生し

て、それから、大学校もあり、いろんな交流が

生まれてくると思うんです。そういうモデルを

一つ県北のほうにつくって、次は、県南も製材

業の大きいところはたくさんありますし、林業

を生かした地域づくりをするという大きな頭が

あるんです。ですから、単に大学校だけつくっ

てどうこうではなくて、そういうことを踏まえ

て全体的にトータルで考えたときに、出口があ

り、山があり、そして運ぶ方々がいて、そこを

なりわいとされる方々がいらっしゃる。それで

経済が回っていくのではないかというふうに考

えております。ですから、研究ということで

おっしゃいましたけれども、先ほど、別な質問

でも研究ということで総合政策部長は言われま

したが、トータルで地域の活性化をどう図って

いくかというのは、そこにある宝を生かしてい

くチャンスがあったときには、やはりやるべき

かな、取り組むべきかなと思います。

知事、それぞれの地域、地域にいろんな宝が

あると思いますので、何かのものをやっていか

なければいけないし、林活議連の提案といいま

すか、要望・陳情活動の中にも入るかもしれま

せんが、そういう人づくりの場を、ぜひ宮崎県

は林業県として考えるべきじゃないかというふ

うに思います。統計とかを見ると、担い手が減

少というのが大きな課題としてありますね、高

齢化等で。先ほどの答弁では、200人ですか、毎

年いろいろ研修事業をやったりしていますけ

ど、それが一向に解消できない。何でそこが解

消できないのか。そういうところはやっぱり生

活ができなかったりするから解消できない部分

もあるでしょうし、３Ｋと言われるような状況

もあるということでありますから、そこをいか

になくしていくかということの一つの大きなも

のが、中国木材であったり、大学校という教育

機関であったりということを考えての質問であ

りました。環境森林部長、何か御答弁があれば

お伺いしたいと思います。これは時間を残して

最後にとっておりましたので、ぜひよろしくお

願いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） なかなか難し

い質問をいただいたと思っております。先ほど

申し上げましたように、確かに人材の確保・育

成というのは大変大事だと思っております。そ

ういった意味で、そこに雇用が生まれ、中国木

材なり、バイオマス発電の動きもありますけれ

ども、そういったもので需要拡大の部分がある

と。さらには、そういった後継者を育成する部

分が出てきて、また、流通が出てきて、素材生

産業者が出てくるということで、林業全体が活

性化するということは非常に大事だと思ってお

ります。ただ、林業大学校につきましては、先

ほど申し上げましたように、今後いろんな角度

から研究させていただきたいというふうに考え

ております。以上です。

○十屋幸平議員 いろんな角度から研究すると

いうことは、前向きに捉えていいかどうか、そ
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の一点だけを。

○環境森林部長（堀野 誠君） 林業大学校に

つきましては、私も過去の事例等を調べてみま

した。以前、農業大学校にそういった学科が

あったというふうにありました。その卒業生の

推移を見てみますと、だんだん減ってきていた

という事実もございまして、そういった意味

で、県内のニーズがどこまであるのか。いわゆ

る農大校でいきますと短大卒の資格になります

ので、そういった学歴を含めた形でニーズがあ

るのかということを研究させていただきたいと

思っております。

○十屋幸平議員 本当に大事な視点で、研究し

ていただければよろしいかと思いますが、私が

答弁として願っていたのは、「検討する」とこ

ろまでいけばいいかなと思ったんですが、なか

なかそのあたりは難しいかと思いますけれど

も、トータル的なことをやって、それぞれ県

北、県南、そういうあたりをぜひやっていただ

きたいと思っています。ですから、ぜひ研究を

やって、財政的なこともありますし、それから

の雇用とかいろんな問題はあろうかと思います

が、実際６県でやって、頑張っていらっしゃる

ところもあります。宮崎は林業県を標榜し、環

境、バイオマス発電、それも今からいろいろ進

んでいくと思いますので、そういう点も含めて

しっかりと御研究をお願いして、私の質問を終

わりたいと思います。どうもありがとうござい

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。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会
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