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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の開

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、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。一般質問のトップバッターを務めま

す髙橋透でございます。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをいた

します。

過日の新聞報道で、「知事はカジノ設置に慎

重姿勢」とありました。「国内で前向きに考え

ていい」と前置きをされてはいますが、施設を

視察された感想によりますと、カジノは、総合

的な複合施設、つまり、ホテル、ショッピング

やレストランなどとの一体化が不可欠であり、

「カジノが宮崎で形にできるのか。どこかの施

設にカジノを置けば人が来るという話でもな

い」と疑問を持たれたとのことであります。私

は、知事の考えに加え、スポーツランドみやざ

きとして売り出している本県にとって、カジノ

はマイナスイメージとならないのかとの疑問を

持ちます。プロ野球やＪリーグのキャンプなど

が県外に移転することにつながらないか心配で

す。カジノはスポーツランドみやざきにそぐわ

ないのではないか、知事の考え方を伺います。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。スポーツランドみやざきについてでご

ざいますが、スポーツキャンプ・合宿等の誘

致、昨年度の受け入れ実績は過去最高となると

いうことでございまして、今後とも、本県観光

施策の大きな柱の一つとして、県、市町村、民

間等の連携・協力をしっかり進めていきたい、

そのように考えておるところでございます。

御指摘のカジノということでございますが、

先月、シンガポール訪問において、統合型リゾ

ート施設「リゾート・ワールド・セントーサ」

の視察を行わせていただいたところでございま

す。今、お話にございましたように、さまざま

なエンターテインメントの要素と相まって、カ

ジノというものが一つの魅力、また、観光誘

客、経済効果をもたらしているのではないか

と、大変注目をしたところでございます。

スポーツランドみやざきのイメージとの関係

で御指摘がございました。私は、決して、リゾ

ート・ワールド・セントーサにおけるカジノと

いうものが、シンガポールの統合リゾートのイ

メージというものを損なっているというような

印象は受けなかったところでございますし、ま

た、以前は、オーストラリアのケアンズという

ところでもカジノを視察したこともございます

が、これはマリンスポーツの非常に盛んなとこ

ろでございまして、決してその地域にネガティ

ブなイメージを与えるものではなかったという

ふうに考えておるところでございます。

国におきましては、統合型リゾートの法制化

の動きが出てきております。具体像など現段階

では不明でございます。県としましては、今、

御指摘があったような視点にも留意をしなが

ら、引き続き、国の動きなどについて情報収集

に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〕
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○髙橋 透議員 今、知事の答弁を聞きなが

ら、視察した先のカジノがあるところは、決し

てスポーツランドとしてマッチしないと思わな

かったという御説明もあったし、私が指摘した

こともいろいろ配慮しながら慎重に検討したい

ということもおっしゃったようでありま

す。2020年、本県にカジノがつくられるとした

ら、恐らく宮崎市内が一番有力だと思うんです

が、御案内のようにプロ野球キャンプ、球団が

２つ来ていますが、いろいろとうわさがありま

す。他県に移転するんじゃなかろうか、そんな

話もちらちら聞こえたりするわけですが、なぜ

宮崎でキャンプを張るのか、合宿をするのか。

やっぱり宮崎にはいろんな邪念にとらわれな

い、そういう環境が整っていると思うんです。

そういうところで自信を持ってスポーツランド

みやざきを売り出していると思うんです。そし

て、2020年、東京オリンピック、パラリンピッ

クが開催されます。新聞にもありました。国内

の経済波及効果、事前キャンプにそれぞれ全国

の自治体が誘致合戦をやると思うんです。そう

いう意味では恩恵を受ける絶好の機会というこ

とで、県内の経済会も期待をしております。あ

と７年ですが、スポーツキャンプ・合宿なら宮

崎ということをしっかり７年間訴えていくこと

が、宮崎にとっては得策じゃないかということ

を申し上げておきたいと思います。

次に移ります。福祉・医療対策についてお尋

ねをしてまいります。

まずは、障害者差別解消法についてでありま

す。障害者差別解消法がさきの国会で成立しま

した。３年後施行であります。国は、基本方針

を本年度中に取りまとめをして、その後に具体

的な対応をガイドラインとして作成します。私

は、平成23年６月議会において、障害者差別禁

止条例をつくりませんかという質問を知事にし

ておりますが、そのとき知事がお答えになった

のは、「国が法制定をした暁には、しかるべき

役割を果たしてまいりたい」と答弁をされまし

た。本県において、法施行前に障害者差別禁止

条例が制定されるとも理解できるものでありま

す。今後、条例制定をする考えはないのか、知

事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） この法律におきまして

は、障がいを理由とする差別の禁止と、過重な

負担を伴わない合理的な配慮が求められる規定

などが設けられたところでございます。しかし

ながら、どのような行為が差別に当たるのか、

また、合理的な配慮の具体的な内容については

法に規定がないということで、今後、国が定め

る基本方針や対応指針などにおいて示される予

定となっておるところでございます。こういっ

た法律の制定がされたということはしっかり周

知することが大事だというふうに考えておると

ころでございますが、県の条例につきまして

は、これらの基本方針などの内容が明らかに

なった後に、本県の地域課題、特性等を踏まえ

た上で、必要性について検討したいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 一昨日、我が会派の鳥飼議員

が代表質問で紹介をいたしましたが、筋ジスト

ロフィー症の方が大学に通っていらっしゃいま

す。しかし、その大学に合理的配慮がなかった

と私は理解をしました。だから、御両親が物す

ごく苦労されました。ボランティアでいろんな

方がお手伝いをされて、その子は何とか大学に

通っておりますが、法施行は３年後ですね、３

年後。つまり、その間は、障がい者に対する合

理的配慮が義務づけされていない現状が続くわ

けです。今、合理的配慮を必要とする人がいっ
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ぱいいるんです。今からも出てくるんです。そ

のために、私は、条例を法施行前に制定するべ

きじゃないかということを申し上げているわけ

であります。

次に、申し上げていきますが、差別を解消す

るための支援措置を検討されていく過程におい

て、当然、障がいのある当事者も参加した協議

会などをつくられるというふうに思いますが、

障がい者団体を初め、広く県民と意見交換を行

うべきと考えます。どのように取り組んでいか

れるのか、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県としまして

は、今後、国において策定される基本方針や対

応指針等を踏まえまして、障がいを理由とする

差別の解消を図るための取り組みについて、障

がい者に関する施策についての調査・審議を行

う宮崎県障害者施策推進協議会の意見を聴取い

たしますとともに、障がいのある方や関係機関

と率直な意見交換─これも今月初めに率直な

意見交換もするように担当課に指示しておりま

すが、今後とも、そういうスタンスでこの課題

に対処してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 そのように当事者の意見を

しっかり聞く、そのことによって、本当に条例

が必要なのか、そういう判断もしかるべきとき

に生まれてくると思うんです。ぜひ丁寧な議論

をやっていただきたいと思っております。障が

いのある方々は、本音は条例制定を強く望んで

いることを再度申し上げておきたいと思いま

す。

次に、健康増進、がん対策についてお尋ねを

してまいります。この３月に、宮崎県医療費適

正化計画、がん対策推進計画が改定をされまし

たが、前回の推進計画においては、特定健診受

診率、がん検診の受診率ともに目標値を達成で

きておりません。その理由を福祉保健部長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、特定健

康診査の受診率についてでありますが、平成22

年度に、慶應大学医学部が厚生労働省の補助を

受けて行った調査によりますと、健診を受けな

い主な理由は、「医療機関を受診している」

が37.4％、「健康だから」が24.6％、「時間の

都合がつかない」が17.9％となっておりまし

て、健診を受ける差し迫った必要性を感じにく

いことが、受診率が向上しない要因ではないか

と考えております。

次に、がん検診受診率につきましては、内閣

府がことし１月に行った世論調査の結果により

ますと、複数回答でありますが、「受ける時間

がない」が47.4％、「がんであるとわかるのが

怖い」が36.2％、「費用がかかり経済的にも負

担になる」が35.4％、「健康状態に自信があ

り、必要性を感じない」が34.5％となっており

まして、本県も同様の理由から、受診率が伸び

悩んでいるものと考えております。

○髙橋 透議員 今回、先ほど言いましたよう

に計画を改定しました。それぞれ新たな計画で

は、またさらにここで、特定健康診査受診率、

がん検診受診率、ともに高い目標値を掲げてい

らっしゃるわけですが、その受診率の目標達成

に向けて今後どのように取り組んでいかれるの

か、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、特定健

康診査につきましては、県では、市町村に対し

て、健診事業に要する経費の３分の１を負担し

ているほか、住民への広報、未受診者への電話

案内、個別訪問、休日健診等との同時受診など

の取り組みについて、交付金で支援をしており

ます。また、市町村国保、協会けんぽ及び県な
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どで構成します宮崎県保険者協議会の事業予算

を増額いたしまして、今年度から県民向け啓発

の強化に取り組んでいるところであります。

次に、がん検診受診率の向上につきまして

は、テレビ・ラジオによるがん検診の重要性に

ついての啓発や、市町村と連携したはがき・電

話による個別の受診勧奨、企業や一般県民を対

象とした講演会の開催などを行っております。

今後とも、市町村と十分に知恵を出し合いな

がら、本県の受診率が低い状況も分析し、目標

値の達成に向けまして取り組みを進めてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。一番

問題なのは、市町村国保に入っている方々なん

でしょうけど、職域で受ける方々の受診率とい

うのは、おのずと一定のレベルを維持している

わけですが、データを見ますと、27.3％です

か、特定健診。非常に低いですね。今、いろん

な工夫、対策もおっしゃいましたけど、健診の

メリットをしっかり訴えるとか、あるいは無料

化にするとか─16市町村が25年度で無料化に

しておりますが、９市では延岡、都城、西都が

無料化のようであります。特に都城は、平成23

年度ですけど、受診率が46.6％です。飛び抜け

ております。やっぱりこれも、もちろん無料化

と、あと、おっしゃいました広報活動、声かけ

─町村だったら対象者が少ないですから、直

接、保健師が電話したりとかやっているみたい

ですけど─そんな細かな働きかけをしている

ところはしっかりと受診率は上がっているとい

うこと。それとあと、広報・宣伝については、

私、よく耳にするのは赤十字社の広報です。こ

こはよく聞くんですね。派手にといいますか、

うまく捉えていらっしゃるなと思いますが、そ

ういったところの啓発活動も参考にしながら、

今後しっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、農産物ブランド対策に移ってまいりま

す。

まず、温州ミカンの根域制限栽培の現状と展

望、方向性についてお尋ねしてまいります。本

県では以前から栽培されてきました温州ミカン

でありますが、県内では日南市がいち早く栽培

に着手をしまして、言わば本県産ミカンの原点

であると私は思っております。この温州ミカン

については、極わせの日南１号を対象にしまし

た根域制限栽培があります。つまり、シートを

上に敷くだけじゃなくて、根元の下までシート

を敷いて、マルチ栽培よりも糖度を高めるとい

う栽培方法であります。植木鉢とかプランター

をイメージしてもらうといいと思うんですが、

この取り組みの現状と今後の方向性について、

農政水産部長に答弁を求めます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 温州ミカンの

根域制限栽培でございますけれども、御質問に

ありましたように、高品質果実を安定して生産

できるように、畝を防水性・通気性の高いマル

チフィルムで覆う、いわゆるマルチ栽培、これ

に加えまして、さらに土の中に透水性のシート

を敷き、根が伸びる範囲を制限する、こういう

本県独自の栽培方法を、総合農業試験場におい

て平成14年度に開発したところでございます。

新技術の開発を受け、県では平成15年度から技

術の普及を図りまして、現在、日南市や西都

市、宮崎市を中心に約16ヘクタールで取り組ま

れているところであります。根域制限栽培は、

高品質果実の生産を通して、生産者の所得向上

にも大きく寄与することが期待できますことか

ら、県としましては、産地において、本技術の

なお一層の普及・定着を図ってまいりたいと考
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えております。

○髙橋 透議員 普及・定着ということでおっ

しゃいました。16ヘクタール、まだまだ少のう

ございます。というのも、25年度の根域制限栽

培の事業を見てみますと、資材費が大体10アー

ル当たり59万ぐらいかかるらしいんです。その

３分の１を補助されるということで、予算措置

が103万ですよ。ざっと５反分です。ぜひこの事

業は継続・拡大をやっていただきたいなと思っ

ています。

現在、極わせミカンの「マルチ日南１号」が

宮崎ブランドとして認証をされているわけです

が、この根域制限栽培により差別化した温州ミ

カンを新ブランドとして取り組むことはできな

いのか、お尋ねをいたします。農政水産部長、

よろしくお願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 商品ブランド

「マルチ日南１号」は、マルチ栽培によりまし

て雨水の浸入を防ぐことで、糖度などの品質基

準を満たしているところでありますが、一部の

農家では、さらに安定した高品質な果実生産を

目指しまして、御質問の根域制限栽培が行われ

ているところであります。県といたしまして

は、根域制限栽培が、資材等のコストや手間が

かかるために十分普及していない現状では、

「マルチ日南１号」のブランド力を生かしまし

た販売戦略を引き続き進めていくことが適当で

あると考えておりますが、今後、根域制限栽培

がある程度の面積で普及・定着が図られた段階

で、温州ミカン全体の新たなブランドのあり方

について検討したいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。やっ

ぱり面積、量だと思うんです。そのことをしっ

かり取り組んでいただきたいと思います。あ

と、メディアへの露出度、これが宮崎ブランド

として売り上げの鍵を握っているんじゃないか

というふうにも思いますが、ぜひ、テレビ番組

で取り上げてもらったりして、話題性を考えた

メディア戦略を今後検討していただきたいなと

思っています。

それと、参考のために申し上げますと、日南

のミカンが今、出ています。９月１日から青切

りという形で出ているわけですけど、大体９

月20日ぐらいまで、よくても９月いっぱいで日

南のミカンは終わりだと市場は決めつけている

んです。そういうレッテルが張られている。そ

の後は熊本とか佐賀のミカンを市場は求めてい

るらしいんです。だから、ミカン農家は、何と

か根域制限栽培で熊本、佐賀に対抗できるん

じゃないかということを摸索しているんです。

そして、今、高齢化が進んでいまして、ミカン

は手作業です。一遍に収穫できないというデメ

リットがありますから、時間を置いて収穫でき

るということも、農家は今、検討しているわけ

です。そのために、根域制限栽培をしっかり定

着させてくれると所得も上がるということで、

大変期待をしていますので、今後、農政水産部

の御尽力をよろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。この前、日本三大美林を私、

唐突にお尋ねいたしましたが、今回、日本三大

地鶏は何か。稲用副知事にお尋ねしたいところ

ですが、一瞬、ボタンが知事が速かったので、

知事にお願いします。

○知事（河野俊嗣君） たびたび試されたよう

な思いがいたします。三大地鶏、幾つか定義が

あるようでありますが、一般的には、愛知県の

名古屋コーチン、秋田県の比内地鶏、それか

ら、鹿児島県を中心とします九州南部のさつま

地鶏、この３つを総称してそのように呼ばれて

いるということでございます。
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○髙橋 透議員 正解でございます。そこで、

「みやざき地頭鶏（じとっこ）」─濁点はつ

かないらしいですが─の生産に係る現状と課

題についてどのように認識をしているのか、農

政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） みやざき地頭

鶏につきましては、計画的なひなの供給や県商

品ブランドの認証、地域団体商標の登録など、

行政と生産者団体である「みやざき地頭鶏事業

協同組合」が一体となって、生産・販売体制の

構築に取り組んでいるところであります。みや

ざき地頭鶏は、食味性のよさとＰＲ効果により

まして、首都圏を中心に需要が高まってお

り、23年度、約50万羽であったひなの供給羽数

が、24年度には約61万羽にまで伸びておりま

す。今後もさらなる需要の拡大が見込まれます

ことから、生産拡大とブランド力の強化に向け

た取り組みが必要であり、ひなの増産体制を構

築しますとともに、生産技術を改善し、出荷率

及び品質の均一性を高め、また、種鶏の改良に

よる生産性及び食味性の向上などを進めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 先ほどの日本三大地鶏、名古

屋コーチン、比内地鶏、さつま地鶏、答弁いた

だきましたが、一番生産状況で多いのは、三大

地鶏に入っていませんが、徳島県の阿波尾鶏と

いう名称がついていますが、192万7,000羽なん

です。これは23年度の実績ですけれども、名古

屋コーチンで90万3,000羽、秋田の比内地鶏が54

万6,000羽、みやざき地頭鶏が49万9,000羽─

今、24年度は61万羽ということで御紹介があり

ましたが─さつま地鶏が意外と少ないんです

ね、23年度の実績で２万7,000羽。ただ、さつま

地鶏というのは、182日飼育する、そういう条件

があって、一番長い飼育日数のようですが、そ

ういうこともあるのかなと、私、素人ながら考

えたところです。しかし、ひなの供給をふやそ

うということで御努力されておりますが、原種

鶏の改良・増殖体制、本県は大変不十分であり

ます。体制が、ざっと他県の半分以下なんです

よ。人、そしてまた施設も、まだいろいろと改

善する余地がたくさんあるというふうに聞いて

おります。

そこで、みやざき地頭鶏の生産拡大に向け

て、畜産試験場川南支場における種鶏の供給体

制について強化が不可欠だと考えますが、どう

取り組んでいかれるのか、農政水産部長に伺い

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） みやざき地頭

鶏は、畜産試験場川南支場から県内４カ所のひ

なセンターへ、みやざき地頭鶏の親となる種鶏

を供給し、ひなセンターから生産農家へみやざ

き地頭鶏のひなを供給するという体制を、官民

一体となって構築し、生産拡大を図ってきたと

ころでございます。議員御指摘のとおり、みや

ざき地頭鶏の生産を拡大していくためには、種

鶏の供給体制の強化が必要であると考えており

まして、現在、関係機関と協議しながら、種鶏

の供給を担っている川南支場の果たす役割やリ

スク分散の方策を含めまして、種鶏の供給体制

のあり方についての検討を進めているところで

あります。

○髙橋 透議員 今、部長がおっしゃいました

ように、鳥インフルエンザとかそういったこと

を考えたときに、リスク分散は大事だと思いま

すから、供給体制は１施設に集中しちゃいかん

と思いますので、その辺も含めながら拡充をし

ていただきたいというふうに思います。

あと、もう一つの課題があります。みやざき

地頭鶏の飼育技術の点であります。これは個人



- 164 -

平成25年９月13日(金)

差があって、６割出荷率の方もいれば、８割、

９割出荷率の方もいらっしゃって、平均75％が

出荷率だというふうに現状を伺っております。

つまり、ひなが出荷されるまでに25％のひなが

死ぬということなんです。出荷率を上げていく

ことが生産者の大きな課題となっておりまし

て、この飼育の技術支援が必要だと考えます

が、県としてどう取り組まれるのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 養鶏におきま

しては、出荷率の向上は、経営安定の大きな課

題でありますが、みやざき地頭鶏につきまして

は、飼育期間が雄で120日以上、雌で150日以上

と通常の食鳥よりも長く、事故のリスクが高い

ことから、出荷率は低い傾向にあります。ま

た、生産農家間の個々の技術レベルの差もある

と聞いております。このため、今後とも、研修

会の開催や、飼養管理マニュアルに基づく技術

指導等に取り組んでいく必要があると考えてお

り、県といたしましても、引き続き、生産性向

上に向けた技術支援に努めますとともに、農家

指導の主体となります事業協同組合の指導力及

び組織体制の強化についても支援してまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 今、事業協同組合は100万羽を

目標としていらっしゃるらしいですから、どう

か力強い御支援をよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、防災対策と社会資本整備についてお尋

ねをしてまいりたいと思います。

10日の宮原議員の代表質問にありましたが、

東九州高速道の日向―都農間、蒲江―北川間の

開通が前倒しの供用開始となったが、その要因

は何だったのかという御質問に対して、内田副

知事が答弁されましたけれども、地元からの再

三の要望活動あるいは官民一体となった行動、

熱意が伝わったということでした。東九州自動

車道の清武南から日南間の整備促進に向けた県

の取り組みについて、とりわけ北郷―日南間だ

けは供用開始の年度が示されました。それでも

平成29年なんです。たった９キロの区間です。

その供用開始にあと５年もかかるのかという思

いがあります。もっと前倒しができるんじゃな

いか、できるはずだと思うんです。清武南―日

南間もひっくるめて、整備促進に向けた県の取

り組みとその決意を知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道清武南

―日南間のうち、清武南―北郷間につきまして

は、今年度の当初予算としまして、前年度比で

約1.4倍の131億円が配分されたところでありま

す。また、北郷―日南間につきましては、同じ

く約４倍の25億円が配分をされ、さらにことし

６月には、開通予定年度が平成29年度と初めて

明示をされるなど、おかげさまで、これまでの

県民を挙げた要望活動の成果もあって、着実に

整備が進んでいるというふうに感じておるとこ

ろでございます。

しかしながら、清武南―北郷間の芳ノ元トン

ネルにおきましては、掘削中に地すべりが発生

をし、平成21年６月から工事が中断しておった

ところであります。この地域は地盤が難しい状

況だというふうに報告を受けておるところでご

ざいますが、学識経験者を交えたトンネル施工

検討会で対策工法が検討されまして、ようやく

ことし１月に工事が再開をしております。

こうした状況から、まずはトンネル工事が安

全に進められることが第一ではありますが、県

としましては、清武南―北郷間の開通予定年度

を早期に明示いただきたいということ、また、

北郷―日南間の開通予定年度の前倒しがなされ
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ることが喫緊の課題と考えております。先週も

国交省に行きまして、こうしたミッシングリン

クの解消に向けて要望してきたところでござい

ますが、今後とも県を挙げて、こういったとこ

ろにつきまして熱意を持って引き続き強く要望

してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひお願いしたい。オリン

ピックのことがよく出ますけど、2020年にはぜ

ひ─私は無理なことは言っていないと思うん

ですよ。2020年には清武南から日南は開通す

る、そこの言質を早くとっていただきたい。こ

のことを申し上げておきたいと思います。

次に、もう一つ大きな課題があります。日南

―串間―志布志間の早期事業化であります。当

然まだルートは明らかになっていませんが、日

南のインターのおり口を見ると、おおむねこの

ルートを行くんじゃないかという想定はされる

わけです。そうすると、この先、早く事業化が

決定しないとデメリットが出てくるなというの

を考えるわけです。都市計画決定がなされない

とルートはわからないということで、せんだっ

ての議会でも答弁がありましたが、つまり、想

定される地域は、農地法の５条で転用できると

ころがいっぱいあるんです。ひょっとしたら、

今、そこに構造物が立つかもしれないんですよ

ね。事業化が決定されたときに、いざ用地買収

となったときに非常に難航したり、そしてま

た、コストがかかりますよね。そういうことを

考えると、事業化がおくれればおくれるほど工

事は難航しておくれるということが想定されま

すから、こういうことを考えると、事業着手の

めどについて強力な取り組みが必要でありま

す。ここで県の決意を確かめたいところであり

ますが、具体的な内容も含めて、県土整備部長

に状況を御説明いただきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東九州自動

車道で唯一の未事業化区間として残っておりま

す日南―串間―志布志間につきましては、こと

し５月には、新規事業採択に向けました計画段

階評価の手続が開始されました。今後、事業化

までには、都市計画決定や環境影響評価、新規

事業採択時評価という段階を経ていく必要があ

ります。そのような中、７月に串間市で東九州

自動車道総決起大会が開催されまして、今月19

日にも、今年度第２回目の総決起大会が開催さ

れる予定となっております。一方、８月に北九

州市で開催されました東九州自動車道建設促進

地方大会では、串間市の方が宮崎県代表としま

して意見発表され、早期整備への熱い思いが会

場の注目を集めたところでもありました。

高速道路は、産業振興や地域活性化、さらに

は命の道としまして重要な社会基盤であります

ので、鹿児島県と連携しつつ、日南―串間―志

布志間の早期事業化を国に対して強く訴えてま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 私、ことしの２月に質問した

折に、あのとき、ちょうどタイミング的に県北

の方が前倒しでどんどん供用開始が発表された

ときで、県南は、全線開通どころじゃないとい

うことをこの議場でも申し上げたことがありま

す。一日でも早く高速道路を通したいというこ

とで、「全線開通」は当面禁句にしてほしいと

いうことも申し上げましたが、今、部長のお話

もありましたように、そしてまた、今回の代表

質問─きのうまでありましたが─３日間で

それぞれの議員から、南の志布志までの高速道

路の開通までいろいろと御心配、御配慮、激励

をいただきまして、私も後ろで聞きながら、大

変喜び、感謝を申し上げたところであります。

今、部長の話もありましたように、今月の19
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日、急遽、大変いい大会が計画されまして、こ

れにも、もちろん国会議員の方々もおいでいた

だきますが、福田議長のいろんな御配慮、御苦

労もあって、私ども宮崎県議会からも多数の議

員も参加いただくと聞いております。この場を

かりて本当にお礼を申し上げたいと思います。

一時落胆しながらも、いい空気が、宮崎県を挙

げて、悲願である全線開通に向けて、九州中央

自動車道も含めて一日も早い全線開通をという

空気ができつつあるな、できているなというこ

とを痛感したところであります。改めて感謝申

し上げます。県南のほうも今また官民一体と

なって、各種団体、いろんな支援を今、強めて

おります。強力な御支援を今後とも賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げたいと思います。

高速道路は終わりますが、次に、油津港の整

備を申し上げていきたいと思います。油津港の

東外防波堤整備の進捗状況でありますが、予定

は延長が160メートルあって、あと残りが40メー

トルと聞いておりますが、できましたら、27年

度までには完璧に完成を期待するところであり

ます。進捗状況について県土整備部長にお尋ね

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） 油津港の東

外防波堤につきましては、港内の静穏度確保の

ために、平成14年度から先端部160メートルの延

伸に取り組んでおりまして、平成24年度まで

に120メーターの整備を進めたところです。今年

度は、残り40メートルにつきまして、防波堤本

体のケーソン製作工事などに取り組んでまいり

たいと考えておりますが、今後とも、早期の完

成が図られますよう、予算の確保に努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 東外防波堤の完成によって、

おっしゃいましたように静穏度が確保されると

いうことで、油津港内の船舶の安全が確保され

るわけですが、なぜ東外防波堤の完成をここで

申し上げたかというと、御存じのように、その

次があるわけですね。油津港は耐震岸壁ではあ

りません。今まで私も質問をしたことがありま

すが、その答弁は、東外防波堤の整備が完了し

た後に着手することとしているという明確な答

弁を、実は平成24年２月に当時の県土整備部長

からいただいております。油津港の耐震強化岸

壁の整備促進にどのように取り組んでいかれる

のか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 東日本大震

災以降、南海トラフ巨大地震などに対する防災

・減災対策の必要性が高まる中、油津港の耐震

強化岸壁は、大規模災害時の緊急物資や復旧・

復興に必要な資材の受け入れ拠点としまして、

重要な施設であると認識しております。耐震強

化岸壁の整備につきましては、東外防波堤の完

成後に着手する予定としておりましたが、今

後、事業手法などさまざまな整理すべき課題も

ございます。現在、県では、費用対効果の検討

など、事業化に向けた国との協議に必要な準備

を進めているところでございますが、耐震強化

岸壁は、平常時には通常の岸壁として利用して

いただくことが何より重要でありますことか

ら、今後とも、地元を初め、関係者と一体とな

りまして、油津港の利用促進に努めてまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 「東外防波堤の完了後に着手

するということにしていたが」というのがあり

ました。非常に悩ましい思いで聞いておりまし

たけれども……。実は海上保安部との意見交換

をする機会がありまして、油津港には海上保安

部が駐留しておりますので、この方々も意見交

換の中で、大規模災害が起きて岸壁が使えない
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というときには仕事にならないというふうに

おっしゃるわけです。そういう意味では、耐震

岸壁はぜひとも必要だということでお話を承っ

たところでありますが、非常に気になるのは、

ＢバイＣをおっしゃいました。費用対効果を

おっしゃいましたが、そういう意味では、ちょ

うど今、円安で、油津港は環境が悪くて、物流

は右肩上がりで昨年まで来ていたんですけれど

も、今年度になって少し停滞をしている話も聞

きます。地元においては熱心なポートセールス

もやっていますから、物流対策もしっかりと

図って、要望活動もやっていきたいと思います

から、今後とも、県当局もいろんな知恵を出し

ていただいて、熱心な御支援も賜りたいと思い

ます。

次に、河床掘削についてお尋ねしてまいりま

す。県内の河床堆積土砂の除去については非常

に要望が多くあります。限られた予算の中で優

先順位の箇所づけに当局は苦慮されていると思

います。早期に対処しなければならない箇所に

ついて十分に対応できているのか、その点につ

いて県土整備部長にお尋ねします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 堆積土砂の

除去につきましては、通常、県単独事業で対応

しておりまして、河川巡視や地域の皆様からの

情報など、現地での状況を把握しまして、家屋

浸水のおそれがある箇所など、早期に対処しな

ければならないと判断した箇所を優先的に実施

しているところであります。また、台風等の大

雨で大規模な山腹崩壊などによりまして河川内

に大量の土砂が堆積し、治水上、危険な状態と

なった箇所につきましては、災害復旧事業によ

り対応しているところでもあります。近年、堆

積土砂除去の要望は非常に多く、緊急性の低い

箇所につきましては、十分に対応できていない

状況でございますが、今後とも、厳しい財政状

況を踏まえ、堆積土砂の公共事業への活用を図

るなど、効率的・効果的な事業の執行に努めて

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 最近では、河川パートナー

シップ事業ですか、これで県民が行政と協働し

て草刈り等を率先してやってもらっています。

したがって、県民の河川に対する関心も非常に

高いんです。だから、堆積除去なんかの要望も

かなり出てきております。しかし、おっしゃい

ますように、予算に限りがあって、全体の予算

が減らされる中で、県土整備部内で本当に苦慮

されて、維持だけは何とか現状を保っているこ

とも聞いております。しかし、優先順位はつけ

たにしても、急がないかんというところは予算

がないとできないわけです。県庁全体、その辺

考えていただいて、予算確保について今後努力

をいただきたいと思います。

次に、ちょっとローカルな質問になります

が、県道酒谷榎原線の整備促進についてお伺い

をしてまいります。県道酒谷榎原線というの

は、飫肥から来て、酒谷の入り口から入る道路

なんですけれども、未改良区間が何カ所かあっ

て、その中の、酒谷の入り口から１キロぐらい

あるでしょうか、種子田地区と言うんですけれ

ども、そこはセンターラインもなくて、県道沿

いには民家が張りついております。そして通学

路でもあります。ただ、近くに広域農道がある

んです。できて10年ぐらいですか。ほとんどの

通勤車も大型車両もここを通るだろうという想

定をしていたはずなんです。ところが、この広

域農道は高低差があって、どっちも時間的には

変わらないんです。アップダウンがありますか

ら、燃費も悪くなります。ということは、酒谷

榎原線の種子田地区を通るんです。中には、離
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合するときに狭いものだから、側溝に車を落と

したとか、事故寸前の場面に出くわしたとか、

そういう苦情といいますか、お話を何回も私は

伺ったことがあります。それで、特に交通量の

多い朝夕、交通事故等の心配もありますから、

この酒谷榎原線の種子田地区の未改良区間の整

備についてどう考えているのか、県土整備部長

にお尋ねします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道酒谷榎

原線は、日南市酒谷と榎原とを連絡する幹線道

路でありまして、沿線住民の生活を支える路線

でもあります。このため、これまで榎原工区な

どにおきまして計画的に整備を進めてきたとこ

ろでありまして、現在は、県道日南志布志線と

の重用区間となっております仮屋工区の整備に

取り組んでいるところです。お尋ねの種子田地

区の未改良区間につきましては、幅員が狭く、

線形も悪いため、大型車との離合が困難な状況

となっていますことから、道路整備の必要性は

認識しております。県としましては、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、この区間の整備について検討してまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いします。

次に、市道のことで申し上げるのはちょっと

あれなんですが、市道富土郷之原線、前も質問

したことがありますけれども、国道220号のくし

の歯に当たると私は思っているんですが、災害

時においては大変重要な役割を果たすというふ

うに思っています。ただ、未改良の区間であり

まして、そのためには、離合場所の設置とか部

分的な整備は必要だと思います。最低限の改良

が求められますが、その整備手法について県土

整備部長にお尋ねします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 海沿いの富

土地区と内陸部の郷之原地区を結びます市道富

土郷之原線は、地域の方々にとりまして、災害

時に避難路の役割を担う路線であります。日南

市が当該道路を整備する場合には、事前防災・

減災対策などを推進します防災・安全交付金

や、地域活性化等を推進します社会資本整備総

合交付金等が活用できますが、いずれも国の負

担割合は60％となっております。当該道路は、

地形が急峻で地質も脆弱でありまして、線形も

厳しいという状況であり、その整備には多額の

予算が必要となりますことから、現在、国にお

いて実施されております東九州自動車道や国

道220号の日南防災事業等の進捗状況を踏まえた

上で、今後の整備のあり方について、日南市と

協議してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ぜひともよろしくお願いした

いと思います。

最後に、教育問題について質問をしてまいり

ます。

まず、今後の土曜授業のあり方についてお尋

ねをしてまいります。学校５日制が導入され

て10年ぐらいですか、完全５日制導入になっ

て。この意義というのは、申し上げるまでもな

いと思うんですが、学校と家庭と地域、この三

者が連携をして役割分担し、子供を社会全体で

育てるという目的があったと思います。ただ、

聞くところによりますと、文部科学省が最近、

この土曜授業の関係で、県教委を通してアンケ

ートを配布されたと聞いておりますが、この土

曜授業の実施について、教育長の見解をお聞き

したいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 土曜授業についてで

すが、本県において、これまで学校行事等でや

むを得ず土曜日に授業を行う場合には、その前
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後の授業日を振りかえ休業にして実施してきた

─例えば金曜日と土曜を入れかえるというよ

うな対応をしてきたんですが、そのやり方では

なくて、他県においては、授業時数の増加や保

護者・地域に開かれた学校づくりの観点から、

児童生徒の振りかえ休業日を設けずに土曜日に

授業を行うと、そういうような学校も見られる

ようになってまいりました。このような状況を

踏まえて、先ほど御指摘がありましたように、

文部科学省は、土曜授業に関する「中間まと

め」というのを出しているんですが、その中

で、設置者の判断で、これまで以上に土曜授業

に取り組みやすくするとともに、土曜日に、学

校において、地域人材を活用した多様な学習や

体験活動等の機会を充実できるように、方向性

を示したところであります。また、全国一律で

の土曜授業の制度化についても検討が続けられ

ていると伺っております。

県の教育委員会といたしましては、学校週５

日制のもとで定着してきたさまざまな取り組み

や実情があることなどを踏まえながら、市町村

の御意向や国の動向を見きわめてまいりたいと

考えております。

○髙橋 透議員 慎重にこの問題については進

めていただきたいと思っています。本県では今

のところないということでありますが、高等学

校はもうやっていますね。普通校なんて、私の

二男坊が土曜日は毎週行っているみたいです

ね、土曜講座という名前で。聞いてみると、

「授業と一緒やわ」と言っていましたけれど

も、そういう状況であります。

次に、全国学力調査の結果公表のあり方につ

いてお尋ねしていきます。佐賀県の武雄市が調

査結果を学校ごとに公表したという報道があり

ました。教育長はどう思われますか。

○教育長（飛田 洋君） 国が示しております

結果の公表の取り扱いは、各市町村全体の結果

の公表は市町村教育委員会の判断に、各学校ご

との結果の公表は学校の判断に委ねることと

なっており、本県もその方針に基づいて対応し

ているところであります。武雄市におきまして

は、既に各学校が個別に公表した学力のデータ

を市の教育委員会が取りまとめ、事前に各校長

から了解を得て、市の全体の学習状況などの結

果とあわせて公表しているところであり、文部

科学省も特に問題はないとしております。

市町村教育委員会や各学校の結果を公表する

際には、序列化とか過度な競争を招いたり、小

規模の学校では個人の成績が特定されたりする

ようなことも懸念されますので、そのような点

にも配慮が必要であると考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。配慮が必要だ

ということで教育長は認識しているということ

でありますが、本県において、全国学力調査の

成績を上げようとする学校ごとの取り組みもあ

るというふうに聞いています。いわゆる過去

問、過去の問題を解かせる、そういう訓練を

行っている学校もあると聞いておりますが、そ

れは事実でしょうか。そのような実態をどう思

われるのか、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 御質問にありまし

た、全国学力調査の成績を上げるために過去の

問題を解く訓練を行っているという事例につき

ましては、把握はいたしておりません。学力と

いうのは生きる力の大切な要素であり、本来、

子供たちが進路選択を行ったり、みずから未来

を切り開き、社会を生き抜いたりしていく上

で、必要不可欠な力でありますので、知識など

に加え、思考力、判断力、表現力も含め、確実

に身につけさせていくことが大切であります。
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そのためには、教師がしっかり教えるというこ

ととともに、問題集などを使い、繰り返して学

習し、教えたところをさらに深めていくことが

必要なことであると考えております。そのよう

な観点から考えたとき、全国学力・学習状況調

査の問題もすぐれた教材でありますので、演習

問題として使われることも十分あり得ると思い

ます。私も全部問題を見ましたが、特に活用の

問題などは本当によく練られていると感じまし

た。しかし、単なる目先の学力ではなく、将来

にわたって生きて働く真の学力を身につけられ

るよう、鍛えるべきところはしっかり鍛える、

そういう教育を推進していきたいと思います。

○髙橋 透議員 全国学力テストの問題の中身

は、物すごく練られてすばらしい内容だという

ことの評価もされているわけですが、私は、そ

の問題を子供たちに提供して、それぞれの子供

の判断で勉強するのは、これは当然否定はしま

せん。それと、学校の授業時間以外にすること

も別に構わないと思うんです。ただ、一つ気に

なるのは、土曜日に子供を登校させてやった学

校があったというふうに聞くんです。それは教

育長、御存じですか。

○教育長（飛田 洋君） 今お聞きして驚いて

おります。そういう状況は把握しておりませ

ん。

○髙橋 透議員 公表する必要はないと思いま

すが、静岡みたいに。本来、全国学力テストを

やる目的は何なのかということを忘れているん

じゃないかと思っているんです。結果を出すた

めの勉強になっていはしないかということなん

です。たしか教育長は、この前の答弁でおっ

しゃっていましたよ。結果を指導にどう生かす

か。そのことだと思うんです、目的は。もちろ

ん、子供たちの能力を上げていく努力も必要で

す。何回も何回も過去問を解かせることは、ふ

だんの学力を把握する正確なデータとなり得な

いと私は思うんです。そもそもこの全国学力調

査の目的は何か、いま一度、教育長にお尋ねし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 最終的な目的は、子

供たちにしっかりと学力をつけさせるというこ

とだと思うんです。そのことを踏まえながら、

全国学力・学習状況調査の目的は、国が示して

おります実施要領によりますと、全国的な児童

生徒の学力や学習状況を把握・分析し、施策の

成果と課題を検証し、改善を図ること、児童生

徒一人一人の学力や学習の状況を把握し、学校

における児童生徒の教育指導の充実や学習状況

の改善に役立てることなどが示されておりま

す。

○髙橋 透議員 47都道府県あれば、１番が

あって47番があるんです。点数の開きがあれ

ば、そこに何が問題があるのか、そのことに労

力を注げばいいわけであって、順位に一喜一憂

しない、そのことが必要かなと思っています。

さまざま社会的な要因があるとも言われます。

経済格差が学力格差になっているふうな言い方

もされています。ある有識者は、学校現場の力

だけでは限界がある。学校教育の問題よりも家

庭力の問題が大きいのではないかという分析も

されています。中野 明議員がこの前おっ

しゃっていました。平均点よりそれ以下の子供

を引き上げることが大事だ。そのことが平均点

を押し上げる。当然のことなんですが、全く同

感であります。

私もたびたび申し上げてきましたけれども、

もともとできる子は手を加えなくても伸びるん

です。要は、家庭環境などさまざまな理由で授

業についていけない子供、この子たちを押し上
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げる教育が大事だということを私は申し上げた

い。落ちこぼれてひきこもりになる子供を、一

人でも多くの子供を、社会で通用する大人にす

るために今が大事だと思うんです。いま一度言

います。順位に一喜一憂することなく、経済格

差が学力格差になっていないか、地域性はどう

かなど、情報収集力と分析力で社会的議論を呼

び起こすきっかけとなる報道を、最後にマスコ

ミに期待をして終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党、右松隆央でございます。

今、全国での生活保護者は、過去最多であっ

た終戦直後の昭和26年の204万人を超えて、昨

年12月には215万人に達しており、最多記録を更

新し続けております。支給総額は３兆7,000億円

を超えており、その扶助費の負担率が、国が４

分の３、地方自治体が４分の１であることか

ら、国はもとより、地方自治体にとっても膨大

な財政負担になっていることは周知のことであ

ります。私は、この問題は、まさに経済環境や

人、そして、社会全体のあり方そのものにかか

わってまいりますので、そのよしあしを問うの

ではなくて、本県の数値の傾向と、この制度の

もう一つの根幹になっている自立支援をどう描

いていくのか、あるいは現業員、いわゆるケー

スワーカーの負担軽減をどう図っていくのか、

そういった観点から、本県における生活保護の

問題を考えてまいりたいというふうに思ってお

ります。

まずは、具体的数値から本県の現状がどうで

あるのか見てまいりたいと思います。本県にお

ける直近５年間の生活保護の申請件数と開始件

数、あわせて、受給者の世帯類型別の推移を福

祉保健部長にお伺いしたいと思います。

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す。（拍手）〔降

壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

生活保護についてであります。平成24年度の

本県における生活保護の申請件数は2,314件で、

このうち2,018件が保護開始となっております。

これを平成20年度と比較しますと、申請件数

が456件、25％、保護開始件数が392件、24％増

加いたしております。

次に、平成24年度の被保護世帯を世帯類型別

の多い順で見ますと、高齢者世帯が6,062世帯

で46％、65歳未満の稼働年齢層を含む「その他

世帯」が2,533世帯で19％、傷病世帯が2,462世

帯、19％、障害世帯が1,488世帯、11％、母子世

帯が656世帯、５％となっております。これを平

成20年度と比較しますと、高齢者世帯が21％、

傷病世帯が13％、障害世帯が35％、母子世帯

が22％増加し、その他世帯につきましては２倍

に増加いたしております。以上であります。

〔降壇〕

○右松隆央議員 今の部長の答弁とともに、事

前にいただいた資料を見ますと、本県は、毎

年2,000件以上、新たに生活保護が開始されてい

ることになります。さらに、所得が生活保護支

給基準値以下で実際に受給している割合、いわ

ゆる捕捉率といいますが、これは国全体で15.3

％から18％となっていることから、受給要件を

満たした潜在的な数はまだまだ相当数あるなと

いうふうに考えております。労働形態や本県の

地域経済の厳しさを鑑みれば、生活保護受給世

帯は今後もさらに続伸することが予測できるわ

けであります。
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世帯類型別の推移で、とりわけ「その他世

帯」の推移に着目をしなければなりません。い

わゆる稼働年齢層と考えられるのが、この「そ

の他世帯」でありまして、全国同様、本県でも

この５年間で２倍以上の数にふえております。

自立のための就労支援は、まさにここに焦点が

当てられてくるわけであります。

そこで、先ほどの生活保護の開始件数や世帯

類型別の数字から、本県の生活保護の状況につ

いて、知事の率直な現状認識を伺いたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 生活保護制度は、生活

に困窮する全ての国民に、健康で文化的な最低

限度の生活を保障する、大変重要な我が国の社

会保障制度における最後のセーフティーネット

ということでございますが、今、部長が答弁し

ましたような実態、大変厳しいものがございま

す。特にリーマンショックの影響などもありま

して、平成20年度から全国と同様に急増してい

るという傾向、さらには、特に働くことができ

る方を含む世帯の増加が厳しくなっているとい

うことであります。県としましては、ハローワ

ークなどと連携をしながら就労支援に努め、生

活保護世帯の自立を図るなど、制度の適正な実

施に努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 厚生労働省は、稼働能力のあ

る生活保護受給者の急増を受けて、受給者の就

労促進を図る「福祉から就労」の支援事業を進

めてまいりました。そして、さらに、ことし４

月から、就労可能な被保護者については、保護

開始直後から脱却まで切れ目なく支援すること

が必要だということの観点から、福祉事務所へ

のハローワークの常設窓口の設置や、巡回相談

の強化によるワンストップ型の支援体制の整

備、さらには、就労した者に対するフォロー

アップを盛り込んだ生活保護受給者等就労自立

促進事業を新たに実施することになったわけで

あります。先月、報道等でも大きく取り上げら

れておりましたけれども、宮崎市が県内自治体

で初めて、ハローワーク宮崎と連携して、常設

窓口を庁内に設置し、来年３月までに当窓口

で70人以上の就職を目指すとあります。

そこで、直近５年間で、県全体の就労支援の

実績数と支援対象者に対する割合の推移、並び

に、24年度においてはハローワークごとの実績

数を福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 生活保護受給

者の就労支援を図ります「福祉から就労」支援

事業の平成24年度の実績は、支援対象者が424名

で、そのうち約60％が就労に至っております。

これを平成20年度と比較いたしますと、支援対

象者で337名ふえ、就労開始した者の割合はほぼ

同じく60％であります。

次に、平成24年度のハローワークごとの状況

につきましては、宮崎が支援対象者数111人で、

そのうち83％が就労に至っております。同様

に、延岡が64人のうち15％、日向が25人、64

％、高鍋が59人、34％、都城が78人、71％、小

林が46人、89％、日南が41人、44％となってお

ります。

○右松隆央議員 県全体の実績からいけば、全

国平均が62.5％でありますので、約60％である

ということは一定の評価をさせていただきたい

と思っております。ただ、一方で、ハローワー

クごとの実績を見れば、対象者に対する就職割

合が最高で89％、最低では15％と大きな開きが

出ております。もちろん、有効求職者数を初

め、地域の雇用情勢によるところもありますけ

れども、就労支援員の配置や就労支援のメニュ

ーを充実させるなど、各福祉事務所においての



- 173 -

平成25年９月13日(金)

取り組みの状況にもかかわってくると考えてお

ります。

そこで、就労支援の体制を今後どのように拡

充していくのか。また、福祉事務所によっては

就労支援員が配置をされていないところもあり

ます。現状をどのように考えておられるか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 生活保護受給

者に対しましては、個々の世帯員の生活状況や

能力に応じた自立支援に取り組むことが重要と

考えております。このため、県内の各福祉事務

所に平成17年度以降、就労支援員を配置し、ハ

ローワークと連携しながら支援に努めていると

ころであります。また、議員からお話がござい

ましたが、今年度からワンストップ型の就労支

援体制として、中核市であります宮崎市福祉事

務所にハローワークの常設窓口が設置されると

ともに、常設窓口を設置していない福祉事務所

においては、本年８月から、ハローワークと連

携した定期的な巡回相談を実施しているところ

であります。就労支援員の果たす役割について

は、議員の御指摘のとおり、大変重要と考えま

すので、県内14カ所の福祉事務所のうち、就労

支援員を配置していない３福祉事務所につい

て、必要な措置を講じるよう指導してまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、就労支援員が配置され

ていない３つの福祉事務所においては、早急に

配置の指導をしてもらうように強く求めさせて

いただきたいと思っております。

今回、もう一つ注目をいたしましたのが、受

給世帯の子供たちに対する学習支援でありま

す。実は、生活保護世帯の世代間連鎖につい

て、受給世帯の４分の１以上が、親も生活保護

を受けていたという統計が出ております。学力

不足で、将来、親と同じように生活保護を受け

てしまう、こういった生活保護世帯の格差ある

いは貧困の連鎖、これは断ち切っていかなけれ

ばならないというふうに考えております。本県

での生活保護世帯の高校進学率でありますけれ

ども、一般と比較をして7.4ポイントの差が出て

おります。一般と遜色なく98％の進学率を出し

ている県もありますので、本県もまだまだ改善

の余地は十分にあると、そのように考えており

ます。

そういった中、こうした子供たちに無料で勉

強を教える学習塾が今、全国に広がりつつあり

ます。埼玉県では、３年前から、生活保護世帯

の子供たちを対象に無料の学習教室を始めてお

ります。福祉事務所の学習支援員がコーディネ

ートされて、元教師や大学生のボランティアの

人たちが勉強を教えており、埼玉県は、こうし

た学習支援事業で、生活保護世帯の高校進学率

は以前と比べて10ポイント以上上昇してお

り、97％まで上がりまして、県内の一般と同じ

水準になっております。

そこで、本県においても、生活保護受給世帯

の子供たちを対象にした無料の学習塾の設置に

ついて行政支援ができないか、福祉保健部長に

お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） あすの県づく

りの原動力となるのは「人の力」でございま

す。子供たちが、本県や我が国の未来を切り拓

く「人財」として活躍していくためには、その

学習の機会の確保が大変重要と考えておりま

す。このため、生活保護世帯に対しましては、

教育的な支援制度として、義務教育における教

育扶助のほか、平成17年度より高等学校等就学

費が給付されるなど、充実が図られてきている

ところでございます。なお、生活保護受給世帯
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の子供たちを対象にした学習支援のあり方につ

きましては、これから他県の状況等も調査し、

その必要性も含め、検討してまいります。

○右松隆央議員 今、埼玉県の例を出しました

けれども、この学習塾は、ほかにも神奈川県や

北海道など、全国多数で実施をしております。

ぜひ調査をしていただいて、本県でも同様の取

り組みをお願いしたいと思っております。

さて、生活保護制度の大きな課題として避け

て通れないのが、増大する医療扶助費の対策で

あります。厚生労働省は、増大する医療扶助の

対策において、平成23年度から、医療扶助の適

正化について大きく４つの取り組み、電子レセ

プトを活用したレセプト点検の強化、生活保護

の指定医療機関に対する効果的な指導、向精神

薬における適正受診の徹底、後発医薬品の利用

促進を各自治体に求めております。そこで、電

子レセプトの点検強化に本県もしっかりと取り

組み、福祉事務所等が生活保護世帯の受診状況

を的確に把握しているのか、福祉保健部長にお

伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 各福祉事務所

におきましては、不適切な受診行動を未然防

止、早期発見するため、レセプト等を点検し、

同一傷病で複数の医療機関に受診し、同一薬を

重複して処方されている者がいないか、同一傷

病で15日以上受診している月が３カ月以上続い

ている、いわゆる頻回受診者がいないか、など

を確認しております。その上で、主治医との面

接、嘱託医協議により、必要な診療の程度を確

認し、医療扶助の適正な運営に努めているとこ

ろであります。平成24年度の適正受診指導につ

きましては、薬の重複処方を受けている者が118

名で、うち55名が改善され、残り63名について

指導を継続しており、また、頻回受診者は23名

で、うち16名が改善をされ、残り７名について

指導を継続しているところであります。

○右松隆央議員 今後も引き続き対応をお願い

したいと思います。

生活保護の現状について、最後の質問になり

ます。生活保護を担当する現業員、いわゆるケ

ースワーカーの配置について伺いたいと思いま

す。社会福祉法では、市部では被保護世帯80世

帯に１人、町村部では65世帯に１人のケースワ

ーカーを配置することを標準数として定めてお

ります。しかし、この配置定数は、今から62年

前の1951年に社会福祉法が制定された当時から

変わっていない数字であり、この間に、介護保

険制度の創設など、現業員の業務は当時と比

べ、明らかに増加をしております。かつ、地域

によっては「命の危険性まである一般事務職」

と言われるくらい、現場では、一部の申請者や

被保護者から、苦情や陳情、暴言や威嚇行為が

横行し、時には暴力事件に発展するケースも新

聞等でも報道されていますが、全国で後を絶た

ないわけであります。近年の被保護者の急増や

多様化において、現業員１人に対して町村で65

世帯、市で80世帯を担当することすら大変なの

ではないか、果たして標準数そのものがいかが

なものなのか、考えていかなければならない大

きな問題だと私は感じております。本県におけ

る各福祉事務所の現業員、ケースワーカーの配

置状況を確認させていただきました。直近のこ

とし25年４月の数字で、県全体では、標準数

が167人に対して、職員定数条例上の職員に該当

する者が156名となっており、県全体では11名が

不足をしている状況であります。また、福祉事

務所ごとに見ますと、正職員が標準数を下回っ

ている事務所は、県内14事務所のうち４つに

上っております。
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そこで、知事に伺いたいと思います。県内各

福祉事務所の現業員の配置数について、法定基

準数に満たないところは早急に確保していただ

くとともに、保護世帯の増加や複雑・多様化の

近年の現状を鑑み、さらなる現業員の増員を求

めたいと思っておりますが、いかがお考えか、

伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘がありましたこ

のケースワーカーは、保護受給者の性格や環境

などを理解しまして、世帯に応じた援助をたゆ

まず行い、よき相談相手としまして業務に当た

ることが求められる、大変重要な職務であると

認識をしております。私も以前、愛知県の春日

井市役所に勤務しました折に、同僚職員がケー

スワーカーを務めた経験があると。その過酷な

現場の実態という話も伺っておりましたし、そ

の職務の重要性、まさに実感をしたところでご

ざいます。県内の各福祉事務所におきまして

は、必要な人員の確保に努めているところであ

りますが、生活保護世帯の増加が著しい都市部

など、一部の福祉事務所において配置が不足し

ている状況がございます。県としましては、そ

のような福祉事務所に対しまして、生活保護制

度の適正な実施が図られるよう、これまでも必

要な人員の確保を指導しているところでござい

ますし、これからもそのように努めてまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 必要な人員確保の指導をしっ

かりとお願いしたいと思います。

それでは、２つ目の項目に移りたいと思いま

す。本県の地域医療政策についてであります。

政策的課題に入る前に、まずは、本県の地域

医療を担っている現在の組織形態のあるべき姿

について問うていきたいと思います。国が、医

師の地域偏在の解消のために、各都道府県がみ

ずから責任を持って取り組む組織、コントロー

ルタワーの確立を図るようにとの方針を示し、

それを受けまして、本県は、23年10月24日に宮

崎県地域医療支援機構を設立したところでござ

います。内部組織として、厚生機関の代表者か

ら成る代表者会議、並びに医師配置調整会議を

設け、事務局は本庁内の医療薬務課に設置し、

医師２名及び事務職員５名で構成をされており

ます。私は、この機構を先進他県と比較させて

いただいた中で、現状のままでなくて、さらに

進化をさせていかなければならないと考えてお

ります。

先進他県を見ますと、例えば機構としては、

僻地医療支援機構や医師研修支援機構を内部に

置いて、それらを統括するコントロールタワー

として地域医療支援センターを設置しておりま

す。センター長は福祉保健部長、副センター長

が医官で医師確保対策室長、そして、キャリア

コーディネーターが３名、専従の事務職員が３

名、サポートスタッフとして、教育インストラ

クターを４名、さらにはアドバイザーを３名置

く15名体制で組織し、運営も各機関の代表者17

名で委員会を設置し、運営全般や派遣調整方針

を協議しているわけであります。

本県において、医師の地域偏在はもとより、

在宅医療を初め、地域医療におけるさまざまな

問題を解決していくためには、オールみやざき

で取り組める組織の確立が求められていると考

えております。

そこで、現在の地域医療支援機構をさらに充

実させた宮崎県地域医療支援センターを新設す

る考えがないか、知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

現在、宮崎県地域医療支援機構などにおきまし
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て、関係者と連携を図りながら、医師の地域偏

在の解消や救急医療の充実などの地域医療対策

に取り組んでおるところであります。今後、こ

うした対策をさらに推進しますためには、医療

機関や大学、医師会、行政、さらには住民な

ど、本県の地域医療の関係者が課題を共有して

連携を密にしながら、いわば総力戦として取り

組んでいくことが、御指摘のように何よりも大

切なことであるというふうに考えております。

今般、社会保障制度改革国民会議の報告におき

まして、在宅医療の推進などの医療改革制度が

示されたところでありまして、その動向によ

り、今後、さまざまな施策を講じていく必要が

ある、さらに対策を強化していく必要があると

考えております。

地域医療支援センターにつきまして、議員か

ら御提案いただきましたように、その推進体制

についても十分に検討を加えながら、今後、医

療対策の推進に務めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 コントロールタワーの優位性

で、数年後、本県が他県に先んじて結果を残せ

るように、ぜひ、組織の拡充を十分に検討して

いただきたいというふうに思っております。

続いて、政策的課題に入っていきたいと思い

ます。本県の地域医療政策の中で、対策をさら

に進めていかなければならないものの一つが、

医師が意欲を持って着任できる環境づくりを、

県が市町村と一体となって推進していく取り組

みであります。

そこで、地域医療ミーティングを提案させて

いただきたいと思います。これは、市町村が地

域ごとに抱える医療課題や解決策について、地

元住民の代表者を初め、保健所、地区医師会、

そして病院関係者が対等に話し合う場を設けま

して、長期的な視野で具体的な対策について検

討を行うものであります。この地域医療ミー

ティングを継続的に開いていくことで、地域住

民や病院関係者が認識を共有、深めることとな

り、医師を派遣する際にも理解が得やすくな

り、ひいては、医師が意欲を持って勤務できる

環境づくりにつながっていくことで、医師の地

域偏在の解消にも寄与できるものと考えており

ます。

そこで、知事に伺いたいのですが、こういっ

た地域固有の医療課題の解決並びに医師の地域

偏在の解消に向けた取り組みの一つとして、地

域医療ミーティングを設け、また、県として、

それらを統括する地域医療ミーティング推進協

議会の設置を求めたいのでありますが、どうお

考えになっておられるか、伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県政におけるさまざま

な課題を推進していく上で、地域住民、関係機

関の皆様の御意見を伺うことは大変重要である

というふうに考えております。私も、「対話と

協働」というものを政策理念の大変重要な柱と

して掲げておりまして、市町村ごとに行う「ふ

れあいフォーラム」ですとか、各種団体との意

見交換などを通じて、さまざまな御意見、御要

望をいただきながら、県政の推進に努めておる

ところであります。

御提案のありましたように、地域医療に関し

ましても、住民を含めて意見交換を行うこと

は、医師の勤務しやすい環境づくりの面からも

大変重要であると。地域を挙げて医療について

検討していくことは大変重要であろうかという

ふうに考えております。現在、各地域ごとに設

置をされております、例えば、救急医療協議会

だとか、メディカルコントロール協議会、精神
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保健福祉協議会、さまざまな協議会があるわけ

でありますので、こういったものの活用や、各

地で地域医療に関する課題等につきまして、調

査・研究や普及活動を行っている住民団体との

連携も含めまして、今後、検討を進めてまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

続いて、地域医療再生計画について伺ってい

きたいと思います。これは、国から交付金を受

けて県が基金を設置し、平成22年から本県で作

成した計画に基づき、事業を実施しているもの

であります。全国の都道府県が再生計画をそれ

ぞれで練り上げ、国に提出したものを、厚生労

働省が中身を精査し、交付額を決定しているこ

とから、自治体ごとに交付金の配分率も違って

きております。

そこでまず、既に交付された地域医療再生基

金、１次と２次を合わせ80億1,000万円の24年度

末までの執行率とその評価について、県による

自己評価、並びに厚生労働省の有識者会議でど

ういった評価を受けたのか、福祉保健部長にお

伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 地域医療再生

基金の24年度末までの執行率は、62％となって

おり、25年度末では94％程度となる予定でござ

います。

地域医療再生計画の評価につきましては、本

県は、医師確保、救急医療、周産期医療、小児

医療、がん、在宅医療、医療連携、災害医療、

その他の９つの区分が対象となっており、ま

た、その評価段階は、一番評価の高いＳから

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄまでの５つに分かれておりま

す。

まず、県による自己評価につきましては、９

つの区分全てがおおむね計画どおり進捗してい

るとして、Ｂ評価としたところであり、有識者

会議での評価も同じＢ評価でございました。有

識者会議の具体的な評価につきましては、例え

ば、在宅医療については、県医師会や地域医師

会等との連携を強め、多職種による推進が望ま

れるとの助言や、医師確保については、修学資

金貸与医師のフォローアップをしっかりすべき

との意見、救急医療については、宮崎大学の救

命救急センター、ドクターヘリ導入による人員

強化は順調で、今後の事業効果が期待できると

の評価をいただいたところです。今後とも、有

識者会議での御意見等も踏まえながら、地域医

療再生計画の着実な推進に努めてまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 この有識者会議の評価、いろ

いろと見ましたが、全国で見ますとＡ評価が９

県ありました。それから、Ｂ評価は38県でござ

いました。モデル事業についても、いろいろと

そこに書かれてありましたけれども、ぜひ、本

県としても、Ａ評価、モデル事業につながるよ

うな今後の取り組みを大いに期待する次第であ

ります。

重ねて、福祉保健部長にお伺いしたいと思い

ます。今回、第３次の交付を受けることとな

り、申請額15億円に対して、国から10億486万円

の内示を受けたところでありますけれども、こ

の内示の分野別内訳と、とりわけ本県が力を入

れて取り組む事業概要について伺いたいと思い

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今年度、交付

が予定されております地域医療再生基金10億400

万円の分野別の内訳につきましては、在宅医療

対策が１億1,200万円、災害医療対策が１億100

万円、医療人材の育成・確保対策が１億8,900万
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円、がん対策が3, 8 0 0万円、精神疾患対策

が3,800万円、救急医療対策が４億6,300万円、

重症心身障がい児（者）対策が5,200万円、地域

医療を守り育てる条例の普及啓発対策が1,100万

円となっております。

今回の基金では、特に、高齢化の進展に伴い

ニーズが高まっている在宅医療対策について、

市町村が地域の医師会等の関係団体と協力しな

がらネットワーク構築を図る事業や、在宅医療

に携わる多職種の従事者のスキルアップ研修会

の実施を初め、南海トラフの巨大地震等の大規

模災害に備え、医療機関が独力で地下水をくみ

上げ、浄化し、診療にも利用可能な水を確保す

るための整備を推進することとしております。

また、救急医療対策として、ドクターヘリの運

航支援なども継続してまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 あわせて、前回の１次と２次

の都道府県別の再生計画の内訳額も調べてみま

した。救急医療対策については、さすがに、宮

崎大学のドクヘリ導入や、県立延岡病院の救命

救急センター増改築などで、九州では一番手厚

い計画額となっておりました。しかし、一方で

医師等確保対策や医療連携対策は、九州では一

番低い計画額になっており、また、僻地医療対

策や在宅医療対策も極めて低い計画額でありま

した。ですから、今回の内示分で、重要性が増

している在宅医療対策として１億1,200万円の計

画額が入っているということについては、評価

をさせていただきたいと思っております。

この項目最後に、研修医の確保について考え

てまいりたいと思います。医師の高齢化、そし

て、これによって若手医師の減少が続いている

ことは、本県の共有する現状認識であります。

当然、若手医師の確保につながる臨床研修医を

さらにふやしていかなければなりませんが、そ

のためには、研修医に魅力のある研修システム

を構築していかなければなりません。そこで、

臨床研修病院において、年間相当数のテレビカ

ンファレンス、出張指導並びに県内の研修医を

対象とした合同研修会の実施を求めたいのであ

りますが、どうお考えか、福祉保健部長にお伺

いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 研修医が研修

先を決める際には、症例数やさまざまな診療科

で経験できることが大きな要因となっておりま

すので、本県におきましては、そのようなニー

ズに応えられるように、基幹型臨床研修病院同

士が連携を図るとともに、宮崎大学附属病院が

約50カ所の協力型病院等とネットワークを構築

するなど、魅力ある研修環境づくりに努めてい

ただいているところであります。

議員御提案のテレビカンファレンス、出張指

導あるいは合同研修会を実施し、効果を上げて

いる県もあると伺っておりますので、今後、基

幹型臨床研修病院に対しアイデアを提供するな

ど、よりよい研修プログラムが構築されるよう

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○右松隆央議員 こういった臨床研修病院にお

いて、年30回以上のテレビカンファレンス、同

じく100回以上に及ぶ研修医への出張指導を実施

している県もございます。また、合同研修会を

実施して研修医同士の連帯感を高めていくよう

な、そういった取り組みをしているところもあ

ります。本県もぜひ、研修医に魅力を感じても

らえるような研修システムの構築に、しっかり

と取り組んでいただきたいとお願いをいたしま

す。

続いて、３つ目の項目に移りたいと思いま
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す。県立病院事業についてであります。

先月、平成24年度の会計決算の見込みが報告

をされたわけでありますが、その中で、23年度

と比較をして、増減率で大きくふえていた退職

給与金というものがあります。実は、来年４月

に実施される地方公営企業会計制度の見直しに

より、退職給付金などの引き当てが義務化され

ることになるわけでありますが、病院局として

はそれを見越して、前倒しで引き当てを１億円

から３億円に増額をしたとのことでありまし

た。仮に県立病院の職員が一度に退職をした場

合に必要となる金額を、今後、毎年積み立てて

いくことになるわけであります。病院局長に伺

いたいのですが、第２期中期経営計画は、最終

年度となる今年度において、事業全体での収支

均衡、計画では事業全体で8,900万円の黒字を目

指すとあります。そのためには、３病院全体で

の医業収益を上げることはもとより、とりわ

け、日南病院の昨年度４億2,800万円の赤字決算

の改善にももちろん取り組んでいかなければな

りません。かつ、地方公営企業会計制度の見直

しに伴う退職給付引き当ての増額も見越した上

で、果たして、計画目標である事業全体での黒

字決算を達成できるのか、見通しを伺いたいと

思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 経営計画の収支目

標達成への見通しでありますが、病院運営の根

幹である医師確保が十分でない診療科が依然と

してあることや、先ほど議員から御指摘があり

ましたように、計画策定時には想定していな

かった退職給付引当金の義務化に備えた費用計

上など、目標達成には予断を許さない状況と

なっております。

このような厳しい状況の中ではありますが、

御質問にありました日南病院におきましては、

今年度は、地域総合医育成サテライトセンター

の設置に伴い、内科医２名、外科医１名が増員

されたことや、歯科口腔外科の新設等により収

益の確保が図られているところであり、また、

病院事業全体でも、８月までの患者数が昨年度

を上回るなど、現在のところ、堅調に推移して

いるところであります。引き続き、職員が一丸

となって、病院事業全体での収支均衡という目

標達成に向けて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 事業全体として堅調に推移し

ているということで、今後も目標達成に向けて

ぜひ頑張っていただきたいと思っております。

来年４月に地方公営企業会計制度の見直しが

行われることで、県立病院の会計処理に大きな

影響が出てくることは明らかであります。ちな

みに、この地方公営企業会計制度の見直しは、

企業会計制度との整合性を図り、相互の比較分

析を容易にするために行うものでありまして、

具体的には、先ほどの退職給付引当金など各種

引き当ての義務化、そして、借入資本金の負債

計上、さらには、みなし償却制度の廃止などが

行われることになります。この会計制度の見直

しにより、全国で、一部の自治体病院のバラン

スシートは、民間であれば破綻しかねない債務

超過に陥ることが想定をされております。もち

ろん、帳簿上のもので、キャッシュフローに直

接影響するものではないとしても、民間病院と

の経営比較が容易になってまいります。経営改

善の要求が高まることも、十分に考えていかな

ければなりません。

そこで、病院局長にお伺いしたいと思いま

す。来年４月に46年ぶりに抜本的に見直される

地方公営企業会計制度による影響について、借

入資本金、一般会計繰入金の負債計上、あるい
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は各種引き当ての義務化、そして、みなし償却

制度の廃止によって県立病院の事業会計の影響

金額はどうなるのか、具体的に示してもらいた

いと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 今回の会計制度見

直しの影響としましては、まず、病院事業に新

たな負担が生じるものとして、退職給付引当金

の義務化がございます。現在のところ、引き当

てに必要な額はおおむね50億円程度と見込んで

おりまして、今後、最大15年の猶予期間中に毎

年３億円程度の引き当てを行っていくことにな

ると考えております。そのほかにも、病院事業

に新たな負担が生じるものではございません

が、財務諸表の作成方法や会計処理方法の変更

に伴うものとしまして、従来、貸借対照表上の

資本に計上しておりました企業債等の借入資本

金や補助金及び一般会計繰入金の一部が負債に

計上されるとともに、みなし償却制度が廃止さ

れるなどの変更がございます。その額について

は、現在の状況で仮に試算しますと、みなし償

却制度の廃止に伴い、毎年度の減価償却費が現

状より２億から３億程度増加すると見込まれて

おります。また、企業債等の借入資本金約300億

円程度が資本から負債に移行すると見込まれて

おります。また、補助金及び一般会計負担金の

一部約50億円程度が、同様に資本から負債に移

行すると見込まれております。なお、負債に移

行しました補助金及び一般会計繰入金は、対象

となる資産の減価償却に合わせまして、後年

度、収益化されるということになっておりま

す。現在、制度見直しに伴う準備作業を進めて

おりますが、新会計制度への移行後も、引き続

き、しっかりとした経営基盤の確立に努めてま

いりたいというふうに考えております。

○右松隆央議員 会計基準の改正によって、自

治体病院の経営状況がまさに可視化されるわけ

であります。今回の質問で、具体的な試算もさ

れているということから、会計基準の移行に備

えて準備がしっかりとできているものと認識を

いたした次第であります。

続いて、医師・看護師の勤務軽減について

伺ってまいりたいと思います。厚生労働省は、

勤務医や看護師の長時間労働が常態化している

状況を改善するために、来年の平成26年から、

全ての病院に労働環境の見直し計画を作成する

よう求めることとしております。今年度末まで

には基本方針をまとめるということであります

が、例えば退職金の受け取りや育休の取得がで

きるなど、正規の職員と同様の待遇で数時間だ

け勤務をする短時間正職員の制度、あるいは夜

勤の時間を限定する変則シフト制の導入が望ま

しいとの考えを盛り込むとあります。

私は、先月26日に開かれた県立病院事業評価

委員会に、オブザーバーとして出席をさせてい

ただきました。委員会で委員の一人から、「こ

の看護師の数からいけば、患者数や夜間救急な

ど県病院の担う仕事量から鑑みて、ぎりぎりの

ところではないか」との発言がありました。現

場を熟知している人の発言でありましたので、

医師や看護師が大きな負担を受けていることは

想像にかたくないと感じた次第であります。

そこで、病院局長に伺いたいと思います。医

師や看護師の勤務軽減の観点から、医師や看護

師にかわって事務作業を補助する医療クラーク

の採用による診療報酬加算への対応も含めて、

今後、労働環境の見直し計画の作成にどう取り

組んでいかれるか、伺いたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 厚生労働省では、

医療機関が医師や看護師等の勤務環境改善のた

めの計画を作成することなどを内容とします医
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療法改正の準備が進められておりまして、今年

度中に国の基本指針が策定される予定と聞いて

おります。県立病院におきましては、これまで

にも、医師の事務作業を補助する医療クラーク

（医療秘書）の配置を、平成21年度の導入以

降、約４年間で29名に倍増させますとともに、

臨床工学技士や看護補助員の増員、院内保育の

実施など、医師・看護師等の勤務負担の軽減、

働きやすい環境の整備に取り組んできていると

ころでございます。

今回の計画作成につきましても、勤務環境の

改善は、医師を初めとする医療スタッフの負担

軽減や、良質な医療の提供につながるものでご

ざいますので、国における法改正や基本指針の

内容、あるいは診療報酬の加算基準などを踏ま

えながら、夜勤体制の見直しや育児短時間勤務

制度の普及について検討するなど、しっかりと

対応していきたいと考えております。

○右松隆央議員 政府は、予算措置を行って、

都道府県を通じて、各病院の計画作成を支援す

るための支援センターを全国に設置していくと

の方針であります。今後も、医師や看護師が働

きやすい環境の整備に向けて、しっかりと取り

組んでいただきたいと思っております。

次に、新しい経営計画について伺っていきた

いと思います。今年度、第２期の中期経営計画

が終わり、来年度前半には、診療報酬改定並び

に地方公営企業会計制度の見直しを踏まえて、

新しい経営計画を策定することになるわけであ

りますが、どのような内容を念頭に入れている

のか、１年を切った段階で、現在の構想を病院

局長に伺いたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 第３期の中期経営

計画でございますが、平成26年４月に予定され

ております診療報酬改定や、議員からもありま

したように、地方公営企業会計制度の見直しの

影響、さらには国の医療制度改革の方針等を踏

まえまして、26年度前半までに策定することと

しております。策定に当たりましては、ただい

ま申し上げました病院事業を取り巻く環境の変

化が、県立病院に与える影響を的確に把握しま

すとともに、県立病院事業評価委員会などの外

部の意見も踏まえながら検討することにしてお

ります。第２期計画におきましては、計画期間

を、経営改善を図るための礎を築く重要な時期

と位置づけて取り組んでいるところでございま

すが、次期計画の策定に当たりましては、第２

期計画の成果や課題を十分踏まえた上で、さら

なる経営基盤の確立と、高度で良質な医療の安

定的提供を基本目標にしまして、その具体的な

取り組み方策や経営改善に係る数値目標、これ

らを盛り込んだ内容になろうかと考えておりま

す。

○右松隆央議員 経営改善を図るための礎を築

く重要な時期と位置づけてきました第２期中期

経営計画は、現在のところ、こつこつと実績を

積み上げてきているのではないかと感じており

ます。ぜひ、第３期において、取り巻く環境の

変化に十分対応していただいて、県民の期待に

応えていただきますよう、さらなる取り組みを

お願いしたいと思います。

この項目最後の質問になりますが、先日出席

をさせていただきました県立病院事業評価委員

会の終了後に、宮崎病院の院内視察をさせてい

ただきました。診療室や病室はもちろんのこ

と、手術室あるいは救命救急センターも見てま

いりました。その際に、救命救急センターの雨

田医師が言われた言葉に、「夜間の体制ができ

ていない。外来と救急車が同じ玄関を通らざる

を得ないつくりになっている。先日は、子供が
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待合室に待っていたけれども、その前を遺体を

乗せた担架を運ばざるを得なかった。私は、こ

こを救命救急センターと呼んでほしくない」

と。そういった切実に訴えられたことが、私は

強く印象に残った次第であります。

そこで、県立病院の再整備について、とりわ

け、救命救急センター、ヘリポートを備えた防

災棟の新設を最優先にできないか、そういうふ

うに私は考えますが、病院局長の考えを伺いた

いと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院の再

整備につきましては、現在、既存の建物改修か

ら全面改築までの４つの案を整理しまして検討

を行っておりますが、検討に当たりましては、

防災機能強化の緊急性はもとより、整備期間中

の減収、あるいは整備費が後年度に与える影

響、また、県民負担であります一般会計繰入金

の抑制なども十分に考慮していく必要があると

考えております。御質問にありました救命救急

センター等の整備につきましては、宮崎病院が

担う第３次救急医療機能や基幹災害拠点病院と

しての機能を十分に発揮していく上で、大変重

要と考えており、また緊急性も高いと認識して

おります。御質問の趣旨も踏まえながら、今年

度末を目途に、整備の方向性を取りまとめたい

というふうに考えております。

○右松隆央議員 再整備の方向性をしっかりと

注視してまいりたいと思います。よろしくお願

いをいたします。

続いて、最後の４つ目の項目に移りたいと思

います。市町村国民健康保険についてでありま

す。

市町村国民健康保険は、いわば国民皆保険の

最後のとりでと言えるものであります。しか

し、市町村国保の運営においては、高齢化の進

展や被用者保険に加入できない就労形態がふえ

ていること、さらには無職者など、被保険者の

構成が大きく変わっていることや、負担能力が

低い一方で医療費が高いという傾向もありまし

て、極めて厳しい運営状況に陥っていること

は、論をまたないところであります。さらに、

医療そのものは、市町村の域を超えて提供され

ているのが実態でありますけれども、市町村国

保の保険税は市町村間で格差が大きくなってお

り、同じ所得で同じ世帯構成であっても、住ん

でいる市町村によって保険税が大きく異なって

いるのが現状であります。

そこで、まず、市町村国保の財政の実質的な

収支、これは、すなわち法定外繰り入れを除く

収支でありますけれども、平成20年度と23年度

を比較して、この４年間で、県内における赤字

自治体の割合はどうなったか、あわせて、被保

険者の構成はどう変わったかを、福祉保健部長

にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県内市町村の

国民健康保険特別会計の財政状況につきまして

は、市町村法定外繰入金を除いた収支差し引き

で申し上げますと、平成23年度は、赤字が20市

町村となっており、20年度と比較しますと、赤

字自治体は12市町村で、８市町村の増となって

おります。

次に、国の実施した国民健康保険実態調査に

よりますと、県内市町村国保の職業別世帯の構

成は、平成23年度は、19万9,150世帯のうち、多

い順から、無職７万9,000世帯、39.7％、アルバ

イトなどの被用者５万1,300世帯、25.8％、農林

水産業を除くその他の自営業３万1, 4 0 0世

帯、15.8％、農林水産業9,150世帯、4.6％など

となっております。これを平成20年度と比較し

ますと、無職が11.9ポイントの増、自営業が２
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ポイントの増、農林水産業が1.8ポイントの減、

被用者が0.8ポイントの減となっております。

○右松隆央議員 わずか３年間で、赤字自治体

が８市町村もふえております。26市町村のう

ち、実に77％の20の市町村が赤字運営というこ

とになっているわけであります。また、国保実

態調査によると、今の説明でもありましたよう

に、被保険者の構成で無職者が３年間で２

万3,100人もふえており、伸び率が著しく大きく

なっております。

さらに伺いたいと思います。市町村国保で一

般被保険者１人当たりの医療費は、平成14年か

らの10年間でどう推移したのか、福祉保健部長

にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成23年度の

県内市町村国保の一般被保険者１人当たりの医

療費は、31万9,495円となっておりまして、これ

を平成14年度の19万9,088円と比較しますと、

約1.6倍となっております。

○右松隆央議員 この10年間で、一般被保険者

１人当たりの医療費が、金額で言えば12万407円

も増大していることになります。答弁にもあり

ましたように、1.6倍ということであります。

さらに、市町村の格差の問題に入っていきた

いと思います。直近の平成23年度において、１

人当たりの医療費並びに１人当たりの保険税に

おける県内市町村の最大格差がどうなっている

のか、福祉保健部長にお伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成23年度の

県内市町村国保の一般被保険者１人当たり医療

費を比較しますと、最高額の市町村が39万4,639

円、最低額が24万9,303円で、約1.6倍の格差と

なっております。次に、被保険者１人当たりの

保険税、いわゆる保険料を比較いたしますと、

最高額の市町村が11万6 4 1円、最低額が６

万5,173円で、約1.7倍の格差となっておりま

す。

○右松隆央議員 ２つの市町村の格差なんです

が、私も資料で細かく詳細を見せていただきま

したけれども、かなりの格差があるということ

が十分にわかる数字だというふうに思っており

ます。

福祉保健部長にさらに伺いたいと思います

が、本県の市町村国保の将来の見通しとし

て、10年後をどのようにシミュレーションして

いるのか、伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 近年の国民医

療費は、高齢化や医療の高度化等により、年３

％前後の伸び率となっておりまして、国は、現

行制度のままであれば、平成24年度の推計医療

費40兆6,000億円が、13年後の平成37年度には20

兆4,000億円増の61兆円になるとの将来推計を示

しております。この国の推計をもとにすると、

本県市町村国保の医療費も1.5倍程度の増加が考

えられます。また、日本の人口構造のうち、20

歳から64歳のいわゆる現役世代の人口が、平

成37年度には、平成24年度比で11.5％減少する

と推計されております。こうした現役世代の減

少が、本県市町村国保でも同様に起こると推測

され、公的負担割合が変わらないとした場合に

は、１人当たり保険税の増加も見込まれます。

このような中、今後、低所得者の多い市町村国

保の財政は、赤字自治体が増加するなど、ます

ます厳しいものになると、危機感を持っている

ところでございます。

○右松隆央議員 １人当たりの医療費が1.5倍も

上がる中、保険税を引き上げなければ、当然、

市町村国保財政は著しく悪化をすることになり

ます。その赤字の分を保険税の引き上げで賄う
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とすれば、１人当たりの保険税は同様の伸び率

が十分に予測をされるわけであります。また、

県内市町村の格差においても、さらに拡大を招

くことは必至だと考えております。他県のシ

ミュレーションも確認をさせていただきました

けれども、全ての市町村で赤字自治体になって

しまうという、そういったシミュレーションを

出しているところもございます。

そういった中でありますけれども、国は、社

会保障と税の一体改革に基づきまして、市町村

国保の安定的な運営を確保していくために、市

町村国保運営の都道府県単位化を推進するとし

ております。また、厚生労働省、これは３年前

の平成22年でありますけれども、ことしの25年

をめどに、各都道府県に市町村国保の広域化計

画、広域化等支援方針を策定するように働きか

けておりました。私も、他県が作成している広

域化等支援方針を幾つか調べてみたところであ

ります。市町村の保険税の格差を是正するため

の標準保険料の設定や、その際、著しく保険税

が上昇する世帯に対して激減緩和措置を盛り込

んでいる奈良県のものであったり、平成30年を

目途に、一元化の工程表を策定した京都府のも

のであったり、いろいろと目を通してまいりま

した。そこに共通するのは、まずは、広域化に

ついてしっかりと自治体で研究をして、自分た

ちの自治体がどうなっていくのか研究したのを

もとに、方針や工程表をまとめ、そして、国に

おける制度の検討状況、いろいろ変わってまい

りますので、それによって工程表の見直しはそ

の都度行っていくというやり方であります。

私は、本県として、一元化に対する考え方や

工程表はある程度まとめておくべきだというふ

うに考えています。もちろん一元化もメリッ

ト、デメリットはございます。私ももろ手を挙

げて賛成できるところまでまいりませんけれど

も、しかし、国の流れを読んで、直前であたふ

たしないように前もって対策を検討していくこ

とは、大変大事なことだと考えております。

そこで、最後に知事に伺いたいと思います。

私は、早急に「宮崎県市町村国保広域化等に関

する協議会」等を設置して、市町村国保の都道

県単位での一元化に関する本県としての考え方

や、工程表を作成して、国の動向における対策

をしっかりと講じておくべきだと考えておりま

すが、知事の考え方を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 国保運営の都道府県単

位での一元化につきましては、今後、国の社会

保障審議会医療保険部会において、具体的な制

度設計の議論がなされるということでありま

す。県としましては、安定的な財政の基盤であ

りますとか、こうした構造的な問題の抜本的な

解決が前提というふうに考えておりますので、

そういった点を、全国知事会を通じ、国に強く

求めているところであります。今後とも、国に

おける検討状況を注視しながら、市町村及び国

保連合会等との協議会の設置も含め、改革の工

程に応じた必要な対策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 協議会の設置から順次進めて

いただいて、必要な対策にしっかりと取り組ん

でもらいますよう、お願いをいたしたいと思い

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）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。午後は１時再開。

休憩いたします。

午前11時56分休憩
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○丸山裕次郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

質問をさせていただきます。通告しております

項目について質問をしてまいります。

まず、フードビジネスの推進についてお伺い

いたします。

フードビジネスの推進については、知事は

「復興から新たな成長に向けた基本方針」にお

いて、今後の成長産業の中でも一丁目一番地の

分野に位置づけるとともに、みやざきフードビ

ジネス振興構想を策定し、本県の中心的な施策

として、関係機関が連携し、全県的な展開を図

ろうとしていることは大変評価できるものと

思っておりますが、全体的に総花的であるから

柱が見えてこないと、私はこう思っておるとこ

ろであります。今後、フードビジネスを進めて

いくには、具体的なプロジェクトを実際に動か

して、成果に結びつけていくことが求められて

いると思いますが、そのためには、知事が積極

的なリーダーシップを発揮していかなくてはな

らないと考えているところであります。そこで

まず、改めてフードビジネスにかける知事の意

気込みをお伺いしておきたいと思います。

また、これまで、農林水産業の振興や６次産

業化など、さまざまな取り組みを進めてきたと

ころでありますが、フードビジネスを推進する

上で最大の課題は何と考えているのか、知事に

お伺いしておきたいと思います。

さらに、今回、国から３年間で16.5億円の補

助を受け、戦略産業雇用創造プロジェクトを推

進しようとする取り組みは評価しております

が、果たしてこのプロジェクトが現実に動いて

いくのか懸念しているところでもあります。こ

の国の事業を活用し、北海道が本県と同様に食

品産業の振興に取り組もうとしていると伺って

おりますが、北海道と本県では、食品産業の集

積状況や産業を支える農業生産構造が大きく異

なっております。多種多様な農産物を生産する

本県農業と異なり、北海道の農業は、食品産業

に仕向ける農産物に生産が特化しており、生産

基盤もしっかり整備されております。このよう

な背景を持たない本県において、県はこのプロ

ジェクトでどのような雇用を創出することを目

的としているのか、総合政策部長にお伺いいた

したいと存じます。

後の質問は質問者席からいたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、フードビジネスにかける意気込みにつ

いてであります。少子高齢化や人口減少など、

本県を取り巻く社会経済情勢が厳しくなる中

で、本県経済を牽引する揺るぎない産業基盤の

構築が急務であります。本県の核となる成長産

業の育成を加速化させる必要があると認識して

おります。フードビジネスは、こうした考えに

基づきまして、本県の強みである農林水産業を

軸に、その持てるポテンシャルを最大限に発揮

させるとともに、さらに、その裾野を広げて、

地域経済・産業全体の活力を向上させていこう

とするものであります。まずは、担い手の減少

・高齢化へ対応するために、産地力の維持・強

化を図ること、そして、生産された農林水産物

を加工・製造して付加価値をつけること、ま

た、本県の安全・安心な食品を生産者に利益が

還元できるよう売っていくこと、そして、食の

魅力を通じてこの宮崎へ誘客を図ることなど、

平成25年９月13日(金)
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その推進に努めているところであります。今後

さらに、県内の産学官金の知恵と力を結集の

上、スピード感を持って戦略的かつ集中的に取

り組むことによりまして、しっかりとした成果

を一つ一つ出してまいりたいと考えておりま

す。

次に、フードビジネス推進の課題についてで

あります。本県におきましては、これまでも農

林水産業の振興を初め、６次産業化、農商工連

携などの取り組みを進めてきたところでありま

すが、現状としましては、本県の食関連産業

は、農林水産物を生産し市場に届けるという素

材供給中心の産業構造になっております。した

がいまして、加工・製造の分野をより強化し、

高い付加価値をつけて出荷する構造への転換が

大きな課題であるというふうに考えておりま

す。また、多様であるフードビジネスを推進し

ていくには、農業経営の多角化にチャレンジす

る農林漁業者や、食品関連企業の中で事業拡大

に取り組む人材など、プレーヤーとなる、その

主体となる産業人材の育成も極めて重要な課題

であると考えております。このほかにも、本県

の地理的弱点である物流の問題など、課題はさ

まざまありますが、こうした課題に一つ一つ真

正面から向き合い、その解決に向けた取り組み

を進めることとしております。以上でありま

す。〔降壇〕

○総合政策部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

戦略産業雇用創造プロジェクトについてであ

ります。今回採択されました国の「戦略産業雇

用創造プロジェクト」は、都道府県の戦略的産

業分野と位置づけられ、かつ製造業を中心とし

た雇用創出のためのプロジェクトがその補助対

象となっております。このため、本県が提案し

たプロジェクトでは、「みやざきフードビジネ

ス振興構想」に基づき、本県の強みである農林

水産業を生かしたフードビジネスの創出・拡大

に取り組むことにより、県内の食品製造業を中

心とした雇用の創出を図ることを目的としてお

ります。具体的には、フードビジネス構想のプ

ロジェクトのテーマであります食肉、加工用農

水産物、焼酎、キャビアなどの分野を対象とし

て、営業、加工・製造、商品開発等の専門家の

活用や商談会などの開催等に対して支援するも

のであります。今後、これらの支援を行うこと

により、企業等の販路拡大や新分野進出、新た

なライン増設など、事業拡大に向けた取り組み

を後押ししながら、目標として掲げました３年

間で最大約1,200名の雇用創出につなげてまいり

たいというふうに考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま知事から、産業人材

の育成、こういったものを重点施策として取り

組んでいく、あるいは地理的弱点を克服するこ

とが最大の課題だと、こういうようなことでご

ざいます。戦略的に、集中的にこれからやって

いくということでございますので、頑張ってい

ただきたい。期待をいたしているところであり

ます。

それでは、２問目に入らせていただきます。

先日、都城市で開催されました６次産業化推進

大会では、知事はフードビジネスのお話をされ

ましたし、また、市長は６次産業化の話をされ

ておりました。県は、６次産業化の推進はフー

ドビジネスの推進を図るための一方策と言いま

すが、そもそもどんなフードビジネスを育成し

ていこうとしているのかがよく見えてこない

と、私はそのように考えております。例えば、

フードビジネス推進プロジェクトには焼酎プロ
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ジェクトがありますが、日本一の焼酎メーカー

に育つ企業がある一方で、原料を生産している

農家側は、生産規模が小さい農家が多いことも

ありまして、なかなかもうかる構造になってお

りません。先般、特別委員会で視察に行きまし

た。鹿児島県庁とイシハラフーズに行きました

が、どちらも１次加工の向上に力を入れていく

という方向性が明確に示されていました。フー

ドビジネスの先覚者でありますイシハラフーズ

の社長でさえ、機械化に対応できる農地の集積

を行政はしっかりやってくださいということを

特に言われたわけであります。また、先般、政

府が発表いたしました成長戦略においても、農

業施策の一丁目一番地に農地施策が挙げられて

おります。そこで、県は、規模拡大や機械化に

取り組む担い手農家への農地の集積をどのよう

に進めていこうとされているのか、農政水産部

長にお尋ねしておきたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 積極的に規模

拡大を志向する土地利用型の農家や農業生産法

人にとりまして、経営効率を高めるには、農地

の集積・団地化が重要な課題であると認識いた

しております。このため、県では、現在、市町

村が策定を進めている「人・農地プラン」に基

づき、地域や集落の話し合い活動による農地の

出し手・受け手の明確化を進めているところで

あります。さらに、国におきましては、平成26

年度概算要求におきまして、各県に―仮称で

ありますが―「農地中間管理機構」を設置し

て、貸借による担い手への農地集積・再配分を

加速化させることとしております。県といたし

ましては、これらの制度を十分活用しながら、

市町村や関係団体等との連携を強化し、生産性

の高い産地形成に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○徳重忠夫議員 この中間管理機構で集積を

図っていこうと、それが26年度からということ

になっておりますが、これはまたいかがなもの

かなと、すぐ始めるべきじゃないかと、私はこ

う思っておるところでございます。

それでは、続いて質問をさせていただきます

が、県が「みやざきフードビジネス振興構想」

で育成しようとする産業は、一過性のものでは

なくて、地域の産業としてしっかりと根づき、

継続していくものにならなければならないと、

このように思っておるところでありまして、先

日、私は八代市の農事組合法人「八協連」を視

察いたしましたが、統一した規格のトマトを生

産するため施設を団地化し、強い組織力を持っ

て、生産から販売まで一貫して行っておりまし

た。翻って本県農業を考えますと、どうも個人

の営農が先にあって、みんなで一つの産地をつ

くり上げていこうという気概を感じられないの

であります。今日の農業は、巨大なロットを取

り扱う量販店や加工メーカーとの契約取引が主

体になっている中で、フードビジネスの推進を

図っていくのであれば、これら実需者が求める

農産物を確実に生産できる生産基盤を整備する

ことも重要な要素だと、このように考えるわけ

であります。近年、毎年のように、夏の渇水が

問題となっております。安定した農業用水の確

保が重要となってきております。このような

中、私の地元であります北諸地域では、約4,000

ヘクタールの畑地帯で畑地かんがい施設の整備

を進めておるところであります。水利用が可能

となっている畑地は、いまだ計画面積の４分の

１と、このように聞いております。農家は、水

を利用した安定した農業ができる環境が整備さ

れて初めて、品質の高い農産物を計画的に生産

することができ、規模拡大につながるものと考
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えております。そこで、北諸地域で進めておら

れる畑地かんがい事業の効果と、今後、畑かん

営農をどのように推進していこうとしておられ

るのか、農政水産部長に伺っておきたいと思い

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 畑地かんがい

事業の効果といたしましては、まず１つ目に、

品質・収量の向上、２つ目に、渇水、霜、降灰

等の自然災害への適切な対応、３つ目に、水を

利用した病害虫防除等の環境保全型農業の展開

などが挙げられ、「儲かる農業」「災害に強い

農業」「環境に優しい農業」の実現につながる

ものと考えております。また、特に北諸県地域

におきましては、本年度から畜産用水としての

利用も可能となりましたので、畜産の振興にも

寄与するものでございます。県といたしまして

は、これらの効果が十分発揮されるよう、畑地

かんがい施設の整備を促進し、水を利用した計

画的な作付による輪作体系の普及などによりま

して、畑かん営農を強力に推進してまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。事業

の早期完了とあわせて、畑地かんがい用水を利

用した営農の普及を早急に、しっかりしたもの

をつくっていただきますように、強く要望を申

し上げておきたいと思います。

次に、私の住む都城市は、農業で成り立って

いる市であります。今後、畑地に水が来るとわ

かっているのに、農業者はくしの歯が抜けるよ

うな形でいなくなっているのが現状でございま

す。このような中、政府は、今後10年間で農業

・農村の所得を倍増すると言っておられます。

確かに、フードビジネスの推進により、今の２

倍の実需を創出して、全ての担い手が今の２倍

の規模で農業ができれば、もうけは２倍になる

はずであります。しかしながら、安易な投資が

できないこの厳しい経営環境の中で、規模拡大

や機械化等による経営の効率化に積極的に取り

組み、大型の販売先に対応できる団地化した産

地を再形成していくためには、高度な生産技術

と経営管理能力を備えた、すぐれた担い手農家

の育成・確保が最も大事なことだと考えており

ます。そこで、本県農業を支えていく担い手の

育成・確保対策について、農政水産部長にお伺

いしておきたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県農業の成

長産業化を推進していく上では、規模拡大や生

産性の向上、６次産業化等に積極的に取り組む

意欲的な担い手の育成は、大変重要な課題であ

ると考えております。このため、県におきまし

ては、経営力強化のためのセミナーや法人化に

向けた研修会の開催、６次産業化のためのチャ

レンジ塾の実施などによりまして、担い手の経

営者としての資質向上や経営管理能力の強化に

努めているところであります。今後とも、本県

農業をリードする意欲あるすぐれた担い手の育

成に、関係機関・団体とも連携しながら、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 人をつくるということは、最

も大事な作業であろう、工程であろうと、こう

思いますので、しっかりとした後継者を育てて

いただくように、よろしくお願い申し上げたい

と思います。そこで、私のほうから要望を一つ

だけ申し上げておきたいと思います。フードビ

ジネスにかける知事の意気込みを先ほどお聞き

いたしました。「農業の担い手の減少・高齢化

へ対応するため、産地力の維持・強化を図るこ

と」と答えられております。私は、この産地力

の維持・強化が最も大事な大きな問題だと、こ

う思っております。定時・定量・定質の農産物
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が常時生産されなくては、フードビジネスにも

つながっていかないのではないかと思っている

ところであります。熊本県において、特に主要

農産物でありますトマト、メロン、スイカ、イ

チゴ、ナス、小玉スイカ、それぞれ集積化され

ております。トマトは、先ほど紹介しました八

協連で１つの集団として50ヘクタール、その周

辺にありますＪＡ組織で228ヘクタール、メロン

は351ヘクタール、スイカは734ヘクタール、小

玉スイカ91ヘクタール、イチゴ215ヘクタール、

ほとんどが集積化されておりまして、作付され

ているとのことであります。定時・定量・定質

の品質を確保するためには、お互いに研究し、

研さんしていかなきゃならない、努力していか

なきゃならないということを考えますと、こう

いった集団化というのは最も大事なことだと、

このように考えております。先ほど申し上げま

した八協連の組合長は、「よい品質のトマトを

つくれば、市場のほうから買いに来ますよ」

と、こうおっしゃっております。八協連では、

たった53戸の農家でありますが、ちゃんとした

農協が立ち上がっています。１戸当たりの面

積130アール、１町３反、全部ハウスでございま

す。10アール当たりの粗収入500万、総額で１軒

当たり6,500万の粗収入を上げておられます。さ

らに、常時５名以上の雇用をしているとのこと

であります。これも集団化した成果だと私は

思っております。宮崎県においても、後継者を

育てる意味からも、作目の集団化、団地化が最

も大事なことだと思いますので、前向きに検討

していただくよう、強く要望を申し上げておき

たいと思います。

次は、フードビジネスの大きな柱として、知

事が積極的にＰＲされております「100億円産業

を目指すチョウザメ養殖」について伺っていき

ます。昨年、水産試験場小林分場を視察しまし

たが、本県のチョウザメ養殖技術の高さに、新

たな産業としての手応えを感じました。しかし

ながら、どんな事業でも同じなのでしょうが、

チョウザメ養殖も目標とする100億円産業に育て

ていくためには、多くの課題があると考えてお

ります。まず、未収益期間をどう克服するの

か。チョウザメの養殖は、稚魚からキャビアを

生産する親まで養成するのに７～８年以上かか

り、その間、ほとんど収入がありません。この

未収益期間を乗り切るためには、養殖経費を補

える多角経営が必要であることから、個人経営

での対応が難しく、企業との連携や参入が不可

欠だと考えております。次に、販売面での不透

明さで、何分これまで国産キャビアの販売の実

績というものがないのですから、養殖業者が長

期の経費負担に耐えられるだけの確実な販路の

確立が不可欠であります。日本一のキャビア産

地を目指す以上、日本市場を席巻することは当

然でありますが、さらに、世界の需要を十分に

把握した上で、世界に認められるブランド商品

になるよう、海外での販路開拓にも取り組んで

いく必要があります。そこで、「100億円のチョ

ウザメ産業」を実現するための戦略について、

農政水産部長にお伺いしておきたいと思いま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） チョウザメ産

業を育成するためには、高品質なキャビアの安

定的な生産と販売体制の構築が最も重要であり

ます。このため、まずは、チョウザメ養殖の生

産力の向上が必要となりますことから、新規参

入の促進などに努めているところでございま

す。これまでに19業者が参入しておりますが、

多くの経営体が他の事業を経営しつつ、兼業で

養殖に取り組んでおり、生産量は順調に伸びて
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おります。また、宮崎キャビアの販売につきま

しては、宮崎キャビア事業協働組合による一元

的な販売体制のもと、当面は国内主体に販売い

たしますが、生産量の増加に合わせ、海外を含

めた販路の拡大を目指すこととしており、国際

品評会への出展などで世界的な評価を早期に獲

得してまいりたいと考えております。県といた

しましては、今後とも、県内の関連産業との連

携を図りながら、これらの取り組みを推進する

ことにより、チョウザメ産業を100億円規模の産

業に成長させてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。そ

こで、ちょっと要望を申し上げておきたいと思

います。この100億円のチョウザメ産業を目指し

た日本一のキャビア産地づくりを目指しておら

れるわけでありますが、フードビジネス振興構

想の重点的な取り組みの一つとして位置づけら

れているところでもあります。私といたしまし

ても、将来的に大変有望な分野ではないかと期

待しているところでありまして、今後ぜひしっ

かりと取り組んでいただきたい、こう思うとこ

ろであります。聞くところによりますと、民間

事業者だけではなくて、高千穂町もチョウザメ

の養殖に取り組んでいるということをお聞きい

たしました。行政である市町村がみずから取り

組むという動きは、この取り組みを県全体で進

めていく機運をつくることや、話題性でも非常

に大きな効果があるのではないかと考えておる

ところであります。小林でもそういうお話があ

ると聞いております。100億円のチョウザメ産業

の実現に向けて弾みをつける意味からも、高千

穂町以外にも可能性のある市町村があるなら

ば、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと、

こう考えるところであります。ところで、フー

ドビジネスに関しての質問は以上といたしたい

と思いますが、フードビジネスの推進について

は、ともすればマーケットインという出口対策

ばかりに目が向きがちでありますが、あわせ

て、県内の農家や漁家がもうかる、手取りがふ

える仕組みをつくっていくことこそが大事だ

と、私はこのように考えております。県は早急

に道筋をしっかりとつけていただきますようお

願いして、次の質問に移りたいと思います。

次は、都城志布志道路についてお伺いしてま

いります。

本会議において、私は13回このような質問を

させていただいております。都城志布志道路の

早期整備はライフワークそのものでありまし

て、皆様御承知のとおり、都城志布志道路は、

宮崎自動車道の都城インターチェンジと志布志

港を直結し、南九州圏域を縦断し、地域経済を

支える重要な幹線道路であり、南海トラフなど

の大規模災害に対応するためにも欠かせない道

路であります。このため、地元の期待も大変大

きく、これまで地元が一丸となって、早期完成

に向け、熱心に取り組んできたところでもあり

ます。先日、国道10号の都城インターチェンジ

から都城市街地の甲斐元までを私は車で走った

ところでありますが、交差点が38カ所もあるん

です。約５キロか６キロ程度の道で38カ所もあ

り、車が大変渋滞していたところであります。

国は都城インターチェンジから五十町インター

間を10号線のバイパスとして、また、五十町イ

ンターから県境までを宮崎県が県道のバイパス

として整備を進めているところであります。完

成により、特に国施工区間においては、渋滞緩

和や物流効率化などの整備効果が期待されてい

るところでもあります。このような中、今年５

月には、唯一の未事業化区間でありました宮崎

県と鹿児島県の県境区間が新規事業化されまし
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た。ようやく都城志布志道路全線にわたり事業

が展開されることとなったことから、地元では

祝賀会が開催されるなど、市民を挙げて大変喜

んでいるところであります。今後は、事業中区

間を一日も早く開通させることが大変重要であ

り、国や鹿児島県とも連携を図りながら、その

実現に向け、力強く取り組んでいかなければな

りません。そこで、当該路線を見ますと、総延

長44キロメートルのうち、宮崎県側が22キロ、

鹿児島県側が22キロとなっておるところであり

ますが、その開通延長を比べますと、宮崎県

が5.1キロ、鹿児島県が8.3キロとなっており、

その進捗状況に大変な差があるところでありま

す。また、この４年間の投資額を比較してみま

すと、国が約50億円、宮崎県が26億円、鹿児島

県は何と96億円と聞いております。宮崎県側の

投資額が鹿児島県に比べて大変少ない状況にあ

ります。なお、鹿児島県においては、末吉の次

でございますが、有明北インターから志布志イ

ンター―終点間際でありますが―の間7.9キ

ロの残事業費は、わずか54億円であります。約

８キロで54億円しか残っていないんです。仮に

昨年度の事業費を全額投入すれば、２年間でこ

の7.9キロ、８キロは供用されることになりまし

て、合わせて16キロが開通することになりま

す。あと２年間で鹿児島県側は16キロ開通する

という計算になります。このままでは、宮崎県

側の事業がおくれて、全線開通もおくれること

になるのではないかと大変危惧しているところ

であります。都城志布志道路は、全線が開通し

てこそ本来の効果を発揮できる道路ですので、

鹿児島県におくれることなく、宮崎県側も完成

させなければなりません。特に都城志布志道路

の費用対効果、よく行政が言っておりますＢバ

イＣ、これは御案内のとおり２から４、東九州

自動車道よりずっと高いんです。２から４と

なっております。この路線の整備効果の大きさ

が示されていると私は思っています。このた

び、国土交通省から内田副知事をお迎えしたこ

とで、宮崎県にとりましてももちろん、都城市

や市民挙げて早期整備に弾みがつくと、このよ

うに考えており、大変期待をしているところで

あります。そこでまず、都城志布志道路の整備

促進に向けての内田副知事の決意のほどをお聞

かせいただきたいと思います。

○副知事（内田欽也君） 都城志布志道路につ

きましては、私も副知事に就任後、直ちに国の

ほうに参りまして、県境区間の新規事業化の要

望活動を行うなど、これまでも、この道路の必

要性・重要性につきまして、機会あるごとに訴

えてきたところでございます。また、ことし５

月、都城市で開催されました「都城志布志道路

整備促進に関する意見交換会」にも出席させて

いただきまして、沿線自治体、商工関係団体あ

るいは地元の皆様方の整備促進への熱い思いと

いうのを感じたところでございます。この都城

志布志道路全線供用による事業効果は極めて大

きいものだと思っておりますので、今後とも、

国に対して、予算確保を積極的に働きかけるな

ど、全線の早期完成に向けて、全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。

それでは、続いてお尋ねしてまいりたいと思

います。全線開通を図るために、県の施工区間

の整備の今後の見通しについて、県土整備部長

にもお尋ねしておきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県の施工区

間につきましては、全体延長約８キロメートル

のうち、これまでに五十町インターチェンジか

ら梅北インターチェンジ間の約3.2キロメートル
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を供用しているところでございます。梅北イン

ターチェンジから―仮称でございますが―

諏訪山インターチェンジ間につきましては、地

元の皆様の御協力によりまして、用地の取得率

が約97％となるなど、平成29年度の供用を目標

に、着実に整備を進めているところでございま

す。また、本年度事業着手しました（仮称）諏

訪山インターチェンジから県境区間につきまし

ては、今年度、測量や設計を行う予定でありま

して、来年度以降、用地取得に着手することと

しております。

○徳重忠夫議員 県の施工区間についても、

しっかりと頑張っていただきたいと、このよう

に考えております。

先ほどお話をしましたが、宮崎県側の直轄区

間、国の施工区間の直轄区間でございますが、

これが事業の進捗を左右するものだと、このよ

うに考えておりまして、この区間においては、

県の施工区間においては、平成10年に認可され

ているわけですね。既に15年たっております。

なかなか事業が進捗していないのも事実であり

ます。公共事業の予算の縮減があったのも事実

でありますが、この区間の施工を進めることが

早期完成への大きな鍵になると、このように考

えておりまして、当区間において、橋梁など多

くの構造物が計画されておるようであります。

そこで、国の施工区間の整備状況や残事業費、

あと幾ら残っているか、さらに県としてどのよ

うに取り組んでいくか、県土整備部長にお尋ね

しておきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国の施工区

間につきましては、全体延長約13キロメートル

のうち、これまでに平塚インターチェンジから

五十町インターチェンジ間の約1.9キロメートル

が供用されております。また、乙房インター

チェンジから平塚インターチェンジ間につきま

しては、橋梁などの構造物が25カ所ほど計画さ

れておりまして、今年度は、このうち平塚跨線

橋など３カ所の構造物の工事に着手されており

ます。さらに、都城インターチェンジから乙房

インターチェンジ間につきましては、今年度か

ら用地取得に着手する予定と聞いております。

残事業費につきましては、国の事業計画により

ますと、平成24年度末時点で約300億円と伺って

いるところですが、県といたしましては、引き

続き、地元都城市とも連携し、国の施工区間の

早期整備が図られますよう、土捨て場の確保や

埋蔵文化財調査の調整など、積極的に協力して

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。大

体状況はわかってまいりました。都城志布志道

路は、平成６年に都城インターチェンジから志

布志港までを結ぶ区間の計画路線の指定を受け

てから、既に20年を超えております。鹿児島県

も宮崎県も同じようにスタートしたわけであり

ますので、先ほど申し上げましたとおり、鹿児

島県側は、末吉インターチェンジから有明北イ

ンターチェンジまでの8.3キロは既に開通してお

りまして、あと有明北から志布志までの7.9キロ

も、昨年程度の事業費が確保されると、２年後

には、平成26年には供用されるのではないか

と、私はこのように考えておるところでありま

す。都城志布志道路の早期整備は、私のライフ

ワークということで申し上げましたとおりであ

りますが、乙房インターチェンジから平塚イン

ターチェンジ間に整備予定の残りの６つの橋梁

は全く着手されておりません。大きな道路がた

くさん通っております。それが全然着手されて

いないという現状であります。当該路線を開通

させるには、横市川、大淀川といった大きな河
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川があるわけでありまして、これに橋梁をかけ

る必要もあります。いつ開通するのか全く見え

ておりません。地元は大変不安を感じていると

ころでもあります。一日も早く都城志布志道路

を整備することが、地域の皆さん、県民の皆さ

んの願いでありますし、本県経済の発展のた

め、大変重要な課題だと思っております。一生

懸命取り組んでいるということは感じておりま

すが、内田副知事の力強い決意を伺って期待を

するところでもあります。これまで以上に、早

期整備に向けた取り組みについて、鹿児島県内

の施工区間と宮崎県内施工区間の同時開通を目

指していただきたいということを強く要望し

て、都城志布志道路についての質問は終わらせ

ていただきたいと思います。

続いて、サービス付き高齢者向け住宅につい

て、県土整備部長にお尋ねいたします。

サービス付き高齢者向け住宅についてであり

ますが、高齢者のための施設にはさまざまな種

類があります。２年ほど前にできました新しい

制度であるサービス付き高齢者向け住宅は、高

齢者の方々が安心して暮らすことができる見守

りサービスのついた住宅であります。制度がで

きて以来、全国的に急激にふえていると聞いて

おります。私が住んでいる都城市におきまして

も、既に幾つか建設されております。そこでま

ず、このサービス付き高齢者向け住宅の県内及

び全国における登録状況はどうなっているの

か、県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） サービス付

き高齢者向け住宅制度は、高齢者等が安否確認

などのサービスを受けながら安心して暮らすこ

とができますバリアフリー構造の住宅を供給す

るもので、平成23年10月に創設されました。県

内の登録状況は、本年８月末現在で11棟の520戸

でありまして、全国では、3,765棟の12万2,086

戸となっております。

○徳重忠夫議員 この住宅につきましては、ま

だ２～３質問があるんですが、時間が足りませ

んので、次に入らせていただきます。

次は、教育行政について、教育長にお尋ねい

たします。

育英資金の貸与事業についてでございます。

経済的な理由により修学が困難な、意欲と能力

のある生徒や学生に対しての奨学金でありま

す。宮崎県育英資金貸与事業については、17年

度に日本学生支援機構から高等学校等奨学金事

業が順次移管されておりまして、貸与者が年々

増加したことに伴いまして、返還者も移管前の

平成16年度には1,307人であったものが、24年度

には６倍の7,719人ということになっておりま

す。育英資金の返済未済額についても、移管前

と現在ではかなりの違いがあると聞いておりま

すので、お知らせいただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 返済未済額について

でございますが、日本学生支援機構から移管前

の平成16年度は、滞納者数が356人、額にして

約8,800万円であったものが、移管に伴って返還

者が大幅に増加したこと、今議員が御指摘に

なったように、６倍ぐらいにふえた、母数が６

倍になったというようなこと、それから経済・

雇用状況の悪化の影響もあって、24年度に

は、2,345人、約３億4,300万円と増加いたして

おります。

○徳重忠夫議員 借りたものは返すということ

は当然のことであります。滞納になってからで

はなくて、申請の段階で育英資金の趣旨につい

てしっかりと説明して、返還の意義を裏づけて

いただきたいと、このように考えるわけであり

ます。そしてまた、１カ月、２カ月滞納した場
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合には、第一連帯保証人である保護者や第二連

帯保証人に対して、滞納額が多額にならないう

ちに、そういった要求をしていただきたいと思

いますが、返済未済額を縮減するための取り組

みについてお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 返済未済額の縮減に

ついての取り組みであります。従来から、滞納

者等に対しては、文書や訪問等による催告を

行っているところではあります。また、事後だ

けでなくて、申請の段階で滞納を未然防止する

ために、校長会等での注意喚起を行い、貸与者

本人、そして保護者等へ育英資金申請段階での

返還に対する意識の徹底を図っているところで

あります。これらの取り組みに加え、平成24年

度からは、返還業務を行う専任職員を増員し、

体制の強化を図るとともに、第一連帯保証人で

ある保護者への催告に合わせて、第二連帯保証

人に対しましても、訪問等による催告の強化に

取り組んでおります。さらに、25年度からは、

貸与額の選択制や返還金の口座振替制度を導入

したほか、意識づけというのが非常に大事であ

りますので、新規返還者に対する電話による催

促の強化や、返還の意思のない滞納者に対して

法的措置を実施することとしております。この

ような取り組みを強化することによりまして、

返還未済額の縮減を図り、育英資金貸与事業が

将来にわたって安定した運営ができるよう努め

てまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ滞納者が少なくなるよう

にお願いしたいと思います。

最後に、知事に２つだけ要望を申し上げてお

きたいと思います。まずは、都城志布志道路の

ことでありますが、鹿児島県側はあと２年で16

キロが供用される、鹿児島県は終わったような

話ですね。そうなりますと、県境の部分が一番

最後に回される可能性がある。そのことを大変

心配いたしております。ぜひ鹿児島県に出向い

ていただいて、鹿児島県がつないでいただかな

いと、宮崎県側をつないでも意味がないんで

す。ぜひこれをやっていただきたいということ

が１つ。もう１つは、現状ではまだ10年以上か

かると言われている直轄区間、このことについ

ては、宮崎県選出の国会議員に知事からしっか

りと、都城志布志道路についても、直轄分につ

いては予算をつけてくれと、知事がみずから国

会議員に対してしっかりと要望していただきた

い、お願いしていただきたいということを最後

にお願いして、私の質問の全てを終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手）

○丸山裕次郎副議長 次は、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い一般質問をいたします。

「みやざき東アジア経済交流戦略」について

伺います。

県は、東アジアに開かれ、東アジアとともに

成長する宮崎を目指して、平成24年度から平

成28年度までの５年間を推進期間としてスター

トしたところであります。人、物、金、サービ

スなどが国境を越えて、国際化やグローバル化

が拡大、変革する時代を迎えております。この

ような中、我が国は人口減少・高齢化社会を迎

えており、これから国内市場の消費は年々縮小

するだろうと言われております。そこで、本県

の経済や産業の将来を考えた場合、人口が増加

し、経済成長が大きく発展する可能性が見込め

る東アジア市場に目を向けながら、グローバル

化への対応と国際競争が厳しい中、市場を開拓

していくためには、対象国の内情に明るい人材

の確保や幅広い人脈の強化は必然であります。
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この事業の取り組みが始まって１年が経過した

ところですが、東アジア市場の開拓に向けて、

観光客の誘客や人的交流、グローバルな人材や

企業人材の育成確保、輸出環境の整備や関連機

関との連携、信頼できるパートナーの確保等、

計画どおりに進捗しているのか、また、対象国

に対する事前調査と情報収集を十分把握してス

タートできたのか、知事に伺います。

次に、今年度の特別重点施策として掲げられ

た東アジア市場の開拓を推進するために、両副

知事とも東アジアの国々を視察訪問されており

ますが、どの国で、どんな要人や関係者と意見

交換や情報収集をされたのか、また、今回の視

察を通しての、今後の取り組みに向けての収穫

や可能性、課題等について、両副知事に伺いま

す。

以上で壇上からの質問を終わり、以下は質問

者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「みやざき東アジア経済交流戦略」の進捗状

況などについてであります。この戦略では、

「県産品の輸出促進」「観光交流の推進」「経

済交流の基盤整備」という３つの戦略を掲げま

して、県内企業の輸出力の強化や観光誘客、国

際交通網の整備、グローバル人材の育成などに

取り組むこととしております。この戦略の策定

に当たりましては、それまでの取り組みを踏ま

えるとともに、対象国などにつきまして、県内

企業・団体との意見交換や情報収集を行ったと

ころであります。進捗状況でありますが、３つ

の戦略に対しまして、「輸出に取り組む中小企

業数」や「外国人宿泊客数」など、平成28年度

までの４つの目標値を設けまして、庁内各部局

で構成する「東アジア経済交流戦略推進本部」

において、進捗管理を行っております。平成24

年度の実績値につきましては、４つの指標とも

おおむね順調ではありますが、まだまだこれか

ら、宮崎の一層の認知度向上でありますとか人

的ネットワークづくりは緒についたばかりであ

りまして、こうした課題について、今後とも、

官民一体となった「オールみやざき」の体制で

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

東アジアの国々への訪問についてでありま

す。私は、８月21日から23日まで、韓国のアシ

アナ航空本社や韓国観光公社、ＪＮＴＯ（日本

政府観光局）ソウル事務所、また、大手旅行会

社でありますハナツアーなどを訪問してまいり

ました。今回の訪問は、宮崎―ソウル線が、外

交問題等により日本人利用者が激減しているこ

とに加え、福島原発汚染水問題等によりまし

て、韓国人利用者の減少も危惧され、非常に厳

しい状況にあったことから、緊急的に実施した

ものであります。アシアナ航空本社では、専務

取締役と会談いたしまして、路線の維持・充実

を強く要望いたしますとともに、今後の課題や

展望について、幅広く意見交換を行ったところ

であります。また、韓国観光公社では、マーケ

ティング本部長に本県からの送客への協力を要

請しますとともに、ＪＮＴＯソウル事務所で

は、その所長から韓国旅行市場についての情報

収集等を行い、さらに、ハナツアーにおきまし

ては、同社の日本地域本部長にお会いしまし

て、本県への安定的な送客の実現に向けて、要

望・提案を行ったところであります。

私は、今回の訪問により、路線に対する本県

の強い思いを伝えまして、それぞれの相手方に
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おいても御理解をいただいたというふうに考え

ておりますが、依然として厳しい状況が続いて

おりますので、航空会社等と連携しながら、双

方向の利用促進に積極的に取り組みますととも

に、路線の安定化に向け、文化やスポーツな

ど、幅広い分野での交流を促進してまいりたい

というふうに考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○副知事（内田欽也君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私は、６月26日から29日にかけて、台湾と香

港を訪問いたしました。台湾におきましては、

国際食品見本市に出展している本県企業や地元

百貨店のバイヤーとの意見交換を行いました

が、これらを通じまして、台湾での本県及び本

県産品の認知度は、まだまだ低いと実感したと

ころでございます。今後は、例えば「健康」や

「安全・安心」などを切り口にした積極的なプ

ロモーションなどを行うとともに、特に、輸出

に意欲のある企業をしっかりと後押ししていく

ことが、一層の輸出促進に向けて重要であると

考えております。香港では、百貨店や本県のア

ンテナショップを訪問するとともに、大手旅行

会社の社長とお会いし、これまでの取り組みへ

のお礼と、チャーター便運航について今後の協

力をお願いしたところであります。訪問を通じ

まして、香港では、日本国内各県、さらには世

界との競争が必要であるということを痛感する

とともに、継続的な人間関係の大切さを改めて

実感いたしました。今後は、香港事務所の活用

はもとより、私も含め、定期的な訪問を行うこ

となどにより、人的ネットワークを構築しなが

ら、県産品の販路開拓や観光誘客に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○星原 透議員 知事、そして両副知事、それ

ぞれ答弁をいただいたところであります。私

は、やはり東アジア経済交流戦略は、いかに人

脈を築いていくかということだろうと思います

し、また、それぞれの対象国に対しての事前調

査、そしてまた情報収集等をしっかり取り組ん

でいただいて、国内の各県やまた各国との競争

に負けない対応策をしっかり講じていただきま

すように、お願いいたしておきます。

次に、東アジア経済戦略では、中国、香港、

台湾、韓国、シンガポール、タイを重点国地域

に指定されております。これまで農畜水産物や

木材、食品加工品等の県産品の販路開拓や輸出

促進に努めてこられておりますが、取り組みの

実績と成果、今後の課題について、それぞれ関

係部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木材の輸出に

つきましては、これまで東アジアをターゲット

に、海外の住宅展示会への出展やトライアル輸

送への支援などに取り組んできたところであり

ます。輸出額は、台湾での型枠用材としての原

木の輸出量が伸びたことから、28年度の目標値

の２億4,0 0 0万円に対して、24年度は約１

億9,000万円となっております。課題としまして

は、特に、韓国において、木造住宅の建築は伸

びているものの、北米材が主流で、杉に対する

認知度が低いことが挙げられます。このため、

昨年度、輸出促進駐在員を設置するとともに、

今年度は、自治体国際化協会ソウル事務所に職

員を派遣するなど、現地の建築業者に対する営

業活動や情報収集に取り組んでいるところであ

ります。このような取り組みによりまして、現

地の建築業者が、ソウル近郊の住宅団地内に県

産の杉を一部に使ったモデルハウスを建設する

などの動きも出ているところであります。今後
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とも、現地のニーズの把握や建築業者等との連

携に努めながら、県産材の輸出促進を図ってま

いりたいと考えております。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工観光

労働部としましては、焼酎や加工食品の販路開

拓や輸出促進に取り組んできたところでありま

す。これまでの取り組みの実績と成果につきま

しては、政策評価による具体的な実績値としま

して、「輸出企業数」が平成26年度目標値の72

社に対して平成24年度実績が70社、「海外商談

会での成約件数」が目標値20件に対して26件と

なっており、海外見本市への出展や海外バイヤ

ーの本県への招聘などの取り組みにより、順調

に推移しており、その成果としまして、焼酎や

漬物、乳製品などの商品について、定番化・定

着化が図られてきております。課題といたしま

しては、本県や本県産品の認知度向上を図るこ

とや、人的ネットワークの構築、輸送コスト削

減のための物量の確保等がなお一層重要である

と考えております。今後は、引き続き、海外事

務所や海外交流駐在員を活用しますとともに、

海外に進出している県内企業と連携をより強化

しながら、マーケットインの視点に立って、県

内の産地や企業に情報や取引機会の提供、マッ

チング等を行いまして、積極的な市場開拓を

図っていくことといたしております。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農畜水産物に

つきましては、輸送時間が長いこと等による腐

敗やカビの発生リスク、あるいは複雑な輸出実

務のノウハウが県内に蓄積されていないため、

産地主導の販路や取引の拡大ができないことな

どが課題となっております。このため、昨年度

から、最適な鮮度保持対策を確立するための輸

送試験や、産地と県内商社等が連携して、直接

細島港から輸出するモデルの実証などに取り組

んでいるところであります。昨年度の輸出量

は、カンショ、牛肉を中心に588トンとなってお

りまして、５年前の３倍になるなど、着実に増

加しております。今後は、県香港事務所を効果

的に活用し、県内の産地や企業へのタイムリー

な情報提供やマッチング、事務所内に併設いた

しましたフロンティアオフィスに入居している

民間企業などと連携した販路拡大、カンショに

続く新たな輸出品目の開発などにも取り組んで

まいりたいと考えております。

○星原 透議員 それぞれ各部長に答弁いただ

きましたが、やはり木材、焼酎、漬物、乳製

品、カンショということでありまして、これか

らフードビジネスあるいは東アジア経済戦略と

いうことになりますと、新たな品目も探して売

り込んでいってほしいなと、そのように思うと

ころであります。

次に、東アジア経済交流戦略を推進するため

には、私は、定期便が就航しています台湾との

交流に、これまで以上に積極的に取り組むべき

と思います。なぜかといいますと、日本に一番

身近で親日的である台湾を通して、東アジア各

国の情報を収集して、対応や対策をとるべきだ

と考えているからです。そのためには、我が会

派の宮原議員が代表質問で取り上げましたよう

に、県内の各市町村と連携して、姉妹都市を結

ぶことになれば、経済やスポーツ、芸術や文化

交流などを活発化させ、人的な人脈を広げるこ

と等により、宮崎の経済や産業にも大きな影響

を与えると確信しております。

私の地元都城市のスポーツ少年団は、新竹県

の小学校の子供たちと野球交流を始めて、こと

しで３年目になります。相互に訪問し、野球を

通して交流を深めながら、地域の伝統や文化、

言葉や生活習慣の違いに触れながら、国際交流
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に努めております。子供たちが、短い日程の中

で、指導者や家族に対して感謝する心を持って

くれたこと、また、初めて外国を体験して喜ぶ

姿を見て、この事業の継続と、他の県内の地域

にもこの輪が広がればというふうに願っておる

ところであります。

ところで、三重県では、台湾と高校生国際料

理コンクールや水族館交流、ホームページに両

方の交流連携に関する情報を集約したページを

作成するなど、幅広い地道な交流活動を続けら

れております。また、ことし５月には、日台観

光サミットを開催し、これまで、静岡県、石川

県でも開催されております。宮崎も観光サミッ

トの誘致活動に積極的に取り組む考えはないの

か、また、宮崎と台湾で毎年交互にゴルフ大会

等を企画する考えはないか、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（茂 雄二君） 日台観光

サミットにつきましては、日本と台湾の相互の

観光関係者が一堂に会し、日台観光の現況報告

と今後の相互交流の拡大に向けた意見交換を行

うものであり、台湾の観光関係者との連携を強

化し、本県の魅力をアピールすることで、台湾

からの誘客促進につながるものと考えておりま

す。このため、今後、本県開催へ向けて、主催

者への働きかけを行いたいと考えております。

また、宮崎と台湾で毎年交互に行うゴルフ大会

などの企画につきましては、県が直接企画する

のは難しいと考えておりますが、県では、台湾

のゴルフ専門旅行業者の招聘や、大規模コンペ

の誘致に取り組んでいるところであり、スポー

ツランドみやざき推進の一環として、関係者の

皆様に相談してみたいと考えております。

○星原 透議員 ありがとうございます。

次に、現在、中国との関係は、歴史認識や領

土問題など、政治的に厳しい環境にあります。

こんな状況のときだからこそ、台湾に信頼でき

るパートナーを確保するなど、密接な人間関

係、人脈づくりに努めておくことが、将来、宮

崎が中国との交流促進を視野に入れた場合、特

に重要だと思いますが、知事の考え方をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 台湾との関係、いろい

ろ御指摘にございましたが、東日本大震災のと

きの支援、またＷＢＣの試合のときに、日台間

で温かい交流があったというようなこともあり

まして、大変親日的である、そして、もちろん

本県にとっては直行便もあるということで、こ

の良好な関係の構築というものは、中国を初

め、東アジアの国々との交流の促進にとって

も、極めて重要であろうというふうに考えてお

ります。

県としましては、文化やスポーツなどの民間

団体の相互交流を支援する事業でありますとか

海外バイヤーとの商談会などを実施しまして、

草の根レベルでの交流の促進や民間企業間の信

頼関係の構築に努めているところであります。

また、私自身も、海外でのトップセールスなど

を通じまして、台湾政府や航空会社など民間企

業の皆様との人間関係の構築に取り組んでいる

ところでございます。ことし７月に訪問した際

には、亜東関係協会の李会長を表敬いたしまし

て、李会長の御配慮によりまして、亜東関係協

会の幹部や台湾政府の経済部、観光部、航空会

社等の関係者と充実した意見交換を実施するこ

とができました。

今後とも、経済、文化、スポーツなど、さま

ざまな分野におきまして、行政、民間団体、青

少年の交流など、多元的・多層的な交流の拡

大、パイプを太くしていく努力をしてまいりた
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いと考えております。

○星原 透議員 知事は今、答弁で、台湾政府

や民間企業の皆様方との人間関係の構築に取り

組んでいるということでありましたが、経済界

の要人とは、どのような人間関係を構築されて

おるのか、知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私は、知事就任以来、

平成23年度と今年度の２回、台湾を訪問してお

ります。その中で、チャイナエアラインの孫会

長（現会長）とお会いして、台北線の維持充実

について意見交換を行うとともに、航空機を利

用した農産物の輸出等についてもアドバイスを

いただいております。また、孫会長が本県を訪

れた際にも、いろんな意見交換をさせていただ

いております。さらに、先ほど答弁いたしまし

たが、ことし７月に亜東関係協会を訪問した際

は、初めての試みだったんですが、単なる表敬

で終わるのみならず、航空、観光、物産、貿

易、文化交流につきまして、当初は１時間の予

定だったんですが、それを大幅に延長して、２

時間に及ぶさまざまな方々との意見交換を行う

ことができました。今後とも、こういった形

で、さまざまな問題について、建設的な意見交

換を行おうということで合意したところであり

まして、大変ありがたい、一つのきずなができ

たかなというふうに考えておるところでござい

ます。

また、李会長の御紹介によりまして、日本で

申しますと、台北市の商工会議所の副会頭に当

たります王應傑（わんおうけつ）台北市商業会

副理事長とも、宮崎と台湾の交流促進について

意見交換するなど、今後につながる関係を構築

できたのではないかなというふうに考えており

ます。

御指摘のとおり、海外展開の促進に当たりま

しては、人的なネットワーク、結びつきという

ものを強めていくことが大変重要であるという

ふうに考えております。まだまだこれからとい

うところでございますが、今後とも、積極的に

私みずから海外に赴き、また、お客様を迎え入

れる努力もしながら、しっかりとそういう人的

なパイプ、ネットワークを築いてまいりたいと

考えております。

○星原 透議員 先ほど、ゴルフの交流はどう

かと、そういうふうに言ったのは、仮に台湾と

人的関係を深めていくには、向こうの政府関係

とか、経済界の人、あるいは学校関係でもい

い、マスコミでもいいし、お互いに宮崎と、両

方がそういう形で50人ずつでも100人ずつでも開

いて、１日ゴルフをすれば、多分いろんな話、

交流ができると思うんですね。そうやって入り

込んでいくことが東アジアの交流につながって

いくんじゃないかなと、私はそういう思いでゴ

ルフ大会を一例に挙げたんですが、何か行動を

起こさないと、今のままで本当にいいのかな、

つくづくそのように思っておりますので、一考

いただければというふうに思います。

次に移りたいと思います。民主党の渡辺議員

の代表質問でも取り上げられましたＩＲ（統合

型リゾート）について伺いたいと思います。

きょう、社民党の髙橋議員からもカジノにつ

いての質問がありました。私は、カジノ誘致の

立場で質問させていただこうと思います。

昨年暮れの衆議院議員選挙において、我が自

民党が大勝し、安倍政権が誕生いたしました。

安倍内閣は、デフレと円高からの脱却、名目３

％以上の経済成長の達成を掲げて、これを実現

するための経済対策に積極的に取り組んできて

おります。このような中、国は、日本の成長戦

略の一環として、観光立国の実現を目指し、そ
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の推進体制の強化に努めております。観光立国

の目玉の一つである特定地域でのカジノ施設設

置を推進するカジノ合法化に向けて、超党派の

国会議員による議員連盟が、議員立法による法

案の提出を目指しており、議員連盟では、今秋

の臨時国会で法案を提出する動きがあるようで

す。一方、自民党の議連幹部は、法案提出を決

めたとの情報もあります。法案が提出されれ

ば、活発な議論や動きが始まると思います。

日本において、カジノが合法化されれば、観

光振興や経済活性化、財源確保など、地域活性

化に大きく寄与すると言われております。仮に

カジノが合法化され、本県が受け入れに成功す

れば、新たな発想による観光地づくりや観光客

誘客、雇用拡大や新たな産業創出により、低迷

している本県観光にとって起爆剤となり、宮崎

が大きく飛躍する絶好のチャンスになると考え

ております。

ところで、知事は、一昨年マカオに、先月末

はシンガポールを訪問され、カジノを中心にし

たホテル、レストラン、ショッピングセンタ

ー、会議施設や遊戯施設などを含むＩＲ（統合

型リゾート）の視察もされたようですが、カジ

ノに対する知事の認識をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 一昨年マカオを訪問し

た際には、宿泊ホテルの中にカジノが設置され

ておりました。夕方に到着して、翌朝５時には

出発するという状況の中で、まさに移動する際

に、カジノの雰囲気、熱気に触れる程度であり

ましたが、まさに24時間フル稼働で、皆さんが

楽しんでおられる様子を感じることができまし

た。

また、今回のシンガポール訪問では、統合型

リゾート施設の「リゾート・ワールド・セント

ーサ」を、運営会社から説明を伺いながら視察

させていただいたところでありますが、5,000億

円を超える事業費が投入され、海外からの利用

客が６割を占める、また、ＧＤＰ（国内総生

産）の押し上げ効果が1.5％から２％ということ

で、統合型リゾートというものが、投資、観光

誘客、税収、雇用、多方面で大きな効果がある

というものを感じたところであります。カジノ

につきましては、やはり多くのお客さんでにぎ

わいがあり、その集客力、経済効果というもの

を改めて実感いたしました。そのような大きな

お金、人の流れというものがあるのを、みすみ

す指をくわえて見ているのは、我が国全体とし

てもいかがなものだろうか、何か工夫ができな

いだろうかという強い思いがあるわけでござい

ます。

一方、シンガポールにおきましては、外国人

は入場料は必要ないわけでありますが、シンガ

ポール国民は必要であると、また、依存症と認

定された方は入場できないなど、国民への影

響、弊害に対する工夫についても確認すること

ができたわけであります。このように、さまざ

まな課題と言われているようなものにつきまし

ても、いろんな工夫があるということでありま

すので、国によるしっかりとした対策の制度化

というものを今後注視してまいりたい、そのよ

うな期待を持って我々としても見てまいりたい

と感じております。

○星原 透議員 期待を持ってということであ

りました。実は私、５月21日に長崎県佐世保市

のハウステンボスで開催された西九州統合型リ

ゾート研究会第７回定期総会に出席させていた

だきました。総会後の基調講演で、「地方型Ｉ

Ｒ（統合型リゾート）の可能性とあり方」につ

いての話を伺いました。その後、会場内での模

擬カジノの体験をさせていただき、佐世保市の
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熱心な取り組みに驚いたところであります。そ

こで、各都道府県のＩＲについての動きや取り

組み状況等について、どのような情報を持たれ

ているのか、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県は、

約20の都道府県が参加する「地方自治体カジノ

協議会」に参加しておりまして、各県の取り組

み状況などについて情報交換等を行っておりま

す。全国の取り組み事例としましては、北海道

では、統合型リゾート施設の設置による経済・

社会影響調査の実施、長崎県佐世保市では、た

だいまお話のありました、経済界を中心とした

研究会による模擬カジノ体験、沖縄県では、統

合型リゾートを導入する場合の諸問題について

考えるシンポジウムの開催などがあります。

○星原 透議員 今、答弁いただきましたが、

今、手を挙げようとしている都道府県といいま

すか、地域が、大体17あるいは20というふうに

も言われております。その中で、宮崎の取り組

みは少しおくれているような感じがしておると

ころであります。

次に、私は、宮崎がＩＲ（統合型リゾート）

を誘致するとなると、シーガイア周辺を中心に

考えるしかないと思っていますし、地方型ＩＲ

としての有資格が十分にあります。それは、世

界一の松林や２つのゴルフ場、サッカーやテニ

ス場、動物園や温泉、マリンスポーツや海釣

り、区域指定をして免税店やアウトレット、飲

食店や最先端の医療機器を導入して、全身検査

ができる施設の設置をすることなどにより、新

たな産業と雇用の拡大が期待できると思ってお

ります。そして、食事や買い物、遊びから体の

チェックまで、老若男女が宿泊して、宮崎を堪

能してもらえる場所として提供することによ

り、新たな宮崎観光の夜明けが始まると確信し

ております。そこで、シーガイアグループ関係

者と、ＩＲの誘致について意見交換や協議等は

なされているのかどうか、商工観光労働部長に

伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） シーガイ

アは本県を代表する観光施設であり、フェニッ

クスリゾート社及び親会社でありますセガサミ

ーホールディングス社ともに、国内外からの観

光誘客を初め、コンベンション誘致、スポーツ

ランド推進など、本県の観光振興全般につい

て、機会あるごとに意見交換を行っておりま

す。両社は、韓国でホテルやエンターテインメ

ント施設等から成る複合施設の開発・運営を行

うための新会社を共同で設立されるなど、海外

における統合型リゾートについて、豊富な情報

・関心をお持ちであります。なお、シーガイア

の将来構想については、現在、両社で慎重に検

討を重ねられていると伺っておりますことか

ら、今後とも、意見交換を行いながら、必要な

連携、協力を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○星原 透議員 ありがとうございます。

次に、私は、宮崎観光の将来を考えた場合、

カジノを活用した地域再生・活性化が絶対必要

だと先ほども申し上げました。そこで、県内の

経済団体や観光団体等のカジノ研究会設立など

の動きがありますが、研究会にどのように対応

されていくのか、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど御指摘がありま

したように、超党派の国会議員で構成される議

員連盟において、カジノを含む統合型リゾート

に関する法案の国会提出が予想されるなど、国

においても動きが活発化しております。これま

でも何度も何度もカジノ法案というのは議論さ
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れましたが、また今、さらに機運が高まってい

る状況ではないかというふうに考えておりまし

て、本県経済の浮揚策というようなことで、県

内経済団体等が一体となって、こうした統合型

リゾートに関する研究会の立ち上げというもの

を御検討いただくことは、大変ありがたく、ま

た心強く感じておるところであります。７月に

開催された会合におきましては、県もオブザー

バーとして参加しまして、国の動きなどについ

て説明したところであります。今後、研究会の

立ち上げなどに向けまして、必要な協力という

ものを、県としても積極的に行ってまいりたい

と考えております。

○星原 透議員 次に、県庁内にカジノに関す

るプロジェクトチームを設置して、経済効果や

雇用の場の拡大、観光客誘致や財源確保等の調

査と、同時にＩＲの誘致活動に向けて積極的に

取り組む考えはないか、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、先ほどの

「地方自治体カジノ協議会」などにおきまし

て、都道府県の動きや法案の動向についての情

報収集を行っていると、そのような段階であり

ます。カジノを検討するに当たりましては、御

指摘のような観点からの詳細かつ専門的な分析

が必要であるというふうに認識しております

が、現状では、国内におけるカジノの具体像、

その法案を踏まえて、どのような形でカジノと

いうものが検討されるのか、そして、もしそれ

が実現するとなれば、国内に何カ所設けられる

のか、さまざまな課題というものが、まだ明ら

かになっていない部分がございます。引き続き

情報収集に努めながら、関係部局において、今

後の展開も含めた検討を進めてまいりたいと考

えております。

○星原 透議員 わかりました。

次に、アベノミクスの第４の矢がＩＲだとも

言われております。本当に知事がＩＲの誘致を

考えておられるのなら、全国に先駆けて、政府

や地元選出国会議員に、法案提出に向けての要

請、あるいは賛成の意思表示を明確にして進む

べきじゃないかと考えますが、知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） カジノも含む統合型リ

ゾートというものが、観光誘客、集客、経済効

果、雇用、大変大きいということで受けとめて

おるところでございますが、前提としまして、

どのような規模のものを考えていくのか、ま

た、ギャンブル依存症なり治安とか青少年への

影響とか、さまざまな心配がされておるところ

でございますが、それを克服するために、どう

いった対策をとるのかというような大きな枠組

みを国が明確に示していただいた上で進めるこ

とが不可欠なのではないかなというふうに考え

ております。その上で、地元選出の国会議員や

県議会、関係団体、また県民の皆様とも幅広い

意見交換を行い、議論を深めながら、今後の展

開も含めた検討というものを進めてまいりたい

と考えております。

○星原 透議員 知事の考えはわかるんです

が、私は、多分この秋の臨時国会に間違いなく

法案の提出はなされると、そのように思ってお

ります。そうなった場合に、本当にカジノの誘

致を考えるのであれば、やはりほかに先駆けて

そういう形を示さないと、先ほど長崎の例をと

りましたけれども、長崎あるいはほかの東京、

大阪─東京でももちろん平成14～15年ごろで

すか、都庁舎でカジノの模擬体験もありました

し、そういうことを考えれば、宮崎として誘致

するということであれば、その辺のところを

しっかり踏まえて、これから対応していかない
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と、多分ことしの秋ごろには一応法案は出てく

る、そのように思いますので、ぜひそういう面

でもしっかりと取り組んでいただければありが

たいというふうに思うところであります。

次に、みやざきフードビジネス振興構想につ

いて伺います。

県は、総合的な食関連産業（フードビジネ

ス）の成長産業化を目指して、みやざきフード

ビジネス振興構想を策定されました。これまで

取り組んできた産地や食品加工企業の育成や６

次産業化、農商工連携等の取り組みに加えて、

飲食業や観光産業などにも発展の裾野を広げな

がら、総合的にフードビジネスとして展開し、

平成32年度に食品関連産業の生産額を１兆5,000

億円とする数値目標を掲げられております。

ところで、我が国の農林水産業は、所得の減

少、担い手不足の深刻化や高齢化等の厳しい状

況に直面しており、農山漁村の活力は低下し、

地方経済は疲弊しております。まさに現在の宮

崎の姿であります。これからは、農林水産業と

他産業との新たな連携を構築し、生産・加工・

販売・観光等が一体化したアグリビジネスの展

開や、先端技術を活用した新産業の育成、再生

可能エネルギーの導入等により、農山漁村にイ

ノベーションを起こし、農林水産業を安定的に

成長発展させる必要があります。

一方、海外市場に目を向けますと、グローバ

ル化の進展によって、食市場の国際化が急速に

進んできております。農産物輸出の存続・成功

の鍵は、現地の消費者にとって、多様で魅力的

な商品を提供し、安定的に供給して、顧客の信

頼を得ることであります。海外市場で顧客に満

足してもらうには、安全・安心でおいしく質の

高い農産物を安定量と安定価格で供給するな

ど、国内取引と変わらない対応が必要でありま

す。

今回のフードビジネス振興構想は、マーケッ

トインの考え方に立っていますが、計画を策定

する段階で、事前に国内や海外市場などのニー

ズを調査し、情報収集を綿密にされたのか、ま

た、調査に基づいてどのような施策を展開して

いかれるのか、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） フードビジネス振興構

想の策定に当たりましては、県内外の企業等の

取引情報や消費動向の分析などを通じまして、

我が国の食生活のあり方の変化に伴います外食

や中食向けの加工品需要の高まりや新興国市場

の拡大など、国内外のマーケットのトレンドと

いうものを捉えてきたところであります。

こうした市場の動きを踏まえまして、本県の

食関連産業について、従来の素材供給型から、

市場ニーズに応じた生産や多様な加工、販売の

強化などにより、付加価値型の産業に転換する

必要がある、そういう観点に立ちまして、マー

ケットインや連携の強化、外部人材の活用など

の観点から、生産、製造、販売など、一体的に

取り組むこととしたところであります。

このため、本年度は、香港事務所の開設やマ

ーケティングのための外部人材の活用などによ

りまして、具体的な市場におけるニーズの把握

を行うとともに、マーケットが求める商品づく

りを支援するオープンラボを食品開発センター

に新設する事業にも取り組んでいるところであ

ります。今後は、各分野や商品ごとの戦略的な

販路の拡大や、市場ニーズに応じた生産・加工

を強化することによりまして、フードビジネス

の成長産業化を図ってまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 ありがとうございます。

次に、フードビジネスを推進するために、国
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内や海外市場の専門家などの人脈をどのように

確保していかれるのか、また、生産現場を支え

る人材育成にどのように取り組まれるのか、総

合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（土持正弘君） フードビジネ

スを推進してまいる上で、マーケットインの視

点からの取り組みが極めて重要でございまし

て、御指摘のとおり、国内外の市場の動向やマ

ーケットニーズを捉えた商品づくりなど、それ

ぞれの分野に詳しい県内外の専門家のアドバイ

スを取り入れていく必要があるというふうに考

えております。このため、本年度から、みやざ

きブランドアドバイザーや県産品販路開拓コー

ディネーターを新たに設置いたしまして、外部

人材を活用いたしまして、みやざきブランドの

再構築や、首都圏における販路開拓の強化を

図っているところでございます。

また、フードビジネスを支える生産面におい

ては、経営感覚にすぐれた農林水産業者の育成

が大変重要でありますことから、６次産業化に

取り組む生産者やその指導者を育成いたします

とともに、県立学校における生産・加工・販売

に至る産業教育の充実を図っているところであ

り、さらに、他産業からの農業参入の促進によ

る産地力の維持にも取り組んでいるところでご

ざいます。

このように、外部人材の確保・活用や人材の

育成がフードビジネスの持続的な成長には不可

欠でありますので、今後とも、先般採択された

国庫補助事業も最大限に活用しながら、フード

ビジネスを支える「人づくり」に積極的に取り

組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○星原 透議員 いろいろ事業の推進になる

と、やはり人づくりだというふうに思います。

全ての面で人づくりをしっかりやっていただか

ないと厳しいというふうに思いますので、人づ

くりにはしっかり取り組んでいただきたいと思

います。

次に、フードビジネスを推進していく中で、

国内や海外における県産品の販路開拓にはどの

ように取り組んでいかれるのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県の強

みである良質で安全・安心な農水産物を中心

に、国内外に向けて販路拡大に取り組んでいく

には、商品力や販売力をいかに強化していくの

かが大変重要であると認識しております。その

上で、市場が求めるものを提供するというマー

ケットインの視点が特に重要なポイントとなり

ます。したがいまして、国内においては、アン

テナショップでの販売や、今年度から配置しま

した販路開拓コーディネーターを、また、海外

では、香港事務所を初めとする海外事務所等を

通じまして、消費者ニーズを迅速に把握し、そ

れらの情報を県内企業に的確に提供することに

より、売れる商品づくりにつなげていきたいと

考えております。さらに、国内外での物産フェ

アや商談会、バイヤー招聘事業などにより、継

続的な取引機会を設けていくとともに、人的

ネットワークを構築し、県内企業とのマッチン

グを行っていくことも重要であります。国内に

ついては、国内市場の縮小や産地間競争の激

化、海外においては、貿易障壁の存在や商慣習

の違いへの対応など、多くの課題があります

が、引き続き、官民一体となった「オールみや

ざき」の取り組みを展開しながら、国内外に向

けた販路開拓を推進してまいりたいと考えてお

ります。

○星原 透議員 それぞれ伺ってきているんで
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すが、実際、全体をまとめて、そして全体に指

示ができる、そういった人が、フードビジネス

あるいは東アジア経済戦略、どっちも専門的な

人が必要じゃないかなというふうに私は思って

おりますので、検討いただければというふうに

思います。

次に、フードビジネスを成功させるために

は、県内に大手食品加工メーカー等を誘致し、

地元企業とも連携して食品加工団地をつくっ

て、雇用の場の拡大を図るべきだと考えます

が、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 広範な販

路を持つ大手メーカーを核として食品関連企業

の集積を図ることは、雇用の拡大はもとより、

フードビジネスの振興を図る上で、大変重要な

取り組みであると考えております。県では、こ

れまでも、食品関連産業を重点分野の一つに定

め、補助単価を増額するなど、重点的な立地活

動を展開してきたところであります。今後と

も、豊富な農林水産資源を有する本県の優位性

を最大限に生かしつつ、市町村や関係部局と十

分に連携を図りながら、原材料流通の効率化や

企業間の連携が期待できる食品関連産業の集積

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 今、部長も積極的に取り組む

ということでありましたが、本当にフードビジ

ネスを成功させる、そういう強い意識があれ

ば、大手の食品メーカーの１社ぐらいはこの１

年間で誘致してくる、そういう考えは持たれて

いないか、もう一回、商工観光労働部長にお伺

いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） フードビ

ジネスの振興を図る上で、大手食品メーカーの

誘致は重要かつ効果的な取り組みであると考え

ておりますので、市町村や関係部局と十分に連

携を図りながら、全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

○星原 透議員 よろしくお願いいたしておき

ます。

次に、生産者に利益が出る価格で販売するた

めには、生産、加工、販売の各分野の代表によ

る協議会を各地域に設置し、そして技術革新や

機能分担、情報交流や人脈づくりに努めること

が大事だというふうに思っておりますが、総合

政策部長に伺います。

○総合政策部長（土持正弘君） 本県の進める

フードビジネスでは、生産、製造、販売など、

５つの領域にトータルで取り組んでいくことと

しておりますが、生産者がより利益を得られる

価格で販売いたしますためには、生産と製造、

販売の連携による高付加価値化が大変有効であ

ります。このため、フードビジネスの推進に当

たりましては、県内産学官金による全県的な協

力体制を構築いたしますとともに、県内７地域

において、県、市町村を初め、各地域の生産、

加工、販売などの関係者が参加した地域ネット

ワーク会議を設置したところでありまして、こ

れによって、地域の情報の共有化を図るととも

に、加工用農産物の産地づくりや地域ブランド

の開発など、地域ごとに設定したテーマについ

て、関係者が連携して取り組むことといたして

おります。今後とも、このような取り組みを支

援することによりまして、地域内外の人的ネッ

トワークを形成し、新たな生産・加工技術の開

発、販路の開拓など、地域におけるフードビジ

ネスの育成・拡大を図ってまいりたいというふ

うに考えております。

○星原 透議員 ぜひ地域ネットワークをつ

くって、そして、その中でしっかりそれぞれの
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立場でいい方向に、農業は特に、農家の生産者

の皆さん方の利益につながるようなことを考え

て取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

それでは次に、教育問題について伺います。

平成24年度から中学校において、武道必修化

が義務づけられました。武道については、その

学習を通して、我が国の伝統と文化を尊重する

とともに、みずからを律し、相手を尊重する態

度を養うことなどが期待されております。特

に、安全かつ円滑に実施することが最重要課題

として求められております。そこで、中学校１

・２年生で始まった武道必修化について、県内

の柔道や剣道等の選択割合はどのようになって

いるのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成24年度の武道種

目の実施状況でございます。これは公立中学校

と五ヶ瀬中等教育学校のデータでありますが、

１つの学校で複数種目を選択しているところも

ありますので、それを含めまして、柔道が103校

で実施され、剣道39校、相撲１校、なぎなた１

校、弓道１校でございます。

○星原 透議員 次に、各学校において、武道

場を初めとする施設の整備や用具の確保と、専

門の指導者や外部指導者の活用等による指導体

制の整備はうまくいっておるのか、教育長に伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 各学校におきまして

は、武道に必要な施設・用具について、計画的

に整備が進められ、授業を行う上で支障はない

と伺っております。また、23年度から、武道の

指導経験の浅い教員が担当する学校に、外部の

武道経験者を派遣し、安全で効果的な学習を進

める体制づくりを進めますとともに、教員の資

質の向上を図っているところであります。な

お、武道の有段者が全体の45％ということか

ら、平成21年度から毎年「武道指導者講習会」

を実施し、全ての保健体育担当教員を対象とし

て、安全に十分配慮した学習指導方法について

指導を行い、その専門性を高めているところで

あります。

○星原 透議員 ありがとうございます。

次に、北海道では、柔道の授業中に１年間

で12人が骨折していたとの報道があります。初

めて武道を学ぶ生徒が多いと思いますので、特

に、授業開始前に指導体制や施設等の点検な

ど、安全に努められているとは思いますが、本

県での事故やけが等の状況について、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 武道の授業における

けがの状況ですが、重篤な事案についての報告

は受けておりません。軽微なものも含めまし

て、先ほどの24年度の状況で申しますと、柔道

を実施した103校で62件、剣道を実施した39校で

１件発生しております。その中で、柔道の主な

けがの種類としましては、骨折22件、打撲21

件、捻挫８件でございます。

○星原 透議員 最後になりますが、１年が経

過して、武道必修化の成果と課題はどんなこと

があるのか、また、生徒や保護者の反応につい

てどのように判断しておられるのか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 武道が必修化された

ことにより、先ほどお話がありましたように、

子供たちが、我が国固有の伝統と文化に、より

一層触れることができるようになったものと考

えております。本県の中学生は、武道を通し

て、技能の習得はもちろんのことですが、武道

の特性である相手を尊重する態度が身について

きているものと考えております。さらには、挨
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拶などの社会的マナー、他者の痛みを理解する

心など、望ましい人間関係を形成するために必

要な力をつけてくれているものと期待いたして

いるところであります。一方で、けがも見られ

ますので、生徒や保護者に安心していただける

よう、さらなる安全管理の徹底が重要であると

考えております。今後も、武道指導者講習会や

外部指導者の派遣などを実施し、各学校におい

て、安全に十分配慮した学習指導が実施される

よう、指導・支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

なお、武道必修化が始まって１年半が経過し

たところですが、生徒や保護者から、必修化に

ついて要望とか苦情はいただいておりません。

○星原 透議員 了解いたしました。

次に、郷土学というものについて伺います。

みずからの住む地域に受け継がれてきたありの

ままの自然や生活文化、伝統技術などの資源を

学び直し、地域活性化のために活用する取り組

みなどを郷土学と位置づけております。我々の

子供時代は、山や川など自然を相手に遊びなが

ら、自然のよさや怖さ、地域に伝わる文化や伝

統芸能などを体験しながら、地域の中で育って

きたような気がします。今の子供たちは、生ま

れ育ったふるさとに対する魅力や自慢、愛着や

誇りが持てない子供たちがふえているとも言わ

れております。そうした子供たちに郷土愛の精

神を学ばせ育てていくことが、今、求められて

いると思います。本県では、記紀編さん1300年

記念事業により、いろいろな取り組みがなされ

ているところですが、学校における郷土学や伝

統文化について、小・中・高等学校ではどのよ

うに取り組み、教育しておられるのか、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちに、郷土に

対する誇りや愛着、郷土の発展に貢献していこ

うという気概などを育んでいくことは、非常に

意義深いことだと考えております。本県では、

全ての小中学校がきちんと教育課程に位置づ

け、高等学校ではさまざまな時間で工夫しなが

ら、地域の自然や歴史、伝統文化などのふるさ

とに関する学習に取り組んでおります。具体的

なお話をさせていただきますが、小学校３・４

年生の社会科で、県や市町村が独自に作成した

副読本を用いて、身近な地域の「産業」や「安

全な暮らし」、地域の発展に尽くした「先人の

働き」などについて学習しております。また、

音楽科とか総合的な学習の時間、さらには部活

動などにおいて、「臼太鼓踊り」とか「鉦踊

り」とか「高千穂神楽」など、調べたり実際に

練習して身につける、そういうようなことを

やって、それを学校や地域の行事等で披露した

りする学習が展開されております。昨年は、高

校生が高千穂神楽を東京の街頭で東京都民の皆

さんに披露するということもございました。今

後とも、本県の教育資源を活用した教育のさら

なる充実を図り、郷土宮崎を子供みずからが守

り育てていこうとする態度の育成に努めてまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 ありがとうございます。

次に、茨城県では、ふるさとに対する愛着や

誇りを育てながら、自分たちが住む地域を学ぶ

機会をふやしてもらおうと、中学２年生を対象

として「いばらきっ子郷土検定」を11月に実施

するようであります。検定は、県内各市町村や

全県に関する歴史や人物、自然や観光物産な

ど、幅広い分野についての問題に挑戦してもら

い、得点に応じて１～３級を認定するそうであ

ります。このように、地域愛、郷土愛の精神を

育てるためには、本県でも郷土検定を実施した
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らと思いますが、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

郷土検定という形ではございませんが、子供た

ちが、本県の自然や文化、神話や伝承などにつ

いて主体的に学ぶことができるよう、「ひむか

学」というタイトルでホームページを開設して

おりまして、子供たちがその内容を理解したか

どうか確認できますように、郷土に関するクイ

ズのページを設け、全問正解した場合には表彰

式の画面に変わる、そして、表彰式の画面に

行って、希望すれば賞状を印刷できるような仕

組みがとってあります。このように、子供たち

が楽しみながら郷土に対する理解を深めること

ができるよう工夫しているところでございます

が、教育委員会といたしましては、このような

ことをテレビの広報番組でＰＲするなどによ

り、より一層、ふるさと宮崎を学ぶ「ひむか

学」のホームページを活用してもらって、子供

たちに郷土に対する思いを深めさせていきたい

と考えております。

○星原 透議員 「ひむか学」というので、ゲ

ーム感覚でということであれば、できれば親子

で一緒になってそういうゲームに参加して、親

から自分たちの時代のことを話す機会とか、そ

ういう場をつくっていただいていけば、また

違った答えが出てくるのかなというふうに思い

ますので、そういう点も工夫していただければ

と思います。

最後になりますが、自転車事故について伺い

ます。警察庁の統計によれば、近年、自転車に

よる事故が多発してきており、自転車事故とい

うと車との接触事故を思いますが、しかし、最

近は、自転車同士の事故や、特に多くなってき

たのが、自転車対歩行者の事故がふえてきてい

るようです。自転車が関係する違反行為として

は、信号無視や一時不停止、並列や２人乗り、

無灯火や酒酔い運転などであります。自転車は

危険な乗り物であり、事故が起これば、たとえ

自転車であっても、加害者・被害者どちらにも

なり得る乗り物だということを自覚すべきであ

ります。実は先月、都城市において、高校生と

小学生が自転車に乗っていての交通事故によ

り、２人とも意識不明の状態にあります。特

に、小学生はスポーツ少年団員であり、被害者

と加害者が団員と指導者の関係でもあり、悩ま

しい状況にあります。一日も早く元気になっ

て、好きな野球に復帰してくれることを祈るの

みであります。そこで、県内の自転車による交

通事故の状況と、小・中・高校生が関係した児

童生徒の事故状況と原因、指導はどのように行

われているのか、警察本部長に伺います。

○警察本部長（白川靖浩君） 議員御指摘のと

おり、大変痛ましい事故が発生しておりまし

て、警察では、さらなる安全対策を推進してい

るところでございます。平成24年の県内の自転

車による交通事故は1,421件で、このうち、児童

生徒の事故は全体の約５割を占めております。

自転車による交通事故は、平成21年をピークに

約２割減少しているところではございますけれ

ども、児童生徒の自転車事故防止は、県警の大

きな課題であると認識しております。児童生徒

の事故の特徴といたしましては、交差点での出

会い頭事故が約７割を占めておりまして、安全

不確認や一時不停止などが主な原因でございま

す。こうしたことから、交通ルールの周知徹底

を図るため、各学校におきまして、自転車シ

ミュレーターというものを活用しまして、参加

・体験型の交通安全教室を開催するとともに、

県内36の小・中・高校を自転車交通安全モデル

校に指定し、交通安全教育を重点的に実施して
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おります。さらに、街頭におきましては、登下

校時間帯を中心に、いわゆる「イエローカー

ド」という警告書を交付するなどしまして、自

転車の正しい乗り方について指導をいたしてお

ります。引き続き、警察では、教育委員会、学

校、交通ボランティアの皆様と連携しまして、

自転車事故の防止に努めてまいりたいと考えて

おります。

○星原 透議員 ぜひ、子供たちが事故に遭っ

てけが等のないように、しっかり指導していた

だければというふうに思います。どうかよろし

くお願いいたします。

学校における自転車マナーや自転車の交通安

全意識向上のための取り組みと指導について、

最後に教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 各学校から大きな事

故があったときは報告をいただくのですが、本

当につらい気持ちで受けております。県内の小

中学校におきましては、自転車の交通安全に対

する意識を高めるために、警察や交通安全協会

等の協力をいただきながら、発達の段階に応じ

て、交通安全教室を開催したり、定期的な自転

車点検に取り組んだりしているところでありま

す。特に、自転車を通学で利用する中学校とか

高等学校におきましては、職員や保護者等によ

る街頭指導や自転車通学者集会などを実施し、

交通安全意識の高揚や事故防止に取り組んでお

ります。また、自転車通学を許可制にして、交

通マナー違反者に対しては、交通指導票を交付

することなどをしながら、指導の徹底を図って

いる学校もございます。県といたしましては、

教師がより具体的で適切な指導ができるよう

に、「学校安全指導者研修会」や「小・中・高

生徒指導連絡協議会」を開催するとともに、先

生だけではなくて、子供たちみずからがという

ことで、高校生の代表が集まって行う「マナー

向上推進会議」を開催し、高校生みずからが考

える自転車のマナー向上の取り組みを支援して

いるところでございます。

○星原 透議員 学校は、子供の学力向上から

心の教育、しつけや命を守るための教育、人間

力を養う教育など、多岐にわたって指導いただ

いております。宮崎の子供たちが、宮崎に生ま

れてよかった、ふるさとに誇りと自信を持つよ

うに育成・指導していただきますようにお願い

いたしまして、私の全ての質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○丸山裕次郎副議長 ここで休憩いたします。

午後２時51分休憩

午後３時10分開議

○丸山裕次郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の岩下斌彦でございます。きょうも多忙の中、

串間市からも傍聴においでいただきました。心

から感謝申し上げます。ありがとうございま

す。今回の定例会におきましても、「県民の

声、地元の声を県政に生かす」を念頭に一般質

問を行いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

私の地元串間市は、少子高齢化、過疎化が進

行していますが、市民のおのおの、あるいは団

体、グループで地域の活性化のために知恵を絞

り、汗を流しております。例を挙げますと、河

川浄化や花の植栽などいろいろな取り組みがあ

りますが、一つの例を御紹介させていただきま

す。

宮大工を経験され、７年前に串間のほうに移
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住されている方でございます。年齢が大体65

～66歳の方でございますが、地元に、海岸線に

近いところですけれども、法泉寺というお寺が

ございます。そのお寺が境内を含めて大変荒れ

放題になっております。それを見かねてか、何

とかにぎわいを取り戻したい、そういう思いで

友人に呼びかけられまして、友人と２人で、こ

の暑いさなかでございますが、ボランティアで

何日も何日もかかって手入れを、木払いをされ

ておりました。そして、つい２週間ほど前でご

ざいますが、その境内は見事によみがえり、き

れいな場所となりました。私も感謝と敬意をそ

の方に表した次第でございます。

私どもは、明るく豊かな住みよい宮崎県にな

るよう努力をしなければなりません。串間の将

来の可能性を開くには、東九州自動車道日南―

―串間―志布志間の早期完成であり、農林水産

業の振興と観光の推進でございます。皆様方も

御記憶にあろうかと思いますが、河野知事の当

選のときのテレビのインタビューの第一声は、

宮崎県の経済の向上と県民の生活の向上を図る

ということでございました。宮崎県は平成25年

度の重点施策により成長産業の育成として、フ

ードビジネスの展開、東アジア戦略などに取り

組むとしておられます。そこで、東アジア戦略

についてお伺いいたしますが、知事の「みやざ

き東アジア経済交流戦略」の考え方と、香港事

務所をどのように活用して戦略を進めていかれ

るのか、お伺いをいたします。

後は質問者席にて行います。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。

東アジア戦略の考え方と香港事務所の活用に

ついてということでありますが、成長著しい東

アジアの活力を取り込んでいくことは、本県の

経済・産業の発展を図る上で大変重要な課題で

あります。このため、「みやざき東アジア経済

交流戦略」におきましては、「東アジアに開か

れ、東アジアとともに成長するみやざき」を目

指す姿としまして、県産品の輸出促進、観光交

流の推進、経済交流の基盤整備、この３つを戦

略として掲げたところであります。オールみや

ざきによる取り組みを推進していくこととして

おります。

香港事務所の活用についてであります。香港

に事務所を設置したのは全国では８番目、九州

・沖縄では５番目というふうに伺っておるとこ

ろでありますが、本県の事務所の特徴としまし

ては、事務所内に、民間企業が香港への進出を

考えている、それを支援するためのフロンティ

アオフィスを設置していること、また冷蔵庫な

どを備えた倉庫を併設しているということでご

ざいます。その倉庫には串間のカンショが山積

みになっておったところでございますが、こう

した本県の農水産物などの輸出拡大を目指し

て、この事務所を拠点として営業活動を積極的

に支援していくとともに、香港の各種のプロモ

ーション活動で築きましたネットワークという

ものをフルに活用しながら、市場ニーズに対応

したマーケットインの視点に立ちまして、県内

の産地や企業に取引機会や情報の提供、マッチ

ングなどを行ってまいりたいと考えておりま

す。

また、消費者に対しまして宮崎の食文化や商

品のこだわりを伝えることも、販路開拓にとり

まして大変重要でありますので、香港のアンテ

ナショップとも連携をしながら、拠点を置くこ

とによりまして、継続的、安定的に積極的なＰ

Ｒなどが行えるのではないかと期待をしておる
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ところでございます。さらには、今後、チャー

ター便の誘致など観光誘客にも積極的に対応し

まして、東アジアとの幅広い経済交流を推進し

て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 ありがとうございます。お聞

きしますと、香港事務所は、県の職員の方お一

人、現地採用の方２人、そして経済界の方もい

ろいろ交流があろうかと思いますが、最初のス

タートはそれで何とかやっていかれると。時期

を見て、様子を見て、また県職員のＯＢの方と

か、あるいは中国に精通された方を嘱託にされ

て、何とか活用がだんだん拡大されるのかなと

いうふうに期待をいたしております。東アジア

戦略の積極的な取り組みをしていただきまし

て、県民の皆様方も注目しております。どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。

次に、道を考える女性の会の方々も、何年も

かかって運動を展開し、ボランティア活動もさ

れております。本日も、自分の仕事がありなが

らも駆けつけていただきました。それだけ思い

は強いものでございます。そこで、東九州自動

車道について御質問をさせていただきます。串

間市民にとりまして、高速道路日南―串間―志

布志間の早期完成は悲願であります。７月24日

に開催されました東九州自動車道建設促進日南

・串間地区総決起大会は、知事にも御出席をい

ただきましたが、約1,000人が参加し、盛大に開

催されました。また、７月28日、29日にはオー

プンハウスパネル展が開催されまして、市民か

ら意見聴取も実施されております。また、北九

州では、「串間の道を考える女性の会」の齋藤

会長が意見発表を行いまして、高速道路の必要

性を強く訴えたとのことでございます。願わく

は、2020年、７年後の東京オリンピックまでに

実現できればというふうに思っておるところで

ございます。そこで、東九州自動車道日南―串

間―志布志間の早期完成に向けての意気込み

を、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道で唯一

の未事業化区間として残ります日南―串間―志

布志間であります。ことし５月には、新規事業

採択に向けました計画段階評価の手続が開始さ

れたところで、一歩前進ではあるわけでありま

すが、事業化に向けてはまだまだ幾つかの段階

を経ていく必要がございます。

そのような中、７月に串間市で開催されまし

た東九州自動車道の総決起大会は、私も出席を

いたしましたが、約1,000名もの多くの沿線住民

の皆さんの熱い思いというものが早期整備に向

けて大きな推進力になるのではないかと、改め

て確信をしたところであります。

また、先週は国土交通省に参りまして要望活

動を行いました。特に、道路局長が今度、異動

されまして、新しい徳山道路局長さんは以前、

東北の地方整備局長をしておられ、東日本大震

災のときに例の「くしの歯作戦」を実施された

方でいらっしゃいます。本県は、そのくしの歯

の根っこにあたる部分もないんだというような

ところを強く訴えまして、ミッシングリンクの

解消というものを強くお願いしますとともに、

この19日に串間市で開催予定の総決起大会に

は、今のところ道路局長さんにも御出席いただ

けるというふうなことを伺っておりますので、

そのお願いとお礼を申し上げてきたところでご

ざいます。19日の大会では、高速道路建設推進

議員連盟の国会議員の皆様や国土交通省の幹部

の方々に直接地元の熱意を伝える貴重な機会と

いうふうに考えておりまして、整備促進に向け

て一層弾みがつくものと期待をしておるところ
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であります。

東九州自動車道は、地域活性化、交流の促進

にとって重要な路線でもありますし、県民の安

全・安心を守る命の道としてもその整備という

ものは最重要課題であるというふうに考えてお

ります。特に日南―串間―志布志間の早期の事

業着手につきましては、国道448号、また国

道220号がしばしば途絶するという状況がある中

で、防災、また南海トラフの地震・津波という

ものも想定をされます。大変整備が急がれるわ

けでありますし、串間の魅力を幅広く発信して

いく観光・交流という面でも大変重要であろう

かというふうに考えておりますので、鹿児島県

とも連携をし、県議会の皆様や道づくりを考え

る女性の会など県民の皆様の御協力をいただき

ながら、私が先頭に立って、これまで以上に強

く訴えてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 東九州自動車道日南―串間―

志布志間でございますが、それが完成するとす

れば、九州の周遊ができるという形になりま

す。そうしますと、皆様方御承知のように、経

済効果あるいは観光の九州一周周遊という形の

中では、宮崎県にとりましても大きな成長につ

ながるのではないかなというぐあいに思ってお

ります。知事の力強い意気込みを聞かせていた

だきました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。また、今月19日でございますが、県会議員

の皆様方も多数串間に詰めかけていただく予定

でございます。大変心強いです。ありがとうご

ざいます。

続きまして、串間市が認定をいただきました

地域力磨き上げ応援事業についてでございま

す。「南国みやざき最南端！くしま跳ね駒プロ

ジェクト」の取り組み状況と今後の見通しにつ

いて、総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（土持正弘君） 串間市が策定

いたしました分野横断的な地域計画である「南

国みやざき最南端！くしま跳ね駒プロジェク

ト」でございますけれども、平成23年度に県に

おいて各部局の補助事業の活用等による総合的

な支援を行う地域創造計画に認定しておりまし

て、本年度までの３年間で新たな串間市の魅力

を創出する基盤づくりを進める内容となってお

ります。

都井岬の再開発など、事業計画に一部変更が

生じたものがありますが、中心市街地の整備に

係る実施計画や、恋ヶ浦のトイレ・シャワーの

整備、市内各所の案内サインの設置、都井岬の

観光ガイド養成などが計画に沿った形で進めら

れているところでございます。今後は、これら

の計画等に基づき、新しい町並みの整備や観光

客の満足度の向上など、プロジェクトの成果が

あらわれてくるものと考えております。県とい

たしましても、引き続き、串間市の地域づくり

の取り組みや観光振興について各部局とも連携

を図りながら、さまざまな協力を行ってまいり

たいというふうに考えております。

○岩下斌彦議員 どうぞよろしくお願いいたし

ます。

ところで、ちょっとお知らせをいたします

が、長年、串間市の中央部分に寿屋という大き

な建物がございました。廃墟と化して、ずっと

長い間あったんですけれども、いよいよ解体が

始まっております。このプロジェクトと直接は

関係ないのかもしれませんけれども、そういっ

た点では少し動き出すのかなというのを感じる

ところでございますが、これからもどうぞ御指

導いただきますようにお願いをいたします。

続きまして、ＪＲ日南線についてでございま

す。



- 213 -

平成25年９月13日(金)

ＪＲ日南線で運行されております「海幸山

幸」は大変好評のようであります。ところが、

ふだん使用されている一般車両は余り人気があ

りません。地元から宮崎を往復するのに、言っ

てはなんですが、車両も古く、時間がかかり、

車を使ったほうが早くて便利であるという話も

聞いております。日南線の一般車両について県

が費用負担するなどして、もっと乗りたくなる

ような、観光宮崎にふさわしい車両にすること

はできないか、総合政策部長にお伺いをいたし

ます。

○総合政策部長（土持正弘君） ＪＲ日南線

は、通勤・通学、通院など地域住民の生活交通

手段として、また観光客の移動手段として重要

な役割を果たしているところであります。この

ため、県におきましては、沿線自治体で組織い

たします「日南線利用促進連絡協議会」等が行

う日南線の利用促進の取り組み、ＪＲ九州が行

う観光列車「海幸山幸」の平日臨時運行を支援

していますほか、鉄道の利便性、快適性の向上

などを機会あるごとにＪＲ九州に要望している

ところであります。

こうした中、ＪＲ九州では、日南線の一般車

両につきましては、４年ごとに車両の塗りかえ

を行いますとともに、必要なメンテナンスを随

時行っているということでございます。

県といたしましては、今後とも、沿線自治体

と一緒に知恵を絞りながら、日南線の利用促進

に取り組みますとともに、さらなる車両の魅力

アップにつきましても、ＪＲ九州に粘り強く要

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 どうぞよろしくお願いを申し

上げたいと思います。けさほど宮崎を走ってい

ましたら、宮交バスだったんでしょうか、フェ

ニックストーナメントをＰＲする写真が車体

いっぱいに張ってありますね。かなりおもしろ

いＰＲ効果があるんだなという形であったんで

すけれども、皆様方の知恵を出していただきな

がら、一緒になって何とか魅力ある日南線にな

ればというぐあいに思っているところでござい

ます。

次に、津波対策についてお伺いをいたしま

す。

南海トラフ巨大地震の津波想定では、県内に

は最大17メートルの津波の襲来が想定されてお

り、まずはこの津波から命を守るための対策を

早急に講ずる必要があると考えますが、現時点

での県内の津波対策の現状と串間市の対策はど

うなっているのか、危機管理統括監に伺いま

す。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 南海トラ

フ巨大地震の津波対策につきましては、住民の

命を守るため、まずは迅速かつ安全な避難対策

を最優先の課題として取り組んでいるところで

あります。このため、県では、本年２月に津波

浸水想定を公表し、市町村等へも説明を行った

上で、現在、沿岸市町において避難地図─い

わゆるハザードマップでございますが─の作

成や避難場所の確保、避難路の整備等を進めて

いただいているところであります。

また、本年度、宮崎県大規模災害対策基金を

創設し、このような市町村の整備に対する支援

を行うとともに、地域における自助・共助の強

化を図るため、防災に関する啓発や人材育成な

どにも取り組んでおります。

さらに、昨年12月に設置した沿岸市町との津

波対策推進協議会において、情報交換や先進事

例調査等を行いながら、相互の連携強化も図っ

ているところであります。
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串間市におかれましては、本年度、津波ハザ

ードマップを作成するとともに、避難路の整備

も検討されていると伺っているところです。

○岩下斌彦議員 続けて質問させていただきま

すが、串間市の高松地区については高齢者も多

く、県の浸水想定において新たに津波対策を講

じる必要が出てきた地区でございます。早急に

津波対策を検討する必要があると考えますが、

今後、県としてどのような対策を講じていくの

か、危機管理統括監に伺います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 串間市で

は、お尋ねの高松地区を初め、市内８カ所で避

難路の整備が検討されておりまして、県に対し

て支援の要望が寄せられているところでありま

す。県といたしましては、市と十分協議を行い

ながら、先ほども申し上げました大規模災害対

策基金を活用して積極的に支援していきたいと

考えております。また、国に対しまして、南海

トラフ地震対策特別措置法の制定や必要な施策

の推進等を強く求めているところでありまし

て、これらの動向にも注視しながら、地震・津

波対策の推進を図ってまいりたいと考えており

ます。

○岩下斌彦議員 よろしくお願いをいたしま

す。

次に、宮崎県私立幼稚園連合会から要望書が

提出され、その内容は、障がい幼児保育の部分

に関しまして、他県の補助金では、特別支援教

育経費、心身障害児教育費、支援要員配置事業

といった費目で支給されておりまして、他県と

宮崎県を比較いたしますと、宮崎県は半額に

なっていると記されております。そこで、私立

幼稚園特別支援教育経費補助事業について、県

内の幼稚園に補助金の対象となる障がい児はど

れくらいいるのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） この補助金の

対象になっております障がい児の状況でござい

ますが、平成21年度は20園の51名でございまし

た。これが24年度は39園の園児数で96名という

ふうになっております。

○岩下斌彦議員 続きまして質問ですが、本県

の補助単価はどうなっているのか、また九州内

の他県の状況はどうか、福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県におきま

しては、２人以上を受け入れている幼稚園の場

合、１人当たり39万2,000円を補助するととも

に、国の補助対象となっていない子供１人の場

合にも、県単独で19万6,000円を補助しておりま

す。

九州内の他県の状況は、２人以上の場合、本

県と同額が福岡、鹿児島、沖縄の３県で、その

他の４県は１人当たり78万4,000円を補助してお

ります。また、１人の場合、本県と同額は沖縄

県で、鹿児島県は補助対象外としておりまし

て、その他の５県は39万2,000円となっておりま

す。

○岩下斌彦議員 今こういった答弁を聞きます

と、どうかなという気がするのでございますけ

れども、まず比較をいたしますと、39万2,000円

で佐賀県、長崎県、熊本県、大分県は補助され

ている。鹿児島県は対象にしていないといいま

すけれども、恐らくほかの項目で出ているので

はないかなというぐあいに思っております。園

児１人の場合、宮崎では19万6,000円、今挙げま

した４県では39万2,000円。２人以上になります

と、宮崎県では１人につき39万2,000円、他県

は78万4,000円と約倍になっておるわけでござい

ます。財政が厳しい中ではございますが、高く
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とは言いませんから、どうか他県、佐賀県、長

崎県、熊本県、大分県と同じになるように、ぜ

ひお願いをしたいなというふうに思っておりま

す。

次に、新エネルギーについて質問をいたしま

す。

宮崎県内では、再生可能エネルギーを利用し

た木質バイオマス発電施設の建設がいろいろ発

表されておりますが、県内における木質バイオ

マス発電施設の状況と新たな計画の事業者名、

出力数及び木材の供給について、環境森林部長

に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現在、本県で

稼働している木質バイオマス発電施設は、日南

市のウッドエナジー協同組合など５カ所となっ

ております。

また、国の発電設備認定に係る申請が行われ

るなど計画が具体化しているものが４件で、具

体的には、日向市の中国木材株式会社が１

万8,000キロワット、都農町の株式会社グリーン

バイオマスファクトリーと川南町の株式会社宮

崎森林発電所がそれぞれ5,700キロワット、日南

市の王子グリーンエナジー日南株式会社が、石

炭との混焼になりますが、２万5,400キロワット

であります。このほか、串間市においても計画

されておりますが、国への発電設備認定申請は

まだ行われていないと聞いております。

必要となります木材につきましては、新たな

４施設と既存の施設とを合わせ、製材残材等に

加えまして、水分を含んだ状態で県内から年間

約37万トンの未利用木材を調達する計画となっ

ておりますが、県内の林地残材の発生量は年

間77万トンですので、計算上は対応できるもの

と考えております。しかしながら、林地残材に

は収集運搬コストの課題もありますことから、

効率的な仕組みづくりについて、助言や情報提

供などを行ってまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、太陽光発電の全量買い

取り制度が発表されて以来、県内でも１メガ

ワットを超える大規模な太陽光発電施設の建設

計画が盛んに取り上げられております。県内の

メガソーラーの設置状況と今後の見通しについ

て、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） メガソーラー

の設置状況につきましては、県が把握している

範囲で申し上げますと、７月末現在で件数が15

件、出力総数は約26メガワットとなっておりま

す。地区別では県央地区が最も多く、11件の

約20メガワット、次いで県南地区が４件の約６

メガワットとなっております。なお、県北地区

につきましては確認できておりません。

次に、今後の見通しですが、九州電力により

ますと、７月末現在のメガソーラーの電線への

接続受け付け状況は、件数で68件、出力総数は

約155メガワットとなっており、また、そのほか

多くの事前相談を受けているとのことでありま

す。このようなことから、今後一層、メガソー

ラーの設置が進んでいくものと考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 続きまして、県といたしまし

て、今後どのようにメガソーラーを含めた非住

宅用の太陽光発電に取り組んでいくのか、環境

森林部長に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 太陽光発電に

つきましては、３月に改定しました「宮崎県新

エネルギービジョン」の中で重点的に取り組む

新エネルギーの一つとして位置づけ、平成34年

度の導入目標を22年度の約９倍となる700メガ

ワットと定めたところであります。

メガソーラーを含めた非住宅用太陽光発電の
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導入促進対策としましては、今年度新たに、発

電事業の希望者と設置場所の提供希望者の情報

を登録し、これらの情報の提供を行うマッチン

グ事業に取り組んでいるところであります。ま

た、太陽光発電を導入する上での障害となって

いる規制もありますので、その緩和や電線への

接続対策の強化等について、国への要望を行っ

ているところであります。今後とも、太陽光発

電を初め、新エネルギーの積極的な導入に取り

組み、環境・新エネルギー先進地づくりの実現

を図ってまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

続きまして、環境森林部長にお伺いをいたし

ます。県は東アジアに県産材を積極的に輸出し

ていくという計画でございますが、本県の木材

輸出の状況と今後の可能性についてお伺いをい

たします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成24年度に

おける本県の木材輸出量は、木材輸出に取り組

む団体によりますと、原木で１万1,000立方メー

トル、製材品で1,000立方メートルで、そのほと

んどが韓国、台湾向けとなっております。

木材の流通状況を見ますと、韓国では木材自

給率が約15％と低く、また台湾では森林の伐採

が一部でしか認められていないため、必要な木

材のほとんどを輸入に依存している状況にあり

ます。輸出拡大の可能性については、円安基調

のもと、地理的にも近いことから十分にあるも

のと考えております。また、現在、中国向けの

輸出はほとんどありませんが、来年度、我が国

の建築基準法に当たります「木構造設計規範」

が改定され、杉が新たに構造材として指定され

ることや軸組構法が認められることが予定され

ていると聞いており、今後の輸出が期待される

ところであります。県といたしましては、関係

団体と連携しながら、県産材の輸出拡大を図っ

てまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 次に、観光誘客について御質

問をさせていただきたいと思います。

海外旅行関係に詳しい専門家の話によります

と、今までの東アジアからの観光客は、ディズ

ニーランドに代表されるように関東・関西の都

会型の観光であった、先ほど知事のほうも言わ

れましたけれども、日本の美しい雄大な自然が

これから魅力になってくる、中でも、東アジア

から近くにある九州というのは費用も安くつい

て、これから脚光を浴びるのではないか、そう

いうふうに予想されると伺いました。このよう

な視点から質問をいたします。東アジアからの

観光誘客が重要と考えますが、今後の取り組み

について商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 東アジア

からの観光誘客対策につきましては、韓国、台

湾、中国、香港を中心に、旅行会社等への商品

企画の働きかけや知事のトップセールスの実

施、観光商談会での本県観光地のＰＲなどに取

り組んでおります。

県が昨年度実施をいたしました外国人アンケ

ート調査によりますと、宮崎県内の印象につい

てよかったものといたしまして、「自然が美し

い」が76％で割合が最も高く、一番満足した観

光地につきましても、鵜戸神宮や宮崎神宮、高

千穂町など、景勝地や神話ゆかりの観光地が高

い割合となっているところであります。こうし

たことから、県といたしましては、変化に富ん

だ自然景観や豊かな食文化など、本県の多彩な

観光資源の魅力をさらに発信するとともに、国

や九州観光推進機構と連携し、今後とも、東ア

ジアからの一層の誘客に努めてまいりたいと考

えております。
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○岩下斌彦議員 次に、先ほども少し触れまし

たけれども、都井岬が観光地であり続けるため

に、都井岬振興会あるいは各グループの皆様方

は、沿道に植栽をしたり、イベントがあれば仕

事を置いてボランティアで参加して盛り上げて

いただいております。

先月行われました都井の火祭りには、初日

が4,000人、２日目が8,000人の観客があったと

いうふうに聞いております。そこで話が出ます

のは、やはり宿泊施設があればもっと多くの方

が来られるんだがと、そういったことも聞いて

おります。雄大な自然と岬馬が特徴の都井岬で

ございますが、大きな課題がございます。何と

かならないか、どうにかしてほしいと言われ

る、廃墟となった２軒のホテルの解体の件でご

ざいます。なかなか行政的には難しいと思うん

ですが、お知恵をいただきたいという思いで質

問させていただきます。宮崎県の代表的な観光

地である都井岬に廃墟となったホテルが残され

ておりますが、県で何らかの対応はできない

か、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 都井岬に

長期間にわたり活用されないまま残された建物

があることは承知しておりますし、私自身も２

度宿泊したことがありますが、県が直接撤去を

行うことは困難であると考えております。

串間市におかれましては、展望広場の整備や

統一看板の設置、岬馬の説明などを行う野外ガ

イドの配置など、都井岬の魅力向上や誘客促進

に向けたさまざまな取り組みを展開されている

ところであり、その一部につきましては県も支

援を行っております。今年度につきましては、

県の事業を活用しまして、都井岬を含む市内の

観光スポットをレンタカーやタクシーで周遊す

るコースの開発に取り組まれているところで

す。県といたしましては、引き続き、串間市や

地域の方々と連携を図りながら、都井岬の観光

振興に取り組みますとともに、その魅力を広く

発信してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。そ

こでお願いですが、国定公園でもありますし、

では50年、100年そのままか、ある意味では、倒

産したところに対して解体して処分しろという

のは無理な話でございますし、行方不明の状況

でもある。もう１軒のほうはなかなか厳しい状

況でもあるということでございます。皆様方は

宮崎県の、いわばシンクタンクの皆様方の集ま

りでございます。そういった意味では、これか

ら何とか知恵をいただくなり、御検討いただけ

ればというぐあいに思うところでございます。

それでは、次の質問をさせていただきます。

漁師の皆様方が大変楽しみにしております漁港

のことでございますが、都井漁港・毛久保地区

の整備状況と今後の予定について、農政水産部

長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 都井漁港・毛

久保地区におきましては、港内の静穏度を確保

するため、防波堤の整備に取り組んでいるとこ

ろであります。昨年度から防波堤本体用のブ

ロック製作に着手し、本年度は波消しブロック

などの製作を行っております。来年度には、こ

れらのブロックの据えつけ工事に着手すること

としておりますので、今後とも、予算確保に努

め、早期完成を図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いたし

ます。

それでは、２月議会でも質問をさせていただ

きました、奈留地区における県営畑地帯総合整

備事業の取り組み状況と今後の予定について、

農政水産部長に伺います。
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○農政水産部長（緒方文彦君） 串間市の奈留

地区は、本県における食用カンショの主産地と

なっておりますが、降雨等により土壌が流さ

れ、生産量の減少や品質の低下が見られること

から、県営畑地帯総合整備事業により、客土工

事と暗渠排水工事を計画しております。

現在、受益者からの施行申請を受け、土地改

良法に基づく手続を進めているところでありま

して、本年度中には測量設計を終え、来年度か

らは工事を行う予定であります。事業実施に当

たりましては、作付調整など受益者の御協力も

いただきながら、早期完了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。

次に、宮崎県内でもそうでございますが、農

業者の高齢化が進み、後継者もいなくて農業を

やめる方々も随分ふえてきております。これか

らの５年、10年、20年後を考えますと、中山間

地域そのものがなくなるのではないかというふ

うに危惧をされております。そのためには、集

落営農、土地の集積の取り組みが必要と思われ

ますが、串間市のほうでは、先日新聞にも出て

おりましたけれども、７つの地区で土地利用改

善団体の設立が続いております。まだまだふや

していきたいと担当者は言っておりますが、い

ろいろ世話していただく方は、「たまたま」キ

ンカンを世に出した方でございますが、信頼が

厚く、農家の方々の信用性が随分高い。そのた

めに、そういった団体の設立がスムーズにいっ

ているのではないかなというぐあいに思ってお

ります。そこで、農地の利用集積に取り組む集

落営農組織の現状と今後の取り組みについて、

農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農家の高齢化

がさらに進み、耕作放棄地の増加が懸念される

中で、集落営農組織が中心となって農地の利活

用を進めることは大変重要であると考えており

ます。

平成25年３月現在、県内の集落営農組織は、

農作業受託組織も含めまして126組織ございます

が、この中で農地の利用集積等に取り組む組織

は76組織という状況でございます。最近設立さ

れたものでは、ことしの８月、先ほど質問の中

にもございましたけれども、串間市の塩屋原農

用地利用改善団体があるなど、組織数は徐々に

増加しておりますが、役員の高齢化等により今

後の運営が懸念される組織も見受けられるとこ

ろであります。県といたしましては、地域農業

が維持発展できるよう、今後とも、集落営農の

組織化や法人化を積極的に進めるとともに、次

代を担う組織のリーダー育成等、必要な支援を

行ってまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 続きまして、またお尋ねしま

すが、農地集積の現状と今後の取り組みについ

て農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 県では、地域

の話し合いに基づいて、市町村が作成する「人

・農地プラン」による農地の担い手の明確化と

ともに、農地の出し手に交付される農地集積協

力金や農地の受け手に対する規模拡大交付金を

活用して農地集積を推進しており、認定農業者

を初めとする担い手に対して全農地の約５割が

集積されております。

このような中、国におきましては、今後10年

間で、担い手の農地利用が全農地の８割を占め

る農業構造を実現するために、平成26年度概算

要求におきまして、各県に、仮称でございます

けれども、農地中間管理機構を設置することと

しております。これを受けまして、県といたし
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ましても、市町村や関係団体等との連携や取り

組み体制を強化し、農地の利用集積を積極的に

推進してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 農政水産部長、ありがとうご

ざいました。先日、ＪＡ大束の農家支援センタ

ーに様子を見に行かせていただきました。そう

しましたら、昨年の11月から試行的に15名の方

で取り組みをされておりますが、本当に積極的

に取り組みをされて、今、安定の中でやってい

る。10月になれば１年間の状況がわかってくる

ということでございました。そこで話が出まし

たのは、「県の農政の課長さんに我々の仕事を

見ていただいた。大変ありがたい。自分たちが

一生懸命やっているところを直接、偉い課長さ

んが来て、見ていただいた。そのことが大きな

励みになる」ということでございます。また、

将来については今の15名から30名ぐらいに雇用

をふやし、そして新たな取り組みとして植栽を

やりながら、自分たちでまた収穫をして、支援

センターから出したいというようなことで目が

輝いておりました。どうぞ担当の課長さんにも

そのようにお伝えいただきたいというぐあいに

思っております。担当のそういった課長さんた

ちが訪ねてきて実際見ていただくというのは、

やっぱり現場の方はうれしいんです。そのこと

をお伝えしておいていただきたいと思います。

次に、串間市の舳地区の急傾斜工事の件であ

ります。

この件につきましては、前の県議会の中でも

質問をさせていただきました。舳地区の方は、

雨が降る、あるいは台風が来ると、崖崩れが起

きるのではないかということで避難されており

ますが、県のほうでもいろいろ取り組みをして

いただいて、いよいよ動き出すのかなというふ

うに考えておりますが、串間市舳地区急傾斜工

事の年度計画及び工事用道路跡地利用につい

て、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 舳地区の急

傾斜地崩壊対策事業につきましては、平成23年

度から事業に着手しまして、これまでに測量や

詳細設計、地質調査等を完了しております。工

事につきましては、今年度から着手し、地元の

協力を得ながら、おおむね４年間で完成するよ

う計画しているところでございます。

また、工事用道路としまして、日南市側の私

道を約50メートル利用させていただく計画とし

ております。このうち一部拡幅が必要になった

場合は、工事後に原形復旧することが原則であ

りますが、地権者の了解が得られれば、工事後

も存置し、地元管理のもと、従来どおりの利用

をしていただくことは可能でございます。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。

次に、道路のセンターラインと外側線の重要

性についてでございます。

ふだん昼間の明るい状態の中での車の走行時

は道路の幅員が見えていて、さほど気になりま

せんが、夜間に車で走っていますと、センター

ラインの消えている、下り坂で曲がっている道

路関係では極めて危険であることに気づきまし

た。そこで、質問をいたします。事故防止のた

め、消えている区画線─センターライン、外

側線のことでございますが─に対する県及び

市町村が管理する道路の対応について、県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 道路のセン

ターラインや外側線等の区画線は、通行車両の

安全を確保する上で重要な交通安全施設であり

ます。このため、県が管理します道路の区画線

につきましては、日ごろから道路パトロール等

で状況を把握し、不鮮明な箇所は、交通量や道
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路の形状等を勘案しまして、緊急性の高いとこ

ろから順次、塗りかえを行っているところで

す。

また、市町村が管理する道路におきまして

も、区画線の見えづらい箇所が見受けられます

ことから、市町村の担当者会議など、あらゆる

機会を通じまして、適正な管理に努めるよう助

言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 よろしくお願いをいたしたい

と思います。

続きまして、国道448号の名谷から石波間のト

ンネル主体のバイパス計画について進捗状況を

県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国道448号

は、地域の振興や沿線住民の生活を支える重要

な路線でありますことから、これまでに恋ヶ浦

トンネルや名谷トンネルを整備しまして、昨年

度からは夫婦浦バイパスに着手するなど、計画

的に整備を進めているところです。

名谷から石波間のバイパス計画につきまして

は、地質が脆弱であることや、想定されるトン

ネル延長が長く相当規模の事業費が必要となり

ますことから、安全性や経済性などを十分に検

討する必要があります。このため、今年度は地

形や地質の調査を行い、複数のルート比較案を

作成しているところでありまして、来年度以降

も、トンネル区間のボーリング調査や地質の解

析業務などを実施し、最適なルートの選定な

ど、順次、必要な調査や検討を進めてまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 国道448号の串間市都井中学校

付近に急カーブで急勾配のところがあり、観光

事業者の話では大変危険なところで、車同士の

離合もできなく、特に雨の日にはスリップする

ということも聞いております。大変危険である

ということでございます。また、都井地区の自

治会からも以前から要望が上がっていると聞い

ておりますが、国道448号の都井中学校付近のヘ

アピンカーブの是正について県土整備部長に伺

います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 国道448号

は、主要な観光地であります都井岬にアクセス

する重要な道路でありまして、串間市街地から

都井岬付近までは、おおむね２車線の幅員が確

保されている状況です。議員御指摘のとおり、

都井中学校付近のヘアピンカーブでは、急峻な

地形で高低差が大きく、観光バスなどの大型車

同士の離合に支障を来している状況にあります

ことから、今後、カーブ区間の部分的な拡幅な

どの対策につきまして検討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 続きまして、串間市は市制60

周年を来年11月に迎えます。当時の市木村との

合併のときに、市木―串間間の道路整備が約束

事であったと地元の方は言い続けておりまし

た。私がお話を伺った方は先日お亡くなりにな

りましたけれども、そうやって皆様が言い続け

ておりました。59年が経過してもいまだに実現

しないというふうに嘆いておられましたが、未

改良箇所はあと２～３キロメートルとなってい

るようでございます。県道市木―串間間の事業

中区間の整備状況と未改良区間の整備の見通し

について、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道市木串

間線は、市木と串間を結び、沿線住民の生活を

支え、緊急輸送道路にも指定されるなど、重要

な路線でありますことから、計画的に整備を進

めておりまして、総延長約16キロメートルのう

ち約13キロメートルの改良が終わっておりまし
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て、改良率は約79％となっております。

現在事業中の子持田工区につきましては、平

成21年度に事業に着手しまして、全体延長

約2,300メートルのうち、これまでに約570メー

トルを完成供用しており、今年度も引き続き用

地買収や工事を実施するなど、早期の完成に向

け、鋭意事業を進めているところでございま

す。また、小宇土工区約200メートル区間の整備

につきましても、平成24年度に着手しておりま

して、今年度、完成供用する予定としておりま

す。残る未改良区間につきましては、道路の現

況や緊急性などを総合的に勘案しまして、必要

な整備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。

○岩下斌彦議員 今、県土整備部長からお話を

伺いましたが、時々、私もその道路を通ること

がございます。２カ所でしたか、工事をやって

いらっしゃいまして、徐々に解決しているのか

なというぐあいに思いますけれども、60年たつ

状況でございますので、またぜひよろしくお願

いを申し上げたいと思います。

一番最後になる前に、福祉保健部長に再度お

聞きさせていただきますが、先ほどの障がい児

関係についての補助単価を引き上げる考えはな

いのか、お聞きしたいと思います。後になりま

したが、よろしくお願いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 障がいのある

子供たちが、幼児期において幼稚園などで同世

代の子供たちと一緒に過ごすことは、心や体の

自発的な成長を促す上で重要であると考えてお

ります。このため、幼稚園における障がいのあ

る子供の受け入れに対する支援につきまして

は、近年、対象幼児数が増加傾向にある中で、

必要な予算の確保に努めてきたところでござい

ます。

具体的に申し上げますと、21年度は対象園児

数が51人、事業費が交付実績ベースで1,822

万8,000円でございましたが、24年度の実績は対

象園児数96人とふえまして、交付額も3,449

万6,000円と２倍近くの伸びになっております

が、この額は補正予算をお願いして対応してい

るという状況でございます。

御質問の補助単価の見直しにつきましては、

私立幼稚園関係者との意見交換の場でも要望を

いただいているところであります。県といたし

ましては、厳しい財政状況の中でありますが、

引き続き、当該事業の予算の確保に努めるとと

もに、27年度にスタートする予定と聞いており

ます「子ども・子育て支援新制度」における幼

稚園等への給付制度の見直しにおいて、障がい

のある子供たちが円滑に就園できるような支援

体制の充実について、国へ要望してまいりたい

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。

次に、平成26年度末に、宮崎県立高等学校教

育整備計画の中期実施計画が発表される予定だ

と聞いておりますが、私の地元、福島高等学校

の存続についてどう考えておられるのか、県教

育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 平成24年３月に宮崎

県立高等学校教育整備計画を策定いたしました

が、その基本計画におきまして、「福島高等学

校については、普通科を設置しており、さらな

る魅力づくりに努めるとともに、地域における

小中高一貫教育の取り組み等を注視しながら、

今後の学校のあり方について検討していきま

す」という方針を示したところであります。

県教育委員会といたしましては、学級減をし

ましても、その学校が、何より生徒にとってよ
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りよい教育環境であるかが大切であり、まずは

一定数の生徒が継続的に入学してくれるような

魅力づくりが求められると考えております。そ

のため、県外の例でございますが、ある県立高

校の通学圏内に市町村立中学校が１校しかない

という中、逆にそれぞれが１校ということを生

かし、その１校の市町村立中学校と県立高校が

連携型の中高一貫教育校となって、中高が一体

となって行う活動などにより魅力づくりを行っ

ている例もございます。このような事例も踏ま

えながら、今後の方向性について慎重に検討し

てまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 今まで、国道448号あるいは都

井岬、いろんな地元のことの話をしております

が、要は社会資本の整備が、県南の地、串間は

おくれているということでございます。いよい

よこれから新しい高速道路の取り組みとか運動

も展開され、実現する可能性が徐々に高まりつ

つあるところでございますが、どうぞ宮崎県と

いたしまして、南のほうをしっかり見ていただ

きますようにお願いを申し上げまして、質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○丸山裕次郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

次の本会議は、17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４時10分散会


