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平 成 2 5 年 1 1 月 2 7 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 黒 木 正 一 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 渡 辺 創 民 主 党 宮 崎 県 議 団

（ ）15番 田 口 雄 二 同

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 太 田 清 海 社会民主党宮崎県議団

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 中 野 一 則 同

（ ）23番 中 野 明 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 十 屋 幸 平 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）28番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）29番 井 上 紀代子 民 主 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 社会民主党宮崎県議団

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 松 村 悟 郎 同

（ ）34番 押 川 修一郎 同

（ ）35番 宮 原 義 久 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 丸 山 裕次郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 梅 原 誠 史

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 齊 藤 和 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

総 務 課 主 任 主 事 橋 本 季士郎

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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一般質問◎

ただいまの出席議員38名で○福田作弥議長

す。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○坂口博美議員

ざいます。通告に従いまして一般質問を行いま

す。

「しかるべき時期に判断をしたい」、言いか

えるなら、「今は表明をするには適当の時にあ

らず」との意であろうかと存じます。知事は、

過ぐる定例県議会において、我が会派を代表し

た宮原幹事長が行った９月10日の質問に対し

て、次期知事選に出馬する考え方をそのように

示されました。与えられた任期の３分の１を残

した時点での現職知事の見解となれば、「今は

ただ、残された任期の一日一日に全身全霊を傾

けるのみ」との思いを加えてなされたこの答弁

には、一定の理解を示すべきであろうと考えつ

つ拝聴したところであります。なぜならば、そ

の時点では、新人１名が当該選挙への出馬意欲

を示してはいたものの、次期知事選挙に関する

県民の関心たるや、ほとんどないに等しい状況

であったからであります。

しかしながら、次期知事選をめぐる一連の動

きを経て、今では状況が大きく変化したと思わ

れます。その理由でありますが、それは、その

後の10月12日に宮崎日日新聞が、「我が理念を

果たすには限界を感じた」との理由で国政へと

転じた東国原前知事が、次期知事選挙へ出馬を

検討していると報じ、続いて今月５日には、県

経済団体協議会が河野知事への出馬を要請、そ

れを受けて御自身の後援会も役員会を開いたと

の報道がなされたことに起因します。

そして、これらの動きは、県民の知事選への

関心を大きく高めるところとなり、今なお、た

だただ県政に汗するのみとして黙するあなたの

姿勢は、もしや前知事との密約等があったので

はとの疑念を抱く者すら出てくるに至っている

のであります。これ以上の沈黙は、それを一層

増幅させるところともなりかねず、今こそ、ま

さに知事の言われる「しかるべき時」であると

考えます。２選目出馬についての考え方を知事

にお伺いし、壇上の質問といたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

次の知事選挙についてであります。私にとり

まして、県民の皆様から負託をいただきました

この大切な４年間の任期、一日一日を県勢発展

のために全力を尽くすことが自分に課せられた

責務であると考えており、これまで県議会を初

め、県民の皆様の御理解と御協力をいただきな

がら、誠心誠意県政のかじ取りを担わせていた

だいているところであります。改めて心から感

謝を申し上げます。

私は、知事として、「宮崎新生」の旗を掲

げ、この３年間、本県が大変厳しい状況の中か

ら立ち上がり、将来に向けた希望の光を取り戻

す、また、この愛する宮崎の豊かな未来を、県

民の皆様とともにその力を結集して築き上げて

いくという強い決意を持って、一所懸命の精神

で県政運営に邁進をしてまいりました。

平成25年11月27日(水)
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任期の前半は、口蹄疫からの再生・復興に取

り組む中、鳥インフルエンザや新燃岳の噴火、

さらには東日本大震災など、本県が、また我が

国が、かつて経験したことのないような災害に

相次いで襲われたところであります。その対応

に全力を注ぐとともに、こうした災害等に伴

い、疲弊をした県内経済・雇用の回復に精力を

傾けた２年間でありました。

また、この１年は、本県の再生・復興の象徴

であります宮崎牛の日本一連覇や東九州自動車

道の一部前倒しでの開通など、まさに天岩戸が

開き、まばゆい希望の光が差し込んできたかの

ような明るい話題が相次いだところでありま

す。宮崎によい風が吹いてきた、そのような実

感を抱いているところでございます。

こうしたよい流れにさらに弾みをつけるた

め、今年度に入り、「復興から新たな成長へ」

を県政の基軸に据えまして、本格的な景気回復

と揺るぎない産業基盤の構築への取り組みな

ど、県政は着実にかつ力強く前へ進んでいるも

のと考えているところであります。

そのような中、今般、経済界を初めとする各

方面から次期知事選への出馬要請をいただき、

さらには、多くの県民の皆様から私に対し、温

かい応援の声をいただきましたことは、身に余

る光栄であり、胸の熱くなる思いがいたしてお

ります。

私としましては、こうした県民の皆様の声を

重く受けとめ、熟慮を重ねました結果、この愛

する宮崎のさらなる飛躍に向けて、次期県政に

おきましてもこの宮崎県知事という重責を担わ

せていただきたい、私が先頭に立って宮崎の希

望に満ちた未来を切り開いてまいりたい、その

ように決意し、次期知事選挙への出馬を決断い

たしました。

今後とも、皆様には変わりない御支援、御協

力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

〔降壇〕

次期知事選挙への出馬意向と○坂口博美議員

いうものを今、初めて公式には表明されたわけ

でありまして、このことによってすっきりした

気持ちになった県民というのは少なくないと思

います。次の選挙で河野知事を支持するしない

は別として、すっきりした方は少なくないと思

います。それは、壇上で申しましたように、東

国原前知事とのしがらみが何かあるのではない

かと思っていた人たち、これで、ないんだなと

いうことですっきりしたんじゃないかと思って

おります。

それから、大変ほっとした人もおります。そ

の一人は私であります。宮日新聞が「知事選出

馬」といったような報道をやりました。誰もそ

れは公言していない。これは宮日も前回、宮崎

市長選挙で坂さんの、間違えたよなと、予測

を。今度あたりは五分五分でプラマイゼロかな

と思って、ああ、よかったなと、宮日も。今度

しくじったら大変だろうなと思ったんですけ

ど、ほっとしたのが私であります。

知事は、「宮崎新生」をマニフェストに掲げ

て前回当選をなさいました。３年を迎えるわけ

なんですけれども、今、この宮崎が抱えておる

課題といったもの、それから、こういった状況

にあるといったことをどう分析されて、どう考

えておられるのか。また、２期目を担われるこ

とになったとすれば、いかなる思いで、どう

いった宮崎をつくっていこうと考えておられる

のか、お聞かせをいただきたいと思います。

本県の課題につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、短期的なものから中長期的なものまでさ

まざまありますが、私としましては、大きく３
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つに課題を整理して考えております。

まずは、地域経済・雇用全体の底上げであり

ます。景気回復への期待、今、アベノミクス等

によりその期待が高まる中で、地方におきまし

ては、なかなか経済の浮揚を実感できる状況に

はないと認識しております。このため、社会資

本の整備をさらに進めつつ、成長産業の育成の

加速化や、中小企業、農林水産業の振興を図

り、地域に根差した足腰の強い産業基盤を構築

していく必要があろうというふうに考えており

ます。

また、これと並び、喫緊の課題となっており

ますのが、防災・減災への取り組みでありま

す。東日本大震災の教訓等を踏まえ、本県の直

面する南海トラフ巨大地震等もございます。市

町村や九州各県、国、関係機関と連携をして、

県民の命を守ることを最優先にした対策に取り

組まねばならないと決意をしておるところでご

ざいます。

さらには、本格的な人口減少社会に正面から

向き合うこと、この３つ目の課題でございま

す。本県では、2030年には人口が100万人を割り

込み、とりわけ生産年齢人口が減少するという

厳しい見通しがあるわけであります。将来を担

う人材をどう育て確保し、産業の生産性や地域

の活力をどう維持・充実させていくのか、まさ

にこの宮崎の将来を担う人材づくりこそが、

今、取り組むべき重要な課題であろうというふ

うに考えております。

これらに限らず、解決すべき多くの課題がご

ざいますが、残された任期におきまして、その

対応に全力を傾けてまいりたい、そのように考

えております。

次に、次期県政についての私の思いでござい

ます。国レベルでは、経済再生を目指すアベノ

ミクスでありますとか、2020年東京オリンピッ

クの開催の決定、また本県におきましては、待

望の東九州自動車道の延岡への開通というのも

目前に控えております。細島港の整備も大きく

前進をしております。また、宮崎牛日本一連覇

達成など、本県を初め、この東九州地域が大き

く飛躍する絶好のチャンスが到来していると考

えておるところであります。したがいまして、

これまで整備を進めてきた東九州自動車道を初

め、ハード、ソフト両面にわたる県勢発展の基

盤を生かしながら、活力にあふれ、国内外に開

かれた、来たるべきいわば東九州の新時代を牽

引する宮崎県を築いてまいりたい、そのように

考えております。

そのためには、宮崎県が、活力ある産業、個

性あふれる地域、将来を担う人材が育つ県でな

ければならないというふうに考えております

し、海外への積極的な展開や、東京オリンピッ

クを契機として世界へとつながる県であるこ

と、さらには、安全・安心で県民や来県者に

とって幸福度の高い県となることを目指して、

力強く前に進んでいく必要があると考えており

ます。こうしたことが、本県の今、長期計画に

掲げております新しいゆたかさ、右肩上がりの

単なる数字、経済を追うばかりではない、新し

いゆたかさの実現につながるものと確信をして

おるところであります。県民の皆様に次期県政

の御負託をいただければ、この方向性に沿った

施策と、県民の力を結集し、私が先頭に立って

取り組んでまいりたい、そのように考えておる

ところであります。

次に、次の選挙に向けての議○坂口博美議員

会の知事への評価ですけれども、少なくともこ

の県議会の中では、知事のリーダーシップに対

しての不満というのはかなりなものがあるとい
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うふうに認識をしております。そこで、県政の

最高責任者である知事の立場として、こういっ

たことをどう捉えておられるのか。今後、どう

してこれに応えていこうとされるのか、その決

意のほども含めてお聞かせをいただきたいと思

います。

今まさに私どもを取り○知事（河野俊嗣君）

巻く国内外の環境、大きな変革の時代を迎えて

いるというふうに考えております。また、本県

は、新たな成長に向けて大きくかじを切ったと

ころでありまして、極めて重要な時期を迎えて

おるというふうに考えております。県政のリー

ダーとして、まずはみずからが先頭に立ち、将

来に向けてのしっかりしたビジョンを示してい

くこと、そして、県民の力を結集していくその

核となるべきこと、そのような立場であるとい

うことを認識しておるところでございます。

私自身、「対話と協働」を基軸としながら、

必要な場面では、リーダーシップを持って最善

の決断をしてまいったと考えておるところでご

ざいますが、私のそういう取り組みに対し、さ

まざまな御意見、さまざまな厳しい指摘も踏ま

えて御指摘をいただいたというのは、真摯に受

けとめておるところでございます。私としまし

ては、知事として、政治家として、その発信の

仕方、また説明の仕方という力にも磨きをかけ

ながら、県民の皆様に、より御理解をいただき

ながら、しっかりとリーダーシップをとってま

いる、そのような精進を重ねてまいりたいと考

えております。

ぜひ、そうやってしっかり対○坂口博美議員

応していっていただきたいと思います。リーダ

ーシップというのはやっぱり難しいと思うんで

す。リーダーシップだと思ってやっていても、

それは独断、ワンマンじゃないかということに

なる。対話と協働、このバランス、適宜な対応

をやりながら、ぜひやっていっていただきたい

と思います。

では、次にお伺いしますが、これから平成26

年度の予算編成作業が始まっていくわけなんで

すけれども、恐らく、当初予算としての本格的

な予算を組まれるのは、26年度予算が任期中に

は最後になるのではないかと思います。27年度

については骨格をやって、選挙を経て、知事と

なって、再選されたならば肉づけをやって、再

来年度になりますね、27年度予算へと施策なり

をつないでいかれることになると思うんです。

知事は、26年度予算の編成方針の中で、重点施

策として、「将来の発展と地域を支える人財づ

くり」というのを３本柱の筆頭に挙げられまし

た。これは具体的にはどういうことをやろうと

しておられるのか。そしてまた、26年度、27年

度に向かってどういった施策なり事業というも

のをつないでいこうとされているのか、お聞か

せをいただきたいと思います。

私は、知事就任以来、○知事（河野俊嗣君）

県づくりは人づくりであろうと、人は財産とい

う信念に基づきまして、「人財づくり」を基本

政策の一つに掲げまして、県民一人一人が地域

や将来のことを考えて、その力を結集して宮崎

づくりに取り組めば、道は開ける、希望に満ち

た明るい未来を築けるという信念のもとに県政

を担ってまいったところであります。特に、私

どもが経験をした口蹄疫や鳥インフルエンザ、

そうした未曽有の難局に直面しながらも、県を

挙げて闘い、県民の力を合わせてそれを克服

し、宮崎牛の全共２連覇に代表されるようにさ

まざまな困難を乗り越えてきましたことは、ま

さに県民の底力であると考えておりまして、人

づくりの大切さというものを改めて認識する契
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機となったところであります。

以前、新潟の旧長岡藩が、救援のために届け

られた米百俵を学校設立資金に充てまして、あ

すの千俵、万俵として生かす道を選択したこと

でありますとか、本県出身の上杉鷹山公が、財

政窮乏にあえぐ中、あえて藩校を再興し、人づ

くりに力を注いだ、そういう故事に思いをはせ

ますと、人づくりというものは、一朝一夕に成

るものではございませんが、百年の大計に立っ

た未来への投資として進めていく必要があろう

と、そのように考えておるところであります。

このような考え方に基づき、来年度の重点施

策の柱に人財づくりを掲げたところでありまし

て、次期県政におきましても、私どもの将来を

託していく子供たち、また、活力あふれる産業

・地域を牽引するリーダー、また、社会のあら

ゆる分野で活躍する女性や生涯現役で活躍する

高齢者など、グローバルな視野と挑戦する気概

を持ち、あすの宮崎を切り開いていく人づくり

に全力を注いでまいりたいと考えております。

人材というのは、当然なこと○坂口博美議員

でしょうけど、「人は石垣、人は城」とか、人

材の大切さというのは当たり前のことなんです

が、本県で今言われるような「人財」をこれか

ら育成していこうとしたとき、「人財」を育成

するための人材を育成する必要がある。ノウハ

ウをまずちゃんと組み立てるといいますか、確

保する必要がある。また、その拠点となるとこ

ろもない。ソフト、ハードにわたってまだまだ

整備しなければならぬ。ゼロからのスタートだ

と思うんです。だから、ここらについてもしっ

かり そして、これは教育委員会も全てかか―

ることだと思うんです。私は、生涯学習センタ

ーの整備というものを、教育センターあるいは

県営野球場跡地、ここらにやったらどうかとい

うのを 放送大学が日向に来る以前からです―

から 放送大学までそこにやって、全体的な―

教育をやっていく。生まれてから次の世に行く

までが全て教育だということで、委員会等で訴

えてきたことはあるんですけれども、ぜひ、そ

ういったしっかりしたものを組み立てていっ

て、将来を見据えた「人財づくり」を目指して

いただきたいと思います。

次は、歳出特別枠なんですけれども、いわゆ

る骨太の方針、これが６月に閣議で決定をされ

ました。それを受けて８月には中期財政計画、

これが閣議で了解をされました。その中の心配

というのは、６月議会でも申し上げたんですけ

れども、歳出特別枠、これはなくすことで、整

理することで、１兆5,000億ありますから、国の

財政健全化に資していこうというようなこと

が、この中で示唆されておりました。これがい

よいよ実施となりますと、本県にとってはかな

り深刻な問題だと思うんです。これに対しての

知事の御所見というものをお伺いしたいと思い

ます。

今、御指摘がありまし○知事（河野俊嗣君）

た地方交付税に関する歳出特別枠につきまして

は、いわゆるリーマンショック後の低迷する地

域経済の活性化や雇用対策のために設けられた

ものであり、いまだ本格的な景気回復が見られ

ない地方にとりましては、必要不可欠なものと

認識をしております。来年度の地方交付税につ

きましては、既に総務省の概算要求ベースで対

前年度比3,000億円のマイナスとなっているとこ

ろであり、仮にこの歳出特別枠1.5兆円が廃止さ

れた場合、あくまでも大まかな試算ではありま

すが、本県の交付税額が全国の100分の１程度で

あるということを踏まえると、100億円から200

億円程度の大幅な減収が予想されるところであ
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りまして、来年度の予算編成そのものが大変困

難な事態に陥るという懸念を持っておるところ

でございます。このため、これまでも地方交付

税の総額確保につきまして、私も直接、国の担

当部局や県選出の国会議員等に訴えてまいりま

したし、６団体、先日の全国知事会でもそのよ

うな議論をしたところでございまして、今後と

も声を上げ続けていきたい、まさにこれからが

正念場だというふうに考えております。

そうだと思うんです。特別枠○坂口博美議員

の設置どころか、基金を全て崩しても予算が組

めないんじゃないかというような、そういった

心配すらそこにはうかがえると思うんです。ぜ

ひ、そこらはしっかり頑張っていただきたいと

思います。

それから、９月だったですか、日経新聞が、

東京の一部上場の企業1,335社だったですか、そ

この９月決算での純益というものがトータル

で13兆3,000億、たくさんの会社が過去最高の決

算を上げたというのが報じられました。このよ

うに、いわゆるアベノミクス効果というんで

しょうか、確かに数字の上では、どんどん経済

状況というものは回復をしてきていると思うん

です。しかしながら、自分の周りを見てみます

と、法人の形態が変わってきたと。分社化ある

いはアウトソーシングの導入、こういったこと

によって、企業の生産活動の拠点というのが分

散化したり、形態が分散化してきているという

ことで、企業の業績が上がってきている割に

は、その企業が立地している自治体が提供して

いるサービスに見合うだけの企業業績回復の効

果というものが税収としてあらわれていないの

ではないかという話がたくさんあります。総務

部長に、この配分のもとになる地方法人課税制

度についてお伺いをしたいと思います。

複数の都道府県に○総務部長（四本 孝君）

事務所を有する企業の地方法人課税につきまし

ては、企業の事業活動の規模をあらわす従業者

数などを指標とした分割基準によりまして、税

収の案分が行われているところであります。分

割基準につきましては、社会経済情勢の変化な

どを踏まえまして、一定規模以上の製造業にお

ける工場従業者数の1.5倍換算、あるいは非製造

業における事務所数の導入など、随時見直しが

行われてきたところであります。しかしなが

ら、企業の経営形態が多様化してきておりまし

て、本県においては、議員御指摘の分社化ある

いはアウトソーシングにより、現行制度におい

ても税収が伸び悩む要因となっております。

総務部長に、税に関してもう○坂口博美議員

１つお尋ねなんですけれども、今度、消費税の

増税が実施されますと、ますますもって都市部

と地方との税収の格差というのが大きくなって

いくんじゃないかという懸念から、国のほうで

今、法人住民税の一部を国税化して交付税とし

て再配分していこうというような議論がなされ

ております。確かにこの手法というのは、今の

法人特別税の維持をしていただく上で、これが

また加わってくれば、格差是正には大きなメ

リットがあるのではないかと思うんですけれど

も、これについての見解を再度お伺いいたしま

す。

議員御指摘のとお○総務部長（四本 孝君）

り、本県のような地方と都市部との間には大き

な税収格差が生じておりまして、来年４月の地

方消費税率の引き上げにより、その格差がさら

に拡大をするということが懸念されているわけ

であります。このため、都市部に税収が偏って

いる法人住民税の一部を国税に切りかえ、これ

を地方交付税として配分するということにつき
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ましては、現在行われている法人事業税の一部

を譲与税として配分する地方法人特別税制度の

継続とあわせまして、本県を初めとする地方に

とりましては歓迎すべきことだと考えておりま

す。これまで本県としても、財政力の弱い団体

に配慮した地方法人課税のあり方の見直しにつ

いて要望してまいりましたが、今後とも、議論

の動向を注視してまいりたいと考えておりま

す。

ただ、そのことが実行される○坂口博美議員

ようになっても、交付税が減額されるように

なったら、それは地方の分を国が召し上げたと

いうだけで、得するのは国だけということで、

税体系がどう変わろうとも、地方財政計画の中

に、地方が負担している経費というのがしっか

り組み込まれるということが一番肝心ではない

かと思うんですけれども、知事にこのことにつ

いての御見解をお伺いしたいと思います。

今、御議論がありまし○知事（河野俊嗣君）

た、法人住民税の一部を国税に切りかえて地方

交付税の原資とするという措置、案であります

が、あくまでも、地方消費税の引き上げに伴い

懸念される自治体間の財政力格差の拡大を防ぐ

方策として検討されているものであり、国の財

政負担の軽減のための方策ではありませんの

で、確保された財源は、当然ながら全て地方に

配分されるべきであるというふうに考えており

ます。そのためには、議員御指摘のとおり、地

方が必要とする経費というものが地方財政計画

の歳出に適切に計上されまして、地方交付税の

算定に用いられる基準財政需要額に確実に反映

されることが重要であるというふうに考えてお

ります。先ほど御質問のありました歳出特別枠

の存続も含め、国に強く訴えているところであ

ります。

次に、総務部長に税について○坂口博美議員

なんですけど、消費税が10％になった時点で廃

止することが今検討されているという自動車取

得税、それから、もう一つには、民間の設備投

資を促進しようということで、償却資産にかか

る固定資産税の減免が今論じられているんです

けれども、これが実行になると大変なしわ寄せ

が地方に来るのではないかと思うんですが、再

度、総務部長にお伺いをいたします。

都道府県税である○総務部長（四本 孝君）

自動車取得税につきましては、その税収の約７

割が自動車取得税交付金として、市町村道の延

長及び面積に応じて市町村に配分をされ、平

成24年度は約９億円となっております。また、

固定資産税につきましては、市町村において税

収入の約５割を占める基幹税目でありまして、

そのうちの約２割が、国において廃止が議論を

されております償却資産課税分であり、平成24

年度は約140億円となっております。このよう

に、自動車取得税及び固定資産税の償却資産課

税、いずれの税目につきましても、もし廃止さ

れるということになりますと、市町村の財政に

極めて大きな影響が生じるものであると認識を

しております。これまで全国知事会を初め、全

国市長会、全国町村会など地方６団体を通じま

して、自動車取得税の見直しに当たっては、都

道府県及び市町村に減収が生じないよう安定的

な代替の税財源を確保すべきであり、この措置

が実施されない限りは、自動車取得税は廃止す

べきではないこと、また、固定資産税は、市町

村の税収の大宗を占める重要な基幹税目であ

り、国の経済対策等の観点から、償却資産課税

の見直しを行うべきではなく、現行制度を堅持

することといった要望を強く行っているところ

であります。
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総務部長に引き続いてお伺い○坂口博美議員

しますけど、遊休地問題なんですが、会計検査

院がせんだって、日本高速道路保有・債務返済

機構に対して、これはしっかり生かしなさいと

いう指示をやっております。本県において、こ

ういった塩漬け土地あるいは遊休地というのは

どういう状況にあるのか、お伺いをいたしま

す。

県が所有する未利○総務部長（四本 孝君）

用地につきましては、一般への売却を予定して

おりますものが、現在、31カ所、約４万5,000平

方メートルとなっております。このうち現在売

却中のものは、10カ所、約6,000平方メートル、

今後売却予定のものは、21カ所、約３万9,000平

方メートルとなっております。また、未利用地

の処分につきましては、県での活用策について

全庁的な検討・調整を行いまして、利活用の見

込みがないものは、市町村へ利用希望を照会

し、希望がない場合には、一般競争入札等によ

る売却を行うこととしております。

その処分の見通しについては○坂口博美議員

どのように持っておられるのか。

未利用地の処分に○総務部長（四本 孝君）

つきましては、一般競争入札の実施増あるいは

入札情報のＰＲの強化、宅建業者による媒介や

インターネットを活用した入札の実施などに積

極的に取り組み、昨年度までの３年間で約17億

円の処分を行っております。また、長期間売却

されない土地につきましては、今年度から新た

に、不動産鑑定士に専門的な助言や提案を求め

る取り組みも行っておりまして、今年度につい

ては、年内に15件、約５億8,000万円の処分を見

込んでいるところであります。今後とも、この

ような取り組みをさらに積極的に行いまして、

未利用地の処分を一層推進してまいりたいと考

えております。

今度は、その未利用地につい○坂口博美議員

て知事に伺いますけれども、中には10年以上処

分ができていない土地、完全な袋小路になって

いる土地、どう考えたって処分しようにもでき

ない土地というのも随分あります。こういった

土地というのは、むやみやたらに経費を突っ込

んでいくばかりではなくて、有効に活用する、

無償ででも譲与して活用していくという方法は

とれないものなのかどうか。例えば、市町村が

整備する防災・減災のための避難タワーの設置

でありますとか、あるいは後方支援のための拠

点でありますとか、そういったものに提供し

て、そういった整備をさせることによって、県

の推進方策にも一致するわけでありまして、こ

れが有効な活用と言えるのではないかと思うん

ですけれども、知事にその判断、見解をお伺い

したいと存じます。

ただいまの防災の観○知事（河野俊嗣君）

点、大変重要な御指摘だというふうに受けとめ

ておりまして、それをしっかりと検討してまい

りたいというふうに思っております。まず、地

方自治体の財産管理の原則でありますが、財政

運営の健全性や公平公正な運営を図る観点か

ら、地方自治法によりまして、適正な対価で譲

渡することが原則とされておるところでありま

す。ただし、条例または議会の議決があれば、

適正な対価によらず譲渡ができるとされており

まして、本県においては、財産に関する条例に

よりまして、市町村が公共的な利用に供する場

合などに限り、減額をして譲渡しているところ

であります。特に、御指摘の県有地の無償譲渡

につきましては、権利関係が不明なまま長期に

わたりまして市町村の道路に利用されている場

合など、極めて限定的に行っているところであ
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ります。県有地の処分につきましては、こうい

う法律の趣旨や条例の規定に照らしまして、個

々の事情を十分考慮しながら、処分の方法や価

格などを適切に決定する必要があろうと考えて

おります。

条例第４条第２項で減額はゼ○坂口博美議員

ロまでできるようになっているんだから、ぜひ

対応を考えていただきたいと思うんです。処分

できないとわかっている土地に管理費を突っ込

んでいく。このお金は県民のお金です。そこを

売ってお金にかえて県民に利益を還元する、こ

れはまず第一にとるべき方法だと思うんです。

それができないところをむやみやたらに土地を

寝かしていても何も生まない。経費だけ要って

いく。こういうところを金で還元するんじゃな

くて、そこを使えるという、利用という利益を

県民に提供する。これは、比較したときは当然

選択すべき方策であると思いますので、ぜひ、

そういった方向で今後整理をしていっていただ

きたいと思います。

それから、病院局長にお伺いします。病院局

としても、我が町新富町に広大な富養園跡地と

いうのを持っておりますけれども、この土地に

対しての現状、それから、この土地の変遷につ

いてお聞かせをいただきたいと存じます。

まず、県立富養園○病院局長（渡邊亮一君）

の経緯でございますけれども、昭和25年当時、

精神衛生法により県に精神病院設置が義務づけ

られましたために、誘致のあった新富町からほ

とんどの用地の寄附を受けまして、昭和27年に

開設しております。その後、50年間、県の精神

医療に尽力してまいりましたが、精神医療を取

り巻く環境の変化に伴い、全県レベルの中核精

神病院としての機能のあり方の議論が必要とな

りまして、平成14年から16年にかけて、県精神

保健福祉審議会等の場で議論が重ねられまし

た。その結果、中核精神病院が果たすべき機能

として、難治性疾患治療、身体合併症治療な

ど、民間病院では対応困難な高度医療、政策医

療を担うべきとの答申がなされまして、とりわ

け身体合併症を有する患者に対応するために

は、総合病院機能をあわせ持つ必要があるとの

ことから、平成21年４月の県立宮崎病院精神医

療センターの開設に至ったものでございます。

これに伴う富養園の閉園に際し、同園を利用

してきた患者や家族のためには、民間クリニッ

ク等による医療機能の確保が必要と判断しまし

て、平成20年度にその機能を担う医療機関の公

募を行ったところでございます。しかしなが

ら、応募者がなく、新富町などの地元機関や関

係団体との意見交換結果を踏まえまして、改め

て平成22年度に精神障害者福祉に取り組む事業

者を公募しまして、平成23年度から土地・建物

の一部を活用し、ＮＰＯ法人が日常生活支援の

ための事業を行っているところでございます。

現在、病院局は、今年度から来年度にかけて

旧病棟の解体作業に入ることにしておりまし

て、いずれにしても、この土地の今後の活用は

病院局としては考えておりませんので、新富町

の意向が確認され次第、今答弁しました過去の

経緯や知事部局との調整を図りながら、適切な

対応を図っていくという考えでございます。

最後に公募をやったけど、い○坂口博美議員

なかったと。だから、今のＮＰＯに至ったんだ

と言うけど、これは、５つの機能を宮崎病院に

持っていくが、残りの中間施設的な機能という

のはそのまま責任持ってやるという約束だった

んです。官民の役割分担ということで公募を

やった。いない。ここまでは医療行政なんで

す。ＮＰＯ、これは福祉行政。医療行政の放棄
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ですよ。そこのところを一つ頭に入れておくべ

きだと思うんです。

そして、知事にお伺いしますが、今お聞きに

なったとおりなんです。例えば、これが民間の

行為だった。私がどなたかのところに行って、

こういった大層な事業をやりたい、だから、あ

なたの土地を俺にくれんか。それは大したもん

だ、あげるよ。年数が過ぎた。僕は内緒で自分

の兄弟に３分の１ぐらいを譲った。登記がえを

した。残り３分の２ぐらいを、私がいただいた

ところに行って、今、相場はこれぐらいなんだ

よ。競売に出さずに、あんた、随契で２億で

買ってくれよ、２億であげるよと言ったら、ど

やされますよ、僕は。早速訴訟ですよ、約束不

履行だということで。兄弟に譲ったものも、こ

れは詐欺じゃないかということになります。学

校ですよ、使っているのは。こういった実態が

そこにあるということです。だから、先ほど言

われた財産に関する条例の第４条第２項、ここ

は無償ということは解釈上できるわけですか

ら、運用の中で。過去やっていないというだけ

のことで。それがある。

もう一つ、今の病院局長の答弁の中では、こ

れは下手すれば負担つき寄附行為です。そう

なってくると行政の責任は重いですよ。ですか

ら、そういったものも念頭に置きながら、この

無償譲渡、譲与について決断できないものなの

か、あるいは今後検討していただけないものな

のか、再度、知事にお伺いをいたします。

これまでの経緯を踏ま○知事（河野俊嗣君）

えた今の御指摘、受けとめておるところでござ

います。病院局の所管ということで、今、公営

企業会計で、知事部局などのように一般会計に

準じた取り扱いということになりますと、先ほ

ど申しましたような、寄附を受けた土地につき

ましては、市町村が公共的な利用に供する場合

と同様に、財産に関する条例により減額して譲

渡ということになろうかというふうに考えてお

るところでございます。今の御指摘を踏まえな

がら、どのような対応が可能なのか、これまで

の事例等も勘案しながら、また、自治法の規定

というのをしっかりと考えて、県有地の処分と

いうもの、こうした個々の事情というものを十

分考慮しながら、処分の方法や価格等も適切に

今後考えていく必要があろうというふうに受け

とめております。

ぜひ、道義にかなった最適な○坂口博美議員

結論を出していただきたいということを求めて

おきます。

次に、県土整備部長に入札不調についてお伺

いしたいんですけれども、ことし10月末の時点

で56の入札不調案件がありました。これは全契

約成立件数の5.2％に当たります。昨年同期のパ

ーセントを4.2ポイントも上回っている。これは

異常な数字だと思うんです。なぜこういうこと

が起こっているのか。そういった中の共通点と

いうものはどういった共通点があるのか。ま

た、その原因はどういったことがあるのか、ど

ういう対応をされようとしているのかについて

お伺いをいたします。

入札不調○県土整備部長（大田原宣治君）

は、小規模な工事や機材等の搬入が困難な工事

などで発生しておりますが、工事発注量の増加

に伴いまして、技術者や作業員が不足し、資機

材の調達が困難となる中、受注者も採算性等を

考慮し、応札する工事を選択しているためでは

ないかと考えております。入札不調となった工

事につきましては、発注規模や施工条件等を見

直した上で、改めて入札を行っておりますが、

入札不調を少しでも減らしていくため、関係団
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体等と十分な意見交換を行いまして、技術者や

資機材の状況など、地域の実情を把握するとと

もに、現場条件を十分に考慮したきめ細かな積

算の徹底などに努めているところであります。

次に、農政水産部長なんです○坂口博美議員

けれども、同様に入札不調。23・24年、これは

ゼロだったんです。ところが、25年10月末で今

度は25件。契約成立件数に比較しますと13.1％

と異常に高い数字なんです。だから、同様に、

現場特徴、それから原因、対策、これはどう考

えておられるのか、お伺いをいたします。

農政水産部に○農政水産部長（緒方文彦君）

おきましては、10月末現在で、工事の発注件数

が、昨年度の同時期と比べて約２倍にふえてい

ることもありまして、議員御指摘のとおり、25

件の入札不調が発生いたしております。入札不

調の特徴といたしましては、一般的に、小規模

な工事や現場条件の厳しい工事などで見られる

傾向にありますが、今年度は、特に農業用パイ

プライン工事において多く発生しております。

その理由といたしましては、施工延長の長い地

下埋設の工事であるため、施工管理等の手間が

繁雑になることなどが考えられます。対策とい

たしましては、先ほど県土整備部長がお答えし

たことと同様でありますけれども、農政水産部

では、特に、農業用パイプライン工事における

施工管理書類等の簡素化等を行うなど、入札不

調の減少に努めているところでございます。

次に、同様に環境森林部長に○坂口博美議員

伺いますけど、23年から25年10月末、同じよう

な比較で、3.6％、2.5％、今回は7.4％なんです

ね、契約成立件数に比べまして。これは毎年あ

るんですよ。何としても仕事が欲しいと血眼に

なって業者が仕事を探しているときにも、やっ

ぱり出てきている。これは理解できないんです

けれども、同様にこの３点についてお伺いいた

します。

環境森林部に○環境森林部長（堀野 誠君）

おける不調の原因としては、平成23年度と24年

度はいずれも小規模工事で、工種が多いこと

や、現場までの移動に徒歩で30分程度かかるな

ど、条件が悪かったことが考えられます。ま

た、25年度は10月末現在で７件と、前年度に比

べふえていますが、これは公共工事の発注件数

が大幅に増加する中、環境森林部の場合は多く

の現場が山間部であることに加えまして、標高

が高かったり、急傾斜であるなど、施工条件が

厳しかったことが考えられます。入札不調と

なった工事につきましては、発注規模や施工条

件等を見直した上で、改めて入札を行っており

ますが、少しでも入札不調を減らしていくた

め、関係団体等との意見交換を行いながら、現

場条件等に対応したきめ細かな積算を徹底する

とともに、11月からは施工管理書類等の簡素化

を行ったところであります。

工事件数がふえたからといっ○坂口博美議員

て、不調というのは不落じゃないんです。手を

出さないんですよ、誰も。具体的には、例え

ば、きょう、幾つかの入札があったとする。こ

の工事には集中するんですよ、業者は。ここは

手も出さない。今いろんなことを言われたけ

ど、業者は自分のところで積算をやる。積算と

いうのはその価格を当てるための計算であっ

て、一方では見積もりをやる。自分のところの

会社はこれを何ぼならやれるかという、２つや

るんです。見積もりをしてここに入ったって、

宮崎県の出すこういった工事というのは、はな

から大赤字だと、あほくさいという選択の余地

が出てきたというだけのことなんです。工事件

数がふえたのとの因果関係は、選択の余地が出
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たか出ないか。そんな中でも毎年、環境森林部

はあるというのが不思議だという問いをやった

わけです。だから、答弁になっていないけど、

これはこれでいいですよ。

今、知事、聞かれましたように、幾つかの共

通点がありました。山間部だとか、進入路がな

いとか、規模が小さいとか、いろいろ言われた

んですけれども、仕組みは、見積もりというの

でやってみて初めてだめだったというのがわか

るわけで、やる前に避けるというのは、この共

通点と、そういった起こり得ないこと、仕事が

欲しいという人がさわりもしない。さわったら

やけどするからです。そこに何かを見出そうと

したときに、頭から積算に積まれていないもの

があるんじゃないか。特に考えられるのは、狭

いと言われました、作業のための仮設工事分。

こんなもの1,000万の工事で300万もかけられる

かと、残らない施設に。こんなもの抜いとけ、

抜いとけ。業者さんは仕方がないかなとずっと

やってきたけど、もうこんなことをやっていた

ら倒産だということで避け始めたということで

す。だから、来年から仕事がなくなったとき、

またそういったものをとらざるを得なくなった

とき、いろんなことを言われていますよ、今、

総合評価だ何だで、満遍なく業者を残す。消え

ていきますよ。消えていくというか消していま

すよ、今の県のやり方というのは。これはぜひ

３部長とも、そういった積み上げるものはルー

ルどおり積み上げる、これは法律が担保してい

るわけです。これは絶対やるということを、内

田副知事も含めて、国とも協議しながらやって

いただきたいということをお願いします。こう

いったことに対して、今後真摯に、真剣に取り

組むということを再度、県土整備部長にお聞か

せいただきたいと思います。

入札不調の○県土整備部長（大田原宣治君）

対策としましては、技術者や資機材の状況な

ど、地域の実情を把握しますとともに、現場条

件を十分に考慮したきめ細かな積算の徹底や、

発注時期の調整等に努めているところです。し

かしながら、発注量の増加に伴いまして入札不

調となる工事も増加しており、関係団体等か

ら、「小規模な工事や現場条件の厳しい工事に

ついては、応札を見合わせる傾向がある」との

声も聞かれますので、その内容について検証し

ながら、国や都道府県等で構成する発注者協議

会などさまざまな機会を捉え、積算に関する課

題について国と協議してまいりたいと考えてお

ります。

くどくなりますけど、入札不○坂口博美議員

調というのは不落じゃないんです。だから、き

め細かな積算と言うけど、そんなものじゃない

んです。きめ細かな積算の違いなら、一旦業者

は入札するんです。あれっ、うちは違っていた

な、失格したな、オーバーしたなということ

で。手を出さないところを不思議に感じてほし

いということを今申し上げました。これについ

てはぜひ真剣に検討していただきたい。

そしてまた、そういった類いで設計変更とい

うのがありますね。金額が変わったときには的

確にこれに対応しなさいという、法的根拠をも

とに行われる設計変更なんですけれども、施工

条件の相違等によってこれに対応することに

なっているんですが、その対応について、これ

は３部を代表して県土整備部長に、その状況、

対応等についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

工事を発注○県土整備部長（大田原宣治君）

する際の施工条件につきましては、事前に現地

測量やボーリング調査を実施するなど、土質や
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現場状況などの把握に努めているところです。

しかしながら、工事の実施過程におきまして

は、岩盤線の深さなど、設計図書で示した施工

条件と一致しない場合がありまして、その際に

は、宮崎県工事請負契約約款に基づき、受発注

者間の協議を十分に行い、工事請負代金の変更

も含めまして設計変更を行っているところであ

ります。今後とも、発注後の条件変更などが生

じた場合の設計変更につきましては、迅速かつ

的確に対応してまいりたいと考えております。

設計変更については、せん○坂口博美議員

だっての議会でトンネル工事の設計変更という

のが随分議論されました。トンネル工事の設計

変更についての見解を再度お伺いいたします。

トンネル工○県土整備部長（大田原宣治君）

事の設計に当たりましては、国の基準等に基づ

き、事前にボーリングや弾性波探査などの地質

調査を行っておりますが、地質や地下水脈など

が複雑に変化していることから、事前の調査だ

けで地質等を完全に把握することは困難な状況

にあります。このようなことから、部分的に地

質等が想定と異なる場合も多く、ほとんどの工

事で、地質等の変化に対応するための設計変更

が必要な状況にあります。設計変更に当たりま

しては、安全性や経済性、工事の品質などを確

保するため、発注者、設計コンサルタント、請

負業者により構成します岩判定委員会を開催

し、対策工法を検討するなど、適切な執行に努

めているところです。

ボーリングとか弾性波探査を○坂口博美議員

やるということでしたけど、例えば弾性波とい

うのは、発破をぽんとやって、その振動の伝搬

速度の変化によって中を推定していく。弾性波

というのは、例えば岩密度、水、空気、こう

いったもの、それから層理、節理、一番肝心な

のは節理ですね、ここらですぐ影響を受けます

よね。それを専門的に分析していくわけなんで

すけれども、それだけじゃわからない。だから

ボーリングを通す。でも、１キロのトンネルで

は、精いっぱい通して100メーターぐらいだと思

うんですよ、技術的にも。そこから、より精度

の高いものをやっていく。そのほか、踏査をや

る、あるいは水文調査をやる。こういったこと

を総じてやっていく。でも、その調査費だけ

で3,000万ぐらいかかっています。じゃ、ボーリ

ングを見てみる。66ミリですよ、直径が。大体

トンネルで２車線で正規の設計がなされていれ

ば、小さくとも50平方ぐらいになるんでしょう

か。66ミリの径のボーリングをやったって、全

体の１万5,000から３万分の１ぐらいにしか当た

らないです。なかなか当たらないですよ。

だから、言われるように、設計変更はまかり

ならぬと言っているんじゃないんです。これは

宿命だなと。しかも、そういった調査をもとに

設計をやっていくときは、まず、トンネル設計

の基本として安いほうからいきましょうと。発

破をかけてやろう。全断面を一遍に掘っていこ

う。これじゃ問題がありますよとなったとき

に、次の安い工法をとっていこうと。安いほう

から安いほう。だから増額が多いんですね。ほ

とんど増額になっていくと思うんです。

だから、宿命的にトンネルというものは設計

変更はつきものだなと。設計変更をやるときは

増額は避けられない、もともと宿命にあるとい

うことになるのだと思うんです。そういったも

のを見ながら工法なりを変えることによって、

まずは切り羽の安全を確保する、安定を確保す

るということになっていく。支保パターンが変

わるということになっていくと思うんですけれ

ども、私の感覚では、設計変更はつきものと思
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うんですけど、近年のトンネルの設計変更の状

況についてお伺いをいたします。

県土整備部○県土整備部長（大田原宣治君）

のトンネル工事につきましては、平成20年から

平成24年の過去５年間で７件の工事を発注して

おりまして、７件すべての工事において請負金

額の変更を行っている状況にあります。

それはなかなか避けがたいと○坂口博美議員

思うんです。議会で問題になったというのは、

財政法との絡みだと思うんです。５億以上のも

のは議会の議決が要りますよということで金額

が変わったから上がってくる。まず、申し上げ

ましたように、切り羽的に天端あたりがどうも

おかしいよといったとき、議会を招集して議会

で議決を経てやるというふうにはなかなかまい

らないと思うんです。昔は、私の記憶では、10

数年以上前は、明かり部分と一緒に出していま

した。そして、やりくりができるようになっ

て、とにかく危険を早く避けて抜くだけ抜こう

と。後は来年度考えればいいじゃないか、明か

りの部分でということ。でも、それは今、許さ

れないのかなと思うんです。だから、議会の議

決と契約約款にあるもの、それから、請けた工

事というものは発注者も受注者も責任持って完

成させなきゃならぬという、これらの整理とい

うものを、うまく、議会、発注者側、受注者

側、お互いがもう少し理解をし合う必要がある

んじゃないかというのを、せんだっての議会で

感じたところであります。これは問題を提起し

ておきます。

それから、次は設計単価についてなんですけ

れども、まず、設計の単価はどのようにして決

定されていくのかということをお伺いいたしま

す。

建設資材等○県土整備部長（大田原宣治君）

の単価につきましては、需給の状況や取引の実

態等の調査をもとに、毎年４月に設定しており

ます。その中で、コンクリートやアスファルト

などの主要な資材につきましては、四半期ごと

に改定を行うこととしており、特に、価格変動

が大きい鉄筋などの鋼材類や燃料油につきまし

ては、毎月調査を行い、５％以上の変動がある

場合について改定を行っているところです。

ただ、そうやって改定されて○坂口博美議員

も、工事については、設計された時点でそこに

入れられた単価というのは12カ月間は変えられ

ませんよね。ここのところを何で対応するの

と、高くなったとき。見直しはされてもそれを

使うことはできない。絵に描いた餅。それに対

応するのが、一つには全体スライド制度、単品

スライド制度といって、特に単品は拡大されて

きたんです。ところが、単品については手続が

煩わし過ぎると。それから、１％引かれてしま

う。だから、災害等価で手戻りと一緒です。あ

る意味、業者にも発注者にも責任があったやも

しれないけど、不可抗力と解しよう。だから、

１％引いた残りはちゃんと見てあげましょう

と。それに準拠して今の単品スライド条項に

なっていますよね。ここは理にかなわないと思

うんです。だから、手続の煩雑さ、それと、か

かるこの１％に対しては、やっぱり改善される

べきじゃないのかな。でなけりゃ、業者からの

申請主義でもありますし、煩わしい割には実入

りがないということで、実際はこれは余り機能

していないんじゃないか、物価が上がっても。

これについて再度お伺いをいたします。

建設工事に○県土整備部長（大田原宣治君）

おける単品スライドにつきましては、主要な工

事材料の価格が工期内に著しい変動を生じた際

に、受注者が請負代金の変更を請求できる制度
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でありまして、お話にありましたように、変動

額が請負代金の１％を超える場合に適用するこ

ととしております。近年では、平成23年度に、

トンネル工事における生コンクリートや橋梁下

部工事における鉄筋を対象として適用しており

ます。請求の手続につきましては、提出書類の

中には、議員御指摘のとおり、煩雑なものもあ

りますので、今後、簡素化に向けて検討してま

いりたいと考えております。

ぜひ、これは的確に応えな○坂口博美議員

きゃ、最低制限価格をとっているというところ

から総合的に考えたときに、全てに整合性がと

れたような運用をしていかなけりゃだめだと思

います。ぜひ、これも善処していただきたいと

思います。

それから、知事にお伺いしますけど、今、３

部長、そして県土整備部長からお話がありまし

た。入札不調56件ということなんです。それに

幾つかの共通点もありましたが、答弁の中で出

てこなかったんですけれども、56件の中の34件

は年度末補正なんです。それを含めた38件が24

年度予算なんです。年度末の補正に対しても不

調。なぜか、それは工期の問題です。万が一の

ときは事故、これも避けたいと。それが一つあ

るんです。それから、今、物価調査と単品スラ

イドのお話をしましたけれども、去年つくられ

た設計書とことしの設計書、同じ工事があった

としますよ。物価上昇のときは、ことしのほう

が予定価格は高いんです。そうしたら、やっぱ

りこれは放棄しますよ。事故繰り越しを避けら

れないという宿命にある。工期はない、金額は

安い。どうしたってこれは不調になります。だ

から、まずは単価の設定の仕方について、これ

は国土交通省、副知事にお願いするしかないん

ですけれども、少なくともこういった繰り越し

分というか補正分、年度末補正の分について

は、事故繰り越しが柔軟に認められるようなあ

り方というのが必要じゃないかなと思うんで

す。

繰り越しについては、ルール上は42条、43条

になるんですか、そこで、原則だめだよと。そ

の年度に予算は消化しないと次に持ち越すこと

は、明許をとった以外はだめだよと。しかし、

その後にただし書きがあります。避けられない

事故、避けがたい事故によって繰り越さざるを

得ないときは、これは事故繰り越しとして認め

ましょうと。ただ、そのハードルが高過ぎる

し、書類は煩雑だし、頭は何度も財務省に下げ

んならん。ここのところが問題だと思うんです

けれども、この避けがたい事故という だっ―

て、24カ月で執行するのが当たり前の予算を15

カ月で使いなさいという15カ月予算なんです。

９カ月足りないというのは致命的だと思うんで

すよ、工事をやるのには。だから、これは避け

がたき事故と解すべきだと思うんですけれど

も、ここらを知事会の中あるいは上京するたび

に、財務省あたり、それから国交省にも力をか

りて、繰り越しに柔軟に対応できるような運用

に改善させるということが必要ではなかろうか

と思うんですけれども、知事に御決意のほどを

含めてお伺いいたします。

一連の御質問、発注者○知事（河野俊嗣君）

側である県と受注者側である建設業なり事業

者、その協働のあり方、国の制度的な問題、そ

れから、きめ細かな対応というものが求められ

ているというふうな受けとめで伺っておったと

ころでございますが、今の事故繰り越し、繰り

越し制度の運用について、社会資本整備がおく

れ、自主財源の乏しい本県におきましては、国

の補助事業、財源というものをしっかり有効活
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用するということは大変重要な課題でございま

す。年度末に補正予算が成立した場合、公共事

業予算の執行は、ほとんどの予算を翌年度に繰

り越さざるを得ない状況にあるわけでございま

して、年度内での執行に全力を尽くしておるわ

けでありますが、技術者、資機材の状況などに

より、工事期間の確保が難しくなる場合もござ

います。また、当面、現在、我々の置かれてい

る状況というものが、東日本大震災の復興需要

などがあるものに加えて、公共事業予算の大幅

な積み増しがあると、そういう状況もあり、こ

れは本県のみならず国全体の共通する状況でも

ございますので、こうした繰り越し制度の柔軟

な運用につきまして、国に対し、要望してまい

りたいと考えております。

ぜひよろしくお願いをしまし○坂口博美議員

て、質問を終わります。（拍手）

次は、田口雄二議員。○福田作弥議長

（拍手）〔登壇〕 おはようご○田口雄二議員

ざいます。民主党県議団の田口雄二でございま

す。平成25年の締めくくりとなる11月議会、し

かも、地元新聞が本日の知事の発言をクローズ

アップしていたその初日に質問の機会をいただ

きました。既に坂口議員から質問が出され、知

事より回答があったばかりです。色あせた質問

になってしまいますが、既に通告をいたしてお

りましたので、答弁は当然変わらないでしょう

が、次期知事選について質問いたします。

河野知事が宮崎県に総務省からお越しになっ

たときは、３年だけ我慢すればとの思いで来た

のかもしれませんが、宮崎県政を大きく揺るが

した現職知事の官製談合事件が発覚し、御自身

の考えていた将来設計とは違う方向に動き始め

たことと思います。タレントだった東国原知事

の誕生で紆余曲折はありましたが、思いも寄ら

ず総務部長から副知事に就任いたしました。信

じられないようなすごい宮崎ブームが到来し、

県庁が観光地になるなど誰が考えたでしょう。

その上、中央では政権が交代し、大きな変化が

ありました。早く総務省に戻らないと浦島太郎

になってしまうという焦りがあったかもしれま

せん。また、宮崎県最大の危機であった口蹄疫

が発生し、本県の基幹産業である畜産が壊滅的

な被害を受け、本県は大きく疲弊をいたしまし

た。

こんな大きなダメージを受けた本県の建て直

し、再生・復興を東国原さんは当然やらねばな

らないと私たちは思っていましたが、進退をい

つまでも明らかにせず、任期末ぎりぎりになっ

てようやく、「知事に限界を感じた」と１期限

りで宮崎に見切りをつけ、本県から去っていき

ました。

その実質後継者として知事選に出馬し、本県

出身ではないなどと言われながらも、圧勝で

第18代宮崎県知事に就任されました。その知事

選が３年前の12月26日でしたので、選挙から間

もなく３年を迎えます。これまでの議会で、次

期知事選出馬に関しては各議員から質問されま

したが、うまくはぐらかしてきました。道半ば

の口蹄疫からの再生・復興、東九州自動車道の

新たな開通に伴う力強い宮崎づくり、東アジア

戦略やフードビジネスの推進、防災対策等々、

県政の課題が山積する中、河野知事は次期知事

選出馬についてどうお考えになっているのか、

お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

次の知事選挙についてであります。先ほど、
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３年間我慢をすればというような御指摘があっ

たところでございますが、私、公務員として勤

めておりましたときも、以前勤めておりました

総務省では、「三ぼれ主義」ということが言わ

れておりまして、仕事にほれよ、土地にほれ

よ、女房にほれよという、この三ぼれ主義でご

ざいます。その全てにほれて私は取り組んでき

たところでございます。公務員として、また、

今、立場は変わって政治家といたしましても、

その志、そこの心がけは変わらないところでご

ざいます。県民の皆様から負託をいただきまし

たこの４年間の任期、一日一日を県勢発展のた

めに全力を尽くすことが、私に課せられた重要

な責務であると考えまして、これまで県議会を

初め、県民の皆様の御理解と御協力をいただき

ながら、県政のかじ取りを担わせていただきま

したことに、改めて感謝を申し上げたいと考え

ております。

私は、知事として、「宮崎新生」の旗を掲

げ、この３年間、本県が大変厳しい状況から立

ち上がり、将来に向けた希望の光を取り戻す、

また、この愛する宮崎の豊かな未来を、県民の

皆様とともに力を結集して築き上げていくとい

う決意を持って、一所懸命に県政運営を行って

まいりました。

任期前半は、口蹄疫からの再生・復興と、鳥

インフルエンザを初め、さまざまな災害への対

応や、疲弊した県内経済・雇用の回復に全力を

尽くしてまいりました。この一年は、宮崎牛の

日本一連覇や東九州自動車道の一部前倒しでの

開通など、まさに天岩戸が開き、まばゆい希望

の光が差し込んでくるような明るい話題が相次

いだところであります。宮崎にはよい風が吹い

ているということを実感しておるところでござ

います。

こうした流れにさらに弾みをつけるため、今

年度は「復興から新たな成長へ」を県政の基軸

に据えまして、本格的な景気回復と揺るぎない

産業基盤の構築に取り組むなど、県政は着実に

前進をしていると考えておるところでありま

す。

そのような中、今般、経済界を初めとする各

方面から、次期知事選への出馬要請をいただ

き、県民の皆様からも温かい応援をいただいた

ところでございます。大変ありがたい思いで受

けとめ、県民の皆様のこの声を重く受けとめ、

熟慮を重ねました結果、宮崎のさらなる発展に

向けて、次期県政におきましても、この宮崎県

知事という重責を担わせていただきたい、私が

先頭に立って宮崎の希望に満ちた未来を力強く

切り開いていきたい、そのように決意をし、次

期知事選挙への出馬を決断したところでござい

ます。今後とも、皆様方の変わらぬ御支援、御

協力を賜りますようお願い申し上げます。〔降

壇〕

ありがとうございました。三○田口雄二議員

ぼれだったですか、私も女房以外のところは同

じ気持ちでございますので、よろしくお願いい

たします。

県政の安定した推進を希望する声もあり、県

内の主要10団体でつくる県経済団体協議会の出

馬要請もありました。もちろん、若いですし、

失政があるわけじゃありません。スキャンダル

もありません。また、多選でもなく、出馬する

のは誰もが当然だと思っていると思います。突

然、知事に限界を感じたと任期満了とともに本

県を後にした前知事が、９月議会後に、知事選

出馬の意向があるような記事が地元紙に掲載さ

れました。念願の衆議院議員になったにもかか

わらず、これまでの発言と矛盾している行動
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に、なぜ、今さらそれはないだろうと思った県

民が大半だと思います。地元紙の投稿欄に元県

庁幹部の投書が掲載されていましたが、じかに

接していた人間から見た実態を簡潔に、そして

如実にあらわしていたと思います。

さて、出馬の意向が示されましたので、さら

にお伺いします。これまで３年間の県政運営を

知事御自身はどのように評価しているのか、ま

た、任期残り１年、大きな政策テーマは何なの

か、お伺いいたします。

私が知事選のとき、政○知事（河野俊嗣君）

策提案に掲げました４つの基本政策のうち、ま

ず、「口蹄疫からの再生・復興」につきまして

は、畜産経営再開などのさまざまな課題は残さ

れておりますものの、全国のモデルとなる畜産

の再構築に向けて、全共の２連覇など一定の道

筋をつけることができつつあるのではないかと

考えております。次に、「産業・雇用づくり」

につきましては、成長産業の育成・加速化の体

制の強化や中小企業の振興、さらには、それを

支える社会資本の整備に努めてまいったところ

であります。次に、「人財づくり」と「くらし

づくり」につきましては、出生率の維持や学力

の向上を図りますとともに、防災・危機管理体

制の強化やドクターヘリの導入などに取り組ん

できたところであります。南海トラフの巨大地

震に備えた防災・減災対策を初め、課題は山積

をしておりますものの、今後の県勢浮揚につな

がる明るい成果というものもあらわれつつあ

り、県政は力強く前に歩を進めているものと受

けとめておるところでございます。

一方、来年度は、アクションプランの総仕上

げとしまして、しっかりと成果を出していかな

ければならないという認識のもとに、１つに

は、将来の発展と地域を支える人財づくり、そ

して、１つには、競争力と成長性のある産業づ

くり、そして、３つ目には、安全・安心で魅力

ある地域づくり、この３つの柱に沿いまして、

重点的な措置を講ずることにしておるところで

ございます。また、７年後の東京五輪の開催、

オリンピック・パラリンピックの開催というも

のを好機と捉えた「東京五輪おもてなしプロ

ジェクト」、仮称でありますが、そういったも

のも視野に入れながら、引き続き、成長産業の

育成とともに、人材育成や地域づくりにも取り

組みまして、本県が将来にわたって持続的に発

展できる基盤づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。

先月、宮崎県議会防衛議員連○田口雄二議員

盟の役員研修で、知事のふるさと呉市に行って

まいりました。広島県知事選直前で、公営掲示

板がそこここに立っていました。駅から乗りま

したタクシーの運転手さんに、「河野家具店は

この近くですか」と伺うと、「通りが違うけど

すぐ近くですよ」とのこと。残念ながら時間が

なく、知事の御実家に御挨拶することはできま

せんでした。そこで、運転手さんに、「河野家

具店の息子さんが宮崎県の知事なんですよ」と

言うと、運転手さんはびっくりしまして、「そ

れは知らんかった。ぜひ来て広島の知事になっ

てほしいと言っておいてください」と言われま

したので、申し上げておきます。別のタクシー

に乗った中野一則防衛議連の会長も同様に運転

手さんと会話をしたようですが、河野知事のこ

とは全く御存じなかったようです。

これまで、この議場で各議員から、リーダー

シップを問う声が投げかけられました。まず、

この残された１年間をしっかりと取り組み、宮

崎県を力強く前進させることが、４年間を託さ

れた知事の仕事だと思います。その評価によっ
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て次が決まるのではないかと私は思います。

今、本県は、これまでなかった、宮崎市から北

九州までの東九州自動車道の全線開通が目の前

まで来ています。まさに宮崎新時代の到来で

す。このチャンスを確実に捉えて宮崎県の発展

につながれば、知事のふるさとにも活躍が伝わ

るかもしれません。

ここで、もう一点、知事にお伺いをいたしま

す。前回の知事選においては、各政党との距離

を置いて知事選を戦い抜きましたが、２期目に

つきましてはどうお考えか、お聞きいたしま

す。

今、距離を置いてとい○知事（河野俊嗣君）

う御指摘がございました。あのときは、選挙に

臨む姿勢という、本当にわからないことばかり

でありましたが、しがらみのない県政というも

のをつくっていきたい、そういうような思いで

の前回の対応であったわけでありますが、「対

話と協働」を掲げておりますように、県民、市

町村、経済団体、いろんな形で連携を図るとい

うのは大変重要なことだというふうに考えてお

りますし、政党の皆様方ともさまざまな形での

連携により、オールみやざきという体制での県

勢の発展に、そのように心がけて努めてまいり

たいと考えております。

一党一派に偏ることなく県政○田口雄二議員

運営をお願いしたいと思います。これで知事選

の質問は終了いたします。

次に、特定秘密保護法案についてお伺いしま

す。衆議院の国家安全保障特別委員会で特定秘

密保護法案が審議され、与党は昨日、強行採決

により可決、衆議院を通過させました。これか

らは参議院での審議に入ります。もちろん私

も、外交や防衛等の秘密保護が必要なことは十

分承知いたしております。しかし、この法案

は、だれがどのような情報をどのように管理す

るのか実に曖昧で、国民の知る権利、報道の自

由が制限される可能性が高く、国民にようやく

不安が広がっています。

大きな問題点は、特定秘密の範囲に余りにも

グレーゾーンが多過ぎ、限りなく拡大解釈が可

能であること、現在の国家公務員法、自衛隊法

など、秘密保護法制ではどこが問題なのか、我

が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれの

あるような情報とはどのような範囲なのか、ま

た、特定秘密の基準が政府の恣意で、つまり政

府の勝手な判断で策定されるのではないか、特

定秘密が情報公開を阻害しないか、永久に秘密

になるのではないか、国会への情報提供が、行

政機関のトップの判断で国会議員への秘密の開

示・不開示が決められ、国会審議が事実上、行

政府にコントロールされるおそれがある等々、

この法案は将来において大きな禍根を残すので

はないか、心配でなりません。アメリカのニュ

ーヨーク・タイムズは、社説で、「何を秘密と

するのか定義が曖昧」と指摘しており、「市民

の自由に害を与えるだけでなく、東アジアから

の不信感をさらに高めることになる」と批判し

ています。このわずか約２週間の審議で済ませ

るには余りにも拙速です。国民にこの法案の恐

ろしさを十分に認識させる前に成立させようと

しているとしか思えません。指定できる対象は

徹底して絞り込み、明確にしていかなければな

りません。法律は、成立する時の政権に都合よ

く拡大解釈され得るものです。秘密の対象は必

要最小限にとどめるべきです。ここで、現在審

議中の特定秘密保護法案について知事はどのよ

うな所見をお持ちか、お伺いいたします。

我が国の外交、防衛な○知事（河野俊嗣君）

どを通じた安全保障というものは、大きな、重
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要な課題である。一方で、国民の知る権利、こ

れも重要な価値観であるわけであります。この

２つの大きな価値なり課題というものにいかに

折り合いをつけるか、いかに整合性を図ってい

き、また結びつけていくか、そういう重要な議

論が進んでいるものというふうに考えておると

ころでございます。まさに国会で審議中の特定

秘密保護法案でありますが、防衛、外交など我

が国の安全保障に関する事項のうち、特に漏え

い対策が必要な情報を特定秘密に指定して保護

するものでありますが、安全保障を取り巻く環

境というものは厳しさを増しておりまして、情

報漏えいのリスクも懸念される状況の中で、我

が国及び国民の安全確保のためには、機密漏え

いを防止する法案の必要性はあるものというふ

うに受けとめているところであります。

しかしながら、議員御指摘のように、一方で

国民の知る権利を制限することにもなりますの

で、その兼ね合いが大変重要な議論となってお

るわけでございます。公開すべき情報まで秘密

にすることがないのか、恣意的に運用されるこ

とがないのか、報道の自由を阻害しないかなど

のさまざまな課題が指摘されているところでご

ざいます。こうした課題も踏まえて、情報公開

をすべきもの、国民に知らせるべきものを秘密

にしてしまうことがないような仕組みづくり、

その議論についてしっかりと丁寧に議論を進め

ていくことが重要であろうというふうに考えて

おります。

私たちは、この法案は余りに○田口雄二議員

も危険で、国民の知る権利、報道の自由や表現

の自由が制限される可能性が高く、到底認める

わけにはまいりません。昨日の早朝は、社民

党、共産党、民主党の県議会３会派合同で、山

形屋前で街頭演説を実施いたしました。ビラを

受け取る市民は思った以上にだんだんふえてき

ております。ようやく関心が高まってきている

ようです。この成り行きを黙って見ているだけ

ではなく、行動で反対を今後も続けてまいりま

す。

元自民党幹事長の野中広務さんは、「今、戦

争の足音が聞こえてくると言っても過言ではあ

りません。こそくな政治が行われている。秘密

保護法案を与党と野党の一部との修正協議で衆

議院を通過させようとしている。我々が恐れた

昔の大政翼賛会のようです。そら恐ろしいこと

です」と、ある講演会で、この法案の恐ろし

さ、そして今回の成り行きを批判しています。

次に、ＩＲ、複合型リゾート施設についてお

伺いいたします。カジノだけではなく、ホテル

や有名ブランドショップ、エンターテインメン

ト、レジャー施設等を備えた複合型リゾート施

設がＩＲで、法整備に合わせて誘致しようとい

うことで、宮崎県議会に国際観光産業振興議員

連盟が先日発足し、私もその一員として参加い

たしました。強力に推進するというよりも、ま

ず、ＩＲとはどのようなものなのか、また、そ

れが本県にふさわしいのかを検証したいという

ことが本音のところであります。

そのような中、先日、我が会派で、開設した

ばかりの宮崎県香港事務所、昨年開設したＪＡ

香港事務所に伺い、取り組み状況と実態の把

握、そして、マカオのＩＲの視察に行ってまい

りました。ここではマカオのことだけに触れま

すが、面積は、県内で一番小さい高鍋町よりさ

らい３割ほど狭いところに60万人近い人口で、

１年間に観光客などの旅客数が約2,800万人、カ

ジノの売り上げは、ラスベガスを2008年に追い

抜き、現在は断トツの世界一です。この小さな

地域の圧倒的なパワーにはただただ驚かされま
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した。世界遺産の集中しているところには、陸

続きの中国から大量の観光客でしたが、それで

も平日で少ないほうで、しかも中国政府が悪徳

業者の格安海外ツアーを締め出すため、旅行法

が10月から改正され、４割も中国からの観光客

が減ったようです。ラスベガス資本でつくられ

たベネチアン・マカオは、その名のとおり、イ

タリアのベネチアを模した運河をつくり、ゴン

ドラが観光客を乗せていました。その運河の周

りには、約300店舗の有名ブランドショップ、ス

イートのみの客室数3,000室のホテル、そして世

界最大の豪華絢爛なカジノは、東京ドームが

すっぽり入る大きさで、余りに広過ぎて、一体

どれほどの中国の観光客がカジノを楽しんでい

るのかわからないほどでした。それ以外の施設

として、幕張メッセの1.2倍の展示会場、１

万5,000人収容できるアリーナ、5,000人が着席

ディナーが可能な宴会場などなど、とにかくす

べてがあきれるほどの規模でありました。ここ

までとは言わなくても、巨大なＩＲがマカオに

は幾つもあるということにどぎもを抜かれてし

まいました。現在、2016年完成予定で、香港か

らマカオ間に海上約30キロにわたって橋が建設

されており、完成後はさらに大きな変化に見舞

われることでしょう。

この視察で痛感したのは、今、ＩＲ、カジノ

を宮崎でやろうとしたらどれぐらいの規模が適

切なのか、だれを相手に考えてつくるのか、中

国からであれば、国際線の直行便一本ない中、

どうやって来てもらうのか、有名ブランド

ショップをどれだけそろえられるのか、残念な

がら、満足に誘客可能なＩＲは東京ぐらいしか

つくれないのではないかと、つくづく思った次

第であります。もちろんこのＩＲを県がつくる

わけではありませんが、知事は先日、ベネチア

ン同様の施設をシンガポールで視察したようで

すが、それを踏まえて、知事の本県におけるＩ

Ｒのイメージをお伺いいたします。

御指摘のマカオの施○知事（河野俊嗣君）

設、私も多分同じところを拝見したように思い

ます。大変驚きを持って受けとめたところであ

りますし、８月の香港、シンガポールのトップ

セールスにおきましては、シンガポールの統合

型リゾート施設であるリゾート・ワールド・セ

ントーサを視察したところであります。そこ

は5,000億を超える投資のもとで、広大な敷地に

さまざまなアミューズメントパークだとか、博

物館、エンターテインメント施設が整備されて

おりまして、大人も子供も楽しめるすばらしい

リゾート施設だなというふうに考えたところで

あります。

また、投資のみならず、雇用、税収、観光誘

客などさまざまな面に、地域経済に大きなプラ

スの効果を及ぼしているというふうに受けとめ

たところでありますが、マカオやシンガポール

のような大規模な施設を宮崎でどのように展開

できるのだろうかというところは、必ずしもす

ぐにはその絵柄が思い浮かばないところであり

ます。

現在、国内における統合リゾートの実現につ

きましては、超党派の国会議員で構成する議連

において、法案などの検討が進められていると

ころでありますが、カジノの課題として指摘を

されておりますギャンブル依存症などへの問題

の対策とともに、各地域の実情や意向に配慮し

た整備区域の指定なども検討されると伺ってお

るところでございます。国内に何カ所程度をイ

メージされるのか、そういうところによって、

東京、大都市部というような話がありました

が、大都市のあり方、それから地方都市にもそ
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ういうことが展開が可能なのか、それも今後の

検討に大きく影響するものというふうに考えて

おりまして、県としましては、そういう動向も

含めて、引き続き情報収集を行いながら、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。

本県の現状を冷静に見ると、○田口雄二議員

シーガイアを保有していますセガサミーは、本

県をカジノ、ＩＲとしての対象と考えているの

か、大いに疑問を感じるところであります。県

民も実態がよくわからずに妙な期待だけが高

まっています。冷静に身のほどをわきまえたＩ

Ｒの誘致を考えてまいりたいと思っておりま

す。

次に、福祉保健行政についてお伺いいたしま

す。

県立延岡病院の状況がかなり改善されてまい

りました。看護師の地域枠採用も新たに取り入

れていただき、７名の予定に対して、応募が集

中し、採用予定の３倍近い20名も延岡病院での

採用が決まりました。厚くお礼申し上げます。

しかし、県立病院は充実してきましたが、延岡

地区の医師会は高齢化が進み、延岡市夜間救命

救急センターは体制維持にきゅうきゅうとして

おり、綱渡りの状況であります。引き続き医療

環境の向上に御尽力いただきますよう、よろし

くお願いいたします。

そのような中、来年度の臨床研修マッチング

の状況の報道を拝見しました。昨年に続いての

２年連続の減少となりそうです。特に県立延岡

病院は６年連続で一人もいません。臨床研修医

は、全国でまた各病院間で奪い合いの状況で、

確保に御苦労いただいていることは理解いたし

ますが、今回の臨床研修マッチングの結果をど

う分析しているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

去る10月24日○福祉保健部長（佐藤健司君）

でありますが、発表されました医師臨床研修

マッチング数は45人となりました。昨年の53

人、一昨年の61人と比較すると、少し減少いた

しております。これは、例年100人程度いる宮崎

大学医学部の卒業見込み学生、一昨年は105名、

昨年は99名でございましたが、来年３月は90人

であることや、また、その90人のうち本県出身

者数も25人と、例年の30人程度に比べて少ない

状況にあることが影響しているのではないかと

考えております。なお、マッチング後の２次募

集において現在までに３人の内定があり、実質

的なマッチング数は48人とふえております。

２次募集で３名ふえたという○田口雄二議員

のは大変ありがたいことだと思っております。

医師の卵である臨床研修医が少ないと、医師不

足の解消につながりませんので、引き続き確保

に向けて御尽力をよろしくお願いいたします。

さらに、臨床研修マッチングの結果について

ですが、マッチングの本県出身者及び宮崎大学

の医学生は何人か、福祉保健部長にお伺いしま

す。

10月時点の研○福祉保健部長（佐藤健司君）

修マッチング数45人のうち、本県出身者は28人

で、昨年と比べ４人の減となっております。ま

た、45人のうち、宮崎大学生は31人で、昨年か

ら８人の減となっております。

本県出身者も宮崎大学の医学○田口雄二議員

生も減っているのは少し気になります。

次に、県立３病院で臨床研修を行うフェニッ

クスプログラムについて、病院局長にお伺いし

ます。宮崎、日南、延岡の３病院の特徴を生か

したプログラムで、経験を多く積ませるという

内容ですが、マッチングの結果と評価をお伺い
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します。

フェニックスプロ○病院局長（渡邊亮一君）

グラムでございますけど、このプログラムは、

３つの県立病院を一つのフィールドとして臨床

研修を行うものでございまして、平成23年度に

設置した新しいプログラムでございます。今年

度は、定員４名に対し１名のマッチングとなっ

ております。初年度は応募者なしでありました

が、昨年度と今年度は各１名のマッチング者を

確保したところでございまして、徐々にではあ

りますが、周知が図られ、成果があらわれてき

ているものと考えております。

フェニックスプログラムは、全県レベルある

いは地域の中核病院でございます宮崎・延岡・

日南の各県立病院で、豊富な指導医のもと、研

修を受けることによりまして、それぞれの病院

の特徴を生かした高度で多様な症例を経験でき

ることが大きな魅力の一つでございます。病院

局といたしましては、今後とも、こうしたプロ

グラムの魅力を、病院説明会等を通じて県内外

の医学生に向け発信することによりまして、

マッチング者の増加、ひいては県立病院全体で

の研修医の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

定員４名に対して２年でわず○田口雄二議員

か１名です。このプログラムが、医学生から見

れば、病院局長が言われたように大きな魅力に

なっているのか、検証してみることも必要かも

しれません。医学生の声にしっかりと耳を傾け

ていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

ずっとマッチングがゼロであった日南病院

が、昨年から２年連続で今回も研修医を確保で

きそうです。延岡病院は、平成17年度、研修医

制度が決まって以降、これまでで１名のみで

す。同様の状況であった日南病院が変わったの

は、地域総合医育成サテライトセンターが設置

されたことが要因にほかならないと思います。

昨年、私が委員長をしていました地域医療対策

特別委員会の報告書でも提言させていただきま

したが、延岡病院にも同様のセンターの設置を

御検討願えないか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

地域医療を担○福祉保健部長（佐藤健司君）

う総合医の育成を目指しました地域総合医育成

サテライトセンターにつきましては、宮崎大学

からの距離が比較的近く、１次から２次にわた

る幅広い診療を行っている県立日南病院が適し

ていることから、宮崎大学地域医療学講座の臨

床の場として設置されたところであります。県

といたしましては、まずは、県立日南病院でス

タートしたサテライトセンターが、今後しっか

りとした実績を上げていくことが重要であると

考えておりますので、お尋ねの県立延岡病院へ

の設置につきましては、その成果も十分踏まえ

た上で、宮崎大学等と検討していくことになろ

うかと考えております。医師確保は、県政の最

重要課題の一つでありますので、今後とも、県

内各地域の状況を十分踏まえながら、実効が上

がるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

日南病院は宮崎大学から比較○田口雄二議員

的近く、幅広い研修に適しているということで

すが、来年、東九州道の延岡―宮崎間が全線開

通し、時間的にはかなり短縮されますので、ぜ

ひ前向きに御検討をお願いいたします。

あとは、マッチングしていただいた医学生

が、今後しっかりと勉強していただき、医師国

家試験に全員が合格することを願ってやみませ

ん。
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次に、宮崎市郡医師会病院で運行している心

臓病専門救急車（Ｍ―ＣＣＵ）についてお伺い

します。心臓病専用救急車（Ｍ―ＣＣＵ）と

は、急性心筋梗塞などの重篤な患者の救命率を

向上させるため、高度な診療機能を備えてお

り、医師や看護師が同乗する心臓病専門のいわ

ゆるドクターカーです。県の地域医療再生計画

にも盛り込まれ、4,725万円の事業費は国の臨時

特別交付金を活用しており、365日24時間体制で

県内全域を対象としております。専門治療を行

いながら搬送するもので、県内では初めて導入

されています。医療機器を通常の救急車より多

く搭載するためマイクロバスを改装した車両

で、県内の病院や診療所の医師が、より高度な

医療が必要と判断したときに要請されます。搬

送の時間短縮のため、高速道のインターチェン

ジや公共施設などのランデブーポイントで、患

者の受け渡しを行います。このＭ―ＣＣＵ（心

臓病専用救急車）は、ドクターヘリが飛べない

夜間や悪天候のときなどをカバーすることとな

り、県民の救命率向上に大きく寄与しているも

のと思います。ドクターヘリは県民に大きく認

識されていますが、余り知られていないＭ―Ｃ

ＣＵは、昨年の10月に運行スタートいたしてお

りますので、１年が経過いたしました。そこ

で、この心臓病専用救急車（Ｍ―ＣＣＵ）のこ

の１年間の出動状況について、福祉保健部長に

お伺いします。

お尋ねの宮崎○福祉保健部長（佐藤健司君）

市郡医師会病院の心臓病専用のドクターカーの

導入に当たりましては、議員のお話のように、

県の再生基金を活用して導入経費約5,000万の支

援を行っておりますが、昨年10月の運行開始か

らことしの10月まで、63件の出動があっており

ます。医療圏別の出動先の内訳につきまして

は、延岡西臼杵が７件、日向入郷が１件、西都

児湯が８件、宮崎東諸県が13件、西諸が22件、

都城北諸県が１件、日南串間が10件、県外が１

件となっております。

今後のさらなる活用を期待し○田口雄二議員

たいものです。

以上で福祉保健行政に関する質問は終了いた

しますが、来春に東九州道の宮崎―延岡間がつ

ながることは、県北からの重篤な患者の夜間搬

送が容易でスピーディーになります。また、こ

れまで遠いと敬遠されてきた医師の派遣等が、

これまでより増加してくれることを期待してい

ます。御答弁ありがとうございました。

次に、東九州メディカルバレー構想について

お伺いします。

国も成長産業として推進している医療産業の

一つ、東九州メディカルバレー構想ですが、東

九州地域における集積している医療機器産業の

一層の振興と地域経済への波及が期待されてい

ます。関連する県内の医療機器の会社が研究会

を立ち上げるなど、また、関連するニュース等

をマスコミで拝見する機会が多くなっていま

す。現在までの東九州メディカルバレー構想の

取り組み状況について、商工観光労働部長にお

伺いします。

東九州メ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ディカルバレー構想につきましては、宮崎、大

分両県の産学官が連携をしまして、医療機器の

研究開発や産業集積、人材育成などの拠点づく

りに取り組んでいるところであります。取り組

みの一つといたしまして、取引拡大や新規参入

を促すため、宮崎県医療機器産業研究会を立ち

上げ、医療現場見学会やセミナー、展示会出展

などを行っており、参加企業数も発足当時の28

企業から60企業にふえ、新たに医療機器産業に
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参入する動きも加速しつつあります。また、研

究開発につきましては、延岡市と共同で宮崎大

学医学部に寄附講座として「血液・血管先端医

療学講座」を設置いたしまして、地場企業の医

療機器開発や新規参入の支援を行っております

ほか、今年度から、医療機器に特化した県の補

助制度による支援も行っており、これにより企

業の医療機器の開発が促進されるものと考えて

おります。さらに、今年度は、アジア等から医

療関係者を招聘し、１週間程度の視察研修や３

カ月にわたる技術研修を実施するなど、透析技

術、医療機器の海外展開を目指した新たな取り

組みを進めているところであります。今後と

も、構想のなお一層の推進に向け、取り組みを

加速させてまいりたいと考えております。

今年度から、医療機器に特化○田口雄二議員

した県の補助制度も新たにつくっていただき、

感謝申し上げます。地域活性化総合特区の指定

も受けておりまして、財政支援、そして規制緩

和されるなど、研究開発が進めやすくなりまし

た。東九州メディカルバレー構想の総合特区指

定により、どのような成果が出ているのか、商

工観光労働部長にお伺いします。

東九州メ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

ディカルバレー構想につきましては、平成23

年12月22日付で、地域活性化総合特区に指定さ

れたところであります。特区として提案してお

ります規制緩和につきましては、一部が認めら

れたところでありまして、例えば医療用針など

の一部の医療機器の開発につきましては、国と

の協議の中で、企業の薬事手続前の試験が可能

となり、経済的・時間的負担が軽減され、開発

がスムーズに進むなどの成果があらわれており

ます。また、財政支援につきましては、総合特

区推進調整費を活用した大型の研究開発資金を

獲得し、現在、九州保健福祉大学が県内企業と

共同で医療機器の開発を進めているところであ

ります。さらに、特区に指定されたことにより

まして、東九州メディカルバレー構想推進への

機運が高まるとともに、注目度も増してきてお

り、ＪＩＣＡやジェトロなど、関係機関の協力

を得る機会もふえてまいりました。特区指定

後、医療機器の中核企業３社が工場を増設し、

また、県外から関連企業が立地するなど、医療

機器産業の集積が着実に進みつつあると感じて

おります。今後とも、特区のメリットを生かし

ながら、構想の推進を図ってまいりたいと考え

ております。

ありがとうございます。昨年○田口雄二議員

２月には、県と延岡市の共同寄附によって、宮

崎大学医学部血液・血管先端医療学講座が開設

され、県北地域における医療機器の研究開発の

動きが活性化してまいりました。この寄附講

座、血液・血管先端医療学講座について県はど

のように評価しているのか、お伺いいたしま

す。

寄附講座○商工観光労働部長（茂 雄二君）

につきましては、東九州メディカルバレー構想

の取り組みの一環として、新たな医療機器の研

究開発、地場企業の医療機器産業への参入支援

や、県民の健康・福祉の向上などに寄与するこ

とを目的としまして、県と延岡市との共同寄附

により、宮崎大学医学部に設置をされたもので

あります。これまで、企業と共同で医療機器の

研究開発や臨床研究の実施、また、アジア等か

らの医療関係者を対象とした招聘事業での受け

入れなどに取り組みますとともに、特に県立延

岡病院内に開設された県北拠点においては、企

業が気軽に相談できる談話サロンの設置や、痛

みを軽減する注射針の開発への協力など、活発

平成25年11月27日(水)
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に取り組まれているところであり、本寄附講座

は、構想推進の中核的存在として大きく貢献し

ていると認識いたしております。

構想推進の中心的存在として○田口雄二議員

大きく貢献していると、高い評価だと思ってお

ります。こうした動きを後押しし、県北地域に

おける医療機器産業の一層の振興を加速させる

ため、研究開発の拠点である講座を中心とした

さらなる産学官の連携が必要不可欠になってま

いります。研究開発はそう簡単に結果が出るも

のではありませんし、どうしても時間が必要と

なります。この寄附講座の継続は今後どのよう

にお考えになっているのか、お伺いいたしま

す。

寄附講座○商工観光労働部長（茂 雄二君）

につきましては、構想推進の中核的存在として

極めて大きな役割を担っているものと考えてお

りますので、県といたしましては、延岡市や宮

崎大学などの関係機関と連携を図りながら、継

続に向けて努力をしてまいりたいと考えており

ます。

全国的には、寄附講座という○田口雄二議員

のは、地域医療に関することがほとんどのよう

でございまして、このような先端医療の講座は

極めて珍しいようです。医療機器産業の一層の

振興を加速させるためにも、研究開発の拠点で

あるこの講座の継続はもとより、人員体制や研

究内容の充実を図るため、総合特区の制度を活

用した資金の獲得にも御尽力賜りますように、

よろしくお願いいたします。

次に、県土整備行政について質問をいたしま

す。

まず初めに、建設工事の指名競争入札制度に

ついてお伺いいたします。ことしの２月に、地

域の建設業者が担う災害復旧工事への対応を強

化したいなどとして、試験的に3,000万円以下の

土木一式を７月から取り入れ、10月からは、舗

装、とび、土工、コンクリート、そして建築一

式が試行として入札が実施されております。こ

れまでの建設工事の指名競争入札制度の実施状

況と現時点での評価について、公共三部を代表

して、一番多い県土整備部長に一括してお願い

いたします。

建設工事の○県土整備部長（大田原宣治君）

指名競争入札につきましては、災害対応力の強

化の観点から、災害時の応急復旧等に迅速に対

応する必要がある工種を選定し、７月から土木

一式工事を、10月からは舗装工事等の４種類の

工事を試行しているところであります。11月25

日までに97件の指名通知を行いまして、うち72

件で落札者を決定しており、現時点におきまし

ては、大きなトラブルもなく順調に実施できて

いるものと認識しております。なお、試行開始

後５カ月となる土木一式工事につきましては、

価格競争方式の条件つき一般競争入札と比較し

ますと、平均応札者数や平均落札率については

ほぼ同じ水準となっておりますが、工事現場に

近い建設業者が落札する割合が高くなっている

ところであります。

先日、私ども延岡市選出の県○田口雄二議員

議会議員５人は、延岡市建設関連団体協議会の

皆さんと意見交換をいたしました。その際、指

名競争入札の試行対象業種の拡大や対象金額の

拡大を要望する各団体の声をたくさんいただき

ました。まだ始まったばかりの入札制度ですの

で、一定の結論が出てということになるとは思

いますが、対象業種あるいは対象金額の拡大は

どのように考えているのか、県土整備部長にお

伺いします。

建設工事に○県土整備部長（大田原宣治君）
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おける指名競争入札の試行につきましては、今

後、建設業者へのアンケートや関係団体等との

意見交換も踏まえまして、総合的に検証を行う

こととしております。お尋ねの対象業種や金額

などといった来年度以降の方針につきまして

は、県議会や第三者委員会であります入札・契

約監視委員会の意見も伺いながら、試行の継続

も含め決定してまいりたいと考えております。

対象業種に入っていない団体○田口雄二議員

から、いろいろと御不満の要望が多数ありまし

たので、質問させていただきました。検証を

しっかりと行い、御検討をよろしくお願いいた

します。

次に、宮崎市の小戸之橋のかけかえ工事に伴

う交通渋滞の対策についてお伺いします。これ

につきましては、これまでこの議場で何度か質

問されていますが、11月１日から通行どめが現

実になり、予想されたとおり、周辺の交通渋滞

が悪化いたしました。宮崎市民や我が党の宮崎

市議団からの渋滞対策を求める声がたくさん届

いていますので、あえてお聞きいたします。

通行どめにより他の橋に車が流れ、渋滞が顕

著になり、通勤や通学などの市民に大きな支障

が出ています。新規に橋をつくるのではなく、

１日当たり約１万8,000台の通行量のあった橋が

なくなったわけですので、支障が出るのは当然

です。これは事前に予測されたわけで、県当局

においても、宮崎市を初め関係各位と、これま

でいろいろ検討され、渋滞対策を打ってきたと

は存じますが、これまでの小戸之橋かけかえ工

事に伴う渋滞対策の取り組みについて、県土整

備部長にお伺いします。

小戸之橋の○県土整備部長（大田原宣治君）

通行どめに伴う渋滞対策につきましては、宮崎

市の要請を受けまして、平成22年度から協議を

重ね、小戸之橋周辺の主要な交差点７カ所にお

きまして、市や警察本部と連携して、右折レー

ンの設置などの渋滞緩和対策を実施いたしまし

た。このうち、県では、県道宮崎島之内線の昭

和町交差点と大王町交差点の２カ所におきまし

て、中央分離帯を撤去し、それぞれ約100メート

ルと約70メートルに右折レーンを延伸する工事

を実施したところでございます。

現実に橋がなくなった今、市○田口雄二議員

民は戸惑い、最短時間のルートを連日試行錯誤

しながら、焦る気持ちを抑えつつ、ハンドルを

握っていることと思います。この県庁に通う職

員も相当数がこの橋を利用していたと思います

が、これまでよりかなり早く自宅を出ているの

ではないかと想像されます。そのうちだんだん

なれてくると車が分散し、少しは渋滞が解消さ

れるかもしれませんが、先ほども申しましたよ

うに、１日当たり約１万8,000台が他のルートに

回ったわけですので、そう簡単にはまいりませ

ん。また、この橋が完成するまで約７年かかる

と聞いております。迂回ルートになった地区に

おいては、慢性的な朝晩の渋滞や交通事故の危

険が増しており、御迷惑をおかけしておりま

す。今後の渋滞対策として県当局はどのように

お考えなのか、お伺いいたします。

通行どめ後○県土整備部長（大田原宣治君）

の渋滞状況を把握するため、宮崎市におきまし

て11月14日に実施した交通量調査によります

と、上流の大淀大橋や下流の赤江大橋などの交

通量が増加しており、周辺交差点の渋滞状況に

つきましては、現在、分析中であると伺ってお

ります。また、しばらくの間は交通量の変動が

続くと見られるため、定期的な調査を継続する

と聞いております。今後の渋滞対策につきまし

ては、このような調査結果等を踏まえた上で、
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引き続き、市や警察本部と連携して対応してま

いりたいと考えております。

この渋滞対策として多くの方○田口雄二議員

々から要請されているのが、一ツ葉有料道路の

南線を通勤・通学時だけでも無料化できない

か、ラッシュ時だけでも無料化できないかとい

うものです。日向市の小倉ヶ浜有料道路は、東

九州自動車道の開通を見込んで、細島港への利

便性を高めるため、未償還金の解消を待たず

に、県当局の英断で５月10日から無料化をして

いただきました。そこで、小戸之橋のかけかえ

工事に伴う渋滞対策として、一ツ葉有料道路南

線のラッシュ時間帯の無料化はできないのか、

また値下げは難しいのか、再度お伺いをいたし

ます。

一ツ葉有料○県土整備部長（大田原宣治君）

道路につきましては、現在、平成32年２月の無

料化に向けまして、通行回数券の購入ＰＲに努

めるなど、道路公社と連携を図りながら、利用

促進に取り組んでいるところでございます。時

間帯を区切った無料化及び料金値下げにつきま

しては、現在、約29億円余の未償還金もあり、

今後の償還計画や、さらに道路管理上の問題、

及び通行料金改定の国の許可が困難なことなど

から、現時点での対応は難しいと考えておりま

す。県としましては、宮崎市の調査結果などを

踏まえながら、引き続き、宮崎市や警察本部と

連携して、必要な渋滞対策に取り組んでまいり

たいと存じます。

平成32年の２月から無料化に○田口雄二議員

なるということは、まさに小戸之橋が完成する

ころです。何というタイミングの悪さかと思い

ます。これを聞くと、関係者や市民はやり切れ

ない思いがするのではないかと思います。もう

少し融通をきかすことができないのか、知恵を

働かせて何とかならないものか。今、１年間に

平均約４億円が償還されているようです。未償

還金が29億円ということは、７年ちょっとで完

済します。新小戸之橋の完成時期と、これもま

たほぼ同じというのは皮肉なものです。逆に、

みんなで集中的に乗る運動をして、償還の完済

時期を早めるという手もありますが、そう簡単

には事は進まないと思います。そこで、仮定の

話ではありますが、早朝のラッシュ時間帯の無

料化を実施した場合、その減収分を宮崎市が補

塡するというのであれば検討の余地があるの

か、県土整備部長にお伺いします。

現在、宮崎○県土整備部長（大田原宣治君）

市におきまして、周辺道路の交通量調査を実施

し、渋滞状況を分析中であり、その調査結果を

踏まえた上で、今後の渋滞対策について検討す

る予定と伺っております。お尋ねの有料道路の

減収補塡の提案につきましては、制度上の問題

や道路管理上の技術的問題、さらには新たな渋

滞の発生も予想されるなど、さまざまな解決す

べき課題もございますが、仮にこのような提案

がありましたら、国や宮崎市並びに関係機関

と、その可能性について検討してまいりたいと

考えております。

宮崎市さんにその気があるか○田口雄二議員

どうかはわかりませんが、仮に減収分の補塡を

考えてくれるというのであれば、無料化を検討

する余地はあるということでした。少し光が見

えてまいったというような気がいたします。

時間がなくなりましたので、次の問題は飛ば

させていただきます。

まず初めに、教育行政についてお伺いをいた

します。

今議会から、近藤好子前教育委員長から齊藤

和子新教育委員長にかわられました。２代続い
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ての女性委員長となります。私は、現在、文教

警察企業常任委員会の委員長をしている関係

で、教育委員会主催の行事に出席いたしました

ので、その際、何度か同席させていただきまし

て名刺交換をいたしております。ただ、親しく

お話をすることもまだありません。ここで、初

めての議会でもありますので、ぜひ、宮崎の子

供たちの教育に関して、齊藤教育委員長のお考

えや思いをお聞かせいただきたいと存じます。

お答えさせてい○教育委員長（齊藤和子君）

ただきます。

私は、３人の子供の母親として、子供たちの

ために一生懸命指導されている先生や学校の応

援をしなければならないと考え、ＰＴＡ活動に

参加するようになりました。これまでおよそ３

年間は、教育委員として、学校教育はもとよ

り、社会教育やスポーツ活動の充実を願い、本

県教育行政に携わってまいりました。自分の将

来の夢や目標の実現のために真剣に学んだり、

悩んだりする子供たちを、学校での学びはもち

ろんのことですが、保護者や地域の皆様がそれ

ぞれの生きる姿で導き、意識的に教育にかか

わっていただくことが、宮崎の教育の風土づく

りに進む力となると考えております。

教育を取り巻く環境にはさまざまな課題があ

りますが、これらの課題に真剣に取り組み、宮

崎の子供たちには、宮崎で育ったことを誇りに

思ってもらえるよう、県議会、県民の皆様と一

体となって、子供たちを真ん中にした学校教育

の充実を初め、県民総ぐるみの教育の推進に邁

進してまいりたいと考えております。

御答弁ありがとうございまし○田口雄二議員

た。教育を取り巻く環境はまだまだ改善してい

かなければならないところが多数ありますの

で、今後の御活躍を御期待申し上げます。

なお、近藤前教育委員長は、教育問題に関し

ては、答弁書だけではなく、御自分の意見を熱

く語られることがありました。齊藤委員長もぜ

ひ御自身の思いを今後御披露いただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

改めて、教育委員長並びに教育長にお伺いい

たします。地方の教育委員会を見直しする議論

が、中央教育審議会で検討されています。実際

の教育行政の責任を、これまでの教育委員会か

ら、自治体の長である知事や市町村長が任命す

る教育長に移しかえるという内容です。滋賀県

大津市のいじめ自殺事件を念頭に置いており、

現在の教育委員会制度では、教育行政の権限と

責任の所在が不明確で、地域住民や保護者の意

向を十分反映させていない、よって、その責任

体制を確立したいというものです。この教育委

員会の見直しについてどうお考えか、教育委員

長と教育長にお伺いをいたします。

本県の教育委員○教育委員長（齊藤和子君）

会におきましては、各委員が定例の委員会等に

おきまして、それぞれの立場から活発に意見を

出しております。また、そのような中、十分な

議論を行うとともに、知事、副知事や公安委員

との意見交換や、学校現場の訪問等に積極的に

取り組むなどし、職務の遂行に努めているとこ

ろでございます。

一方、国では、これまで発生したいじめや体

罰の問題から、教育委員会制度について中央教

育審議会での審議がなされているところであ

り、真摯に受けとめなければならないと思って

おります。私といたしましては、どのような制

度であっても、その制度を生かし、子供たちの

ために、よりよい教育行政を進めていくことが

大切であると考えておりますので、与えられた
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役割をしっかり果たしてまいりたいと考えてお

ります。

現在、中央教育審議○教育長（飛田 洋君）

会の教育制度分科会におきまして、教育長を知

事など首長の補助機関とする案と、教育長を教

育委員会の補助機関とする案の２つの案が示さ

れておりますが、２つの案について、さまざま

な角度から議論をいただいていると伺っており

ます。いずれにいたしましても、このような制

度の見直しに当たっては、教育の継続性、安定

性の確保、さらには政治的中立性などが求めら

れておりますので、そのようなことにも十分留

意いただきながら、それぞれの案のメリット、

デメリットも踏まえ、慎重な検討をお願いした

いと考えております。

ありがとうございました。○田口雄二議員

先ほど飛ばしました道路の問題について戻ら

せていただきます。この議場でも毎回のように

延岡の各議員が質問していますが、今回も延岡

市、また、県北県民の強い要望であります延岡

南道路の無料化についてお伺いします。以前よ

り、ほかの高速道路の料金体系と比較すると、

延岡南道路は割高ではないかと疑問視する声が

多くあります。延岡南道路の料金設定はどのよ

うに決められているのか、県土整備部長にお伺

いします。

延岡南道路○県土整備部長（大田原宣治君）

の料金設定につきましては、一般有料道路とし

て整備された経緯から、高速自動車国道のよう

な全国で共通化された料金体系と異なりまし

て、道路の建設や維持管理などに要する費用を

路線単独の料金収入で返済するものとする個別

採算制での料金設定が、平成２年の供用当時に

なされたと伺っております。平成17年に管理者

の日本道路公団が民営化されましたが、その後

も当初の料金設定が引き継がれているところで

あります。

つまり、延岡南道路と高速道○田口雄二議員

路は同一の基準で決まっているのではなく、延

岡南道路だけで料金設定がなされているという

ことなんですね。比較すること自体に無理が

あったということです。納得はできませんが、

仕方ありません。

ここで、最近顕著になってきたのが、無料の

国道10号延岡道路を利用する大型トラック等の

特大車が、有料の延岡南道路だけを回避して住

宅街の市道に流れ込み、沿線住民の生活にも大

きな支障が出ています。延岡南道路の無料化が

できないか、また、特大車の料金だけでも値下

げできないか、県土整備部長にお伺いします。

西日本高速○県土整備部長（大田原宣治君）

道路株式会社の見解によりますと、現行の料金

を前提として民営化後45年以内に債務返済を行

うよう、平成62年８月まで料金を徴収すること

となっているとのことでありますので、現時点

での無料化や特大車の料金値下げは、かなり厳

しい状況にあるものと考えております。

平成62年８月まで料金徴収と○田口雄二議員

いえば、あと37年も有料です。そのころ私は92

歳になっております。ふしだらな生活をしてい

ますので、間違いなく生きていないと思いま

す。道路というものは利用されて何ぼ、所期の

目的どおりにつくられたのに、有料であるがた

めに目的どおりにならないというのは、何のた

めにつくったのか、無念さでいっぱいです。

そこで知事にお伺いします。延岡の皆さん

は、現在、買い物を楽しもうとするときは大分

市まで足を延ばす方がたくさんいます。宮崎市

よりはちょっと遠いんですが、時間的には、道

路状況がいいものですから、宮崎市に来るより
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も短時間で行けるんです。あと２年以内には、

宮崎―大分―北九州まで東九州道がつながりま

す。延岡から宮崎市方面の道路は全て有料区間

です。大分方面は佐伯市まで直轄道路のため、

買い物や観光をいざなうかのように無料です。

県内方面に人が流れ込むようにするためにも、

延岡南道路の無料化や値下げが必要だと思いま

すが、知事のお考えをお伺いします。

御指摘がありましたよ○知事（河野俊嗣君）

うに、国道10号の渋滞、また大型車両の通行に

より、沿線住民の経済活動、日常生活に大きな

影響を及ぼしておるところでありまして、何と

か南道路の無料化または料金値下げができない

か、これまでも要望いただいておるところでご

ざいます。現在、国におきまして、社会資本整

備審議会の国土幹線道路部会から出された中間

答申を踏まえまして、高速道路の料金制度のあ

り方について具体的な措置の検討が進められて

おります。混在する有料区間と無料区間の整理

を検討するべきだと、そのような答申がなされ

ておるところであります。今後とも、こうした

国の議論や施策の動向につきまして、積極的に

情報収集を行ってまいりたいと考えておりま

す。

高速道路の無料化実験のとき○田口雄二議員

には、劇的に車の流れが変わりまして、今要望

していることがまさに間違っていなかったとい

うことが十分証明されております。今後の県北

のいろんな活性化のためにもこの道路は絶対無

料化が必要ですので、ぜひともよろしくお願い

いたします。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後１時１分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、山下博三議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○山下博三議員

通告に従いまして、順次お伺いをしてまいりま

す。

安倍政権が発足して、はや２年、もうすぐ２

回目の当初予算編成時期を迎えます。総理は昨

年の就任演説の中で、大胆な金融政策、機動的

な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の３

本の矢を軸とする「アベノミクス政策」を大き

く打ち出されました。これまでの失われた20年

を取り戻し、未来に向かって発展の礎を築こう

というものであります。その後、15カ月予算や

公共事業の拡大など、さまざまな対策が打たれ

てきた結果、経済全体に明るい兆しが見えてま

いりました。

先日、７～９月期のＧＤＰ（国内総生産）速

報値が公表され、「日本経済はたくましく回復

軌道に入っていく」という甘利経済再生担当大

臣の談話とともに、来春に向け、景気が再加速

するとの内閣府幹部のコメントが出されており

ます。

今回は、2020年東京オリンピックの開催決定

や、大都市圏の地価の５年ぶりの上昇など、明

るい兆しの見える経済をさらに後押しする力強

い光が見えてきているように思います。アベノ

ミクス効果が、これから地方にも恩恵をもたら

すものと大きな期待をいたしております。

一方、農政面におきましては、ＴＰＰ合意に

向けた取り組みや米政策の大きな方向転換、さ
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らには農地の中間管理機構や多面的機能直接支

払い制度など、将来に向かって安定的な農業経

営の展開を目指した制度の改革も検討されてお

ります。

私ども宮崎県にとりましても、国のさまざま

な動きを的確に把握し、制度をフルに活用して

地域経済を豊かに活性化させていくことが一番

重要であると考えております。また、そのため

には、一貫した財政運営、経済対策が重要であ

りまして、一期一期で異なる考えでは十分な財

政発動効果が期待できないものであります。ぜ

ひ、知事には引き続き県勢浮揚に全力で取り組

んでいただきたいと思います。このような思い

を御理解いただき、質問に入らせていただきま

す。

先日、私は、知事を初め県内の政財界でつく

る訪問団とともに韓国を訪問し、県産木材の輸

出拡大や国際定期航空路線の維持を求めて、政

府機関や企業に要請を行う機会をいただきまし

た。今回の訪問では、韓国国内で戸建て住宅の

建設意欲が旺盛にもかかわらず、国内木材の生

産が極めて少ないことが判明いたしますととも

に、観光客誘致の課題が明らかになってきたと

ころであります。今回の訪問で得られた課題を

解決して、着実に交流を促進することが大変重

要であると考えました。

知事は今回の韓国訪問以前にも、香港やシン

ガポール、台湾などを訪問され、県産品のトッ

プセールスや定期路線の拡大、観光客の誘致な

ど、積極的に働きかけを行われておりますが、

これまで訪問された国や地域における働きかけ

の成果についてどのように考えておられるの

か、知事にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、この後、質

問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

東アジアにおけるトップセールスということ

で、今年度、香港、シンガポール、台湾、韓国

を訪問しまして、県産品や木材のトップセール

スを初め、定期航空路線の維持充実や本県への

さらなる送客の要望など、積極的に取り組んで

きたところであります。

その成果につきましては、まず県産品の輸出

は、香港、シンガポールで宮崎牛の新たな取引

が始まり、宮崎牛取扱指定店の認証交付をした

ところでございます。香港でのカンショや卵、

また台湾でのみそなどの調味料、乳製品などの

定番化につながったところであります。また、

議員、今御指摘がありましたように、韓国では

木材の輸出に向けて、さらなる人的なつながり

というものも深めることができたように思って

おります。

また、香港では、現地政財界のキーパーソン

の方との意見交換によりまして、本県の取り組

みにアドバイスをいただくなど、今後の販路開

拓に当たっての貴重なパイプもできたものと考

えております。

また、観光面では、香港の大手旅行会社を訪

問いたしまして この社長さんとは私、何回―

もお会いをしておるところでありますが 宮―

崎空港を発着するチャーター便の利用も含め

て、さらなる送客をお願いしましたところ、そ

の実現に向けて前向きに検討していただけると

いう趣旨のお言葉をいただきましたし、また、

さらなる観光誘客に向けた具体的なアドバイス

もいただいたところであります。

また、人的交流という面では、先日参りまし

た台湾、「みやざきフェア」が開催された台中

市、彰化県があったわけでございますが、彰化
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県の県知事との会談を行いました。人口130万人

の農業が盛んな県でございますが、今後の両県

の経済交流の促進などに向けて、前向きな関係

構築ができたものというふうに考えておるとこ

ろでございます。

東アジアの市場開拓は、まだ本格的な取り組

みを始めたばかりではありますが、一部では着

実に成果が出てきているのではないかというふ

うに考えております。知事としてトップセール

スを行うことにより、注目度が高まり、また相

手のキーパーソンとも会える。さらにはさまざ

まな形でのパイプづくり、注目度も高まるとい

うような状況を利用しながら、今後とも、機会

あるごとに積極的に宮崎の魅力を情報発信しま

して、海外との交流促進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〕

ありがとうございました。○山下博三議員

引き続き、知事にお伺いをいたしますが、知

事や政財界の関係者のみの交流だけでなく、次

代を担う青少年レベルの草の根交流も大変重要

であります。御案内のことと存じますが、本県

の青少年と海外の青少年の交流事業は、今をさ

かのぼること40年前、黒木元知事の時代から松

形元知事まで、日比友好植樹の翼や日韓友好植

樹の翼として実施されてきております。いずれ

も当時の知事が団長で、120名から150名のチャ

ーター便での参加でありました。私も４回ほど

参加をさせていただいております。

また、次の時代を担う青少年の代表として、

九州青年の船、宮崎県少年の船という、さまざ

まな青少年と海外等の交流事業が実施されてま

いりました。そのいずれもが、地理的、歴史的

にも深く結ばれている東南アジア各国と、友好

植樹を通じてスポーツ交流や文化交流、交歓に

より相互理解と信頼を深め合う友好親善と国際

性を涵養することが目的とされておりました。

諸般の事情から、いずれの事業も中止される中

で、県におかれましては、青少年育成を行う上

で、友好の翼などに代表される国際交流の推進

の役割、必要性についてどのように考えておら

れるのか、知事にお伺いをいたします。

御指摘がございました○知事（河野俊嗣君）

宮崎県日韓友好植樹の翼事業などの青少年国際

交流事業につきましては、当時、本県など地方

レベルの国際化が急速に進展する中で、国際感

覚豊かな人づくりの推進という観点から大変効

果的であったというふうに考えておりますし、

昨今の政治・外交状況を考えますと、民間ベー

スのこういう交流のきずな、その礎ができたと

いうのは大変重要なことであったろうというふ

うに考えております。

私もかつてアメリカに２年ほど留学した経験

がございますが、異なる文化の中で外国の若者

と一緒にサッカーやテニスをやって遊んだり、

またグループ討議を行ったり、ともに学んだこ

とがございます。そこで学んだ内容だけではな

く、視野が広がること、また経験を深めるこ

と、そして新たな視点で日本を見詰め直すこと

ができること、さまざまな効用があったわけで

ございまして、自分の人生にとりましても大き

な糧であったように考えております。

本県におきましても、国際化が進み、県民の

海外渡航もふえまして、グローバル化がますま

す進展している状況でございます。このような

中で、県としましては、観光や経済、文化、ス

ポーツなど幅広い分野において、県民や経済団

体の主体的な交流が促進されるよう支援してい

くことが重要であると考えておりまして、現

在、韓国との児童生徒の相互交流事業などに取

り組んでおるところでございます。また、先
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日、民間ベースで現在も続いておりますシンガ

ポールの交流団、その子供たちともお会いした

ような状況でございます。青少年の国際交流事

業につきましては、グローバル人材の育成確保

を図るという観点からも、国、市町村、民間と

も連携を図りながら、そのあり方につきまして

も検討してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○山下博三議員

私は留学の経験はないんですけれども、40年

ほど前、全国の農業青年17名でヨーロッパを１

カ月間訪問させていただきました。そのとき、

オランダで、世界に広がった花市場というのを

見せていただきました。それから、ドイツでも

機械銀行という、世界に先駆けた機械化文明の

中で取り組みがなされておりまして、その後、

日本でも農村における機械銀行というのが推進

されてまいりました。若いときに知識を得ると

いうことがいかに大事かということを痛感いた

しておるものですから、ぜひとも若者にも夢を

与えられる、そういう青少年の交流事業を再開

していただくとありがたいと思っています。

次に、フードビジネスの推進についてお伺い

をしてまいります。

私の地元であります都城市は、北に高千穂峰

を、西には桜島を望む、耕地面積１万3,000ヘク

タールを有する、宮崎県内でも有数の農業地帯

であります。この地域から産出される農産物等

を活用した食品製造業者についても、日本一の

出荷額を誇る霧島酒造や、牛乳・乳製品等の飲

料メーカーである南日本デーリィ牛乳、みそ・

しょうゆのヤマエや早川醤油、ミヤチク高崎工

場や、今日まで先駆的に取り組みをされている

民間資本の野菜加工工場や製造加工される食品

の出荷額は優に1,000億円を超えており、本県の

食品製造業出荷額の大きなウエートを占めてお

ります。

このような中、都城地域におきましては、去

る８月９日に農水省の皆川事務次官をお招きし

て６次産業化推進大会を開催され、官民挙げて

地域資源を活用した６次産業化や農商工連携の

取り組みを進めていくことを決議いたしたとこ

ろであります。

このように、既に県内の食品製造業出荷額の

重要な位置を担っており、今後も、地域資源を

活用した６次産業化、農商工連携など付加価値

向上を図っていこうとしている都城・北諸地域

を核として、隣県鹿児島の曽於・有明地域とも

連携を深めるためにも、例えば、都城・北諸地

区フードバレー構想といったフードビジネスを

実践するための新たな構想を策定するべきでは

ないかと考えますが、稲用副知事にお伺いをい

たします。

フードビジネス振興○副知事（稲用博美君）

構想は、県下全域を対象に、地域の特性を踏ま

えながら、食関連産業の成長産業化を図ろうと

いうものであります。

中でも、都城・北諸県地域では、全国トップ

クラスの生産量を誇ります豊富な農畜産物と、

これを生かしました多彩な食品加工・製造が行

われております。私も10月に現地の視察、各企

業の皆さんとの意見交換を行ってまいりまし

た。皆さんには、将来を展望しまして、ともに

考えて行動していこうというような姿勢を感じ

まして、非常に積極的なそういう部分がござい

ました。この地域におきます生産・加工という

のが、本県の食関連産業のまさに屋台骨である

という認識を新たにしたところでございます。

また、今後、都城志布志道路の開通によりま

す物流の効率化・高速化、さらには農地の集約

化に向けた動きなどを見据えますと、鹿児島県
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の曽於・有明地域を含めた圏域というのは、さ

らに大きく発展する、飛躍するポテンシャルを

有しているというふうに思っております。

現在、県では、食肉や焼酎、加工・業務用農

林水産物など、都城・北諸県地域に密接に関連

するテーマを設定しまして、関係団体・企業等

と連携しましてプロジェクトを推進していると

ころであります。本地域の食関連産業につきま

しては、御提案のような広域的な視点も持ちな

がら、本県フードビジネスの中核として、一層

の振興を図ってまいりたいというふうに考えて

おります。

ありがとうございました。○山下博三議員

私は去る８月16日から、香港、マカオを訪問

し、香港事務所の開所式の前でありましたが、

香港事務所の活動状況や香港のワンチャイにあ

る香港コンベンションセンターで開催された

「フードエキスポ2013」を調査いたしました。

今回で24回目となるフードエキスポは、出展

団体1,520社、初出展のカンボジア、グアムを初

め、世界26カ国の団体が各国の魅力を紹介して

おりました。日本関連の団体は231団体となって

おりまして、加工食品のみならず、牛乳やフル

ーツ、酒類など、数多くの出展がなされており

ましたが、宮崎県からも昨年に続いて食料品な

どの分野で５業者が出展されており、熱気を帯

びた商談が行われておりました。

また、このエキスポと前後して、ジャパンプ

レミアムストアやＹＡＴＡ百貨店など量販店を

調査するとともに、取引業者との意見交換を行

いながら、どのような農産物がどのように販売

されているのか、また、どのような方が購入さ

れているのか、調査に回りました。

日本産の農畜産物が販売されているのは、や

はり一定の所得以上の方々が利用されている量

販店であります。販売されている農畜産物につ

いては、例えば牛肉であれば、近江牛のヒレ

が100グラム当たり210香港ドル、１ドル13円で

ありますので、2,730円になります。佐賀牛

は4,940円、Ａ５の神戸牛に至っては6,760円で

ありますが、宮崎牛はＡ４等級で1,950円で販売

されておりました。

国内では、全国和牛能力共進会２連覇の宮崎

牛や完熟マンゴー「太陽のタマゴ」、これから

シーズンを迎える完熟きんかん「たまたま」な

ど、全国トップクラスのブランド農畜産物を抱

えている本県でありますが、海外においての宮

崎ブランド確立はまだこれからという状況であ

ると痛感いたしたところであります。

今後、東アジアにおける宮崎ブランドの農畜

産物の確立に向けた取り組みについてどのよう

に進めていこうとしておられるのか、農政水産

部長にお伺いをいたします。

本県産農畜産○農政水産部長（緒方文彦君）

物の輸出拡大を図るためには、官民が一体と

なったオールみやざきの体制で認知度向上によ

るブランド化を進めることが大変重要であると

認識いたしております。

このため、県といたしましては、東アジアへ

の輸出の鍵となる香港に事務所を設置いたしま

して、事務所内に併設したフロンティアオフィ

スに入居している民間企業と連携した販路拡大

や、フェイスブックを活用した情報発信等に取

り組んでいるところであります。さらに今月か

らは、輸出手続や香港・マカオの食品業界に精

通した商社ＯＢの方を輸出支援アドバイザーと

してお願いし、高級日本料理店等への販路開拓

に取り組んでいるところでございます。

今後とも、県香港事務所を効果的に活用し、

民間企業や関係団体と連携を図りながら、東ア
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ジアへの輸出拡大に向けた取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

去る９月７日、我が国で実○山下博三議員

に56年ぶりとなる東京でのオリンピック開催が

決定をいたしました。前回のロンドンオリン

ピックでは、世界204の国や地域から、選手、関

係者として１万1,000人が参加し、総チケット枚

数は880万枚に上ったそうであります。オリン

ピック期間中、20日足らずの中で実に多くの人

々が応援や観光に訪れております。７年後の東

京オリンピックにおいても、ロンドン大会以上

の国や地域から多数の選手や応援団が来日し、

東京を中心に開催期間を通じて盛り上げてくれ

るものと確信をいたしております。

今日、日本の各県がまさしく産地間競争を繰

り広げていると言われる東アジアに対して農畜

産物等を売り込んでいくことは大切であります

が、オリンピックは、世界各国からトップアス

リートや日本に応援に来ることのできる所得層

が多数参加をされます。これから2020年までの

７年間に、東京において宮崎の農畜産物のブラ

ンドを確立して、宮崎の農畜産物を使った料理

を常に食べられる店や食材として常に販売して

いる店などをつくることで、オリンピックに訪

れる皆様が気軽に宮崎の農畜産物に接し、その

魅力を理解し、それぞれの国に帰った後に祖国

での口コミセールスが期待できるのではないか

と思っております。そこで、７年後にオリン

ピック・パラリンピック東京大会が開催されま

すが、この流れをどう本県の活性化に生かして

いこうとされるのか、知事にお伺いをいたしま

す。

７年後、2020年の東京○知事（河野俊嗣君）

オリンピック・パラリンピック大会につきまし

ては、関連産業の振興や雇用の創出、インフラ

整備など、大きな経済効果をもたらすことが期

待されているわけでありますが、それを東京一

極集中に終わらせてはいけないということを強

く考えておりますし、それを全国に波及させて

いくことと、一過性のイベントにしてはならな

い、我が国の再生・復興の大きなうねりにして

いくことが大事だというふうに考えておりま

す。そして、地方の側も、もちろん宮崎として

も、そのうねり、波に乗って、これをさらなる

発展、アピールのチャンスと捉えることが大事

であろうかというふうに考えております。

全世界の注目が集まるこの好機を逃さずに、

本県が誇る日本一連覇を果たした宮崎牛や、先

日ようやく発売が始まりましたキャビア、そう

したすぐれた農林水産物を初め、自然、歴史、

文化、スポーツキャンプのメッカとしての魅力

などを磨き上げて国内外に積極的に発信するこ

とによりまして、食のブランド化や観光誘客、

直前合宿の誘致などに取り組んでいくこと、こ

れが大変重要であるというふうに考えておりま

す。

フードビジネスの文脈で最近あった具体的な

例としましては、ダンロップフェニックストー

ナメントでルーク・ドナルドという選手が２大

会連続で優勝したのですが、賞品の宮崎牛を大

変評価してくださいました。ずっとツイッター

で情報発信されているのですが、宮崎に来たと

きに「タイトルを守るために来た。宮崎牛も守

るのだ」というふうにツイートして、試合の途

中も「宮崎ビーフを守るぞ」というような書き

込みをしていただいて、タイトルをとった後は

「宮崎牛を守った」という評価をしていただい

た。そして、ルーク・ドナルド選手に、イアン

・ポールターというかつて優勝した選手が、

「宮崎牛のパーティーはいつやるんだ。僕も参
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加するよ」というふうなやりとりをされたとい

うようなこともありまして、本県の誇る農産物

は、確かに味わっていただければ、賞味いただ

ければ評価いただけるものだという手応えを非

常に感じたところでございます。

このため、東京オリンピックの機会を生かし

て、仮称ではあるんですが、「みやざき東京五

輪おもてなしプロジェクト」をスタートするよ

う指示したところでありまして、今後、市町

村、民間団体と一体となって、内容を具体化し

まして、全県的にこの好機を生かすということ

で取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

全国各地でも同様の動きが出てきて、もちろ

ん地域間競争になるというふうに考えておるわ

けでございますが、「復興から新たな成長」を

目指す本県としましては、未来の県づくりに向

けたチャンスというふうに捉えまして、県内経

済の浮揚や地域の活性化につながるように取り

組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜ○山下博三議員

ひ、日本全国、ほかの県に負けないように、先

見性を持って取り組んでいただくとありがたい

と思っています。

今月７日の東京出張の折、東京千代田区の

市ヶ谷にあります本県の東京ビルを訪問してみ

ました。私も20数年前に宿泊したことがありま

して、当時、共同トイレに共同風呂という非常

に使い勝手の悪い印象がありました。今日では

宿泊施設も廃止され、職員宿舎、学生寮として

利用されておりますが、利用状況、収支状況に

ついて総務部長にお伺いをいたします。

東京ビルにつきま○総務部長（四本 孝君）

しては、敷地面積が432坪、建物の延べ床面積

が1,919坪の施設でありまして、現在、今お話の

ありましたように、職員宿舎、学生寮あるいは

フロンティアオフィスなどとして利用されてお

ります。

このうち、職員宿舎には東京事務所の職員や

その家族など32世帯が入居しております。ま

た、学生寮には東京周辺の大学などに通う男子

学生が入寮しておりまして、定員100名でありま

すが、早期退寮もあり、現在64名が入寮してお

ります。さらに、フロンティアオフィスには首

都圏での営業活動を行う県内中小企業10社が入

居しております。

なお、東京ビルの平成24年度の収支状況であ

りますが、歳入は職員宿舎貸付料が594万円、フ

ロンティアオフィス貸付料が522万円、会議室利

用料が132万円など、合計で1,261万円となって

おります。一方、歳出は、学生寮の指定管理料

が865万円、その他の管理委託料が2,120万円な

ど、合計で3,385万円となっておりまして、歳入

と歳出の差額は2,124万円となっております。

ただいま答弁をいただきまし○山下博三議員

たけれども、私も今回行きまして、この建物は

非常に無駄があるような気がしてなりません。

平成10年までは知事車と議長車が置いてあっ

て、その当時のあれだけの駐車スペースや広い

スペースがそのまま残っておるんです。そのこ

とで新たな取り組みはできないのか、お伺いし

たいと思うんですが……。今後、フードビジネ

スの振興、宮崎のアピールを進めようとしてい

る中で、東京において一つのビルの中に宮崎の

食、例えば宮崎牛や豚肉、地頭鶏などを堪能で

きるレストランを備えた宮崎の総合特産品セン

ター的な施設を早急に整備し、オリンピックの

特需に備えるべきだと考えますが、東京ビルの

再開発は考えられないか、再度、総務部長にお

伺いをいたします。
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東京ビルは都心の○総務部長（四本 孝君）

千代田区にございますけれども、第一種住居地

域に隣接しておりまして、いわば落ちついた環

境にあるものであります。そのような立地環境

のもとで、職員宿舎、学生寮、フロンティアオ

フィスとして現在活用されているわけでありま

す。また、平成12年度以降、順次、耐震補強あ

るいは改修工事を行っておりまして、耐用年数

も現在残っているところであります。

御提案の東京ビルの再開発につきましては、

このような状況から、当面は現在の利用形態を

継続することが望ましいと考えておりますけれ

ども、今後、さらに学生寮の利用率向上に努め

るとともに、スペースの有効な活用を関係部局

と協議するなど、東京ビルの一層の活用を図っ

てまいりたいと考えております。

私は本当にいい建物だなと。○山下博三議員

学生寮はいいと思うんですが、果たして今の時

代に合うんでしょうか。男の学生２名の相部屋

ですね。100名収容できるんですけれども、利用

されている方が今、64名です。都心のあのいい

場所に432坪のすごい土地なんです。そして、坪

単価の評価を調べてみましたら、坪当たり評価

額で259万円ということなんです。都心にあれだ

けのいいものがあるんであれば、今後、最も望

まれるような利用をしていただければありがた

い、ぜひ検討していっていただくとありがたい

と思っています。

次に入りますが、引き続き、宮崎牛について

お伺いしてまいります。これまでの宮崎牛の販

売は、枝肉や部分肉での出荷が中心でありまし

たが、本年度から本格的に東京芝浦市場に向け

て生体出荷を始め、関東地域での宮崎牛ブラン

ドの認知度向上の取り組みを始めておられま

す。

去る10月29日に、東京都芝浦にあります中央

卸売食肉市場に生体出荷された宮崎牛の競りの

状況を調査し、あわせて重要な購買者の皆さん

とも意見交換をすることができました。当日は

全国から490頭が出荷されておりまして、そのう

ち本県からはＪＡ都城管内の12頭が出荷されて

おりました。

私は今までに、本県での競り状況や、名古屋

の南部市場、大阪市場等は視察しておりました

が、さすが大都会の市場、215社のバイヤーが集

う牛肉需要の高さを感じたところでありまし

た。12頭の平均単価は2,043円ということで、お

おむね同市場の平均を上回る価格で取引されて

おります。

宮崎牛をよく取引していただくバイヤーの話

を聞きますと、当日は、相場はやや弱いもの

の、宮崎牛については引き合いが強く、相場は

良好であるということでありました。また、全

体的に肉のバランスがよく、歩どまりの高い牛

が多く、もっと出荷量をふやしてほしいという

強い要望があった一方、産地別の課題について

も、さまざまな示唆をいただいたところであり

ました。そこで、ことしから取り組まれている

宮崎牛の生体出荷についてどのように評価され

ているのか、また取り組みを進める上での課題

は何であるのか、農政水産部長にお伺いをいた

します。

宮崎牛の東京○農政水産部長（緒方文彦君）

都中央卸売市場への生体出荷は、本年４月から

本格的に実施しております。当初はＪＡ宮崎中

央から月に１～２回、１回12頭の出荷でした

が、ＪＡ都城等も加わりながら、９月からは毎

週１回、合計48頭を出荷しているところでござ

います。

出荷に当たりましては、産地の技術員や農家
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みずからが事前に牛を厳選しておりまして、11

月中旬までに出荷した228頭の中で、宮崎牛とな

る枝肉等級、４等級と５等級の割合は84.2％、

出荷牛の平均枝肉単価が1,975円となっており、

市場からは肉のバランスや歩どまり、肉質につ

いて高い評価をいただいているところでござい

ます。

また、課題といたしましては、ブランド確立

のためには定時定量出荷と継続的な取り組みが

重要でありますことから、出荷時の月齢や体重

の基準作成など、産地を越えた出荷体制を整備

することが必要と考えております。

次に、宮崎牛の生体出荷に係○山下博三議員

る支援策について、同じく農政水産部長にお伺

いをいたしますが、東京市場での宮崎牛として

の認知度を増すには、一定した出荷でありま

す。まず、本県は毎週12頭、トラック１台を目

標とされております。年間580頭程度になると思

いますが、東京市場においては全国から銘柄牛

が出荷される中で、特に松阪牛は毎週月曜日に

３～５台分、36～60頭になると思うんですが、

出荷をされております。来年度に向けて安定し

た出荷体制を整えていくためには、さらに肥育

農家の協力を得なければなりません。

しかしながら、肥育農家は大きなリスクを背

負うことにもなります。東京まで24時間以上か

かる陸上輸送でのストレスから、肉質や体重の

減少、また県内出荷と東京出荷は市場手数料や

輸送費の負担の違いもあり、１頭当たり７万円

以上の経費の違いがあります。多少の経費の補

助はあるものの、それでも差額は４万2,000円ほ

どあります。今日、肥育農家において、子牛の

価格も高騰する中、安定した東京市場出荷を目

指すためにも、リスクに対してさらなる支援は

できないのか、お伺いをいたします。

議員御指摘の○農政水産部長（緒方文彦君）

とおり、宮崎牛の生体出荷に際しては、地元屠

畜に比べまして、東京までの長時間輸送のスト

レスによる体重減少等のリスクがありますこと

から、県といたしましては、東京出荷により販

売価格に損失が生じた場合に、その経費の一部

を助成しているところでございます。

また、競り市当日は毎回、東京事務所職員が

立ち会いまして、市場や仲卸との意見交換を行

うとともに、経済連やＪＡと一体となって仲卸

との関係構築に努めております。

今後は、仲卸と一体となった販売プロモー

ション等も実施しながら、東京でのさらなる宮

崎牛ブランド確立に努めてまいりたいと存じま

す。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、和牛子牛の取引価格の上昇が全国レベ

ルで続いております。本県の５つの市場で行わ

れた11月期の平均価格が53万7,467円で、前年同

月を約10万円も上回る高値であります。このこ

とは、全国的な和牛繁殖農家の高齢化や担い手

不足、2010年の我が県における口蹄疫の発

生、2011年の東日本大震災による東北地方での

農家の廃業等も相まって、全体的な子牛の供給

が落ち込んでいることがあると思います。中小

家畜の生産は、例えばブロイラーは約50日、豚

は180日で出荷をされます。それに比べ、大家畜

の場合は子牛を産むまで２年以上かかり、分娩

できるのは年に１頭だけであります。

本県は、宮崎牛２連覇の勢いもあり、県外か

らの購買意欲も高まっているものの、地元肥育

農家の皆さん方は、子牛の値上がりや配合飼料

の高どまりの状況で全く利益も出ず、牛の導入

をしたくても余力がなく、牛舎があいたままの

農家も多いという状況であります。肥育農家と
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繁殖農家は車の両輪の世界であります。肥育農

家の廃業が続けば、いずれは繁殖農家にも影響

が出てまいります。このことを踏まえて、短期

間での生産体制の拡大が望めない中、地域ＪＡ

や経済連等の参入による新たな生産基盤の確立

に向けた取り組みはできないのか、農政水産部

長にお伺いをいたします。

御指摘のとお○農政水産部長（緒方文彦君）

り、県内の子取り用繁殖雌牛の飼養頭数は年々

減少しておりまして、子牛競り出荷頭数も平

成20年度の７万8,391頭をピークに、昨年度は６

万5,855頭と減少いたしております。このような

状況の中、ＪＡや経済連等によるキャトルステ

ーションや繁殖センター等の新たな生産基盤整

備への取り組みは、地域の素牛生産の維持拡大

に非常に有効な手段であると認識いたしており

ます。

県といたしましては、市町村やＪＡ、経済連

等関係機関と連携しながら、国庫事業等を活用

し、規模拡大を図る農家や新規就農者への支援

とともに、これらの取り組みについても積極的

に推進してまいりたいと考えております。

繁殖農家の平均年齢は68歳以○山下博三議員

上です。やめていく農家の分の生産の拡大とい

うことを担い手が賄い切れないんです。私は、

このことを考えますときに、早急な対策を講じ

ていただきますようにお願いを申し上げておき

たいと思います。

次に、食品偽装についてお伺いをいたしま

す。今日、一流ホテル・旅館等、またレストラ

ン等での食品偽装が相次いでおります。農家

は、牛肉のサシをつくるのに30カ月以上の月日

を費やして、一つの芸術品とも言えるものをつ

くり上げます。手間暇かけ、しかもそこにはわ

ずかな利益、時には赤字になりながらも、最高

のものをつくり上げようと努力しておられま

す。今日の食品偽装表示の認識と対策について

お伺いをいたします。

このたび県内○総合政策部長（土持正弘君）

におきましても、メニュー表示に関して、実際

に使われていた食材と異なる表示を行った事案

が相次いで発生いたしましたことは、食品表示

に対する県民の信頼を大きく失墜させるもので

ありまして、大変遺憾に思っております。

県におきましては、不当景品類及び不当表示

防止法、いわゆる景品表示法に基づきまして、

該当事業者に対し、直ちに事実確認のための調

査を実施いたしまして、不当な表示の禁止と再

発防止に向けた指導を行うとともに、現在、景

品表示法に関するチラシを関係全事業者に配布

し、周知を図るべく準備を行っているところで

ございます。

また、今回の一連の事案は、農水産物のブラ

ンド化やフードビジネスを推進する本県の食の

安全・安心を揺るがしかねないものであること

から、庁内組織ではありますが、内田副知事を

会長とする「県食の安全・安心対策会議」とい

たしまして、食品衛生協会やホテル旅館生活衛

生同業組合など関係７団体に対しまして、景品

表示法を初め、食品表示関連法令の理解と適正

表示の徹底を文書で要請したところでありま

す。

今後とも、国や関係団体等と連携を図りなが

ら、適正表示の周知徹底に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

ありがとうございました。農○山下博三議員

家は、トレーサビリティーシステム 生産履―

歴、そしてポジティブリスト制度、さまざまな

規制をクリアしながら、安全・安心なものをつ

くっているんです。この前もテレビで出ており
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ましたけれども、経産牛の肉に、３分の１、４

分の１の価格しかしない赤身の肉に、ものの１

分、２分で針を刺して脂肪を注入していく。そ

れがあたかもサシの入ったいい肉みたいに偽装

してくる。加工肉として表示しなければならな

いのがステーキ牛肉としての表示をしている。

これが大きな問題なんですね。このことは生産

者を裏切ること、そして消費者も裏切ることで

ありますから、ぜひとも我が宮崎県、食の宝庫

としての宮崎をしっかりと守っていただきます

ように、お願いを申し上げておきたいと思いま

す。

それから、再度、知事にお伺いをいたします

が、宮崎牛は全国共進会においても２連覇をい

たしましたが、まだ価格でのブランド力があり

ません。高い取引ができて本当のブランドだと

思っております。東京オリンピックを利用した

宮崎牛などの海外へのアピールを進めるために

も、東京に生体で出荷し、首都圏でしっかりと

ブランド力をつけてオリンピックを迎えること

が大事であると考え、東京への道は世界に通じ

ると信じています。

ここまで各分野にわたってお伺いしてまいり

ましたが、その全てがフードビジネスの確立に

つながるとの思いから議論させていただいたも

のであります。そこで、フードビジネスの確立

に向けた知事の決意について、再度お伺いをい

たします。

東京を制するものは世○知事（河野俊嗣君）

界を制するという話がございましたが、それも

ありますし、例えば世界を制すればまた日本も

制することができる。大変重要なポイントでは

ないかというふうに思っております。

これまで、宮崎牛を初め、ブランド力の強

化、生体の出荷をしておりました。それで高い

評価を得た。また、海外のゴルフ選手の評価は

先ほど紹介をしたとおりでございます。一定の

手応えもございます。

また、先日の東アジアへのプロモーションの

ときも、安全・安心でおいしい日本の食材・食

料品に対する信頼性、評価というのは大変高い

ものがあるというふうに考えております。フー

ドビジネスの展開は、大きくチャンスも広がっ

ているものというふうに考えておるところでご

ざいます。

最近の県内の状況を見てみますと、県産キャ

ビアの販売を開始し、ほかにはない魅力的な食

材ということでアピールをしてまいりたいとい

うふうに考えておりますし、本県出身のシェフ

などの外部専門家を活用しました食の魅力の発

信の取り組みが進んでおります。また、地元金

融機関によります６次産業化を支援するファン

ドの設立、さらには宮崎大学の「食と健康」を

基軸とした人材育成の展開など、各分野で新た

な取り組みが始まっておりまして、県全体とし

てフードビジネスを進めていく歯車というもの

が回り始めたのではないかなという、これも手

応えを感じておるところでございます。

食に関連する産業は、１次から３次に至るま

で裾野が広く、本県の強みであります豊富でし

かも安全・安心で良質な農林水産物を核に、地

域を牽引する基幹産業として総合的に発展して

いく大きな可能性を秘めておりますので、今後

とも、私が先頭に立って県内の産学官金の連携

を一層深めて、一つ一つ成果を積み上げてい

き、フードビジネスの成長産業化に結びつけて

まいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

次に、農政問題についてお伺いをしてまいり

ます。
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都城盆地では、畑地面積6,570ヘクタールのう

ち約4,000ヘクタールを対象に、24年の月日をか

けて整備されてきた都城盆地畑地かんがい事業

の国営事業が平成22年に完了いたしており、現

在は国営幹線水路から支線水路の県営事業を鋭

意進めていただいております。県営事業の進捗

率は現在、整備済み面積が1,198ヘクタールで全

体面積の約30.2％でありますが、最終完了年次

は平成40年度の予定であります。

地域の農業者の皆さん方は、水の利用に大き

な期待を持っておられる方もいる反面、高齢化

や担い手不足から、今から水を使う人がいるだ

ろうか、何をつくればいいのだろうかなど、今

でも水を使った有利な農業展開が見えない状況

でもあります。

このような中で、県では一昨年、畑かん営農

推進室を設置され、畑地かんがいを活用した営

農の展開を強力に支援する体制を整備されたと

ころでありますが、水を有効利用することに

よって、より所得向上を目指そうという農家が

新たな営農体系への転換を図るためには、施設

園芸の展開が必要であると考えます。そのため

には、必要な支援、例えばハウスの整備などを

畑地かんがい関連事業の中で行うことはできな

いのか、農政水産部長にお伺いをいたします。

現在、都城盆○農政水産部長（緒方文彦君）

地地区で進めております畑地かんがい施設の整

備により、雨水に頼らない計画的な作付による

輪作体系の確立や、新規作物の導入、施設園芸

の展開など、水を利用したさまざまな営農の展

開が可能になるものと考えております。

その中でも、安定した水が必要となる施設園

芸につきましては、収益性も高く、畑地かんが

いの効果が高い営農形態の一つでありますこと

から、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。しかしながら、御質問の畑地かんが

い関連事業でのハウス施設の整備につきまして

は、国において、水を供給する農地までのパイ

プライン及びハウス内の散水施設が事業対象と

定められており、対応できないこととなってお

ります。

次にお伺いしますが、畑かん○山下博三議員

の施設整備が進む中、地域においては、新たな

ハウス園芸への取り組みや大型法人農業への展

開が進み、高能率機械の導入に対する需要も大

変期待されるものがあると思います。

そこで、私は、現在における都城盆地土地改

良区の課題等も調べてみました。10アール当た

り畑作2,500円、ハウス6,000～２万1,000円、お

茶6,000～１万1,000円の水利用料金が設定をさ

れております。

工事の進捗が進むにつれて農家の水利用がふ

え、新たな作目の導入や高品質な作目を得るこ

とによって農家の収入もふえ、豊かになるこ

と、そして運営管理を行う土地改良区も健全な

運営ができること、これが本来の姿であると

思っています。しかしながら、平成25年度経常

賦課面積847ヘクタールのうち、現在、水利用に

よる賦課面積はわずか65.48ヘクタールの7.7％

で、組合費を入れても474万5,740円でありま

す。

一方、経常経費は6,100万円で、不足分につい

ては、国からの施設管理費の補助や、都城市、

三股町の負担金であります。地方において大変

な財政運営の中、3,800万円が負担をされており

ます。６年後の平成31年度においては、このよ

うな水利用で推移していくと、都城市、三股町

で5,000万円近い負担となるようであります。先

ほども述べましたが、水利用によって豊かな農

業農村、儲かる農業を目指すためにも、新たな
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農業展開は急務であります。そこで、農政水産

部長にお伺いをいたしますが、新規就農者や既

存ハウスの所有者などに向けて、ハウスを団地

化してリース事業を行うなど、生産関連施設等

を整備していく取り組みはできないのか、お伺

いをいたします。

畑地かんがい○農政水産部長（緒方文彦君）

地域はもとよりですが、県内の園芸産地におき

まして、木質バイオマス暖房機や高度な環境制

御システムなど、先進技術を導入したハウス団

地を整備し、生産基盤の強化を図り、力強い施

設園芸産地を確立することが大変重要だと考え

ております。

中でも、畑地かんがい地域におきまして、例

えば施設園芸など、水を積極的に活用して所得

向上を図る新たな営農を展開することは、畑作

営農を進める上で極めて重要な取り組みである

と考えます。

県といたしましては、近年、資材価格等の高

騰に伴い、施設整備経費が増大していることか

ら、ハウス整備に係る農家負担の軽減を図るた

め、国の事業等を活用しながら、畑地かんがい

地域におきましても、農業協同組合によるリー

ス方式等の積極的な活用を推進してまいりたい

と考えております。

同じく農政水産部長にお伺い○山下博三議員

しますが、都城盆地畑かん事業は、国費856億

円、県費419億円、合計1,275億円もの巨費が投

入されております。受益面積で10アール当たり

の経費を出してみましたら、320万円もかかって

おるわけです。これだけの投資を行っている中

で、もっと付加価値農業を高めること、今後、

土地改良区の運営については水利用の比率が上

がっていくことが大事であると思っておりま

す。水利用を高めるための具体的な取り組みに

ついてお伺いをいたします。

畑かん地域に○農政水産部長（緒方文彦君）

おける営農の安定を実現していくためには、畑

地かんがい施設を適切に維持管理し、かんがい

用水の安定供給を行う土地改良区の役割は極め

て重要でございます。

このため、土地改良区の円滑な運営という視

点からも、賦課面積の拡大を図り、水利用収入

を確保していくことが必要でありまして、県、

関係市町、改良区、ＪＡで構成する「都城盆地

畑地かんがい営農推進協議会」を中心に、水を

利用した輪作体系などの栽培技術の実証や圃場

での散水実演会などを実施し、水利用の普及啓

発に積極的に取り組んでいるところでございま

す。

県といたしましては、今後とも、畑地かんが

い施設の整備を進めるとともに、関係機関と一

体となって、水利用の拡大に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○山下博三議員

次に、前回の６月議会でもお伺いいたしまし

たが、加工米の確保についてであります。焼酎

業界は、本県産の農産物を活用した加工産業と

して大変重要な産業であります。御案内のとお

り、地場企業が中心で、製造出荷額が1,000億

円、県税収入100億円でありまして、本県の中で

も特出する産業だと思います。その焼酎業界で

の県産カンショ、県産米の需要が高まっている

中で、例年、原料の確保が大きな課題となって

おります。

本年度のカンショは、天候にも恵まれ、近年

まれに見る豊作となりましたことから、大手焼

酎メーカーにおいても必要量は確保したと聞い

ております。地元のカンショ農家と話をしてみ

ますと、当初、10アール当たり2.8トン程度の収
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量で粗収入15万円程度と見ておりましたの

が、3.5トン近く収穫でき、全量買い上げのも

と、10アール当たり20万円以上になったと喜ん

でおられました。

原料カンショの確保については一安心という

ことでありますが、一方では加工用米への期待

が大きく高まっております。来年度の国の米政

策の方針が大きく変わろうとする中で、業界か

ら大いに期待される加工用米の確保について、

県はどのような取り組みをされるのか、お伺い

をいたします。

県内の酒造メ○農政水産部長（緒方文彦君）

ーカーで使用される加工用米は年間２万3,000ト

ン程度と聞いておりますが、平成23年に「米穀

等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝

達に関する法律」、いわゆる米トレーサビリ

ティー法が全面施行されて以降、メーカーの県

内産の加工用米に対する需要は年々大きくなっ

ております。

県といたしましては、加工用米は、県内で確

実な需要が見込まれることに加えまして、主食

用米の栽培体系や機械・施設が活用できるこ

と、乾燥・調製などの工程で県内への経済波及

効果も期待されることから、フードビジネスを

推進する観点からも重要な品目と考えておりま

す。

加工用米の推進に当たりましては、農業団体

とも連携しながら、国に対しまして支援の拡充

を要望しますとともに、収量の多い品種の選抜

や低コスト生産技術の確立に取り組み、需要に

応えられるような生産拡大に努めてまいりたい

と存じます。

時間がありませんので、エコ○山下博三議員

フィードは飛ばさせていただきますが、次に、

冷凍加工野菜の取り組みについてお伺いをいた

します。冷凍加工野菜は、近年、土地利用型農

業の重要な販売形態の一つとして大きく注目を

浴びてきております。これまで都城盆地におい

ても、30年以上前から先駆的に、地元の法人や

農協系統の加工施設が冷凍加工野菜の生産に取

り組まれてきておりますが、特に注目されるよ

うになったのは、西都・児湯地域を中心に、口

蹄疫からの再生・復興を早期に果たすことを目

的に、国や県の事業を活用し、県経済連が平

成22年度から整備したジェイエイフーズみやざ

きの本格的稼働を始めたことであります。この

事業費は21億3,000万円で、国、県で約10億円の

補助を受けております。この地域農業貢献がど

れほど評価されておるのか、農政水産部長にお

伺いをいたします。

ジェイエイフ○農政水産部長（緒方文彦君）

ーズみやざきにつきましては、平成22年度か

ら、国及び県の事業を活用して、西都・児湯地

域における口蹄疫からの再生・復興の拠点施設

として整備し、ホウレンソウ等冷凍野菜の製造

を行っております。

平成24年度の実績といたしましては、西都・

児湯地域で68経営体が167ヘクタールの加工用ホ

ウレンソウを生産しておりまして、このうち３

分の１に当たる56ヘクタールが、口蹄疫の影響

を受けた畜産農家によって栽培されておりま

す。

また、ジェイエイフーズみやざきにおきまし

ては、契約農家の天候リスクなどを緩和するた

め、県単事業を活用するとともに、独自の支援

制度を設けるなど、地域の農家の経営安定に努

めていると聞いております。

このように、西都・児湯地域において新たな

加工・業務用野菜の産地が形成され、また130人

の雇用が図られるなど、地域雇用の面でも一定

平成25年11月27日(水)
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の評価ができるものと考えております。

最後の質問ですが、同じく農○山下博三議員

政水産部長にお伺いをいたします。今後、さら

に耕種と畜産のバランスのとれた地域農業の発

展が加速化していくことが最も期待されるとこ

ろでありますが、一方で、県内で先行して市場

を開拓してきた冷凍加工野菜工場との連携を十

分に図りながら、それぞれの企業が、新商品の

開発や販路の開拓など切磋琢磨しながら、共存

共栄していくための環境づくりが大事であると

考えます。ただ単に、県内同種の企業同士で市

場でのたたき合いや潰し合い、資本力の強い企

業がひとり勝ちするようなことは絶対に避けな

ければなりません。そこで、県内の冷凍加工野

菜工場の連携についてどのように行われておる

のか、お伺いをいたします。

県では平成22○農政水産部長（緒方文彦君）

年度から、冷凍加工事業者間の連携強化と安全

・安心な冷凍野菜のブランド化を促進するた

め、県内７業者や関係団体で構成される「宮崎

県冷凍野菜加工事業者連携推進協議会」の取り

組みを支援しているところでございます。

また、本年９月に補正予算で措置されました

フードビジネス雇用拡大推進事業によりまし

て、協議会を通した新たな販路開拓を行うため

の商談会の開催や、関係事業者の行う営業アド

バイザーや加工技術の専門員の設置などを支援

することといたしております。

今後とも、県内の各冷凍野菜加工事業者が情

報交換を密にするとともに、適切な販売展開が

図られるよう、当協議会と密接に連携してまい

りたいと考えております。

ありがとうございました。県○山下博三議員

内には８つの大型の冷凍加工野菜工場があるよ

うでありますが、それぞれが市場の無駄な争い

にならないように環境整備をしていただきます

ようにお願い申し上げまして、質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、有岡浩一議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡浩一でございます。

本日の質問項目が10項目となり、お手元のプ

リントが２枚ということで大変もったいない気

もいたしますが、メモ用紙等に活用していただ

ければありがたいと思っております。

では、通告に従いまして質問をしてまいりま

す。

まず、河野知事の２期目の出馬表明を受けま

して、宮崎県中興の祖と称されている有吉忠一

県知事について触れてみたいと思います。

明治44年から大正４年の約100年前の第13代有

吉忠一知事は、県営鉄道の建設、開田事業、西

都原古墳群の発掘など史跡の顕彰、これが現

在、県総合博物館で行われている特別展「みや

ざき発掘100年―いにしえの「道」と交流―」と

つながっていきます。さらに、宮崎県への移住

奨励策で、鹿児島県や愛媛県、高知県などから

県下全域に移住者があるなど、宮崎県中興の知

事と称されるゆえんであります。100年前に将来

の宮崎県のあるべき姿を描き、実践したことが

現在の宮崎県の礎となっています。

そこで、河野知事にお尋ねいたします。ま

ず、質問事項の１、低炭素社会の実現について

であります。

宮崎県の住みよい環境を守るためにも低炭素

社会に向けた取り組みが求められています。次

世代エネルギーである水素は、環境に優しいエ

ネルギー源であるとともに、産業の裾野が広

く、地域経済を牽引する有望な成長産業になり

得ると期待されておりますが、知事の御所見を

平成25年11月27日(水)
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お尋ねいたします。

次に、前回、図師議員からも国体開催につい

て質問がありましたが、２回目の宮崎国体の開

催の意義について、知事の見解をお尋ねいたし

ます。

以下は質問者席にて質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、水素エネルギーについてであります。

水素エネルギーは、化石燃料やバイオマスなど

さまざまな原料から製造できる、利用段階では

温暖化ガスの排出がなく、クリーンなエネルギ

ーである、また大規模かつ長期の貯蔵や運搬が

可能であるなどのすぐれた特性を有しておりま

して、大きな可能性が期待されているところで

あります。

このため、政府の日本再興戦略において、戦

略市場分野に位置づけられまして、家庭用燃料

電池や燃料電池自動車、水素ステーションなど

の普及拡大を図ることとされておりますが、製

造・運搬・貯蔵・供給・利用に係る技術開発や

コスト低減などをいかに克服するかが目下の課

題とされております。

本県におきましては、宮崎大学が新潟大学や

民間企業と共同して設置をしておりますビーム

ダウン式太陽集光装置について、その設置経費

の一部を県として助成するなどの支援を行って

おるところでありますが、水素製造もその研究

目的の一つとされているところであります。

今後とも、その技術の確立、実用化に向けて

産学官の連携を促進するとともに、国の再生可

能エネルギー政策や水素エネルギー関連産業を

めぐる動向を注視しながら、水素エネルギーを

有効活用する地域社会の実現につきましても、

研究を重ねてまいりたいと考えております。

次に、本県での国体開催の意義についてであ

ります。昭和54年の国民体育大会の開催を契機

としまして、本県では全国で活躍できる多くの

アスリートが輩出されますとともに、県民の皆

様のスポーツへの関心が高まり、各地域でスポ

ーツに親しんでいく機会がふえたところであり

ます。また、そのときに整備されました県総合

運動公園などは、スポーツランドみやざきを支

える重要な施設として、県民の皆様を初め、県

外からも多くの方々に御利用いただいておりま

す。

このように、国体の開催には、トップアスリ

ートの育成はもちろんのこと、生涯スポーツの

普及と発展、県民一人一人の健康増進などの意

義、効果がありまして、地域のきずなづくりに

も寄与するものであると考えております。

さらには、宮崎の魅力、例えば、本県の恵ま

れた自然や文化、温かい県民性、もちろんすぐ

れた食材などを全国に発信する絶好の機会にな

るものでありまして、スポーツランドみやざき

の取り組みのなお一層の推進に結びつくものと

考えているところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

ただいま知事のほうから、低○有岡浩一議員

炭素社会に対する国の再生可能エネルギー政策

や水素エネルギーという視点から答弁をいただ

きました。皆さん御存じのように、燃料電池自

動車に代表されますように、燃料電池は、水素

と酸素から水と電気エネルギー、熱エネルギー

を取り出していく装置であります。特に効率よ

くエネルギーを使うことができ、クリーンでコ

ンパクト化が可能です。また、水素の製造の一

つとして、国内でも木質バイオマスをガス化

し、水素を製造するプラントが取り組まれてお
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ります。低炭素社会の実現として、水素エネル

ギーへの取り組みを、次の世代の子供や100年後

の県民に感謝される取り組みとして提案してお

きたいと思います。

次に、２回目の国民体育大会の開催について

私の所見を申し上げます。2020年の東京オリン

ピックを機に、スポーツがさらに推進されると

思いますし、その流れの中で本県のスポーツ振

興をどのように取り組むか、大きな課題だと

思っております。私自身も昭和54年の国体当時

は学生でしたので、県内の合宿、そういったも

のに参加する機会がございました。そのときの

私の印象は、指導される先生方が目標を大変

しっかり持って、ほかの学校の先生方とタイ

アップして、いかに強くするか、いかにこの大

会を乗り切るか、そういう思いを子供ながらに

感じながら、頑張ろうという思いで過ごしたこ

とを覚えております。

そういった意味では、ことし東京で第68回国

体、第13回全国障害者スポーツ大会が行われた

ことを顧みましても、県民の心を一つにできる

国体を誘致することは、本県発展の原動力にな

る、さらには子供たちの誇りとなる、そういう

大会であると私は感じております。そういった

意味では、これから13年以上先の話であります

が、今からこういった目標設定をし、みんなに

呼びかけること、そのためには市町村と相談

し、知恵を絞っていただかなければなりません

が、そのような13年後の目標に向かって、みん

なが盛り上がっていく、こういう仕掛けを知事

を初め教育委員会、さらには体育協会、市町

村、一緒になって取り組むことが宮崎県の力に

なる、そう信じておりますので、ぜひとも国体

の開催を一つの宮崎県の力にかえていただくよ

うな施策を早急に検討していただき、提案して

いただければありがたいと思っております。

そこで、もう一点、関連しまして要望いたし

ますが、特に施設の整備というものが必要に

なってまいります。例えば県総合運動公園であ

れば、外所地震で大きな被害を受けた地域であ

ります。この地域の人たちの避難場所というの

が今後の課題ですし、木花に集合した観衆の人

たちをどう誘導するか、これもいざというとき

の大きな課題であります。そういった意味か

ら、施設をつくる、その視点の中に防災施設と

して活用できる整備の計画、総合的な検討を今

から取り組んで、50年先も必要とされる、地元

の方にも愛される、そういう施設を検討してい

ただくことを要望して、国体に対しましては、

前向きに進めていただけるということを信じて

終わりたいと思います。

次に、質問事項の３に入ります。農地の有効

利用の観点から、市民農園についてお尋ねいた

します。

レジャー農園、ふれあい農園などといろいろ

な愛称で呼ばれ、福祉関係者や高齢者の生きが

いづくり、児童の体験学習など、ニーズに合わ

せた取り組みが期待されます。そこで、市民農

園の現状と今後の取り組みについて、農政水産

部長にお尋ねいたします。

市民農園整備○農政水産部長（緒方文彦君）

促進法や特定農地貸付法に基づき、自治体やＮ

ＰＯ法人等が開設している市民農園につきまし

ては、平成25年３月末現在で県内に12カ所、3.7

ヘクタールございますが、このほか、農園利用

方式として農業経営者みずからが開設している

市民農園も見受けられるところでございます。

市民農園は、その多くが宮崎市など市街地に

近い場所に開設されておりまして、都市部ほど

ニーズが高くなる傾向にありますが、地域を問
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わず、食や農業に関心を持ち、豊かな宮崎の自

然を体験できる有効な手段の一つでございま

す。県といたしましては、市町村や地域の農業

者とも連携しながら、市民農園についての普及

啓発に努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。市民○有岡浩一議員

農園整備促進法というものがありますが、３つ

のパターンがありまして、特に農地利用方式と

いうのは大変活用しやすい制度だと思いますの

で、ＰＲをしていただきたいと思いますし、宮

崎県は食料基地ということを言っているわけで

すが、本県農業や農地に対して関心を持っても

らう、食の大切さ、農業の楽しさを実感してい

ただくという思いで、市民農園が県内全域に定

着することを一つの提案として申し上げたいと

思います。

農林水産省は、ホームページでも市民農園の

整備が可能な補助事業等を紹介されておりま

す。宮崎のイメージづくりとして、宮崎のアイ

デンティティーとして、宮崎に住んで、近くの

畑で野菜をつくる、そういう豊かな宮崎のＰＲ

としてぜひ期待をしております。このことはぜ

ひとも取り組んでいただきたい要望としておき

たいと思います。

次に、質問事項の４、里山の保全についてお

尋ねいたします。

近年、里山において伐採後の放置森林が増加

しています。植栽未済地対策としてパトロール

等を行っているそうですが、里山においては地

域住民の監視も有効な対策となると考えており

ます。

そこで、森林法第10条の８の伐採及び伐採後

の造林の届け出後に、伐採現場において他県で

取り組んでいる例がありますが、伐採届け出を

していることがわかる表示を行うなど、今でき

る対策を講じるべきではないかと考えますが、

環境森林部長にお尋ねいたします。

本県の林業を○環境森林部長（堀野 誠君）

将来にわたって振興させていくためには、切っ

たら植えるという循環型林業の推進が重要であ

ります。このため県では、国の補助事業を活用

し、伐採後の速やかな再造林を推進するととも

に、市町村や森林組合等と合同で伐採現場パト

ロールを実施し、現地で再造林等の指導を行っ

ているところでありますが、一部地域において

は、伐採後の再造林が行われていない森林も確

認されています。

御質問にありました伐採及び伐採後の造林の

届け出につきましては、伐採後の造林が適切に

行われることなどを目的としており、大分県な

ど３道県におきましては、伐採現場に届け出済

みを示す旗を設置するなどの取り組みが行わ

れ、効果を上げているとのことであります。

県といたしましては、このような他県の状況

を参考にしながら、届け出の提出先である市町

村とともに、伐採現場での表示の導入について

検討してまいりたいと考えております。

今、部長のほうからお話があ○有岡浩一議員

りましたが、里山の保全は、今、生きている我

々が取り組まなければならない課題でありま

す。いつか誰かがやるということでは間に合わ

ない、そう思っております。そういった意味で

は、今、気づいた我々が早急に対策をとるとい

うことを強く要望しておきたいと思っておりま

す。

次に、質問事項の５、若者の雇用についてで

あります。

先月、ベルギー大使館に伺い、ベルギーモデ

ルと言われる若者の雇用対策について意見を交

換してまいりました。ベルギーでは、失業率7.6
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％に対し、29歳以下の若年層は14.7％と、若者

の失業率が高くなっています。このことは、ヨ

ーロッパにとどまらず、世界的な傾向となって

おり、若者の雇用対策は大きな課題です。「石

の上にも三年」と言われますが、スキルを高め

る前に早期離職してしまう若者がふえており、

その後も履歴書の職業欄がふえ続けていくこと

は、就職活動のプラスにはなりません。そこ

で、若者の早期離職防止にどのように取り組ん

でいるのか、商工観光労働部長にお尋ねいたし

ます。

若者の早○商工観光労働部長（茂 雄二君）

期離職防止につきましては、雇用の安定を図る

上で大変重要であると認識しているところであ

ります。

国の調査によりますと、若者の離職理由とい

たしまして、「仕事が自分に合わない」という

企業と求職者のミスマッチが最も多い要因とし

て挙げられておりますことから、県といたしま

しては、ヤングＪＯＢサポートみやざきにおき

まして、若年求職者一人一人に対し、適性診断

や企業研究を含めたキャリアコンサルティング

を行っているところであります。

また、就職活動に入る前の大学３年生等を対

象としてインターンシップや企業見学会を実施

し、就職前の段階でその企業で働くということ

を具体的にイメージしてもらい、ミスマッチを

未然に防ぐよう努めているところであります。

このほか、離職理由として挙げられている職

場の人間関係や福利厚生面など職場環境の問題

につきましては、県内４カ所に設置する労働相

談窓口を通じて、職場環境の整備に努めている

ところであります。

次に、ベルギーの取り組みを○有岡浩一議員

紹介いたしますが、来年の１月１日から国策と

して、25歳未満の若者が正規の雇用を得るか、

またはそうでない場合、４カ月間の研修を保証

しなければならないとし、国を挙げて対策に取

り組んでおります。

そこで、宮崎というこの地の中で考えたとき

に 私の経験ではありますが、初任者研修を―

受けたことがございます。仲間との交流を通し

て安心して職場に入ることができたこと、その

後も遠方の仲間と連絡をし合ったり、飲み会を

し、職場の不満を言い合いながら乗り切ってき

た20代を経験しました。

そこで、今考えられる防止策として、中小企

業の多い本県の中で、企業が入社直後の社員に

対し研修を行う制度を広めることが早期離職の

防止策として有効と考えますが、部長の見解を

再度お尋ねいたします。

初めて社○商工観光労働部長（茂 雄二君）

会人となった若者が、入社間もない時期に社会

人としての心構えや基本的なマナー等の研修を

受けることは、職業人としての基本を育むとと

もに、受講者同士の連帯意識を醸成し、職場へ

の定着が図られるという効果も期待できるもの

と考えております。

一方、特に中小企業においては、１社単独で

の研修は費用や体制等から困難な面もあると考

えております。このような中、本県では、職業

能力開発協会や商工団体等において、複数の企

業の新入社員を対象に集合研修を実施しており

ます。

県といたしましては、これらの研修は、離職

の防止を含め、新人育成に大変有効であると認

識しておりまして、さらに多くの中小企業が新

入社員研修を活用していただけるよう、研修制

度の周知に取り組むなど、今後とも、若者の離

職防止に積極的に努めてまいりたいと考えてお
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ります。

答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。集合研修制度の周知、これはぜひやってい

ただきたいと思いますし、先ほどミスマッチ対

策としてヤングＪＯＢサポートみやざきの利用

というお話がありました。ぜひ若い人たちにＰ

Ｒをしていただきまして、今の若い人たちの雇

用を守ること、雇用が安定することが将来の県

政安定につながると考えますので、ぜひとも長

い目で若い人たちを育てるという視点からも汗

をかいていただきたい、そのように感じており

ます。

次に、質問事項の６に参ります。防災対策に

ついてお尋ねいたします。

南海トラフ巨大地震など大規模災害を想定し

た対策が進められる中で、県内44万3,800戸の住

宅の耐震化率の目標と現在の取り組みについ

て、県土整備部長にお尋ねいたします。

本県の住宅○県土整備部長（大田原宣治君）

の耐震化率は、平成20年度で72％となってお

り、平成27年度末までの目標を90％としておる

ところです。

特に、住宅の耐震化を図るには、木造住宅の

耐震化を促進することが重要でありますことか

ら、県では、市町村と一体となりまして、耐震

診断及び耐震改修の補助事業を行っているとこ

ろです。

耐震診断につきましては、診断費用の９割を

補助しており、今年度からは民間機関の協力を

得まして、６万円までは無料としております。

また、耐震改修につきましては、補助率３分の

１、補助上限額50万円を原則としております

が、特に今年度から、地震による倒壊の危険性

が高い住宅につきましては、補助率を２分の１

に、補助上限額を75万円に引き上げたところで

す。

ただいま倒壊の危険性が高い○有岡浩一議員

という、これは恐らく木造住宅がそういった視

点では大変危険ではないかと思うんですが、こ

のような木造住宅の耐震化促進事業の実績と今

後の取り組みについて、再度、部長にお尋ねい

たします。

木造住宅の○県土整備部長（大田原宣治君）

耐震化促進事業のうち、耐震診断補助は平成17

年度から実施しており、平成24年度末までの実

績は590戸でありまして、耐震改修が必要と判定

されたものは532戸、その比率は約９割となって

おります。

このため県では、平成24年度に耐震改修の補

助制度を創設したところでありまして、平成24

年度の利用実績は13戸で、今年度は10月末現在

で31戸の申し込み予約が来ております。

県としましては、耐震改修を必要とする木造

住宅が多い中で耐震改修が進まないことから、

県、市町村の広報紙を活用するとともに、関係

団体、自治会等と連携しまして、耐震化の重要

性についての意識啓発や事業の周知を行い、さ

らなる耐震改修の促進に努めてまいりたいと考

えております。

今、部長のほうから現在の取○有岡浩一議員

り組みについてお話がございましたが、耐震診

断は、民間機関の協力もあり、受けやすくなっ

ているというお話でしたし、今年度から耐震改

修の補助率も２分の１まで引き上げたとあり、

今後は意識啓発や事業の周知が課題になると思

われます。

そこで、耐震化を進めるために、防災意識の

高い、知識を持った県内防災士の皆さんの力を

かりて、県民の防災意識の向上など、マンパワ

ーで取り組むときと思われますが、危機管理統
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括監の所見をお尋ねいたします。

議員から○危機管理統括監（橋本憲次郎君）

御指摘がございましたように、建物の耐震化を

進めるためには、県民一人一人がその重要性を

認識し、理解を深めることが必要不可欠だと考

えております。

10月末に公表いたしました南海トラフ巨大地

震に伴う被害想定におきましても、建物の耐震

化を進め、すぐに避難する割合を高めること

で、大幅に被害を軽減できるということをお示

ししたところでございまして、建物の耐震化

は、今後の減災対策の重要な柱になるものと考

えております。

一方、本県におきましては、自助・共助を進

める観点から、防災士の養成にも積極的に取り

組んできておりまして、これまでに1,200名余の

防災士が誕生するとともに、自主的な宮崎県防

災士ネットワークも組織されまして、各地で活

発に活動を展開されているところでございま

す。

今後、防災士やそのネットワークとも連携し

ながら、県民並びに地域全体の防災意識の向上

に取り組み、建物の耐震化を初めとする諸対策

の推進に努めてまいります。

先日、大規模災害のセミナー○有岡浩一議員

を開催いたしました。呼びかけた数に対して約

１割の参加でありました。中には、まだ大丈夫

だ、来やしないんだという意識があるようです

が、必ず来ると考えること、何か対策をすべき

という心の準備をすること、そのことが最大の

防災であると考えております。すぐに行動す

る、そのパーセントを70％と掲げております。

そのためには、必ず来るということ、そして毎

年その確率は上がっているという危機感を持っ

て、防災意識の向上に今後とも努めていただく

ことを切に要望いたします。

次に、質問事項の７に入りたいと思います

が、設計違算についてお尋ねいたします。

６月の一般質問に続きお尋ねいたしますが、

昨年度は60件の設計違算に対し、現在の県土整

備部における設計違算による入札中止の現状に

ついて、県土整備部長にお尋ねいたします。

建設工事等○県土整備部長（大田原宣治君）

の発注における違算等による入札中止につきま

しては、入札参加者に多大な負担をかけますと

ともに、公共事業の執行におくれが生じ、県民

生活に影響を及ぼしかねないことから、徹底し

た精査体制の確保と職員の指導を行うなど、違

算防止対策に向けまして総力を挙げ、取り組ん

できているところであります。

その結果、今年度10月末までの違算等による

入札中止の件数は、昨年度同時期に比べ34件か

ら21件に減少し、発注件数に対する割合につき

ましても、3.1％から1.3％に減少したところで

あります。

今、発注件数の割合等を報告○有岡浩一議員

していただきましたが、入札中止の割合が3.1％

から1.3％に減少したということで、違算防止対

策によるものが大きいのではないかと思われま

す。しかし、まだまだ減らすことができる分野

だと思っておりますので、さらなる対策として

担当職員のスキルアップが求められるわけです

が、今後どのように取り組んでいかれるのか、

再度、部長の見解をお尋ねいたします。

公共事業の○県土整備部長（大田原宣治君）

適正な執行を図るためには、設計積算能力の向

上など、職員のスキルアップは重要な取り組み

であると認識しております。

このため、新規職員や中堅職員に対する積算

研修並びに各発注機関の担当リーダーで構成さ
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れますワーキンググループの充実強化を図るな

ど、実践的なスキルアップに取り組んでいると

ころであります。

今後とも、これらの取り組みを充実させると

ともに、所属長会議等におきまして情報の共有

を図るなど、あらゆる機会を捉えて、より一層

の違算防止の徹底に向けて、県土整備部一丸と

なって取り組んでまいりたいと存じます。

ありがとうございました。ワ○有岡浩一議員

ーキンググループの取り組みなどを充実するこ

とによって、設計違算の減少が実績として上

がってくる。そのことが職員の皆さんの自信と

なり、円滑な事業推進につながることを期待し

ております。

次に、質問事項の８について教育委員長にお

尋ねいたします。

私も保護者の一人として、ＰＴＡの役員とし

て、幾度となく子供のいじめに直面しました。

多くの子供、先生方、保護者が悩むいじめにつ

いて、教育委員長の所見をお尋ねいたします。

いじめは、人と○教育委員長（齊藤和子君）

して絶対に許されない行為であると思っており

ます。いじめは、子供たちの健全な成長を阻害

するだけでなく、将来にわたって大きな影響を

与える深刻な問題であります。それを根絶しな

ければならないと考えております。

私は、長年のＰＴＡ役員の経験の中で、常に

子供を真ん中にというスタンスで活動をする

中、学校を応援させていただいておりました。

いじめの未然防止や早期発見のためには、真ん

中にいる子供たちを学校と家庭、地域がそれぞ

れの立場で支え、見守り続けるとともに、子供

たちが何でも相談できる環境を整えていくこと

が必要だと考えております。

いじめられた子供には、守り通す姿勢を示し

ながら、十分に寄り添う。いじめた子供には、

恥ずべき行為であることを認識させ、心の成長

を促す。見て見ぬふりをしている子供には、

「いじめをやめよう」と言える勇気を持たせ

る。そんな指導の充実を図っていくことが大切

であると思っております。

さらに、子供同士が支え合ったり、いじめに

ついて深く考えたりしながら、いじめを許さな

い土壌づくりを進めていくことも必要であると

考えております。

今の教育委員長の子供を真ん○有岡浩一議員

中にというスタンス、同感でございます。さら

に、子供たちが何でも相談できる環境を整え

る、こういった環境整備もこれからの大きな課

題だと思っております。その中で、道徳教育と

いうのがございますが、いじめを防止するため

の道徳教育のあり方について、教育委員長の見

解を再度お尋ねいたします。

いじめを未然に○教育委員長（齊藤和子君）

防止していくには、自分も周りの人々も、それ

ぞれがかけがえのない存在だと思える生命尊重

の心や、人の痛みがわかる思いやりの心など、

豊かな心を全ての子供たちに育んでいくことが

重要であると考えております。

そのために、地域の医師や助産師等による講

話や自分の親などから誕生の話を聞くことに

よって、命のとうとさについて考えさせたり、

家庭や地域の方々との触れ合いやさまざまな社

会体験を通して、誰かの役に立っていることや

周囲の人に支えられていることを子供たち自身

に実感させたりするなど、発達の段階に応じな

がら道徳教育を充実していくことが非常に大切

であると思っております。

お話を伺いながら、命のとう○有岡浩一議員

とさや食育の観点から、一つの例でございます
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が、みやざき中央新聞の「心を込めて『いただ

きます』『ごちそうさま』を」など、子供たち

に伝わりやすい話を思い出しました。あらゆる

教材が、家庭、学校など、子供の成長の糧にな

ることを希望しております。

続きまして、教育長にお尋ねいたします。文

部科学省の調査では、道徳の授業は学年が上が

るにつれて「楽しい」「ためになる」と感じる

児童生徒数が減少するという傾向がありまし

て、その対策として、人物で興味を持たせる工

夫が求められております。そこで、郷土の先賢

の生き方に学ぶような道徳教育が大切と思われ

ますが、教育長の見解をお尋ねいたします。

郷土の先賢に学ぶと○教育長（飛田 洋君）

いうことですが、本県におきましては、小村寿

太郎や高木兼寛、石井十次や安井息軒など、郷

土や我が国の発展に貢献した多くの先賢を取り

上げた道徳教育用の教育資料を作成いたしてお

りますが、その資料を全公立小中学校に配付

し、道徳の時間などに先達の生き方について学

ぶことができるように取り組みを進めていると

ころであります。

その指導に当たりましては、例えば先賢の生

きる勇気や知恵、自分を犠牲にしてまでも社会

に役立とうとする無私の心 私欲を捨てた心―

などを感じさせるとともに、一方では、そのよ

うな先賢でも人間としての弱さを吐露するよう

な姿があったことにも触れながら、児童生徒が

自分の生き方と対比し、みずからの人生をより

よくしていくことができるように、取り組みを

進めております。

今後とも、郷土の先賢の生き方を児童生徒に

しっかりと学ばせ、心に響く道徳教育の充実に

努めてまいりたいと考えております。

郷土の先賢の生き方について○有岡浩一議員

既に子供たちも取り組んでいらっしゃるという

ことで、身近な郷土の偉人を紹介することで自

信をつけていただけたらと思っておりますし、

来年度から副教材の「心のノート」の改訂で、

二宮金次郎など人物のエピソードも取り上げら

れると聞いております。また、広く読まれてい

る月刊誌の「致知」でも、二宮金次郎の７代目

の子孫が語る金治郎のとっておきの教えが紹介

されています。子供は大人の鏡といいます。大

人ももう一度、先人に生き方を学ばなければな

らない、私はそういう思いがしております。

しっかり私自身も生き方を勉強してまいりたい

と思っております。

次に、質問事項の９、人財育成についてお尋

ねいたします。

私は、県庁の皆さんは紛れもない宮崎県のシ

ンクタンクであると考えております。県民のニ

ーズが多様化する中で、「人財づくり」を掲げ

る本県の取り組みの本丸として、職員の人材育

成にどのような取り組みをしておられるのか、

総務部長にお尋ねいたします。

本県を取り巻く社○総務部長（四本 孝君）

会経済情勢が大きく変化いたします中で、幅広

く質の高い行政サービスを提供していくために

は、公務員としての高い能力はもとより、柔軟

性や積極性、あるいはすぐれた感性を持った職

員を育成していくことが大変重要であると考え

ております。

このため、今後目指すべき職員像を明らかに

するとともに、人材育成の方向性を示すなど、

職員がみずからのキャリアデザインを形成して

いく指針とするために、平成13年５月に策定い

たしました「宮崎県人材育成基本方針」を本年

２月に改定したところであります。

現在、この方針に基づきまして、計画的な
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ジョブローテーションやキャリアデザイン研修

の充実、目標管理制度や庁内公募制の実施、国

や民間企業等への長期派遣研修など、人材の育

成に積極的に取り組んでいるところでありま

す。

今お話がありましたけれど○有岡浩一議員

も、私自身の経験を少しお話しさせていただき

たいと思いますが、公務員時代に社会教育課に

５年ほど在籍しました。その５年間の中で何を

したかといいますと、本来なら３年で異動する

予定でしたが、郷土史の編さんという作業がお

くれている、どうしても仕上げなければいけな

いということで、後、２年間かけて発行するこ

とができました。

個人の目標達成という一つの仕事を終えて、

反省もたくさんあるんですが、達成するという

経験、そのことが人物を育てるというんでしょ

うか、仕事をすることで仕事力がつくんだと。

ですから、３年で異動する、そういう固定観念

は私はいかがなものかと思っておりますし、個

人の目標達成という視点からも、まだまだ職員

のスキルを高めるための方策があるのではない

かと思っております。

住民の声としても、担当者が来たけれども、

３年目で異動するんだなと、そういった３年目

の約束みたいな、そんなイメージで住民サイド

も見ている。そうではなくて、一つの仕事を達

成するために住民と一緒に悩みながら進める、

そういう取り組みも必要ではないか、これから

のニーズとしてはふえてくるのではないかなと

思っております。

そこで、再度、総務部長にお尋ねいたします

が、職員のスキルや専門性を高めるという観点

から、人事異動のサイクルについて柔軟に考え

ていく必要があるのではないかと思われます

が、総務部長の所見をお尋ねいたします。

人事異動につきま○総務部長（四本 孝君）

しては、業務の必要性はもとより、職員の希望

や能力、さらには幅広い経験を積むことによる

人材の育成等にも配慮しながら行っているとこ

ろであります。

特に、人事ローテーションにつきましては、

従来から農業普及や研究部門など、より専門的

で知識や経験が必要な職務については、在課期

間を通常よりも長くするとともに、担当する業

務の進捗状況等を十分把握して、異動による支

障がないよう、柔軟に対応してきているところ

であります。

また、議員御指摘のとおり、職員のスキル

アップあるいは専門性を有する人材の育成、さ

らには県民、関係団体等との信頼関係の構築が

必要な分野についても、引き続き、業務の必要

性や、本人の希望、適性も踏まえながら、人事

ローテーションの多様化に努めてまいりたいと

考えております。

宮崎県の「人財づくり」とい○有岡浩一議員

う大きな柱の中に、県の職員の人材育成、これ

は大きな柱でありますので、ぜひとも職員を大

切に、そして職員のスキルアップを今後とも高

めていただくことを切にお願いしておきたいと

思っております。

それでは、最後の質問項目になりますが、本

県のポテンシャルについてお尋ねいたします。

よく知事がおっしゃる言葉ではございます

が、よそに出かけてみると宮崎のよさがわかり

ます。そして、住んでいる住民が、当たり前過

ぎて気づかない素材がたくさんあると思ってお

ります。そこで、いいものに着目し、地域力を

アップする、そういう取り組みが求められてお

ります。
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本年度、えびの市田代自治会が、農林水産祭

のむらづくり部門で、日本一の天皇杯を受賞し

ております。これも一つの力だと思いますし、

我々が県内にいながら知らなかった素材であり

ます。そこで、地域の素材を生かした市町村の

地域づくりに対する支援の現状を、総合政策部

長にお尋ねいたします。

地域の活性化○総合政策部長（土持正弘君）

を図るためには、地域の資源を生かし、個性豊

かな魅力ある地域づくりを行っていくことが重

要であるというふうに考えております。現在、

各部局において、そうした地域づくりに資する

さまざまな事業を実施しているところでござい

ます。総合政策部では、こうした地域づくりに

取り組む市町村を、大学等と連携して地域の宝

を探る共同研究事業や、地域力磨き上げ応援事

業などによりまして支援を行っているところで

あります。

このうち地域力磨き上げ応援事業では、今年

度、16市町村による17事業を採択しております

が、例えば、木城町の廃校を活用した農家風レ

ストランにおいて、地元の農産物の提供等を通

じた交流人口の拡大を図る事業や、日向市にお

けるハマグリなど、食の素材を生かしたおもて

なしにより誘客を図る事業など、県内各地で進

められている地域特有の自然環境や特産品、伝

統文化などの資源を生かした取り組みについて

支援を行っているところであります。

このような市町村に対する事○有岡浩一議員

業の取り組み、こういったものが成熟していく

んでしょうか。そういうことが求められており

ますし、本年度、８月21日に開催されました地

域づくり表彰で国土交通大臣賞を受けた西米良

村の小川作小屋村運営協議会、こういった団体

もきっかけを持って成長して、こういった形に

伸びてきたということでありますので、単年度

事業ではありませんが、やはり意欲ある人たち

を育てていく、そして喜びを持った取り組みを

することが、これからの地域の素材を伸ばす。

また、やっていることを全国が評価するという

成果を一つの自信にかえていただきながら、宮

崎県内の各自治体、自治公民館、そういったと

ころまで掘り下げて取り組みを広げていただく

ことを要望しておきたいと思います。

次に、高速道路関係がございますが、商工観

光労働部長に再度お尋ねいたします。私どもが

よく聞く話は、高速道路が開通すると同時に、

市町村は素通りになってしまうのではないかと

いう消極的な意見を聞いております。しかし、

逆に、観光資源を生かして遠方からでも来ても

らおうではないか、そういう前向きな声も聞い

ているということで、いろんな意見が交錯して

いるというのが現状であります。そこで、地域

素材を生かした市町村の観光地づくりの取り組

みと支援の現状を、商工観光労働部長にお尋ね

いたします。

近年、そ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

の土地ならではの食や祭り、農業などを地元の

方々と触れ合いながら体験する観光、こういっ

たものに対するニーズが高まってきておりまし

て、本県への観光客の増加を図るためには、こ

のような観点から観光地の魅力向上に取り組む

ことが非常に重要であると考えております。

そのため、商工観光労働部におきましては、

魅力ある観光地づくり総合支援事業やチャレン

ジ観光応援事業などの事業におきまして、地域

の素材を観光資源として磨き上げることによ

り、地域外からの誘客を目指す市町村等を支援

してきたところであります。

本年度におきましては、椎葉村における住民
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参加による観光振興プランの策定やワーク

ショップの開催、高鍋町における高鍋大師を活

用したユニークな土産品開発や催し物の企画な

ど、地域における14の取り組みに対し支援を

行っているところであります。

幾つかのお話をしていただき○有岡浩一議員

ましたが、先日の観光議員連盟の場でもお話が

ございました。幾つか紹介したいと思います

が、観光ボランティアのお話を伺って大変有意

義だったという声がありました。さらに、民間

では、宮崎の野菜を帰られたときに届けるとい

うサービスをしたら大変喜ばれたと。やはり宮

崎の持っているいいもの、おもてなしという言

葉で例えるならば、そういう精神が他県の方た

ちには大変喜ばれるということが、この前の話

の中で幾つか提案されました。

そこで、おもてなしという言葉に特化してイ

メージをつくっていきますと、おもてなしを受

ける人は確かにこうやって喜ばれます。逆に、

おもてなしを企画したり行う人たちがきつい、

これでは続かない。おもてなしをする、受け入

れる側も、楽しく企画し、かかわっていくこと

が継続できる力になると思っております。

そういった意味で、私自身の経験を少し時間

がありますのでお話ししますが、園児の農業体

験を受け入れまして、子供たちが来て、大変楽

しい、おいしい、そういったことを言ってくれ

る。それが受け入れる側の我々の力になるし、

受け入れてよかったという気持ちで接しており

ます。そのような農業体験を受け入れること

で、子供たちに野菜なり農産物を好きになって

もらえる。宮崎はいいところだということを実

感してもらえるような、そういうおもてなしを

私自身も15年ほど、子供たちと接しながらやっ

ておりまして、二十前の子供が「おじちゃん」

と声をかけてくれるんです。僕たちからする

と、みんなを覚えてはいませんが、子供たちは

そういった形で大人を見て、覚えてくれる。そ

ういう地域の大人と子供たちの関係というのが

ずっと続いていくんだなということを強く感じ

て、こういうつながりを大事にしたいと思いま

すし、無理をするんじゃなくて、お互いが楽し

くやっていけるようなおもてなしというものを

視点に置きながら、取り組む必要があるんじゃ

ないかと思っております。

きょうの最後の質問になりますが、これは知

事にお尋ねする項目でございまして、11月９日

の知事のフェイスブックを拝見しますと、友人

の感想が紹介されており、「ワシントニアパー

ムや神話にちなんだ観光スポットがおもしろ

い。魚がおいしい。かんきつ類がいいと褒めて

いただいた反面、いいものがあるのに県外に伝

わっていない。もったいない」とストレートな

御意見がありました。

そこで、本県のポテンシャルに気づくために

も、外からの感想をいただきながら、本県の魅

力を最大限に活用するとともに、113万人の取り

組みに発展することが待たれますが、知事の見

解をお尋ねいたします。

今御紹介いただきまし○知事（河野俊嗣君）

たフェイスブックの書き込みというのは、家内

の大学時代の同級生、友人３人、東京に住んで

いる者ですが、初めて宮崎を訪れた、そのとき

の感慨、感動というものを、また指摘というも

のを紹介したところでありますが、今紹介して

いただきましたように、宮崎は本当にすばらし

いものがある、びっくりした、驚いた、でもそ

れがちゃんと使われていない、伝わっていな

い、一言で言うと「もったいない」というとこ

ろの感想でありました。まさに、議員からも御
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指摘がありましたが、我々がふだん接して余り

気づいていないような宮崎の魅力はたくさんあ

るのだろうと考えておるところでございます。

また、食なり、自然なり、文化なり、いろん

なものがあるわけでございます。先ほど紹介し

ていただきましたが、えびの市田代自治会の取

り組み、さらには西米良村小川作小屋の取り組

みというものが、天皇杯であり大臣賞というも

のをとられたというのは、やはりそれぞれの地

域の資源というものをしっかりと地域の住民が

一体となって磨き上げていく、それを伝えてい

く取り組みというものが、全国的に見てもすば

らしい取り組みだということで評価をされたの

ではないかなというふうに思っておるところで

ございます。

要は、我々としては、そういう取り組みを全

県的に広げていくこと。宮崎におけるさまざま

な意味での宝というものを県民一人一人がちゃ

んと認識をしていく。そして、それを外に向け

て語ることができる。今、神話でいうと神話の

総語り部事業などに取り組んでおるところであ

りますが、その価値を我々自身が認識すること

によって、より強くアピールすることができる

のではないか。それが観光誘客にもつながって

いくというふうに、また県民の地元、地域に対

する誇りや愛着、自信にもつながるものであろ

うというふうに考えておるところでございま

す。

現在、「知ろう・使おう・広げよう」を合い

言葉に、ディスカバー宮崎なり、100万泊県民運

動なり、地産地消の県民運動、また記紀編さ

ん1300年記念事業、さまざまな県民運動を展開

しておるところでございますが、今後とも、県

民の皆様にしっかりとそういう面をアピールし

ながら、参加意識を募って盛り上げていきたい

と考えております。

今回の質問の中で幾つかの、○有岡浩一議員

もったいないという言葉もございましたし、お

もてなしというキーワードもございました。

きょうは教育委員長のほうにも、いじめの話、

道徳のあり方をお尋ねいたしましたが、ふるさ

とを誇りに思うというお言葉もありました。本

当にふるさとに誇りを持っている子供たちは卑

劣なことはできない。我々大人もそうですが、

誇りを持って接すれば卑劣なことはできない、

こういう言葉がありまして、子供たちに誇りを

持った環境をどうつくればいいだろうかという

ことで、私なりに考えておりますが、子育て日

本一の宮崎県を磨き上げるということで、日本

一住みやすい宮崎をみんなでつくっていこう、

これは共通の課題です。子供たちの立場で考え

てみますと、大切な友達との関係づくり、これ

は大変大きな課題ですし、さらに身近な大人が

信頼できるかどうか、こういう環境があるのか

どうか、これが大きな課題だと思っています。

お父さん、お母さん、先生、身近な大人が尊

敬できる、そういう宮崎県を目指すこと、これ

が、これからの子供たちを育てていく大きな糧

になると思いますし、誇りを持って、大変住み

やすい宮崎県であるということを、子供たち

も、そして我々も、この地域に住むみんなが声

を出して言っていただけるような宮崎県をこれ

からつくってまいりたいと思います。有吉知事

のように、100年後の宮崎に対して夢を語ってい

けるような、そういう県政運営をこれからも知

事に期待いたしまして、私の一般質問を全て終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。
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平成25年11月27日(水)

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時51分散会


